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デバイスおよびアプリケーショ
ンがAWS IoTにアクセスする方法

AWS IoT とは
AWS IoT は、IoT デバイスを他のデバイスおよび AWS クラウドサービスに接続するクラウドサービスを
提供します。AWS IoT は、IoT デバイスを AWS IoT ベースのソリューションに統合するのに役立つデバ
イスソフトウェアを提供します。デバイスが AWS IoT に接続できる場合、AWS IoT は それらデバイスを
AWS が提供するクラウドサービスに接続できます。
AWS IoTへの実践的概論については、AWS IoT Core で開始 (p. 18)にアクセスしてください。

AWS IoT では、ソリューションに最適な最新のテクノロジーを選択できます。AWS IoT Core では、現場
での IoT デバイスの管理とサポートを支援するために、次のプロトコルをサポートしています。
• MQTT (Message Queuing and Telemetry Transport) (p. 86)
• MQTT over WSS (Websockets Secure) (p. 86)
• HTTPS (Hypertext Transfer Protocol - Secure) (p. 97)
• LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) (p. 1125)
AWS IoT Core メッセージブローカーは、MQTT および MQTT over WSS プロトコルを使用してメッセー
ジを発行およびサブスクライブするデバイスとクライアントをサポートします。また、HTTPS プロトコル
を使用してメッセージを発行するデバイスとクライアントもサポートしています。
AWS IoT Core for LoRaWAN は、ワイヤレス LoRaWAN (省電力長距離広域ネットワーク) デバイスの接続
と管理をサポートします。AWS IoT Core for LoRaWAN では、LoRaWan ネットワークサーバー (LNS) を
開発、運用する必要がありません。
デバイスの通信、ルール (p. 480)、ジョブ (p. 678)などの AWS IoT 機能が必要ない場合は、AWS メッ
セージングを参照して、要件により適している可能性のある他の AWS IoT メッセージングサービスに関す
る情報を確認してください。

デバイスおよびアプリケーションがAWS IoTにアク
セスする方法
AWS IoT は、AWS IoT のチュートリアル (p. 126) のためのインターフェイスを提供します。
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AWS IoT の機能

• AWS IoT Device SDKs — AWS IoT とメッセージを送受信するためのアプリケーションをデバイス
上で構築します。詳細については、「AWS IoT Device SDK、Mobile SDK、および AWS IoT Device
Client (p. 1303)」を参照してください。
• AWS IoT Core for LoRaWAN — AWS IoT Core for LoRaWAN (p. 1125) を使用して、長距離 WAN
(LoRaWAN) デバイスとゲートウェイを接続および管理します。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) - Windows、macOS、Linux で AWS IoT のコマンドを実行
します。これらのコマンドで、モノのオブジェクト、証明書、ルール、ジョブ、およびポリシーを作成
し、管理することができます。開始するには、「AWS Command Line Interface ユーザーガイド」を参
照してください。AWS IoT のコマンドの詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの iot を参照
してください。
• AWS IoT API — HTTP または HTTPS リクエストを使用して IoT アプリケーションを構築します。これ
らの API アクションで、モノのオブジェクト、証明書、ルール、およびポリシーをプログラムにより作
成し、管理することができます。AWS IoT の API アクションの詳細については、AWS IoT API リファレ
ンスのアクションを参照してください。
• AWS SDK — 言語固有の API を使用して IoT アプリケーションを構築します。これらの SDK は HTTP/
HTTPS API をラップし、サポートされているいずれの言語でもプログラミングできます。詳細について
は、AWS の SDK およびツールを参照してください。
AWS IoT コンソールを介して AWS IoT にアクセスすることもできます。このコンソールは、モノのオブ
ジェクト、証明書、ルール、ジョブ、ポリシー、および IoT ソリューションの他の要素を設定および管理
できるグラフィカルユーザーインターフェイス (GUI) を提供します。

AWS IoT の機能
このトピックでは、AWS IoT でサポートされており、かつ、お客様が必要とする可能性のあるソリュー
ションの一部について説明します。

産業における IoT

これらは、産業プロセスのパフォーマンスと生産性を向上させるために IoT テクノロジーを適用する産業
ユースケース向けの AWS IoT ソリューションの例です。

産業ユースケース向けソリューション
• 産業運用における予測品質モデルを構築するために AWS IoT を使用する
AWS IoT が産業運用からデータを収集および分析して、予測品質モデルを構築する方法をご覧くださ
い。詳細はこちら
• 産業運用における予知保全をサポートするために AWS IoT を使用する
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AWS IoT が、計画外のダウンタイムを削減するための予防メンテナンスの計画にどのように役立つかを
ご覧ください。詳細はこちら

ホームオートメーションの IoT

これらは、IoT テクノロジーを適用して、コネクテッドホームデバイスを使用して家事を自動化するス
ケーラブルな IoT アプリケーションを構築する、ホームオートメーションのユースケース向けの AWS IoT
ソリューションの例です。

ホームオートメーション向けソリューション
• コネクテッドホームで AWS IoT を使用する
統合されたホームオートメーションソリューションを AWS IoT がどのように提供できるかをご覧くださ
い。
• ホームセキュリティおよびモニタリングを提供するために AWS IoT を使用する
AWS IoT が機械学習とエッジコンピューティングをホームオートメーションソリューションにどのよう
に適用できるかをご覧ください。
産業、消費者向け、および商用のユースケースのソリューションのリストについては、AWS IoT ソリュー
ションリポジトリを参照してください。

AWS IoT の仕組み
AWS IoT は、IoT ソリューションの実装に使用できるクラウドサービスとデバイスサポートを提供しま
す。AWS は、IoT ベースのアプリケーションをサポートする多くのクラウドサービスを提供しています。
どこから始めればよいかを理解できるように、このセクションでは、IoT ユニバースの概要を知るための
重要な概念の図と定義を示します。

IoT ユニバース
一般に、モノのインターネット (IoT) は、この図に示す主要なコンポーネントで構成されています。
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アプリケーション
アプリケーションを使用すると、エンドユーザーは IoT デバイスと、それらのデバイスが接続されている
クラウドサービスによって提供される機能にアクセスできます。

クラウドサービス
クラウドサービスは、インターネットに接続されている分散型の大規模データストレージおよび処理サー
ビスです。その例を以下に示します。
• IoT 接続および管理サービス
AWS IoT は、IoT 接続および管理サービスの一例です。
• Amazon Elastic Compute Cloud や AWS Lambda などのコンピューティングサービス
• Amazon DynamoDB などのデータベースサービス

通信
デバイスは、さまざまな技術やプロトコルを使用してクラウドサービスと通信します。その例を以下に示
します。
• Wi-Fi/ブロードバンドインターネット
• ブロードバンドセルラーデータ
• 狭帯域セルラーデータ
• Long-range Wide Area Network (LoRaWAN)
• 独自の RF 通信
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デバイス
デバイスとは、インターフェイスと通信を管理するハードウェアの一種です。デバイスは、通常、監視
および制御対象の実際のインターフェイスの近くに配置されます。デバイスには、マイクロコントロー
ラ、CPU、メモリなどのコンピューティングおよびストレージリソースを含めることができます。その例
を以下に示します。
• Raspberry Pi
• Arduino
• 音声インターフェイスアシスタント
• LoRaWAN およびデバイス
• Amazon Sidewalk デバイス
• カスタム IoT デバイス

Interface
インターフェイスは、デバイスを物理世界に接続するコンポーネントです。
• ユーザーインターフェイス
デバイスとユーザーが相互に通信することを可能にするコンポーネント。
• 入力インターフェイス
ユーザーがデバイスと通信できるようにする
例: キーパッド、ボタン
• 出力インターフェイス
デバイスがユーザーと通信できるようにする
例：英数字表示、グラフィック表示、インジケーターライト、アラームベル
• センサー
デバイスが理解できる方法で外部で何かを測定または感知する入力コンポーネント。その例を以下に示
します。
• 温度センサー (温度をアナログ信号またはデジタル信号に変換)
• 湿度センサー (相対湿度をアナログ信号またはデジタル信号に変換)
• アナログ-デジタル変換器 (アナログ電圧を数値に変換)
• 超音波距離測定単位 (距離を数値に変換)
• 光学センサー (光レベルを数値に変換)
• カメラ (画像データをデジタルデータに変換)
• アクチュエータ
デバイスが外部で何かを制御するために使用できる出力コンポーネント。その例を以下に示します。
• ステッピングモーター (電気信号を動きに変換)
• リレー (高電圧と電流を制御)

AWS IoT サービスの概要
IoT ユニバースでは、AWS IoT は世界とインタラクションするデバイスおよびそれらのデバイスと AWS
IoT の間で送受信されるデータをサポートするサービスを提供します。AWS IoT は、この図に示されてい
るサービスで構成されており、お客様の IoT ソリューションをサポートします。
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AWS IoT デバイスソフトウェア
AWS IoT は、お客様の IoT デバイスをサポートするためにこのソフトウェアを提供しています。
AWS IoTDevice SDKs
AWS IoT Device SDK と Mobile SDK (p. 1303)は、デバイスを AWS IoT に効率的に接続するのに役
立ちます。AWS IoT Device および Mobile SDK には、オープンソースライブラリ、サンプル付きの開
発者ガイド、移植ガイドが含まれているので、選択したプラットフォーム上で革新的な IoT 製品また
はソリューションを構築できます。
AWS IoT Device Tester
FreeRTOS 用 AWS IoT Device Tester および AWS IoT Greengrass は、マイクロコントローラ用のテ
スト自動化ツールです。AWS IoT Device Tester は、デバイスをテストして FreeRTOS または AWS
IoT Greengrass を実行し AWS IoT サービスと相互運用するかどうかを確認します。
AWS IoT Express Link
AWS IoT ExpressLink は、AWS パートナーによって開発および提供されるさまざまなハードウェアモ
ジュールを強化します。接続モジュールには、AWS - 検証済みソフトウェアが含まれており、デバイ
スをクラウドに安全に接続し、さまざまな AWS サービスとシームレスに統合することを、より迅速
かつ容易に実現します。詳細については、AWS IoT Express Link 概要ページにアクセスするか、AWS
IoT ExpressLink プログラマーガイドを参照してください。
AWS IoT Greengrass
AWS IoT Greengrass では、AWS IoT をエッジデバイスに拡張します。それによりエッジデバイス
は、生成するデータに対してローカルでアクションを実行し、管理、分析、耐久性のあるストレー
ジのためにクラウドを使用できます。AWS IoT Greengrass を使用すると、コネクテッドデバイスで
AWS Lambda 関数、Docker コンテナ、またはその両方を実行し、機械学習モデルに基づいて予測を
実行し、デバイスデータを常に同期させ、他のデバイスと安全に通信できます。これはインターネッ
トに接続していないときでも可能です。
FreeRTOS
FreeRTOS は、マイクロコントローラー用のオープンソースのリアルタイムオペレーティングシ
ステムであり、IoT ソリューションに小型で低電力のエッジデバイスを含めることを可能にしま
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す。FreeRTOS には、カーネルと、多くのアプリケーションをサポートする一連のソフトウェアライ
ブラリが含まれています。FreeRTOS システムは、小型で低電力のデバイスを AWS IoT に安全に接
続し、AWS IoT Greengrass を実行するより強力なエッジデバイスをサポートできます。

AWS IoT コントロールサービス
IoT ソリューション内のデバイスを管理するには、次の AWS IoT サービスに接続します。
AWS IoT Core
AWS IoT Core は、コネクテッドデバイスが安全にクラウドアプリケーションやその他のデバイスと
やり取りできるようにするマネージド型クラウドサービスです。AWS IoT Core は多くのデバイスや
メッセージをサポートし、それらのメッセージを処理して AWS IoT エンドポイントおよびその他のデ
バイスにルーティングできます。AWS IoT Core を使用すると、アプリケーションは、接続されてい
ない場合でも、すべてのデバイスとインタラクションできます。
AWS IoT Core Device Advisor
AWS IoT Core Device Advisor は、デバイスソフトウェア開発中に IoT デバイスを検証するためのク
ラウドベースのフルマネージドテスト機能です。Device Advisor は、デバイスを本稼働環境にデプロ
イする前に、AWS IoT Core との信頼性と安全な接続性について IoT デバイスを検証するために使用
できる、事前に構築されたテストを提供します。
AWS IoT Device Defender
AWS IoT Device Defender は、IoT デバイスのフリートを保護するのに役立ちます。AWS IoTDevice
Defender は、IoT 設定を継続的に監査し、セキュリティのベストプラクティスから逸脱していないこ
とを確認します。AWS IoTDevice Defender は、ID 証明書が複数のデバイス間で共有されている、ま
たは ID 証明書が取り消されたデバイスが AWS IoT Core に接続しようとしているなど、セキュリティ
リスクを引き起こす可能性のある IoT 設定のギャップを検出すると、アラートを送信します。
AWS IoT デバイスの管理
AWS IoT Device Management サービスは、デバイスフリートを構成する大量のコネクテッドデバイ
スを追跡、モニタリング、および管理するのに役立ちます。AWS IoTDevice Management サービス
は、IoT デバイスがデプロイされた後に適切かつ安全に機能することを確実にするのに役立ちます。
また、デバイスへのアクセスのためのセキュアなトンネリングを提供し、デバイスの正常性を監視
し、問題を検出してリモートでトラブルシューティングし、デバイスのソフトウェアとファームウェ
アの更新を管理するサービスも提供します。

AWS IoT データサービス
IoT ソリューションのデバイスからのデータを分析し、以下の AWS IoT サービスを使用して適切な措置を
講じます。
Amazon Kinesis Video Streams
Amazon Kinesis Video Streams では、デバイスから AWS クラウドにライブ動画をストリーミング
し、そこで動画を永続的に保存、暗号化、インデックス化し、使いやすい API を使用してデータに
アクセスできるようにします。Amazon Kinesis Video Streams を使用すると、スマートフォン、セ
キュリティカメラ、ウェブカメラ、車、ドローンやその他のソースに設置されるカメラのような何百
万ものソースからライブ動画データの膨大な量を取得できます。Amazon Kinesis Video Streams を使
用すると、ライブおよびオンデマンド視聴のために動画を再生し、Amazon Rekognition Video と ML
フレームワーク用のライブラリとの統合を通じて、コンピュータービジョンと動画分析を活用するア
プリケーションをすばやく構築できます。また、オーディオデータ、熱画像、深度データ、RADAR
データなどの多くの時刻シリアル化された非ビデオデータも送信できます。
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Amazon Kinesis Video Streams with WebRTC
Amazon Kinesis Video Streams with WebRTC は、標準に準拠した WebRTC をフルマネージド機能
として実装しています。Amazon Kinesis Video Streams with WebRTC を使用して、メディアを安
全にライブストリーミングしたり、カメラ IoT デバイスと WebRTC 準拠のモバイルプレーヤーや
ウェブプレーヤー間で、双方向のオーディオ対話やビデオ対話を実行したりできます。フルマネー
ジド機能を実装しているため、アプリケーションとデバイス間でメディアを安全にストリーミング
するために、シグナリングサーバーやメディアリレーサーバーなど、WebRTC 関連のクラウドイン
フラストラクチャを構築、運用、または拡張する必要はありません。Amazon Kinesis Video Streams
with WebRTC を使用すると、ライブピアツーピアメディアストリーミング、またはカメラ IoT デバイ
ス、Web ブラウザ、およびモバイルデバイス間のリアルタイムのオーディオ対話やビデオ対話のため
のアプリケーションをさまざまなユースケースで簡単に構築できます。
AWS IoT 解析
AWS IoT Analytics を使用すると、大量の非構造化 IoT データに対して高度な洗練された解析を効率的
に実行および運用する事ができます。AWS IoTAnalytics では、IoT デバイスからのデータの分析に必
要な難しい各ステップを自動化することができます。AWS IoTAnalytics では､分析用の時系列データ
ストアに保存する前に IoT データのフィルタリング、変換を行い、強化します。組み込みの SQL クエ
リエンジンまたは機械学習を使用して、1 回限りのクエリまたはスケジュールされたクエリを実行し
てデータを分析できます。
AWS IoT Events
AWS IoT Events は、IoT センサーとアプリケーションからのイベントを検出して応答します。Events
とは、移動信号を使用して照明および防犯カメラを起動させる人感センサーなど、想定以上の複雑な
状況があることを示すデータのパターンです。AWS IoTEvents は、複数の IoT センサーやアプリケー
ションからのデータを継続的にモニタリングし、AWS IoT Core、IoT SiteWise、DynamoDB などの他
のサービスと統合することで、早期検出と独自の洞察を実現します。
AWS IoT FleetWise
AWS IoT FleetWise は、車両データをほぼリアルタイムで収集してクラウドに転送するために使用で
きるマネージドサービスです。AWS IoT FleetWise を使用すると、さまざまなプロトコルやデータ形
式を使用する車両から簡単にデータを収集して整理することができます。AWS IoTFleetWise は、低
レベルのメッセージを人間が読める値に変換し、データ分析のためにクラウドのデータ形式を標準化
するのに役立ちます。また、データ収集スキームを定義して、車両で収集するデータとクラウドに転
送するタイミングを制御することもできます。
AWS IoT SiteWise
AWS IoT SiteWise は、施設内のゲートウェイ上で動作するソフトウェアを提供することによ
り、MQTT メッセージまたは API によって産業機器から渡されたデータを大規模に収集、保存、整
理、監視します。ゲートウェイはオンプレミスのデータサーバーに安全に接続し、データを収集して
整理し、AWS クラウドに送信するプロセスを自動化します。
AWS IoT TwinMaker
AWS IoT TwinMaker は、物理システムとデジタルシステムの運用デジタルツインを構築しま
す。AWS IoTTwinMaker は、さまざまな実世界のセンサー、カメラ、エンタープライズアプリケー
ションからの測定と分析を使用してデジタルビジュアライゼーションを作成し、物理的な工場、建
物、または産業プラントを追跡するのに役立ちます。実際のデータを使用して、オペレーションのモ
ニタリング、エラーの診断と修正、およびオペレーションの最適化を行うことができます。

AWS IoT Core のサービス
AWS IoT Core は、IoT デバイスを AWS クラウドに接続するサービスを提供します。これにより、他のク
ラウドサービスやアプリケーションがコネクテッドデバイスとインタラクションできるようになります。
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次のセクションでは、図に示されている各 AWS IoT Core サービスについて説明します。

AWS IoT Core メッセージングサービス
AWS IoT Core 接続サービスは、IoT デバイスとの安全な通信を提供し、デバイスと AWS IoT の間で送受
信されるメッセージを管理します。
デバイスゲートウェイ
デバイスから AWS IoT へのセキュアかつ効率的な通信を可能にします。デバイス通信は X.509 証明
書を使用するセキュアなプロトコルによって保護されます。
メッセージブローカー
デバイスと AWS IoT アプリケーションが相互にメッセージをパブリッシュおよび受信するための
セキュアなメカニズムを提供します。パブリッシュとサブスクライブには、MQTT を直接または
WebSocket を介して使用できます。AWS IoT がサポートするプロトコルの詳細については、the
section called “デバイス通信プロトコル” (p. 83) を参照してください。デバイスおよびクライアン
トは、HTTP REST インターフェイスを使用して、メッセージをブローカーにデータを発行すること
もできます。
メッセージブローカーは、サブスクライブしているデバイスと、Device Shadow サービスやルールエ
ンジンなどの他の AWS IoT Core サービスにデバイスデータを配信します。
AWS IoT Core for LoRaWAN
AWS IoT Core for LoRaWAN を使用すると、LoRaWAN Network Server (LNS) を開発および運用する
ことなく、LoRaWAN デバイスとゲートウェイを AWS に接続することで、プライベート LoRaWAN
ネットワークを設定できます。LoRaWAN デバイスから受信したメッセージは、ルールエンジンに送
信され、そこでフォーマットされて、他の AWS IoT サービスに送信されます。
ルールエンジン
ルールエンジンは、ストレージと追加処理のために、メッセージブローカーから他の AWS IoT サー
ビスにデータを接続します。例えば、DynamoDB テーブルを挿入、更新、または照会したり、Rules
エンジンで定義した式に基づいて Lambda 関数を呼び出したりできます。SQL ベースの言語を使用し
て、メッセージペイロードからデータを選択し、データを処理して、他のサービス (Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3)、Amazon DynamoDB、AWS Lambda など) にデータを送信できます。
メッセージブローカーや他のサブスクライバーにメッセージを再発行するルールを作成することもで
きます。詳細については、「AWS IoT のルール (p. 480)」を参照してください。
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AWS IoT Core コントロールサービス
AWS IoT Core コントロールサービスは、デバイスのセキュリティ、管理、および登録機能を提供しま
す。
カスタム認証サービス
カスタム認証サービスと Lambda 関数を使用して､独自の認証および認可戦略を管理できるカスタム
オーソライザーを定義できます。カスタムオーソライザーにより、AWS IoT はデバイスを認証し、ベ
アラトークンの認証と認証戦略を使用してオペレーションを認証することができます。
カスタムオーソライザーは、JSON Web Token の検証や OAuth プロバイダーのコールアウトなど、
さまざまな認証戦略を実装できます。MQTT オペレーションを認証するためにデバイスゲートウェイ
が使用するポリシー文書を戻す必要があります。詳細については、「カスタム認証 (p. 321)」を参照
してください。
デバイスプロビジョニングサービス
デバイスに必要なリソース (モノのオブジェクト、証明書、1 つ以上のポリシー) を記述したテンプ
レートを使用して、デバイスをプロビジョニングできます。モノのオブジェクトは、デバイスを記述
する属性を含むレジストリのエントリです。デバイスは AWS IoT で認証するために証明書を使用しま
す。ポリシーは、デバイスが AWS IoT で実行できるオペレーションを決定します。
テンプレートには、ディクショナリ (マップ) の値で置き換えられる変数が含まれています。同じテン
プレートを使用して、ディクショナリのテンプレート変数に異なる値を渡すだけで、複数のデバイス
をプロビジョニングすることができます。詳細については、「デバイスプロビジョニング (p. 805)」
を参照してください。
グループレジストリ
グループはこれらをグループに分類することで、複数のデバイスを一度に管理できるようにします。
グループ内にもグループが含まれているので、グループ階層を構築することもできます。親グループ
で行った操作は、子グループでも適用されます。親グループ内のすべてのデバイスおよび子グループ
内のすべてのデバイスにも同じアクションが適用されます。グループに付与されたアクセス許可は、
グループ内のすべてのデバイスとそのすべての子グループに適用されます。詳細については、「AWS
IoT によるデバイスの管理 (p. 268)」を参照してください。
ジョブサービス
AWS IoT に接続された 1 つ以上のデバイスに送信され実行される一連のリモート操作を定義できま
す。たとえば、一連のデバイスに対して、アプリケーションやファームウェア更新のダウンロードと
インストール、再起動、証明書のローテーション、またはリモートトラブルシューティングオペレー
ションの実行を指示するジョブを定義できます。
ジョブを作成するには、実行するリモートオペレーションの説明と、それを実行するターゲットの
リストを指定します。ターゲットは個々のデバイス、グループ、またはその両方にすることができま
す。詳細については、「ジョブ (p. 678)」を参照してください。
[Registry]
AWS クラウドで各デバイスに関連付けられたリソースの整理に使用されます。デバイスを登録し、
各デバイスに最大 3 つのカスタム属性を関連付けることができます。また、各デバイスに証明書と
MQTT クライアント ID を関連付けて、デバイスの管理とトラブルシューティングの機能を強化する
こともできます。詳細については、「AWS IoT によるデバイスの管理 (p. 268)」を参照してくださ
い。
セキュリティとアイデンティティサービス
AWS クラウドの安全性の責任共有を提供します。デバイスは、メッセージブローカーにデータをセ
キュアに送信するために、認証情報を安全な場所に保管する必要があります。メッセージブローカー
とルールエンジンは、AWS のセキュリティ機能を使用して、デバイスまたは他の AWS のサービスに
データをセキュアに送信します。詳細については、「認証 (p. 296)」を参照してください。
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AWS IoT Core データサービス
AWS IoT Core データサービスにより、常に接続されていないデバイスにおいても、IoT ソリューションが
信頼性の高いアプリケーション体験を提供できます。
デバイスシャドウ
デバイスの現在の状態情報の保存と取得に使用される JSON ドキュメントです。
Device Shadow サービス
Device Shadow サービスはデバイスの状態を維持し、デバイスがオンラインであるかどうかにか
かわらず、アプリケーションがデバイスと通信できるようにします。デバイスがオフラインの場
合、Device Shadow サービスは接続されたアプリケーションのためにデータを管理します。デバイ
スが再接続すると、Device Shadow サービス内のシャドウの状態と同期します。デバイスは、常に
接続されていない可能性のあるアプリケーションやその他のデバイスで使用できるように、現在の
状態をシャドウに発行することもできます。詳細については、「AWS IoT Device Shadow サービ
ス (p. 630)」を参照してください。

AWS IoT Core サポートサービス
Alexa Voice Service (AVS) Integration for AWS IoT
コネクテッドデバイスで Alexa Voice を利用できるようにします。AVS for AWS IoT は Alexa を統合
するコストと複雑さを緩和します。この機能は、大量の計算処理およびメモリのオーディオタスク
をデバイスからクラウドにオフロードするために AWS IoT を使用します。その結果、エンジニアリ
ング部品表 (EBOM) コストが削減されるため、デバイスメーカーは、費用対効果の高い方法で Alexa
をリソースに制約のある IoT デバイスにもたらし、消費者は自宅、オフィス、ホテルの部屋の一部で
Alexa と直接話をしてアンビエントエクスペリエンスを体験することができます。
AVS for AWS IoT は、1 MB 未満の組み込み RAM を搭載した ARM Cortex M クラスなど、Alexa の組
み込み機能を MCU で有効にします。これを行うには、AVS は、クラウド内の仮想 Alexa 組み込みデ
バイスにメモリと計算タスクをオフロードします。これにより、EBOM コストを最大 50% 削減でき
ます。詳細については、「Alexa Voice Service (AVS) Integration for AWS IoT (p. 1286)」を参照して
ください
AWS IoT Core の Amazon Sidewalk 統合
Amazon Sidewalk は、接続オプションを改善してデバイスの連携を改善する共有ネットワークで
す。Amazon Sidewalk は、ペットや貴重品を探すデバイス、スマートホームセキュリティと照明制
御を提供するデバイス、家電製品やツールのリモート診断を提供するデバイスなど、お客様のさまざ
まなデバイスをサポートしています。AWS IoT Core の Amazon Sidewalk 統合により、デバイスメー
カーは Sidewalk デバイスフリートを AWS IoT クラウドに追加できます。
詳細については、「AWS IoT Core の Amazon Sidewalk 統合 (p. 1239)」を参照してください。

AWS IoT の詳細情報
このトピックは、AWS IoT の世界を理解するのに役立ちます。さまざまなユースケースでの IoT ソリュー
ションの適用方法に関する一般的な情報、トレーニングリソース、AWS IoT および他のすべての AWS の
サービス用のソーシャルメディアへのリンク、ならびに AWS IoT が使用するサービスと通信プロトコルの
リストを取得できます。

AWS IoT のトレーニングリソース
AWS IoT の学習および、それらをソリューション設計に適用する方法を学ぶのに役立つこれらのトレーニ
ングコースを提供しています。
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• AWS IoTへの概論
AWS IoT とそのコアサービスの概要 (動画)。
• AWS IoT の認証と承認について詳しく知る事
AWS IoT の認証と承認の概念を深く学ぶ上級コース。クライアントが AWS IoT コントロールプレーン
API とデータプレーン API にアクセスすることを認証および承認する方法を学びます。
• モノのインターネット (IoT) 基礎シリーズ
さまざまな IoT テクノロジーと機能に関する IoT eLearning モジュールのラーニングパス。

AWS IoT リソースとガイド
これらは、AWS IoT の特定の側面に関する詳細な技術リソースです。
• IoT Lens - AWS IoT Well-Architected フレームワーク
AWSで IoT アプリケーションを設計するためのベストプラクティスについて記載しているドキュメン
ト。
• AWS IoT Coreのための MQTT トピックの設計
AWS IoT Coreで MQTT トピックを設計し、MQTT でAWS IoT Core 機能を活用するためのベストプラ
クティスを記載した PDF ドキュメント。
• AWS IoT Coreでの X.509 証明書を使用したデバイスの製造とプロビジョニング
AWS IoTが多数のデバイスをプロビジョニングするために提供する様々な方法を記載している PDF ド
キュメント。
• AWS IoT Core Device Advisor
AWS IoT Core Device Advisor は、デバイスを本稼働環境にデプロイする前に、AWS IoT Core との信頼
性と安全な接続性のベストプラクティスについて IoT デバイスを検証するために使用できる事前構築済
みのテストを提供します。
• AWS IoT リソース
検索可能なインデックスで表示で表示される、技術ガイド、リファレンスアーキテクチャ、eBooks、厳
選されたブログ投稿など、IoT 固有のリソース。
• IoT Atlas
一般的な IoT の設計の問題を解決する方法の概要。IoT Atlasは、IoT ソリューションの開発中に直面す
る可能性のある設計上の課題を詳細に調査します。
• AWSホワイトペーパーとガイド
AWS IoT およびその他のAWS テクノロジーに関するホワイトペーパーとガイドの最新のコレクショ
ン。

ソーシャルメディアにおける AWS IoT
これらのソーシャルメディアチャネルでは、AWS IoT および AWS 関連のトピックに関する情報を提供し
ます。
• AWS IoTでのモノのインターネット - 公式ブログ
• AWS IoTYouTube のアマゾン ウェブ サービスチャンネルでの動画
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これらのソーシャルメディアアカウントは、AWS IoTを含むすべての AWSのサービスをカバーします。
• YouTube のアマゾン ウェブ サービスのチャンネル
• Twitter でのアマゾン ウェブ サービス
• Facebook でのアマゾン ウェブ サービス
• Instagram でのアマゾン ウェブ サービス
• LinkedIn でのアマゾン ウェブ サービス

AWS IoT Core ルールエンジンによって使用される
AWS サービス
AWS IoT Core ルールエンジンは、これらの AWS のサービスに接続できます。
• Amazon DynamoDB
Amazon DynamoDB は、スケーラブルな NoSQL データベースサービスであり、高速で予測可能なデー
タベースパフォーマンスが特長です。
• Amazon Kinesis
Amazon Kinesis では、リアルタイムのストリーミングデータを簡単に収集、処理、分析できるため、タ
イムリーな洞察を得て、新しい情報に迅速に対応できます。Amazon Kinesis は、動画、音声、アプリ
ケーションログ、ウェブサイトのクリックストリーミング、機械学習、分析、その他のアプリケーショ
ン用の IoT テレメトリデータなどのリアルタイムデータを取り込むことができます。
• AWS Lambda
AWS Lambda を使用すると、サーバーをプロビジョニングまたは管理しなくてもコードを実行できま
す。コードは、AWS IoT のデータおよびイベントから自動的にトリガーするよう設定することも、ウェ
ブやモバイルアプリケーションから直接呼び出すよう設定することもできます。
• Amazon Simple Storage Service
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) では、いつでもウェブ上の任意の場所から、任意の量の
データを格納および取得できます。AWS IoT ルールでは Amazon S3 にデータを送信して保存すること
ができます。
• Amazon Simple Notification Service
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、アプリケーション、エンドユーザー、およびデ
バイスでクラウドから通知を送受信できるようにするウェブサービスです。
• Amazon Simple Queue Service
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) は、メッセージキューイングサービスであり、マイクロ
サービス、分散システム、およびサーバーレスアプリケーションの疎結合化とスケールを行います。
• Amazon OpenSearch Service
Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) は、一般的なオープンソースの検索および分析エ
ンジンである OpenSearch のデプロイ、運用、およびスケーリングを容易にするマネージドサービスで
す。
• Amazon SageMaker
Amazon SageMaker は、IoT データのパターンを検出して、機械学習 (ML) モデルを作成できます。こ
のサービスは、これらのモデルを使用して新しいデータを処理し、アプリケーションのために予測を生
成します。
• Amazon CloudWatch
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Amazon CloudWatch は、独自のモニタリングシステムおよびインフラストラクチャのセットアップ、
管理、およびスケールを支援する、信頼性、拡張性、および柔軟性を備えたモニタリングソリューショ
ンを提供します。

AWS IoT Core でサポートされる通信プロトコル
これらのトピックでは、AWS IoT で使用される通信プロトコルについての詳細情報を示します。AWS
IoT で使用されるプロトコル、およびデバイスとサービスを AWS IoT に接続する方法の詳細について
は、AWS IoT Core に接続する (p. 71) を参照してください。
• MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)
MQTT プロトコル仕様を閲覧できる MQTT.org サイトのホームページ。AWS IoT が MQTT をどうサ
ポートするかの詳細については,MQTT (p. 86) を参照してください。
• HTTPS (Hypertext Transfer Protocol - Secure)
デバイスおよびアプリケーションは、HTTPS を使用して AWS IoT サービスにアクセスできます。
• LoRaWAN (Long Range Wide Area Network)
LoRaWAN デバイスとゲートウェイは、AWS IoT Core for LoRaWAN を使用して AWS IoT Core に接続
できます。
• TLS (Transport Layer Security) v1.2
TLS v1.2 (RFC 5246) の仕様。AWS IoT は、TLS v1.2 を使用して、デバイスと AWS IoT の間で安全な
接続を確立します。

AWS IoT コンソールの新機能
AWS IoT コンソールのユーザーインターフェイスを新しいエクスペリエンスに更新中です。ユーザーイン
ターフェイスを段階的に更新しているため、コンソールの一部のページには新しいエクスペリエンスがあ
り、一部のページには元のエクスペリエンスと新しいエクスペリエンスの両方があり、一部のページには
元のエクスペリエンスしかない場合があります。
この表は、2022 年 1 月 27 日時点の AWS IoT コンソールのユーザーインターフェイスの個々の領域の状
態を示しています。

AWS IoT コンソールのユーザーインターフェイスの状態
コンソールページ

元のエクスペリエンス

新しいエクスペリエン
ス

モニタリング

利用不可

使用可能

アクティビティ

利用不可

使用可能

Onboard (オンボード) 使用を開始する

利用不可

使用可能

CN リージョンでは使用
できません

Onboard (オンボード) フリートプロビジョニ
ングテンプレート

使用可能

まだ利用可能

CN リージョンでは使用
できません

管理 - モノ

使用可能

使用可能

Manage (管理) - タイプ

使用可能

使用可能

14

コメント

AWS IoT Core デベロッパーガイド
AWS IoT コンソールの新機能

コンソールページ

元のエクスペリエンス

新しいエクスペリエン
ス

Manage (管理) - モノの
グループ

使用可能

使用可能

Manage (管理) - 請求グ
ループ

使用可能

使用可能

管理 - ジョブ

使用可能

使用可能

Manage (管理) - ジョブ
テンプレート

利用不可

使用可能

Manage (管理) - トンネ
ル

利用不可

使用可能

Fleet Hub -使用を開始し 利用不可
ます。

使用可能

すべての AWS リージョ
ン で利用可能なわけで
はありません。

Fleet Hub -アプリケー
ション

利用不可

使用可能

すべての AWS リージョ
ン で利用可能なわけで
はありません。

Greengrass - 使用を開
始する

利用不可

使用可能

すべての AWS リージョ
ン で利用可能なわけで
はありません。

Greengrass - コアデバ
イス

利用不可

使用可能

すべての AWS リージョ
ン で利用可能なわけで
はありません。

Greengrass - コンポー
ネント

利用不可

使用可能

すべての AWS リージョ
ン で利用可能なわけで
はありません。

Greengrass - デプロイ

利用不可

使用可能

すべての AWS リージョ
ン で利用可能なわけで
はありません。

Greengrass - Classic
(V1)

使用可能

使用可能

Wireless connectivity (ワ 利用不可
イヤレス接続) - はじめ
に

使用可能

すべての AWS リージョ
ン で利用可能なわけで
はありません。

Wireless connectivity (ワ 利用不可
イヤレス接続) - ゲート
ウェイ

使用可能

すべての AWS リージョ
ン で利用可能なわけで
はありません。

Wireless connectivity (ワ 利用不可
イヤレス接続) - デバイ
ス

使用可能

すべての AWS リージョ
ン で利用可能なわけで
はありません。

Wireless connectivity
(ワイヤレス接続) - プロ
ファイル

使用可能

すべての AWS リージョ
ン で利用可能なわけで
はありません。

利用不可
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コンソールページ

元のエクスペリエンス

新しいエクスペリエン
ス

コメント

Wireless connectivity (ワ 利用不可
イヤレス接続) - 送信先

使用可能

すべての AWS リージョ
ン で利用可能なわけで
はありません。

Secure (安全性) - 証明
書

使用可能

使用可能

Secure (安全性) - ポリ
シー

使用可能

使用可能

Secure (安全性) - CA

使用可能

使用可能

Secure (安全性) - ロー
ルのエイリアス

使用可能

使用可能

Secure (安全性) - オー
ソライザー

使用可能

使用可能

Defend (防御) - はじめ
に

利用不可

使用可能

Defend (防御) - 監査

利用不可

使用可能

Defend (防御) - 検出

利用不可

使用可能

Defend (防御) - 緩和ア
クション

利用不可

使用可能

Defend (防御) - 設定

利用不可

使用可能

Act (実行) - ルール

使用可能

使用可能

Act (実行) - 送信先

使用可能

使用可能

Test (テスト) - Device
Advisor

使用可能

使用可能

Test (テスト) - MQTT テ
ストクライアント

使用可能

使用可能

ソフトウェア

使用可能

使用可能

設定

利用不可

使用可能

学習

使用可能

まだ利用できません。

凡例
ステータス値
• 使用可能
このユーザーインターフェイスエクスペリエンスを使用できます。
• 利用不可
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ン で利用可能なわけで
はありません。
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このユーザーインターフェイスエクスペリエンスは使用できません。
• まだ利用できません。
新しいユーザーインターフェイスエクスペリエンスは準備中ですが、まだ準備は完了していません。
• 進行中
新しいユーザーインターフェイスエクスペリエンスは、更新中です。ただし、ページによっては元の
ユーザーエクスペリエンスが残っている場合があります。
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AWS IoT Core で開始
IoT を初めて使用する場合でも、長年の経験がある場合でも、これらのリソースは、AWS IoT使用を開始
するのに役立つ概念と用語AWS IoTを説明します。
• AWS IoT の仕組み (p. 3) で AWS IoT とそのコンポーネントについて調べます。
• トレーニング資料と動画のコレクションから、AWS IoT の詳細 (p. 11)をご覧ください。このトピックに
は、AWS IoT が接続できるサービスのリスト、ソーシャルメディアのリンク、通信プロトコル仕様への
リンクも含まれています。
• the section called “最初のデバイスをAWS IoT Core に接続します。” (p. 18).
• AWS IoT Core に接続する (p. 71) および AWS IoT のチュートリアル (p. 126)を詳しく調べて、IoT
ソリューションを開発します。
• Device Advisor (p. 1066) を使用して、安全で信頼性の高い通信について IoT デバイスをテストおよび検
証します。
• フリートインデックス作成 (p. 839)、ジョブ (p. 678)、AWS IoT Device Defender (p. 884) などの
AWS IoT Core 管理サービスを使用してソリューションを管理します。
• AWS IoT データサービス (p. 7)を使用して、デバイスからのデータを分析します。

最初のデバイスをAWS IoT Core に接続します。
AWS IoT Coreサービスは IoT デバイスを AWS IoTサービスおよび他の AWSサービスと接続します。AWS
IoT Core には、IoT デバイスとクラウドを接続してその間のメッセージを処理する、デバイスゲートウェ
イとメッセージブローカーが含まれています。
AWS IoT Coreおよび AWS IoT の開始方法を説明します。

このセクションでは、AWS IoT Core の概要を確認して主要なサービスを紹介するとともに、デバイスを
AWS IoT Core に接続し、それらの間でメッセージを渡す方法の例をいくつか示します。デバイスとクラ
ウド間でメッセージを渡すことは、すべての IoT ソリューションの基本であり、デバイスが他の AWS の
サービスとインタラクションする方法です。
• AWS アカウント のセットアップ (p. 19)
AWS IoT サービスを使用するには、AWS アカウント を設定する必要があります。自分用の AWS アカ
ウント と IAM ユーザーが既にある場合は、それらを使用してこのステップをスキップできます。
• インタラクティブチュートリアルを試す (p. 21)
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このデモは、デバイスを接続したり、ソフトウェアをダウンロードしたりすることなく、基本的な AWS
IoT ソリューションで何ができるかを確認したい場合に最適です。インタラクティブチュートリアルで
は、AWS IoT Core サービス上に構築されたシミュレーションソリューションを紹介します。これらの
サービスがどのようにやり取りするかを示します。
• クイックコネクトチュートリアルを試す (p. 23)
このチュートリアルは、AWS IoT の使用をすぐに開始し、限られたシナリオでの動作を確認したい場合
に最適です。このチュートリアルでは、デバイスが必要です。また、そのデバイスに AWS IoT ソフト
ウェアをインストールする必要があります。IoT デバイスをお持ちでない場合は、このチュートリアル
のデバイスとして Windows、Linux、または macOS のパーソナルコンピュータを使用できます。AWS
IoT を試したいがデバイスをお持ちではない場合は、次のオプションをお試しください。
• 実践的なチュートリアルで AWS IoT Core サービスを詳しく知る (p. 38)
このチュートリアルは、ルールエンジンやシャドウなどの他の AWS IoT Core 機能を引き続き詳しく確
認するために AWS IoT の使用を開始したいデベロッパーに最適です。このチュートリアルは、クイッ
クコネクトチュートリアルと同様の手順に従いますが、各ステップをさらに詳しく説明し、より高度な
チュートリアルへのよりスムーズな移行を可能にします。
• AWS IoTMQTT クライアントでデバイスの MQTT メッセージを表示する (p. 67)
MQTT テストクライアントの使用方法を学び、最初のデバイスが MQTT メッセージをAWS IoTに発行す
るのを観察します。MQTT テストクライアントは、デバイス接続の監視とトラブルシューティングに役
立つツールです。

Note
これらの開始方法のチュートリアルを複数試したり、同じチュートリアルを繰り返したりする場
合は、前のチュートリアルで作成したモノのオブジェクトを削除してから、別のチュートリアル
を開始してください。前のチュートリアルからモノのオブジェクトを削除しない場合は、以降の
チュートリアルで別のモノの名前を使用する必要があります。これは、モノの名前は、アカウン
トおよび AWS リージョン 内で一意でなければならないためです。
AWS IoT Core の詳細については、「AWS IoT Core とは (p. 1)」を参照してください。

AWS アカウント のセットアップ
AWS IoT Core を初めて使用する場合は、事前に以下のタスクをすべて実行してください。
• AWS アカウント にサインアップ (p. 19)
• ユーザーを作成し、アクセス許可を付与します。 (p. 20)
• AWS IoT コンソールを開きます。 (p. 20)
自分用の AWS アカウント と IAM ユーザーを既にお持ちの場合は、それらを使用して the section called
“AWS IoT コンソールを開きます。” (p. 20) に進むことができます。

AWS アカウント にサインアップ
AWS にサインアップすると、アカウントが AWS のすべてのサービスに自動的にサインアップされます。
既に AWS アカウント をお持ちの場合は、この手順をスキップしてください。AWS アカウント をお持ち
でない場合は、次に説明する手順にしたがってアカウントを作成してください。
AWS アカウントの設定には、約 5 分かかります。
AWS アカウントをお持ちでない場合は、以下の手順を実行してアカウントを作成してください。
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ユーザーを作成し、アクセス許可を付与します。

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。
AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウント ルートユーザーが作成されます。ルート
ユーザーは、アカウントのすべて AWS のサービス とリソースへの完全なアクセス権を持ちます。セ
キュリティのベストプラクティスとして、管理アクセスを管理ユーザーに割り当て、ルートユーザー
アクセスを必要とするタスクを実行するには、ルートユーザーのみを使用使用します。

Note
次のタスクで AWS アカウント 番号が必要となるので、保存しておいてください。

ユーザーを作成し、アクセス許可を付与します。
この手順では、自分用の IAM ユーザーを作成し、アタッチされた管理ポリシーから管理権限を持つグルー
プにそのユーザーを追加する方法について説明します。IAM は、AWS リソースのユーザーとアクセスを管
理する AWS サービスです。アカウントに AWS IoT リソースを作成し、必要な操作を行うためのアクセス
許可を付与するには、これを行う必要があります。
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 コンソールを開きます。
このセクションのコンソール指向のトピックのほとんどは、AWS IoT コンソールを起点としていま
す。AWS アカウント アカウントにまだサインインしていない場合は、サインインしてから AWS IoT コン
ソールを開き、次のセクションに進んで AWS IoT の使用開始のための操作を続けてください。
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AWS IoT Core インタラクティブチュートリアルを
試す
インタラクティブチュートリアルでは、AWS IoT 上に構築されたシンプルな IoT ソリューションのコン
ポーネントを示します。チュートリアルのアニメーションは、IoT デバイスがどのように AWS IoT Core
サービスとやり取りするかを示します。このトピックでは、AWS IoT Core インタラクティブチュートリ
アルのプレビューを示します。
デモを実行するには、まずthe section called “AWS アカウント のセットアップ” (p. 19)を実行する必要
があります。ただし、チュートリアルでは、AWS IoT リソース、追加ソフトウェア、またはコーディング
は不要です。
このデモにかかる時間は、約 5～10 分です。10 分かけることで、各ステップを検討する時間が長くなり
ます。

AWS IoT Core インタラクティブチュートリアルを実行するには
1.

AWS IoT コンソールの学習ハブを開きます。
[Welcome to the AWS IoT console] (AWS IoT コンソールへようこそ) ページの [See how AWS IoT
works] (AWS IoT の仕組み) タイルで、[Start the tutorial] (チュートリアルを開始する) を選択します。

2.

[AWS IoT インタラクティブチュートリアル] ページで、チュートリアルの各部分を確認し、続行する
準備ができたら、[Start tutorial] (チュートリアルの開始) を選択します。

以下のセクションでは、AWS IoT インタラクティブチュートリアルでこれらの AWS IoT Core 機能がどの
ように表示されるかを示します。
• IoT デバイスの接続 (p. 22)
• オフラインデバイスの状態の保存 (p. 22)
• デバイスデータのサービスへのルーティング (p. 23)
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IoT デバイスの接続
IoT デバイスが AWS IoT Core とどのように通信するか説明します。

このステップのアニメーションは、左の制御デバイスと右の家庭用スマートランプという 2 つのデバイス
が、クラウド内の AWS IoT Core とどのように接続して通信するかを示します。アニメーションは、デバ
イスが AWS IoT Core と通信し、受け取るメッセージにどのように応答するかを示します。
コンソールの画像には、この画像には表示されないアニメーションが含まれています。
AWS IoT Core へのデバイス接続の詳細については、「AWS IoT Core に接続する (p. 71)」を参照して
ください。

オフラインデバイスの状態の保存
デバイスまたはアプリケーションがオフラインの間、AWS IoT Core がデバイスの状態をどのように保存
するか説明します。
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このステップのアニメーションは、AWS IoT Core のデバイスシャドウサービスが、制御デバイスとス
マートランプのデバイス状態情報をどのように保存するかを示します。スマートランプがオフラインの場
合、デバイスシャドウは制御デバイスからのコマンドを保存します。
スマートランプが AWS IoT Core に再接続すると、これらのコマンドを取得します。制御デバイスがオフ
ラインの場合、デバイスシャドウはスマートランプから状態情報を保存します。制御デバイスが再接続さ
れると、スマートランプの現在の状態を取得して表示を更新します。
デバイスシャドウの詳細については、「AWS IoT Device Shadow サービス (p. 630)」を参照してくださ
い。

デバイスデータのサービスへのルーティング
AWS IoT Core がデバイスの状態を他の AWS のサービスに送信する方法について説明します。

このステップのアニメーションは、AWS IoT Core が AWS IoT ルールを使用してデバイスから他の AWS
のサービスにデータを送信する方法を示しています。AWS IoT ルールはデバイスから特定のメッセージ
をサブスクライブし、それらのメッセージのデータを解釈して、解釈されたデータを他のサービスにルー
ティングします。この例では、AWS IoT ルールは、モーションセンサーからのデータを解釈し、デバイス
シャドウにコマンドを送信します。次に、デバイスシャドウはコマンドをスマートバルブに送信します。
前の例と同様に、デバイスシャドウは制御デバイスのデバイス状態情報を保存します。
AWS IoT ルールの詳細については、「AWS IoT のルール (p. 480)」を参照してください。

AWS IoT クイック接続を試してみましょう
このチュートリアルでは、最初のモノのオブジェクトを作成し、そのオブジェクトにデバイスを接続し
て、MQTT メッセージを送信する様子を観察します。
このチュートリアルは 15～20 分を要します。
このチュートリアルは、AWS IoT の使用をすぐに開始し、限られたシナリオでの動作を確認したい人に最
適です。より多くの機能やサービスに興味を持つきっかけとなる例を探している場合は、AWS IoT Core
サービスの実践的なチュートリアルを詳しく見る (p. 38) を試してください。
このチュートリアルでは、非常に小規模な IoT ソリューションの一環として、AWS IoT Core のモノのリ
ソースに接続するデバイスにソフトウェアをダウンロードして実行します。デバイスは、Raspberry Pi な
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どの IoT デバイスにすることも、Linux、OS と OSX、または Windows を実行しているコンピュータにす
ることもできます。Long Range WAN (LoRaWAN) デバイスを AWS IoT に接続する場合は、「AWS IoT
Core for LoRaWAN へのデバイスとゲートウェイの接続 (p. 1125)」のチュートリアルを参照してくださ
い。
デバイスが AWS IoT コンソールを実行できるブラウザをサポートしている場合は、そのデバイスでこの
チュートリアルを完了することをお勧めします。

Note
デバイスに互換性のあるブラウザがない場合は、コンピュータでこのチュートリアルに従ってく
ださい。手順でファイルをダウンロードするように求められたら、それをコンピュータにダウン
ロードしてから、ダウンロードしたファイルを Secure Copy (SCP) または同様のプロセスを使用
してデバイスに転送します。
このチュートリアルでは、IoT デバイスが AWS アカウント のデバイスデータエンドポイントのポート
8443 と通信する必要があります。そのポートにアクセスできるかどうかをテストするには、「デバイス
データエンドポイントとの接続をテストする (p. 34)」の手順を試してください。

ステップ 1. チュートリアルを開始する
可能であれば、デバイスでこの手順を完了してください。それ以外の場合は、この手順の後半でファイル
をデバイスに転送する準備をしてください。
1.

AWS IoT コンソールにサインインします。AWS IoT コンソールのホームページで、[Learn] (学習) を
選択します。

2.

[Connect to AWS IoT] (AWS IoT に接続する) タイルで、[View connection options] (接続オプションの
表示) を選択します。
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ステップ 2. モノのオブジェクトを作成する
1.

[Prepare your device] (デバイスを準備する) セクションで、画面の指示に従ってデバイスを AWS IoT
に接続する準備をします。
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2.

[Register and secure your device] (デバイスを登録して保護する) セクションで、[Create a new
thing] (新しいモノの作成) または [Choose an existing thing] (既存のモノを選択) を選択してくださ
い。[Thing name] (モノの名前) フィールドで、モノのオブジェクトの名前を入力します。この例で使
用されているモノの名前は TutorialTestThing です。

Important
続行する前に、モノの名前をもう一度確認します。
モノのオブジェクトの作成後にモノの名前を変更することはできません。モノの名前を変更
するには、正しいモノの名前の新しいモノのオブジェクトを作成し、間違った名前のモノの
オブジェクトを削除する必要があります。
[Additional configurations] (追加の設定) セクションで、リストされているオプション設定を使用し
て、モノのリソースをさらにカスタマイズします。
モノのオブジェクトに名前を付けて、追加の設定を選択したら、[Next] (次へ) を選択します。
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3.

[Choose platform and SDK] (プラットフォームと SDK を選択) セクションで、使用する AWS IoT
Device SDK のプラットフォームと言語を選択します。この例では、Linux/OSX プラットフォームと
Python SDK を使用しています。次のステップに進む前に python3 と pip3 がターゲットデバイスにイ
ンストールされていることを確認してください。

Note
コンソールのページの下部で、選択した SDK に必要な前提条件であるソフトウェアの一覧を
確認してください。
次のステップに進む前に、必要なソフトウェアをターゲットコンピュータにインストールし
ておく必要があります。
プラットフォームとデバイスの SDK 言語を選択したら、[Next] (次へ) を選択します。
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ステップ 3. デバイスにファイルをダウンロードする
このページは、AWS IoT によって接続キットが作成された後に表示されます。このキットには、デバイス
に必要な以下のファイルとリソースが含まれています。
• デバイスの認証に使用するモノの証明書ファイル
• モノのオブジェクトが AWS IoT とインタラクションすることを承認するポリシーリソース
• AWS Device SDK をダウンロードし、デバイス上でサンプルプログラムを実行するスクリプト
1.

続行する準備ができたら、[Download connection kit for] (接続キットのダウンロード) ボタンを選択し
て、前に選択したプラットフォーム用の接続キットをダウンロードします。
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2.

この手順をデバイスで実行している場合は、コマンドラインコマンドを実行できるディレクトリに接
続キットファイルを保存します。
この手順をデバイスで実行していない場合は、接続キットファイルをローカルディレクトリに保存
し、そのファイルをデバイスに転送します。

3.

[Unzip connection kit on your device] (デバイスで接続キットを解凍) セクションで、接続キットファイ
ルが置かれているディレクトリに unzip connect_device_package.zip と入力します。
Windows PowerShell コマンドウィンドウを使用していて、unzip コマンドが機能しない場合
は、unzip を expand-archive に置き換えて、コマンドラインをもう一度試してください。

4.

デバイスに接続キットファイルを作成したら、[Next] (次へ) を選択してチュートリアルを続行しま
す。
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ステップ 4. サンプルを実行する
この手順は、コンソールに表示される指示に従って、デバイスのターミナルまたはコマンドウィンドウで
実行します。コンソールに表示されるコマンドは、the section called “ステップ 2. モノのオブジェクトを
作成する” (p. 25) で選択したオペレーティングシステム用のコマンドです。ここに示されているもの
は、Linux/OSX オペレーティングシステム用です。
1.

デバイスのターミナルまたはコマンドウィンドウで、接続キットファイルがあるディレクトリ
で、AWS IoT コンソールに表示される手順を実行します。
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2.

コンソールで[Step 2] (ステップ 2) のコマンドを入力すると、デバイスのターミナルまたはコマンド
ウィンドウで、次のような出力が表示されます。この出力は、プログラムが AWS IoT Core との間で
送受信しているメッセージからのものです。

サンプルプログラムの実行中は、テストメッセージ Hello World! も表示されます。テストメッ
セージは、デバイスのターミナルまたはコマンドウィンドウに表示されます。

Note
トピックのサブスクリプションと発行の詳細については、選択した SDK のサンプルコードを
参照してください。
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3.

この手順のコンソールで [Step 2] (ステップ 2) からのコマンドを繰り返して、サンプルプログラムを
再度実行できます。

4.

(オプション) AWS IoT コンソールで IoT クライアントからのメッセージを表示する場合は、AWS
IoT コンソールの [Test] (テスト) ページで [MQTT test client] (MQTT テストクライアント) を開きま
す。Python SDK を選択した場合、[MQTT test client] (MQTT テストクライアント) の [Topic filter] (ト
ピックフィルター) に sdk/test/Python などのトピックを入力して、デバイスからのメッセージを
サブスクライブします。トピックフィルターは、大文字と小文字を識別し、[Step 1] (ステップ 1) で選
択した SDK のプログラミング言語によって異なります。トピックのサブスクリプションと発行の詳細
については、選択した SDK のコード例を参照してください。

5.

テストトピックを購読後、デバイスで ./start.sh を実行します。詳細については、「the section called
“AWS IoT MQTT クライアントでデバイスの MQTT メッセージを表示する” (p. 67)」を参照してく
ださい。
./start.sh の実行後、次のようなメッセージが MQTT クライアントに表示されます。
{
}

"message": "Hello World!",
"sequence": 10

新しい Hello World メッセージを受信するたびに sequence 番号が 1 ずつ増加し、プログラムを
終了すると停止します。
6.

チュートリアルを終了してサマリーを表示するには、AWS IoT コンソールで、[Continue] (続行) を選
択します。
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7.

AWS IoT クイックコネクトチュートリアルの概要が表示されます。
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ステップ 5: さらに詳しく
クイックスタートを完了した後に AWS IoT をさらに詳しく知るためのいくつかのアイデアを次に示しま
す。
• MQTT クライアントで MQTT メッセージを表示する
AWS IoT コンソールから、AWS IoT コンソールの [Test] (テスト) ページの [MQTT client] (MQTT クラ
イアント) を開くことができます。MQTT クライアントで # にサブスクライブし、デバイスで前の手順
で説明したようにプログラム ./start.sh を実行します。詳細については、「the section called “AWS IoT
MQTT クライアントでデバイスの MQTT メッセージを表示する” (p. 67)」を参照してください。
• Device Advisor を使用してデバイスでテストを実行する
Device Advisor を使用して、デバイスが AWS IoT に安全かつ確実に接続し、やり取りできるかどうかを
テストします。
• the section called “AWS IoT Core インタラクティブチュートリアルを試す” (p. 21)
インタラクティブなチュートリアルを開始するには、AWS IoT コンソールの [学習] ページの [AWS IoT
のしくみ] タイルで、[チュートリアルを開始します] を選択します。
• より多くのチュートリアルを見る (p. 38)
このクイックスタートでは、AWS IoT のサンプルを紹介します。AWS IoT をさらに詳しく知り、それを
強力な IoT ソリューションプラットフォームにする機能について学びたい場合は、AWS IoT Core サー
ビスの実践的なチュートリアルを詳しく見る (p. 38) で開発プラットフォームの準備を開始してくだ
さい。

デバイスデータエンドポイントとの接続をテストする
このトピックでは、アカウントのデバイスデータエンドポイント (AWS IoT に接続するために IoT デバイ
スが使用するエンドポイント) に対するデバイスの接続をテストする方法について説明します。
この手順は、テストするデバイス上で実行するか、テストするデバイスに接続された SSH ターミナルセッ
ションを使用して実行します。
デバイスデータエンドポイントとのデバイスの接続をテストするには
• デバイスデータエンドポイントを検索する (p. 34)
• 接続をすばやくテストする (p. 35)
• アプリを入手してデバイスのデータエンドポイントとポートへの接続をテストする (p. 35)
• デバイスデータエンドポイントとポートへの接続をテストする (p. 38)

デバイスデータエンドポイントを検索する
デバイスデータエンドポイントを検索するには
1.

AWS IoT コンソールのナビゲーションペインの下の方にある [設定] を選択します。

2.

[設定] ページの [デバイスデータエンドポイント] コンテナにある [エンドポイント] をコピーします。

3.

エンドポイントの値は AWS アカウント に固有で、以下の例に似ています。a3qEXAMPLEsffpats.iot.eu-west-1.amazonaws.com

デバイスデータポイントを保存します。このデバイスデータエンドポイントは、次の手順で使用します。
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接続をすばやくテストする
この手順では、デバイスデータエンドポイントとの一般的な接続をテストしますが、デバイスが使用する
特定のポートはテストされません。このテストでは一般的なプログラムを使用します。通常、これは、デ
バイスが AWS IoT に接続できるかどうかを確認するには十分です。
デバイスが使用する特定のポートとの接続をテストする場合は、この手順をスキップして、「アプリを入
手してデバイスのデータエンドポイントとポートへの接続をテストする (p. 35)」に進みます。

デバイスデータエンドポイントをすばやくテストするには
1.

ターミナルまたはデバイスのコマンドラインウィンドウで、サンプルデバイスデータエンドポイント
(a3qEXAMPLEsffp-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com) をアカウントのデバイスデータエンド
ポイントで置き換え、次のコマンドを入力します。
Linux
ping -c 5 a3qEXAMPLEsffp-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com

Windows
ping -n 5 a3qEXAMPLEsffp-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com

2.

次のような出力が ping に表示された場合、デバイスデータエンドポイントに正常に接続されていま
す。これは AWS IoT との直接接続ではありませんが、サーバーが見つかったこと、およびこのエンド
ポイント経由で AWS IoT を使用できることを示します。
PING a3qEXAMPLEsffp-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com (xx.xx.xxx.xxx) 56(84) bytes of
data.
64 bytes from ec2-EXAMPLE-218.eu-west-1.compute.amazonaws.com (xx.xx.xxx.xxx):
icmp_seq=1 ttl=231 time=127 ms
64 bytes from ec2-EXAMPLE-218.eu-west-1.compute.amazonaws.com (xx.xx.xxx.xxx):
icmp_seq=2 ttl=231 time=127 ms
64 bytes from ec2-EXAMPLE-218.eu-west-1.compute.amazonaws.com (xx.xx.xxx.xxx):
icmp_seq=3 ttl=231 time=127 ms
64 bytes from ec2-EXAMPLE-218.eu-west-1.compute.amazonaws.com (xx.xx.xxx.xxx):
icmp_seq=4 ttl=231 time=127 ms
64 bytes from ec2-EXAMPLE-218.eu-west-1.compute.amazonaws.com (xx.xx.xxx.xxx):
icmp_seq=5 ttl=231 time=127 ms

この結果に満足したら、ここでテストを終了できます。
AWS IoT が使用する特定のポートとの接続をテストする場合、「アプリを入手してデバイスのデータ
エンドポイントとポートへの接続をテストする (p. 35)」に進んでください。
3.

ping で正常な出力が返されなかった場合、エンドポイントの値を参照して、正しいエンドポイント
が入力されていること、および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してくださ
い。

アプリを入手してデバイスのデータエンドポイントとポートへの
接続をテストする
nmap を使用して、より詳細な接続テストを実行できます。この手順では、nmap がデバイスにインストー
ルされているかどうかをテストします。
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デバイスに nmap がインストールされていることを確認するには
1.

ターミナルまたはテストするデバイスのコマンドラインウィンドウで、次のコマンドを入力し、nmap
がインストールされていることを確認します。
nmap --version

2.

次のような出力が表示された場合、nmap がインストールされていて、the section called “デバイス
データエンドポイントとポートへの接続をテストする” (p. 38) に接続できます。
Nmap version 6.40 ( http://nmap.org )
Platform: x86_64-koji-linux-gnu
Compiled with: nmap-liblua-5.2.2 openssl-1.0.2k libpcre-8.32 libpcap-1.5.3 nmaplibdnet-1.12 ipv6
Compiled without:
Available nsock engines: epoll poll select

3.

前のステップに示すような応答がない表示されない場合、デバイスに nmap をインストールする必要
があります。デバイスのオペレーティングシステムの手順を選択します。

Linux
この手順を実行するには、コンピュータにソフトウェアをインストールするためのアクセス許可が必
要です。

Linux コンピュータに nmap をインストールするには
1.

ターミナルまたはデバイスのコマンドラインウィンドウで、それが実行している Linux のバー
ジョンに対応するコマンドを入力します。
a.

Debian または Ubuntu の場合:
sudo apt install nmap

b.

CentOS または RHEL の場合:
sudo yum install nmap

2.

次のコマンドを使用してインストールをテストします。
nmap --version

3.

次のような出力が表示された場合、nmap がインストールされていて、the section called “デバイ
スデータエンドポイントとポートへの接続をテストする” (p. 38) に接続できます。
Nmap version 6.40 ( http://nmap.org )
Platform: x86_64-koji-linux-gnu
Compiled with: nmap-liblua-5.2.2 openssl-1.0.2k libpcre-8.32 libpcap-1.5.3 nmaplibdnet-1.12 ipv6
Compiled without:
Available nsock engines: epoll poll select

macOS
この手順を実行するには、コンピュータにソフトウェアをインストールするためのアクセス許可が必
要です。
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macOS コンピュータに nmap をインストールするには
1.

ブラウザで https://nmap.org/download#macosx を開き、Latest stable release (最新の安定したリ
リース) を開きます。
プロンプトが表示されたら、[Open with DiskImageInstaller] (DiskImageInstaller で開く) を選択し
ます。

2.

インストールウィンドウで、パッケージを Applications フォルダに移動します。

3.

[Finder] で Applications フォルダ内の nmap-xxxx-mpkg パッケージを見つけます。パッケージを
Ctrl-click し、[開く] を選択してパッケージを開きます。

4.

セキュリティダイアログボックスを確認します。nmap をインストールする準備ができたら、[開
く] を選択して nmap をインストールします。

5.

Terminal で、次のコマンドを使用してインストールをテストします。
nmap --version

6.

次のような出力が表示された場合、nmap がインストールされていて、the section called “デバイ
スデータエンドポイントとポートへの接続をテストする” (p. 38) に接続できます。
Nmap version 7.92 ( https://nmap.org )
Platform: x86_64-apple-darwin17.7.0
Compiled with: nmap-liblua-5.3.5 openssl-1.1.1k nmap-libssh2-1.9.0 libz-1.2.11
nmap-libpcre-7.6 nmap-libpcap-1.9.1 nmap-libdnet-1.12 ipv6 Compiled without:
Available nsock engines: kqueue poll select

Windows
この手順を実行するには、コンピュータにソフトウェアをインストールするためのアクセス許可が必
要です。

Windows コンピュータに nmap をインストールするには
1.

ブラウザで https://nmap.org/download#windows を開き、セットアッププログラムの Latest
stable release (最新の安定したリリース) をダウンロードします。
プロンプトが表示されたら、[ファイルを保存] を選択します。ファイルをダウンロードしたら、
ダウンロードフォルダからファイルを開きます。

2.

セットアップファイルのダウンロードが完了したら、ダウンロードした nmap-xxxx-setup.exe 開
いてアプリをインストールします。

3.

プログラムのインストール時に、デフォルト設定を受け入れます。
このテストには Npcap アプリは必要ありません。このアプリをインストールしない場合は、この
オプションの選択を解除できます。

4.

Command で、次のコマンドを使用してインストールをテストします。
nmap --version

5.

次のような出力が表示された場合、nmap がインストールされていて、the section called “デバイ
スデータエンドポイントとポートへの接続をテストする” (p. 38) に接続できます。
Nmap version 7.92 ( https://nmap.org )
Platform: i686-pc-windows-windows
Compiled with: nmap-liblua-5.3.5 openssl-1.1.1k nmap-libssh2-1.9.0 nmap-libz-1.2.11
nmap-libpcre-7.6 Npcap-1.50 nmap-libdnet-1.12 ipv6
Compiled without:
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Available nsock engines: iocp poll select

デバイスデータエンドポイントとポートへの接続をテストする
デバイスデータエンドポイントとポートへの接続をテストするには
1.

ターミナルまたはデバイスのコマンドラインウィンドウで、サンプルデバイスデータエンドポイント
(a3qEXAMPLEsffp-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com) をアカウントのデバイスデータエンド
ポイントで置き換え、次のコマンドを入力します。
nmap -p 8443 a3qEXAMPLEsffp-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com

2.

次のような出力が nmap に表示された場合、nmap は、選択したポートのデバイスデータエンドポイ
ントに正常に接続できました。
Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2022-02-18 16:23 Pacific Standard Time
Nmap scan report for a3qEXAMPLEsffp-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com (xx.xxx.147.160)
Host is up (0.036s latency).
Other addresses for a3qEXAMPLEsffp-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com (not scanned):
xx.xxx.134.144 xx.xxx.55.139 xx.xxx.110.235 xx.xxx.174.233 xx.xxx.74.65 xx.xxx.122.179
xx.xxx.127.126
rDNS record for xx.xxx.147.160: ec2-EXAMPLE-160.eu-west-1.compute.amazonaws.com
PORT
STATE SERVICE
8443/tcp open https-alt
MAC Address: 00:11:22:33:44:55 (Cimsys)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.91 seconds

3.

nmap で正常な出力が返されなかった場合、エンドポイントの値を参照して、正しいエンドポイント
が入力されていること、および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してくださ
い。

ステップ 1 で使用したポート (8443) を置き換えることによって、デバイスデータエンドポイントのその
他のポート (プライマリ HTTPS ポートのポート443 など) をテストできます。

AWS IoT Core サービスの実践的なチュートリアル
を詳しく見る
このチュートリアルでは、ソフトウェアをインストールし、AWS IoT Core との間で MQTT メッセー
ジを送受信できるように、デバイスを AWS IoT に接続するために必要な AWS IoT リソースを作成しま
す。AWS IoT コンソールの MQTT クライアントにメッセージが表示されます。
このチュートリアルは 20～30 分を要します。IoT デバイスまたは Raspberry Pi を使用している場合、例
えばオペレーティングシステムをインストールしてデバイスを設定する必要があるときは、このチュート
リアルには時間がかかることがあります。
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このチュートリアルは、AWS IoT の使用を開始し、続けてルールエンジンやシャドウなどのより高度な機
能を詳しく知りたいデベロッパーに最適です。このチュートリアルでは、AWS IoT Core と他の AWS サー
ビスとのやり取りについて、クイックスタートチュートリアルよりも詳細に手順を説明することで、学習
を継続できるようにします。簡単な Hello World 体験を探している場合は、AWS IoT クイック接続を試し
てみましょう (p. 23) をお試しください。
AWS アカウント と AWS IoT コンソールを設定したら、次の手順に従って、デバイスを接続し、デバイス
から AWS IoT にメッセージを送信する方法を確認します。

次のステップ
• 最適なデバイスオプションを選択する (p. 39)
• the section called “AWS IoT リソースの作成” (p. 40) (Amazon EC2 で仮想デバイスを作成しない場
合)。
• the section called “デバイスを設定する” (p. 43)
• the section called “AWS IoT MQTT クライアントでデバイスの MQTT メッセージを表示する” (p. 67)
AWS IoT Core の詳細については、「AWS IoT Core とは (p. 1)」を参照してください。

どのデバイスオプションが最適ですか?
どのオプションを選択すればよいかわからない場合は、どれが最適かを判断するために、次の各オプショ
ンのメリットとデメリットのリストを役立ててください。
オプション

これは、次の場合には、良い選
択肢である場合があります。

これは、次の場合には、良い選
択肢ではない場合があります。

the section called “Amazon EC2
を使用して仮想デバイスを作成
する” (p. 43)

• テストする独自のデバイスが
ない場合。

• コマンドラインのコマンドの
使用に慣れていません。

• 自分のシステムにソフトウェ
アをインストールしたくない
場合。
• Linux OS でテストしたい場
合。

• 追加の AWS 料金を発生させた
くない場合。

• 追加の AWS 料金を発生させた
くない場合。

• パーソナルコンピュータにソ
フトウェアをインストールし
たくない場合。

the section called “Windows もし
くは Linux PC、または Mac を
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オプション

これは、次の場合には、良い選
択肢である場合があります。

これは、次の場合には、良い選
択肢ではない場合があります。

AWS IoT デバイスとして使用す
る” (p. 51)

• 追加のデバイスを設定したく
ない場合。

• より代表的なテストプラット
フォームを必要としている場
合。

the section called “Raspberry Pi
または別のデバイスを接続す
る” (p. 58)

• AWS IoT を実際のデバイスで
テストしたい場合。

• 試してみるためだけにデバイ
スを購入したり設定したりし
たくない場合。
• 今のところ、AWS IoT をでき
るだけ簡単にテストしたい場
合。

• テストするデバイスが既にあ
る場合。
• ハードウェアをシステムに統
合した経験がある場合。

AWS IoT リソースの作成
このチュートリアルでは、デバイスが AWS IoT に接続してメッセージを交換するために必要な AWS IoT
リソースを作成します。

1. AWS IoT ポリシードキュメントを作成します。このポリシードキュメントは、デバイスが AWS IoT
サービスとインタラクションすることを許可します。
2. AWS IoT と X.509 デバイス証明書でモノのオブジェクトを作成し、ポリシードキュメントをアタッチ
します。モノのオブジェクトは、AWS IoT レジストリ内のデバイスの仮想表現です。証明書はデバイス
を AWS IoT Core に対して認証し、ポリシードキュメントはデバイスが AWS IoT とインタラクション
することを許可します。

Note
the section called “Amazon EC2 を使用して仮想デバイスを作成する” (p. 43) を予定してい
る場合は、このページをスキップして the section called “デバイスを設定する” (p. 43) に進
むことができます。これらのリソースは、仮想のモノを作成するときに作成します。
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このチュートリアルでは、AWS IoT コンソールを使用して AWS IoT リソースを作成します。デバイスが
ウェブブラウザをサポートしている場合は、証明書ファイルをデバイスに直接ダウンロードできるため、
デバイスのウェブブラウザでこの手順を実行する方が簡単な場合があります。この手順を別のコンピュー
タで実行する場合は、サンプルアプリケーションで証明書ファイルを使用する前に、デバイスに証明書
ファイルをコピーする必要があります。

AWS IoT ポリシーを作成する
デバイスは、AWS IoT Core での認証に X.509 証明書を使用します。証明書には AWS IoT ポリシーがア
タッチされています。これらのポリシーは、デバイスで実行できる AWS IoT オペレーション (MQTT ト
ピックへのサブスクライブや公開など) を決定します。デバイスは AWS IoT Core に接続してメッセージを
送信するときに、証明書を提示します。
サンプルプログラムを実行するために必要な AWS IoT オペレーションの実行をデバイスに許可するポリ
シーを作成します。後で作成するデバイス証明書にアタッチできるように、最初に AWS IoT ポリシーを作
成する必要があります。

AWS IoT ポリシーを作成するには
1.

左のメニューで、[Secure] (安全性)、[Policies] (ポリシー) の順に選択します。[You don't have a policy
yet] (ポリシーを作成していません) ページで、[ポリシーの作成] を選択します。
アカウントに既存のポリシーがある場合は、[Create] (作成) を選択します。

2.

[ポリシーの作成] ページで、以下のステップを実行します。
1. [ポリシーのプロパティ] セクションの [プロパティ名] フィールドにポリシーの名前
(My_Iot_Policy など) を入力します。ポリシー名には個人を特定できる情報を使用しないでくだ
さい。
2. [ポリシードキュメント] セクションで、リソースアクセスを AWS IoT Core オペレーションに対し
て付与または拒否するポリシーステートメントを作成します。iot:Connect を実行するアクセス
許可をすべてのクライアントに付与するポリシーステートメントを作成するには、次のステップに
従います。
• [ポリシーの効果] フィールドで [許可] を選択します。このポリシーが証明書にアタッチされてい
るすべてのクライアントは、[ポリシーアクション] フィールドにリストされているアクションを
実行できます。
• [ポリシーアクション] フィールドで、iot:Connect などのポリシーアクションを選択します。
ポリシーアクションは、デバイスが Device SDK からサンプルプログラムを実行するときに実行
するためのアクセス許可が必要なアクションです。
• [ポリシーリソース フィールドにリソース、Amazon リソースネーム (ARN)、または * を入力し
ます。任意のクライアント (デバイス) を選択する場合は、* を入力します。
iot:Receive、iot:Publish、および iot:Subscribe のポリシーステートメントを作成する
には、[Add new statement] (新しいステートメントを追加する) を選択して、上記のステップを繰り
返します。

Note
このクイックスタートでは、単純化のためにワイルドカード (*) 文字が使用されます。セ
キュリティを強化するには、リソースとしてワイルドカード文字の代わりにクライアン
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ト ARN を指定して、メッセージを接続して発行できるクライアント (デバイス) を制限す
る必要があります。クライアント ARN は、arn:aws:iot:your-region:your-awsaccount:client/my-client-id の形式に従います。
ただし、その ARN をポリシーに割り当てるには、まずリソース (クライアントデバイス、
モノのシャドウなど) を作成する必要があります。詳細については、「AWS IoT Core アク
ションリソース」を参照してください。
3.

ポリシーの情報を入力した後、[作成] を選択します。

詳細については、「AWS IoT で IAM を使用する方法 (p. 391)」を参照してください。

モノのオブジェクトを作成する
AWS IoT に接続されたデバイスは、AWS IoT レジストリでモノのオブジェクトによって表されます。モ
ノのオブジェクトは、特定のデバイスまたは論理エンティティを表します。物理的なデバイスやセンサー
(電球、または電気をつけるための壁にあるスイッチなど) は、モノとして扱うことができます。また、ア
プリケーションのインスタンスなどの論理エンティティや、直接的には接続されておらず AWS IoT に接続
されている他のデバイスと関連している物理エンティティ (エンジンセンサーやコントロールパネルがあ
る自動車など) も、モノとして処理できます。

AWS IoT コンソールでモノを作成するには
1.

AWS IoT コンソールの左側のメニューで、[管理]、[モノ] の順に選択します。

2.

[モノ] ページで [モノを作成する] を選択します。

3.

[Creating 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、[Next] (次へ) を選択します。

4.

[モノのプロパティを指定する] ページで、[モノの名前]に、モノの名前 (MyIotThing など) を入力し
ます。
モノに名前を付けるときは、名前を慎重に選んでください。作成後にモノの名前を変更することはで
きません。
モノの名前を変更するには、新しいモノを作成して、新しい名前を付け、古いモノを削除する必要が
あります。

Note
モノの名前で個人を特定できる情報を使用しないでください。モノの名前は、暗号化されて
いない通信やレポートに表示されることがあります。
5.

このページの残りのフィールドは空のままにしておきます。[Next] を選択します。

6.

[デバイス証明書を構成する-optional] ページで [新しい証明書を自動生成する (推奨)] を選択します。
[Next] を選択します。

7.

[証明書へのポリシーのアタッチ - optional] ページで、前のセクションで作成したポリシーを選択し
ます。そのセクションでは、ポリシーの名前は My_Iot_Policy です。[モノを作成する] を選択しま
す。

8.

[証明書とキーのダウンロード] ページで:
1. 各証明書およびキーファイルをダウンロードし、後で使用できるように保存します。これらのファ
イルをデバイスにインストールする必要があります。
証明書ファイルを保存するときは、次の表に名前を付けます。これらは、後の例で使用されるファ
イル名です。

42

AWS IoT Core デベロッパーガイド
デバイスを設定する

証明書ファイル名
ファイル

ファイルパス

プライベートキー

private.pem.key

パブリックキー

(これらの例では使用されません)

デバイス証明書

device.pem.crt

ルート CA 証明書

Amazon-root-CA-1.pem

2. これらのファイルのルート CA ファイルをダウンロードするには、ルート CA 証明書ファイルの
[ダウンロード] リンクをクリックします。このリンクは、使用しているデータエンドポイントと暗
号スイートのタイプに対応します。このチュートリアルで、RSA 2048 ビットキー: Amazon ルート
CA 1 の右側にある [ダウンロード] を選択し、RSA 2048 ビットキー: Amazon ルート CA 1 証明書
ファイルをダウンロードします。

Important
このページから移動する前に、証明書ファイルを保存する必要があります。コンソールで
このページから移動すると、証明書ファイルにはアクセスできなくなります。
このステップで作成した証明書ファイルをダウンロードし忘れた場合は、このコンソール
画面を終了し、コンソールのモノのリストに移動して、作成したモノのオブジェクトを削
除してから、この手順を最初からやり直す必要があります。
3. [Done] を選択します。
この手順を完了すると、新しいモノのオブジェクトがモノのリストに表示されます。

デバイスを設定する
このセクションでは、デバイスを設定して AWS IoT に接続する方法について説明します。AWS IoT の使
用を開始したいが、まだデバイスをお持ちではない場合は、Amazon EC2 を使用して仮想デバイスを作成
するか、Windows PC または Mac を IoT デバイスとして使用することができます。
AWS IoT を試すのに最適なデバイスオプションを選択します。もちろん、すべてを試すこともできます
が、一度に試すのは 1 つのみにしてください。どのデバイスオプションが最適かわからない場合は、最適
なデバイスオプションを選択する方法 (p. 39)を読んでから、このページに戻ってください。

デバイスオプション
• Amazon EC2 を使用して仮想デバイスを作成する (p. 43)
• Windows もしくは Linux PC、または Mac を AWS IoT デバイスとして使用する (p. 51)
• Raspberry Pi または別のデバイスを接続する (p. 58)

Amazon EC2 を使用して仮想デバイスを作成する
このチュートリアルでは、クラウドで仮想デバイスとして機能する Amazon EC2 インスタンスを作成しま
す。
このチュートリアルを完了するには、AWS アカウント が必要です。アカウントをお持ちではない場合、
続行する前に、AWS アカウント のセットアップ (p. 19) に記載されている手順を完了してください。
このチュートリアルでは、次の作業を行います。
• Amazon EC2 インスタンスをセットアップする (p. 44)
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• Git、Node.js をインストールして、AWS CLI を設定する (p. 45)
• 仮想デバイス用の AWS IoT リソースを作成する (p. 46)
• AWS IoT Device SDK for JavaScript をインストールする (p. 49)
• サンプルアプリケーションを実行する (p. 50)
• AWS IoT コンソールでサンプルアプリケーションからのメッセージを表示する (p. 51)

Amazon EC2 インスタンスをセットアップする
次の手順は、物理デバイスの代わりに仮想デバイスとして機能する Amazon EC2 インスタンスを作成する
方法を示しています。
これが作成する最初の Amazon EC2 インスタンスの場合、「Amazon EC2 Linux インスタンスの開始方
法」を参照してください。

インスタンスを起動するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

コンソールダッシュボードから、インスタンスの起動 を選択します。

3.

ステップ 1: Amazon マシンイメージ (AMI) を選とぶのページに、Amazon マシンイメージ (AMI) と
呼ばれる基本設定のリストが表示されます。これは、インスタンスのテンプレートとして機能しま
す。Amazon Linux 2 AMI (HVM)、SSD ボリュームタイプなどのAmazon Linux 2 の HVM バージョン
を選択します。この AMI は [Free tier eligible] (無料利用枠の対象) と表示されていることに注意してく
ださい。

4.

[Choose an Instance Type] ページで、インスタンスのハードウェア構成を選択できます。デフォルト
で選択されている t2.micro タイプを選択します。このインスタンスタイプは無料利用枠の対象であ
ることに注意してください。

5.

[Review and Launch] を選択して、ウィザードが他の設定を完了できるようにします。

6.

[Review Instance Launch] ページで、[Launch] を選択します。

7.

キーペアの入力を求められたら、[Create a new key pair] (新しいキーペアの作成) を選択し、キーペア
の名前を入力してから、[Download Key Pair] (キーペアのダウンロード) を選択します。プライベート
キーファイルはこのときしか保存できないため、必ずダウンロードしてください。プライベートキー
ファイルを安全な場所に保存します。インスタンスを起動する際はキーペアの名前を指定する必要が
あり、インスタンスに接続する際は毎回対応するプライベートキーを指定する必要があります。

Warning
キーペアオプションなしで続行を選択しないでください。キーペアを使用せずにインスタン
スを起動すると、インスタンスに接続できません。
準備ができたら、[Launch Instances] (インスタンスの起動) を選択します。
8.

インスタンスを起動することを知らせる確認ページが表示されます。インスタンスの表示を選択して
確認ページを閉じ、コンソールに戻ります。

9.

インスタンス画面で、起動のステータスを確認できます。インスタンスの起動には短時間かかりま
す。インスタンスを起動すると、その初期状態は pending です。インスタンスがスタートすると、
その状態は running に変わり、公開 DNS 名を受け取ります。(公開 DNS (IPv4) 列が非表示の場合
は、ページの右上隅にある 列の表示 / 非表示 (歯車のシェープをしたアイコン) を選択してから、公開
DNS (IPv4) を選択します。)

10. インスタンスが接続できるようになるまで、インスタンスの準備が整うまでに数分かかる場合があり
ます。インスタンスのステータスチェックが正常に終了したことを確認してください。この情報は
[Status Checks] 列で確認できます。
新しいインスタンスがステータスチェックに合格したら、次の手順に進み、それに接続します。
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インスタンスに接続するには
Amazon EC2 コンソールからインスタンスを選択し、Amazon EC2 Instance Connect を使用して接続
することを選択することにより、ブラウザベースのクライアントを使用してインスタンスに接続できま
す。Instance Connect はアクセス許可を処理し、正常な接続を提供します。
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

左のメニューで、[Instances] (インスタンス) を選びます。

3.

インスタンスを選択し、[Connect] を選択します。

4.

[Amazon EC2 Instance Connect (browser-based SSH connection)] (Amazon EC2 Instance Connect
(ブラウザベースの SSH 接続))、[Connect] (接続) を選びます。

これで、新しい Amazon EC2 インスタンスにログインする Amazon EC2 Instance Connect ウィンドウが
できたはずです。

Git、Node.js をインストールして、AWS CLI を設定する
このセクションでは、Git と Node.js を Linux インスタンスにインストールします。

Git をインストールするには
1.

Amazon EC2 Instance Connect ウィンドウで、次のコマンドを使用してインスタンスを更新します。
sudo yum update -y

2.

Amazon EC2 Instance Connectウィンドウで、次のコマンドを使用して Git をインストールします。
sudo yum install git -y

Node.js をインストールするには
1.

Amazon EC2 Instance Connect ウィンドウで、次のコマンドを使用してノードバージョンマネー
ジャー (nvm) をインストールします。
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.34.0/install.sh | bash

nvm では Node.js の複数のバージョンをインストールすることができ、またそれらの切り替えもでき
るため、nvm を使用して Node.js をインストールします。
2.

Amazon EC2 Instance Connect ウィンドウで、このコマンドを使用して nvm を有効にします。
. ~/.nvm/nvm.sh

3.

Amazon EC2 Instance Connect ウィンドウで、このコマンドを使用して、nvm を使用し、最新バー
ジョンの Node.js をインストールします。
nvm install --lts

Note
Node.js の最新の LTS リリースがインストールされます。
Node.js をインストールすると、Node Package Manager (npm) もインストールされるため、必要に
応じて追加のモジュールをインストールできます。
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4.

Amazon EC2 Instance Connect ウィンドウで、このコマンドを使用して、その Node.js がインストー
ルされ、正しく実行されていることをテストします。
node -e "console.log('Running Node.js ' + process.version)"

このチュートリアルでは Node v10.0 以降が必要です。詳細については、「チュートリアル: Amazon
EC2 インスタンスでの Node.js のセットアップ」を参照してください。

AWS CLI を設定するには
Amazon EC2 インスタンスには、AWS CLI がプリロードされています。ただし、AWS CLI プロファイル
を完了する必要があります。CLI の設定方法の詳細については、「AWS CLI の設定」を参照してくださ
い。
1.

次の例は、サンプル値を示しています。それらを自分の値に置き換えます。これらの値は、AWS コン
ソールの [My Security Credentials] (セキュリティ認証情報) の下のアカウント情報で確認できます。
Amazon EC2 Instance Connect ウィンドウで、次のコマンドを入力します。
aws configure

その後、表示されるプロンプトでアカウントの値を入力します。
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json

2.

次のコマンドを使用して、AWS CLI の設定をテストできます。
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS

AWS CLI が正しく設定されている場合、コマンドは AWS アカウント からエンドポイントアドレスを
返します。

仮想デバイス用の AWS IoT リソースを作成する
このセクションでは、AWS CLI を使用してモノのオブジェクトとその証明書ファイルを仮想デバイス上に
直接作成する方法について説明します。これは、別のコンピュータからデバイスにコピーすることで生じ
る可能性のある複雑さを避けるために、デバイス上で直接行われます。

Linux インスタンスで AWS IoT モノのオブジェクトを作成するには
AWS IoT に接続されたデバイスは、AWS IoT レジストリでモノのオブジェクトによって表されます。モ
ノのオブジェクトは、特定のデバイスまたは論理エンティティを表します。この場合、モノのオブジェク
トは仮想デバイス、つまりこの Amazon EC2 インスタンスを表します。
1.

Amazon EC2 Instance Connect ウィンドウで、次のコマンドを実行してモノのオブジェクトを作成し
ます。
aws iot create-thing --thing-name "MyIotThing"

2.

JSON レスポンスは以下のようになります。
{
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}

"thingArn": "arn:aws:iot:your-region:your-aws-account:thing/MyIotThing",
"thingName": "MyIotThing",
"thingId": "6cf922a8-d8ea-4136-f3401EXAMPLE"

Linux インスタンスで AWS IoT キーと証明書を作成してアタッチするには
create-keys-and-certificate コマンドを実行すると、Amazon ルート認証局によって署名されたクライアン
ト証明書が作成されます。この証明書は、仮想デバイスの ID を認証するために使用されます。
1.

Amazon EC2 Instance Connectウィンドウで、証明書とキーファイルを保存するディレクトリを作成
します。
mkdir ~/certs

2.

Amazon EC2 Instance Connect ウィンドウで、このコマンドを使用して、Amazon 認証機関 (CA) 証
明書のコピーをダウンロードします。
curl -o ~/certs/Amazon-root-CA-1.pem \
https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA1.pem

3.

Amazon EC2 Instance Connect ウィンドウで、次のコマンドを実行して、プライベートキー、パブ
リックキー、および X.509 証明書ファイルを作成します。また、このコマンドは、AWS IoT に証明書
を登録して有効化します。
aws iot create-keys-and-certificate \
--set-as-active \
--certificate-pem-outfile "~/certs/device.pem.crt" \
--public-key-outfile "~/certs/public.pem.key" \
--private-key-outfile "~/certs/private.pem.key"

レスポンスは次のようになります。certificateArn を保存して、後続のコマンドで使用できるよ
うにします。証明書をモノにアタッチし、後の手順で証明書にポリシーをアタッチするには、この証
明書が必要になります。
{

"certificateArn": "arn:aws:iot:uswest-2:123456789012:cert/9894ba17925e663f1d29c23af4582b8e3b7619c31f3fbd93adcb51ae54b83dc2",
"certificateId":
"9894ba17925e663f1d29c23af4582b8e3b7619c31f3fbd93adcb51ae54b83dc2",
"certificatePem": "
-----BEGIN CERTIFICATE----MIICiTCCEXAMPLE6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgEXAMPLEAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSEXAMPLE2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYEXAMPLEb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCEXAMPLEJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDAEXAMPLEsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEXAMPLE25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+aEXAMPLE
EXAMPLEfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZEXAMPLELG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAEXAMPLEWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9qEXAMPLEyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDEXAMPLEBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----\n",
"keyPair": {
"PublicKey": "-----BEGIN PUBLIC
KEY-----\nMIIBIjANBgkqhkEXAMPLEQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAEXAMPLE1nnyJwKSMHw4h
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\nMMEXAMPLEuuN/dMAS3fyce8DW/4+EXAMPLEyjmoF/YVF/
gHr99VEEXAMPLE5VF13\n59VK7cEXAMPLE67GK+y+jikqXOgHh/xJTwo
+sGpWEXAMPLEDz18xOd2ka4tCzuWEXAMPLEahJbYkCPUBSU8opVkR7qkEXAMPLE1DR6sx2HocliOOLtu6Fkw91swQWEXAMPLE
\GB3ZPrNh0PzQYvjUStZeccyNCx2EXAMPLEvp9mQOUXP6plfgxwKRX2fEXAMPLEDa\nhJLXkX3rHU2xbxJSq7D
+XEXAMPLEcw+LyFhI5mgFRl88eGdsAEXAMPLElnI9EesG\nFQIDAQAB\n-----END PUBLIC KEY-----\n",
"PrivateKey": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\nkey omitted for security
reasons\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\n"
}
}

4.

Amazon EC2 Instance Connect ウィンドウで、次のコマンドと、前のコマンドからの応答に含まれて
いる certificateArn を使用して、作成したばかりの証明書にモノのオブジェクトをアタッチしま
す。
aws iot attach-thing-principal \
--thing-name "MyIotThing" \
--principal "certificateArn"

成功した場合、このコマンドは出力を表示しません。

ポリシーを作成してアタッチするには
1.

Amazon EC2 Instance Connectウィンドウで、このポリシードキュメントをコピーして ~/
policy.jsonという名前のファイルに貼り付け、ポリシーファイルを作成します。
お気に入りの Linux エディタがなければ、このコマンドを使用して nano を開くことができます。
nano ~/policy.json

そして、その中に policy.json のポリシードキュメントを貼り付けます。ctrl-x で nano エディタを
終了し、ファイルを保存します。
policy.json のポリシードキュメントの内容。
{

}

2.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish",
"iot:Subscribe",
"iot:Receive",
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]

Amazon EC2 Instance Connect ウィンドウで、次のコマンドを使用してポリシーを作成します。
aws iot create-policy \
--policy-name "MyIotThingPolicy" \
--policy-document "file://~/policy.json"

出力:
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{

}

3.

"policyName": "MyIotThingPolicy",
"policyArn": "arn:aws:iot:your-region:your-aws-account:policy/MyIotThingPolicy",
"policyDocument": "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [
{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Action\": [
\"iot:Publish\",
\"iot:Receive\",
\"iot:Subscribe\",
\"iot:Connect\"
],
\"Resource\": [
\"*\"
]
}
]
}",
"policyVersionId": "1"

Amazon EC2 Instance Connectウィンドウで、次のコマンドを使用して、仮想デバイスの証明書にポ
リシーを添付します。
aws iot attach-policy \
--policy-name "MyIotThingPolicy" \
--target "certificateArn"

成功した場合、このコマンドは出力を表示しません。
この時点で、仮想デバイス用に次のものが作成されています。
• AWS IoT で仮想デバイスを表現するモノのオブジェクト。
• 仮想デバイスを認証するための証明書。
• 仮想デバイスが AWS IoT に接続し、メッセージを発行、受信、およびサブスクライブすることを許可す
るポリシードキュメント。

AWS IoT Device SDK for JavaScript をインストールする
このセクションでは、AWS IoT Device SDK for JavaScript をインストールします。これには、アプリケー
ションが AWS IoT およびサンプルプログラムと通信するために使用できるコードが含まれています。

Linux インスタンスに AWS IoT Device SDK for JavaScript をインストールするには
1.

Amazon EC2 Instance Connect ウィンドウで、このコマンドを使用して、AWS IoT Device SDK for
JavaScript リポジトリのクローンをホームディレクトリの aws-iot-device-sdk-js-v2 ディレク
トリに作成します。
cd ~
git clone https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js-v2.git

2.

前のステップで作成した aws-iot-device-sdk-js-v2 ディレクトリに移動します。
cd aws-iot-device-sdk-js-v2
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3.

npm を使用して SDK をインストールします。
npm install

サンプルアプリケーションを実行する
次のセクションのコマンドは、次の表に示すように、キーおよび証明書ファイルがご利用の仮想デバイス
に保存されていることを前提としています。

証明書ファイル名
ファイル

ファイルパス

プライベートキー

~/certs/private.pem.key

デバイス証明書

~/certs/device.pem.crt

ルート CA 証明書

~/certs/Amazon-root-CA-1.pem

このセクションでは、AWS IoT Device SDK for JavaScript の aws-iot-device-sdk-js-v2/samples/
node ディレクトリにある pub-sub.js サンプルアプリケーションをインストールして実行します。この
アプリケーションは、デバイス (Amazon EC2 インスタンス) が MQTT ライブラリを使用して MQTT メッ
セージを発行およびサブスクライブする方法を示します。pub-sub.js サンプルアプリケーションは、ト
ピック、topic_1 をサブスクライブし、そのトピックに対して 10 個のメッセージを発行し、メッセージ
ブローカーから受信したメッセージを表示します。

サンプルアプリケーションをインストールして実行するには
1.

Amazon EC2 Instance Connect ウィンドウで、SDK が作成した aws-iot-device-sdk-js-v2/
samples/node/pub_sub ディレクトリに移動し、これらのコマンドを使用してサンプルアプリケー
ションをインストールします。
cd ~/aws-iot-device-sdk-js-v2/samples/node/pub_sub
npm install

2.

[Amazon EC2 Instance Connect] ウィンドウで、このコマンドを使用して AWS IoT から your-iotendpoint を取得します。
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS

3.

Amazon EC2 Instance Connect ウィンドウで、示されているように your-iot-endpoint を挿入
し、このコマンドを実行します。
node dist/index.js --topic topic_1 --ca_file ~/certs/Amazon-root-CA-1.pem --cert ~/
certs/device.pem.crt --key ~/certs/private.pem.key --endpoint your-iot-endpoint

サンプルアプリケーション:
1.
2.
3.
4.

アカウントの AWS IoT サービスに接続します。
メッセージトピック topic_1 をサブスクライブし、そのトピックで受信したメッセージを表示します。
10 個のメッセージをトピック、topic_1 に発行します。
次のような出力を表示します。
Publish received on topic topic_1
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{"message":"Hello world!","sequence":1}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":2}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":3}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":4}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":5}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":6}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":7}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":8}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":9}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":10}

サンプルアプリケーションの実行に問題がある場合は、the section called “サンプルアプリケーションに関
する問題のトラブルシューティング” (p. 66) を確認してください。
コマンドラインに --verbosity Debug パラメータを追加して、サンプルアプリケーションが実行内容
に関する詳細なメッセージを表示するようにすることもできます。この情報は、問題の修正に役立つ場合
があります。

AWS IoT コンソールでサンプルアプリケーションからのメッセージを表示する
AWS IoT コンソールのMQTT クライアントを使用する事で、サンプルアプリケーションメッセージがメッ
セージブローカーを通過する時にそれらを見る事ができます。

サンプルアプリケーションによって発行された MQTT メッセージを表示するには
1.

確認AWS IoT MQTT クライアントでデバイスの MQTT メッセージを表示する (p. 67). これ
は、AWS IoT コンソールで MQTT クライアントを使用して、メッセージブローカーを通過する
MQTT メッセージを表示する方法を学ぶのに役立ちます。

2.

AWS IoT コンソールで MQTT クライアントを開きます。

3.

トピック topic_1 にサブスクライブします。

4.

Amazon EC2 Instance Connect ウィンドウで、サンプルアプリケーションを再度実行し、AWS IoT コ
ンソールの MQTT クライアントのメッセージを確認します。
cd ~/aws-iot-device-sdk-js-v2/samples/node/pub_sub
node dist/index.js --topic topic_1 --ca_file ~/certs/Amazon-root-CA-1.pem --cert ~/
certs/device.pem.crt --key ~/certs/private.pem.key --endpoint your-iot-endpoint

Windows もしくは Linux PC、または Mac を AWS IoT デバイス
として使用する
このチュートリアルでは、パーソナルコンピュータを AWS IoT で使用できるように設定します。これらの
手順は、Windows および Linux の PC および Mac をサポートしています。これを行うには、コンピュー
タにソフトウェアをインストールする必要があります。コンピュータにソフトウェアをインストールした
くない場合は、すべてのソフトウェアを仮想マシンにインストールする Amazon EC2 を使用して仮想デバ
イスを作成する (p. 43) を試すことができます。
このチュートリアルでは、次の作業を行います。
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• パーソナルコンピュータを設定する (p. 52)
• Git、Python、および AWS IoT Device SDK for Python をインストールする (p. 52)
• ポリシーを設定し、サンプルアプリケーションを実行する (p. 55)
• AWS IoT コンソールでサンプルアプリケーションからのメッセージを表示する (p. 57)

パーソナルコンピュータを設定する
このチュートリアルを完了するには、インターネットに接続した Windows もしくは Linux PC または Mac
が必要です。
次のステップに進む前に、コンピュータでコマンドラインウィンドウを開くことができることを確認して
ください。Windows PC で cmd.exe を使用します。Linux PC または Mac では、Terminal を使用します。

Git、Python、および AWS IoT Device SDK for Python をインストールする
このセクションでは、Python と AWS IoT Device SDK for Python をコンピュータにインストールします。

Git と Python の最新バージョンをインストールする
Git と Python をダウンロードしてコンピュータにインストールするには
1.

Git がコンピュータにインストールされているかどうかを確認します。このコマンドをコマンドライン
に入力します。
git --version

コマンドが Git バージョンを表示する場合は、Git がインストールされており、次のステップに進むこ
とができます。
コマンドがエラーを表示する場合は、https://git-scm.com/downloadを開いてコンピュータに Git をイ
ンストールします。
2.

Python が既にインストールされているかどうかを確認します。このコマンドをコマンドラインに入力
します。
python -V

Note
このコマンドがエラー Python was not found を表示する場合、オペレーティングシステ
ムが Python v3.x 実行可能ファイルを Python3 として呼び出していることが原因である可能
性があります。その場合は、python のすべてのインスタンスを python3 に置き換えて、こ
のチュートリアルの残りの部分を続行してください。
コマンドが Python のバージョンを表示する場合、Python は既にインストールされています。この
チュートリアルには、Python v3.5 以降が必要です。
3.

Python がインストールされている場合は、このセクションの残りの手順を省略できます。インストー
ルされていない場合は、続行します。

4.

https://www.python.org/downloads/ を開き、コンピュータ用のインストーラをダウンロードします。

5.

ダウンロードが自動的にインストールを開始しなかった場合は、ダウンロードしたプログラムを実行
して Python をインストールします。

6.

Python のインストールを確認します。
python -V
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コマンドが Python バージョンを表示することを確認します。Python のバージョンが表示されない場
合は、再度 Python をダウンロードしてインストールしてください。

AWS IoT Device SDK for Python をインストールする
AWS IoT Device SDK for Python をコンピュータにインストールするには
1.

AWS IoT Device SDK for Python の v2 をインストールします。
python3 -m pip install awsiotsdk

2.

AWS IoT Device SDK for Python リポジトリのクローンを、ホームディレクトリの aws-iot-devicesdk-python-v2 ディレクトリに作成します。この手順は、###としてインストールするファイルのベー
スディレクトリを参照しています。
###ディレクトリの実際の場所は、オペレーティングシステムによって異なります。
Linux/macOS
macOS および Linux では、###ディレクトリーは ~ です。
cd ~
git clone https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-python-v2.git

Windows
Windows では、 cmdウィンドウでこのコマンドを実行すると、###ディレクトリーパスを見つけ
ることができます。
echo %USERPROFILE%
cd %USERPROFILE%
git clone https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-python-v2.git

Note
cmd.exe ではなく Windows PowerShell を使用している場合は、次のコマンドを使用しま
す。

echo $home

サンプルアプリケーションの実行を準備する
サンプルアプリケーションを実行するためにシステムを準備するには
•

certs ディレクトリを作成します。certs でモノのオブジェクトを作成および登録したときに保存し
たプライベートキー、デバイス証明書、およびルート CA 証明書ファイルを the section called “AWS
IoT リソースの作成” (p. 40) ディレクトリにコピーします。送信先ディレクトリ内の各ファイルの
ファイル名は、テーブル内のファイル名と一致する必要があります。
次のセクションのコマンドは、次の表に示すように、キーおよび証明書ファイルがデバイスに保存さ
れていることを前提としています。
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Linux/macOS
このコマンドを実行して、certs サブディレクトリを作成します。このサブディレクトリは、サ
ンプルアプリケーションの実行に使用します。
mkdir ~/certs

新しいサブディレクトリの、次の表に示す送信先ファイルのパスにファイルをコピーします。

証明書ファイル名
ファイル

ファイルパス

プライベートキー

~/certs/private.pem.key

デバイス証明書

~/certs/device.pem.crt

ルート CA 証明書

~/certs/Amazon-root-CA-1.pem

このコマンドを実行して、certs ディレクトリ内のファイルを一覧表示し、それらを表に一覧表
示されているファイルと比較します。
ls -l ~/certs

Windows
このコマンドを実行して、certs サブディレクトリを作成します。このサブディレクトリは、サ
ンプルアプリケーションの実行に使用します。
mkdir %USERPROFILE%\certs

新しいサブディレクトリの、次の表に示す送信先ファイルのパスにファイルをコピーします。

証明書ファイル名
ファイル

ファイルパス

プライベートキー

%USERPROFILE%\certs
\private.pem.key

デバイス証明書

%USERPROFILE%\certs\device.pem.crt

ルート CA 証明書

%USERPROFILE%\certs\Amazon-rootCA-1.pem

このコマンドを実行して、certs ディレクトリ内のファイルを一覧表示し、それらを表に一覧表
示されているファイルと比較します。
dir %USERPROFILE%\certs
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ポリシーを設定し、サンプルアプリケーションを実行する
このセクションでは、ポリシーを設定し、AWS IoT Device SDK for Python の aws-iot-device-sdkpython-v2/samples ディレクトリにある pubsub.py サンプルスクリプトを実行します。このスクリプ
トは、デバイスが MQTT ライブラリを使用して MQTT メッセージを発行およびサブスクライブする方法
を示します。
pubsub.pyサンプルアプリケーションは、トピック、test/topic をサブスクライブし、そのトピック
に対して10 個のメッセージを発行し、メッセージブローカーから受信したメッセージを表示します。
pubsub.py サンプルスクリプトを実行するには、次の情報が必要です。

アプリケーションパラメータ値
Parameter

値がある場所

your-iot-endpoint

1. AWS IoT コンソールの左のメニューで、
[Settings] (設定) を選択します。
2. [Setting] (設定) ページで、エンドポイントがデ
バイスデータエンドポイントセクションに表示
されます。

your-iot-endpoint 値の形式は endpoint_id-ats.iot.region.amazonaws.com です (例:
a3qj468EXAMPLE-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com)。
スクリプトを実行する前に、モノのポリシーが、接続、サブスクライブ、発行、および受信するためのア
クセス許可をサンプルスクリプトに提供していることを確認してください。

モノのリソースのポリシードキュメントを検索して確認するには
1.
2.
3.

4.

5.
6.

AWS コンソールの [Things] (モノ) リストで、デバイスを表すモノのリソースを検索します。
デバイスを表すモノのリソースの [Name] (名前) リンクを選択して、[Thing details] (モノの詳細) ペー
ジを開きます。
[Thing details] (モノの詳細) ページの [Certificates] (証明書) タブで、モノのリソースにアタッチされて
いる証明書を選択します。リストに含まれる証明書は 1 つだけにする必要があります。複数の証明書
がある場合は、デバイスにインストールされているファイルを含み、そのファイルが AWS IoT への接
続に使用される証明書を選択します。
[Certificate] (証明書) 詳細ページの [Policies] (ポリシー) タブで、証明書にアタッチされているポリ
シーを選択します。1 つだけにする必要があります。複数のポリシーがある場合は、それぞれについ
て次の手順を繰り返して、少なくとも 1 つのポリシーで必要なアクセスが許可されていることを確認
します。
[Policy] (ポリシー) 概要ページで、JSON エディタを検索し、[Edit policy document] (ポリシードキュ
メントの編集) を選択して、必要に応じてポリシードキュメントを確認および編集します。
次の例では、ポリシー JSON が表示されます。"Resource" 要素で、各 Resource 値の
region:account をお客様の AWS リージョン および AWS アカウント に置き換えます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish",
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/test/topic"
]
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},
{

},
{

]

}

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/test/topic"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:client/test-*"
]

Linux/macOS

Linux/macOS でサンプルスクリプトを実行するには
1.

コマンドラインウィンドウで、SDK がこれらのコマンドを使用して作成した ~/aws-iotdevice-sdk-python-v2/samples/node/pub_sub ディレクトリに移動します。
cd ~/aws-iot-device-sdk-python-v2/samples

2.

コマンドラインウィンドウに示されているように、 your-iot-endpointを置き換えて、この
コマンドを実行します。
python3 pubsub.py --endpoint your-iot-endpoint --ca_file ~/certs/Amazon-rootCA-1.pem --cert ~/certs/device.pem.crt --key ~/certs/private.pem.key

Windows

Windows PC でサンプルアプリケーションを実行するには
1.

コマンドラインウィンドウで、SDK が作成した %USERPROFILE%\aws-iot-device-sdkpython-v2\samples ディレクトリに移動し、これらのコマンドを使用してサンプルアプリケー
ションをインストールします。
cd %USERPROFILE%\aws-iot-device-sdk-python-v2\samples

2.

コマンドラインウィンドウに示されているように、 your-iot-endpoint を置き換えて、この
コマンドを実行します。
python3 pubsub.py --endpoint your-iot-endpoint --ca_file %USERPROFILE%\certs
\Amazon-root-CA-1.pem --cert %USERPROFILE%\certs\device.pem.crt --key %USERPROFILE%
\certs\private.pem.key

サンプルスクリプト:
1. アカウントの AWS IoT サービスに接続します。
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2. メッセージトピックの test/topic をサブスクライブし、そのトピックで受信したメッセージを表示しま
す。
3. トピック test/topic に 10 個のメッセージを発行します。
4. 次のような出力を表示します。

Publish received on topic test/topic
{"message":"Hello world!","sequence":1}
Publish received on topic test/topic
{"message":"Hello world!","sequence":2}
Publish received on topic test/topic
{"message":"Hello world!","sequence":3}
Publish received on topic test/topic
{"message":"Hello world!","sequence":4}
Publish received on topic test/topic
{"message":"Hello world!","sequence":5}
Publish received on topic test/topic
{"message":"Hello world!","sequence":6}
Publish received on topic test/topic
{"message":"Hello world!","sequence":7}
Publish received on topic test/topic
{"message":"Hello world!","sequence":8}
Publish received on topic test/topic
{"message":"Hello world!","sequence":9}
Publish received on topic test/topic
{"message":"Hello world!","sequence":10}

サンプルアプリケーションの実行に問題がある場合は、the section called “サンプルアプリケーションに関
する問題のトラブルシューティング” (p. 66) を確認してください。
コマンドラインに --verbosity Debug パラメータを追加して、サンプルアプリケーションが実行内容
に関する詳細なメッセージを表示するようにすることもできます。この情報は、問題の修正に役立ちま
す。

AWS IoT コンソールでサンプルアプリケーションからのメッセージを表示する
AWS IoT コンソールのMQTT クライアントを使用する事で、サンプルアプリケーションメッセージがメッ
セージブローカーを通過する時にそれらを見る事ができます。

サンプルアプリケーションによって発行された MQTT メッセージを表示するには
1.

確認AWS IoT MQTT クライアントでデバイスの MQTT メッセージを表示する (p. 67). これ
は、AWS IoT コンソールで MQTT クライアントを使用して、メッセージブローカーを通過する
MQTT メッセージを表示する方法を学ぶのに役立ちます。

2.

AWS IoT コンソールで MQTT クライアントを開きます。

3.

test/topic のトピックにサブスクライブします。

4.

コマンドラインウィンドウで、サンプルアプリケーションを再度実行し、AWS IoT コンソールの
MQTT クライアントでメッセージを確認します。
Linux/macOS
cd ~/aws-iot-device-sdk-python-v2/samples
python3 pubsub.py --topic test/topic --ca_file ~/certs/Amazon-root-CA-1.pem --cert
~/certs/device.pem.crt --key ~/certs/private.pem.key --endpoint your-iot-endpoint

Windows
cd %USERPROFILE%\aws-iot-device-sdk-python-v2\samples
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python3 pubsub.py --topic test/topic --ca_file %USERPROFILE%\certs\Amazon-rootCA-1.pem --cert %USERPROFILE%\certs\device.pem.crt --key %USERPROFILE%\certs
\private.pem.key --endpoint your-iot-endpoint

Raspberry Pi または別のデバイスを接続する
このセクションでは、AWS IoT で使用する Raspberry Pi を設定します。接続したい別のデバイスがある場
合、Raspberry Pi の手順には、これらの指示をデバイスに合わせて適用するのに役立つ参照先が含まれて
います。
通常、この処理には約 20 分かかりますが、システムソフトウェアのアップグレードが多数ある場合は、
インストールにより長い時間を要する場合があります。
このチュートリアルでは、次の作業を行います。
• デバイスをセットアップする (p. 58)
• AWS IoT Device SDK に必要なツールとライブラリをインストールする (p. 59)
• AWS IoT Device SDK のインストール (p. 60)
• サンプルアプリケーションをインストールして実行する (p. 62)
• AWS IoT コンソールでサンプルアプリケーションからのメッセージを表示する (p. 65)

Important
これらの指示を他のデバイスやオペレーティングシステムに合わせて適用するのが難しい場合が
あります。これらの指示を解釈してご利用のデバイスに適用するには、そのデバイスを十分に理
解する必要があります。
AWS IoT 用にデバイスを設定する際に問題が発生した場合、当社では、このセクションの手順の
範囲を超えるサポートを提供することはできません。ただし、Amazon EC2 を使用して仮想デバ
イスを作成する (p. 43) または Windows もしくは Linux PC、または Mac を AWS IoT デバイ
スとして使用する (p. 51) など、代わりに他のいずれかのデバイスを試すことはできます。

デバイスをセットアップする
このステップの目的は、オペレーティングシステム (OS) を起動し、インターネットに接続し、コマンド
ラインインターフェイスでデバイスを操作できるようにデバイスを設定するために必要なものを用意する
ことです。
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はない場合、続行する前に、AWS アカウント のセットアッ
プ (p. 19) に記載されている手順を完了してください。
• Raspberry Pi 3 モデル B 以降の最新のモデル。これは、Raspberry Pi の以前のバージョンで動作する可
能性がありますが、テストされていません。
• Raspberry Pi OS (32 ビット)または、それ以降。Raspberry Pi OS の最新バージョンを使用することをお
勧めします。以前のバージョンの OS は動作する可能性がありますが、テストされていません。
この例を実行するために、グラフィカルユーザーインターフェイス (GUI) でデスクトップをインストー
ルする必要はありません。ただし、Raspberry Pi を初めて使用し、Raspberry Pi ハードウェアがサポー
トしている場合は、デスクトップを GUI で使用する方が簡単です。
• イーサネットまたは Wi-Fi 接続。
• キーボード、マウス、モニタ、ケーブル、電源装置、およびデバイスに必要なその他のハードウェア。
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Important
次のステップに進む前に、デバイスにオペレーティングシステムがインストール、設定、および
実行されている必要があります。デバイスはインターネットに接続されていなければなりませ
ん。また、コマンドラインインターフェイスを使用してデバイスにアクセスできる必要がありま
す。コマンドラインアクセスは、直接接続されたキーボード、マウス、モニタを介して、または
SSH ターミナルリモートインターフェイスを使用して行うことができます。
グラフィカルユーザーインターフェイス (GUI) を備えた Raspberry Pi 上でオペレーティングシステムを実
行している場合は、デバイス上でターミナルウィンドウを開き、そのウィンドウで以下の手順を実行しま
す。それ以外の場合であって、PuTTY などのリモートターミナルを使用してデバイスに接続するときは、
デバイスへのリモートターミナルを開いてそれを使用します。

AWS IoT Device SDK に必要なツールとライブラリをインストールする
AWS IoT Device SDK とサンプルコードをインストールする前に、システムが最新であり、SDK をインス
トールするために必要なツールとライブラリがあることを確認してください。
1.

オペレーティングシステムを更新し、必要なライブラリをインストールします。
AWS IoT Device SDK をインストールする前に、デバイスのターミナルウィンドウでこれらのコマン
ドを実行して、オペレーティングシステムを更新し、必要なライブラリをインストールします。
sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt-get install cmake

sudo apt-get install libssl-dev

2.

Git をインストールします。
ご使用のデバイスのオペレーティングシステムに Git がインストールされていない場合は、AWS IoT
Device SDK for JavaScript をインストールするために Git をインストールする必要があります。
a.

Git が既にインストールされているかどうかを確認するために、このコマンドを実行してテストし
ます。
git --version

b.

前のコマンドで Git バージョンが返された場合、Git は既にインストールされており、ステップ 3
に進むことができます。

c.

git コマンドを実行するとエラーが表示される場合は、このコマンドを実行して Git をインストー
ルします。
sudo apt-get install git

d.

このコマンドを実行して、Git がインストールされているかどうかをもう一度テストします。
git --version

e.

Git がインストール済みである場合は、次のセクションに進みます。インストールされていない
場合は、トラブルシューティングを行い、エラーを修正してから続行します。AWS IoT Device
SDK for JavaScript をインストールするには Git が必要です。
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AWS IoT Device SDK のインストール
AWS IoT Device SDK をインストールします。
Python
このセクションでは、Python、その開発ツール、AWS IoT Device SDK for Python をデバイスにイン
ストールします。これらの手順は、最新の Raspberry Pi OS を実行する Raspberry Pi を対象としてい
ます。別のデバイスをお持ちの場合、または別のオペレーティングシステムを使用している場合は、
これらの手順をデバイスに合わせて調整する必要があります。
1.

Python およびその開発ツールをインストールする
AWS IoT Device SDK for Python では、Python v3.5 以降が Raspberry Pi にインストールされてい
る必要があります。
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。
1. このコマンドを実行して、デバイスにインストールされている Python のバージョンを確認し
ます。
python3 --version

Python がインストールされている場合は、そのバージョンが表示されます。
2. 表示されているバージョンが Python 3.5 以降の場合は、ステップ 2 にスキップできます。
3. 表示されたバージョンが Python 3.5 よりも前の場合は、このコマンドを実行して正しい
バージョンをインストールできます。
sudo apt install python3

4. このコマンドを実行して、正しいバージョンの Python がインストールされていることを確認
します。
python3 --version

2.

pip3 をテストする
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。
1. このコマンドを実行して、pip3 がインストールされているかどうかを確認します。
pip3 --version

2. コマンドがバージョン番号を返す場合、pip3 はインストールされており、ステップ 3 にスキッ
プできます。
3. 前のコマンドがエラーを返す場合は、このコマンドを実行して pip3 をインストールします。
sudo apt install python3-pip

4. このコマンドを実行して、pip3 がインストールされているかどうかを確認します。
pip3 --version

3.

現在の AWS IoT Device SDK for Python をインストールします。
AWS IoT Device SDK for Python をインストールし、サンプルアプリケーションをデバイスにダ
ウンロードします。
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デバイスで、次のコマンドを実行します。
cd ~
python3 -m pip install awsiotsdk

git clone https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-python-v2.git

JavaScript
このセクションでは、Node.js、npm パッケージマネージャー、および AWS IoT Device SDK for
JavaScript をデバイスにインストールします。これらの手順は、Raspberry Pi OS を実行している
Raspberry Pi を対象としています。別のデバイスをお持ちの場合、または別のオペレーティングシス
テムを使用している場合は、これらの手順をデバイスに合わせて調整する必要があります。
1.

Node.js の最新バージョンをインストールする
AWS IoT Device SDK for JavaScript では、Node.js と npm パッケージマネージャーが Raspberry
Pi にインストールされている必要があります。
a.

このコマンドを入力して、ノードリポジトリの最新バージョンをダウンロードします。
cd ~
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -

b.

Node と npm をインストールします。
sudo apt-get install -y nodejs

c.

Node のインストールを確認します。
node -v

d.

コマンドが Node のバージョンを表示することを確認します。このチュートリアルでは Node
v10.0 以降が必要です。Node のバージョンが表示されない場合は、Node リポジトリを再度
ダウンロードしてみてください。
npm のインストールを確認します。
npm -v

コマンドが npm バージョンを表示することを確認します。npm のバージョンが表示されな
い場合は、Node と npm をもう一度インストールしてみてください。
e.

デバイスを再起動します。
sudo shutdown -r 0

2.

デバイスの再起動後に続行します。
AWS IoT Device SDK for JavaScript をインストールする
Raspberry Pi に AWS IoT Device SDK for JavaScript をインストールします。
a.

AWS IoT Device SDK for JavaScript リポジトリのクローンを###ディレクトリの aws-iotdevice-sdk-js-v2 ディレクトリに作成します。Raspberry Pi では、###ディレクトリは
~/ であり、次のコマンドで###ディレクトリとして使用されます。デバイスが###ディレク

61

AWS IoT Core デベロッパーガイド
デバイスを設定する

トリに別のパスを使用している場合は、次のコマンドで ~/ をデバイスの正しいパスに置き
換える必要があります。
これらのコマンドは、~/aws-iot-device-sdk-js-v2 ディレクトリを作成し、SDK コー
ドをそのディレクトリにコピーします。
cd ~
git clone https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js-v2.git

b.

前の手順で作成した aws-iot-device-sdk-js-v2 ディレクトリに変更し、npm install
を実行して SDK をインストールします。コマンド npm install が aws-crt ライブラリビ
ルドを呼び出し、これは完了するまで数分かかることがあります。
cd ~/aws-iot-device-sdk-js-v2
npm install

サンプルアプリケーションをインストールして実行する
このセクションでは、AWS IoT Device SDK にある pubsub サンプルアプリケーションをインストール
して実行します。このアプリケーションは、デバイスが MQTT ライブラリを使用して MQTT メッセージ
を発行およびサブスクライブする方法を示します。サンプルアプリケーションは トピック topic_1 にサ
ブスクライブし、そのトピックに 10 個のメッセージを発行し、メッセージブローカーから受信したメッ
セージを表示します。
証明書ファイルをインストールする
サンプルアプリケーションでは、デバイスを認証する証明書ファイルをそのデバイスにインストールする
必要があります。

サンプルアプリケーションのデバイス証明書ファイルをインストールするには
1.

これらのコマンドを実行して、###ディレクトリにcertsサブディレクトリを作成します。
cd ~
mkdir certs

2.

~/certs ディレクトリで、前に the section called “AWS IoT リソースの作成” (p. 40) で作成したプ
ライベートキー、デバイス証明書、およびルート CA 証明書をコピーします。
証明書ファイルをデバイスにコピーする方法は、デバイスおよびオペレーティングシステムによって
異なりますが、ここでは説明を割愛します。ただし、デバイスがグラフィカルユーザーインターフェ
イス (GUI) をサポートしており、ウェブブラウザがある場合は、デバイスのウェブブラウザから the
section called “AWS IoT リソースの作成” (p. 40) で説明されている手順を実行して、結果のファイ
ルをデバイスに直接ダウンロードできます。
次のセクションのコマンドは、次の表に示すように、キーおよび証明書ファイルがデバイスに保存さ
れていることを前提としています。

証明書ファイル名
ファイル

ファイルパス

ルート CA 証明書

~/certs/Amazon-root-CA-1.pem

デバイス証明書

~/certs/certificate.pem.crt

プライベートキー

~/certs/private.pem.key
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サンプルアプリケーションを実行するには、次の情報が必要です。

アプリケーションパラメータ値
Parameter

値がある場所

your-iot-endpoint

AWS IoT コンソールで、[Manage] (管理)、
[Things] (モノ) の順に選択します。
デバイス用に作成した IoT モノ (MyIotThing は以前
に使用した名前) を選択し、[Interact] (操作) を選択
します。
モノの詳細ページで エンドポイントは、[HTTPS]
セクションに表示されます。
新しい AWS IoT コンソールを使用する場合、AWS
IoT メニューから [Settings] (設定) を選択します。
エンドポイントが [Device data endpoint] (デバイ
スデータエンドポイント) セクションに表示されま
す。

your-iot-endpoint 値の形式はendpoint_id-ats.iot.region.amazonaws.com です (例:
a3qj468EXAMPLE-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com)。
Python

サンプルアプリケーションをインストールして実行するには
1.

サンプルアプリディレクトリに移動します。
cd ~/aws-iot-device-sdk-python-v2/samples

2.

コマンドラインウィンドウで、示されているように your-iot-endpoint を置き換えて、この
コマンドを実行します。
python3 pubsub.py --topic topic_1 --ca_file ~/certs/Amazon-root-CA-1.pem --cert
~/certs/certificate.pem.crt --key ~/certs/private.pem.key --endpoint your-iotendpoint

3.

サンプルアプリケーションが次のようになっていることを観察します。
1. アカウントの AWS IoT サービスに接続します。
2. メッセージトピック topic_1 をサブスクライブし、そのトピックで受信したメッセージを表示
します。
3. 10 個のメッセージをトピック、topic_1 に発行します。
4. 次のような出力を表示します。

Connecting to a3qEXAMPLEffp-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com with client ID
'test-0c8ae2ff-cc87-49d2-a82a-ae7ba1d0ca5a'...
Connected!
Subscribing to topic 'topic_1'...
Subscribed with QoS.AT_LEAST_ONCE
Sending 10 message(s)
Publishing message to topic 'topic_1': Hello World! [1]
Received message from topic 'topic_1': b'Hello World! [1]'
Publishing message to topic 'topic_1': Hello World! [2]
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Received message from topic
Publishing message to topic
Received message from topic
Publishing message to topic
Received message from topic
Publishing message to topic
Received message from topic
Publishing message to topic
Received message from topic
Publishing message to topic
Received message from topic
Publishing message to topic
Received message from topic
Publishing message to topic
Received message from topic
Publishing message to topic
Received message from topic
10 message(s) received.
Disconnecting...
Disconnected!

'topic_1':
'topic_1':
'topic_1':
'topic_1':
'topic_1':
'topic_1':
'topic_1':
'topic_1':
'topic_1':
'topic_1':
'topic_1':
'topic_1':
'topic_1':
'topic_1':
'topic_1':
'topic_1':
'topic_1':

b'Hello World! [2]'
Hello World! [3]
b'Hello World! [3]'
Hello World! [4]
b'Hello World! [4]'
Hello World! [5]
b'Hello World! [5]'
Hello World! [6]
b'Hello World! [6]'
Hello World! [7]
b'Hello World! [7]'
Hello World! [8]
b'Hello World! [8]'
Hello World! [9]
b'Hello World! [9]'
Hello World! [10]
b'Hello World! [10]'

サンプルアプリケーションの実行に問題がある場合は、the section called “サンプルアプリケー
ションに関する問題のトラブルシューティング” (p. 66) を確認してください。
コマンドラインに --verbosity Debug パラメータを追加して、サンプルアプリケーションが
実行内容に関する詳細なメッセージを表示するようにすることもできます。この情報は、問題の
修正に役立つ場合があります。
JavaScript

サンプルアプリケーションをインストールして実行するには
1.

コマンドラインウィンドウで、SDK が作成した ~/aws-iot-device-sdk-js-v2/samples/
node/pub_sub ディレクトリに移動し、これらのコマンドを使用してサンプルアプリケーション
をインストールします。コマンド npm install が aws-crt ライブラリビルドを呼び出し、こ
れは完了するまで数分かかることがあります。
cd ~/aws-iot-device-sdk-js-v2/samples/node/pub_sub
npm install

2.

コマンドラインウィンドウで、示されているように your-iot-endpoint を置き換えて、この
コマンドを実行します。
node dist/index.js --topic topic_1 --ca_file ~/certs/Amazon-root-CA-1.pem --cert
~/certs/certificate.pem.crt --key ~/certs/private.pem.key --endpoint your-iotendpoint

3.

サンプルアプリケーションが次のようになっていることを観察します。
1. アカウントの AWS IoT サービスに接続します。
2. メッセージトピック topic_1 をサブスクライブし、そのトピックで受信したメッセージを表示
します。
3. 10 個のメッセージをトピック、topic_1 に発行します。
4. 次のような出力を表示します。

Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":1}
Publish received on topic topic_1
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{"message":"Hello world!","sequence":2}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":3}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":4}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":5}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":6}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":7}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":8}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":9}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":10}

サンプルアプリケーションの実行に問題がある場合は、the section called “サンプルアプリケー
ションに関する問題のトラブルシューティング” (p. 66) を確認してください。
コマンドラインに --verbosity Debug パラメータを追加して、サンプルアプリケーションが
実行内容に関する詳細なメッセージを表示するようにすることもできます。この情報は、問題の
修正に役立つ場合があります。

AWS IoT コンソールでサンプルアプリケーションからのメッセージを表示する
AWS IoT コンソールのMQTT クライアントを使用する事で、サンプルアプリケーションメッセージがメッ
セージブローカーを通過する時にそれらを見る事ができます。

サンプルアプリケーションによって発行された MQTT メッセージを表示するには
1.

確認AWS IoT MQTT クライアントでデバイスの MQTT メッセージを表示する (p. 67). これ
は、AWS IoT コンソールで MQTT クライアントを使用して、メッセージブローカーを通過する
MQTT メッセージを表示する方法を学ぶのに役立ちます。

2.

AWS IoT コンソールで MQTT クライアントを開きます。

3.

トピック topic_1 にサブスクライブします。

4.

コマンドラインウィンドウで、サンプルアプリケーションを再度実行し、AWS IoT コンソールの
MQTT クライアントでメッセージを確認します。
Python
cd ~/aws-iot-device-sdk-python-v2/samples
python3 pubsub.py --topic topic_1 --ca_file ~/certs/Amazon-root-CA-1.pem --cert
~/certs/certificate.pem.crt --key ~/certs/private.pem.key --endpoint your-iotendpoint

JavaScript
cd ~/aws-iot-device-sdk-js-v2/samples/node/pub_sub
node dist/index.js --topic topic_1 --ca_file ~/certs/Amazon-root-CA-1.pem --cert
~/certs/certificate.pem.crt --key ~/certs/private.pem.key --endpoint your-iotendpoint
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サンプルアプリケーションに関する問題のトラブルシューティン
グ
サンプルアプリケーションを実行しようとしたときにエラーが発生した場合は、次の点を確認してくださ
い。

証明書を確認する
証明書がアクティブでない場合、AWS IoT はその証明書を認証に使用する接続試行を受け入れません。証
明書を作成するときに、[Activate] (有効化) ボタンを見落としがちです。幸いなことに、AWS IoT コンソー
ルから証明書を有効化できます。

証明書の有効化を確認するには
1.

AWS IoT コンソールの左側のメニューで、[Secure] (安全性) を選択し、[Certificates] (証明書) を選択
します。

2.

証明書のリストで、演習用に作成した証明書を見つけ、[Status] (ステータス) 列でそのステータスを確
認します。
証明書の名前を覚えていない場合は、[Inactive] (無効) の証明書がないかを確認し、使用している証明
書かどうかを確認してください。
リストから証明書を選択し、詳細のページを開きます。詳細ページには、証明書の特定に役立つ
[Create date] (作成日) が表示されます。

3.

有効化されていない証明書を有効化するには、証明書の詳細ページから [Actions] (アクション) を選択
してから、[Activate] (有効化) を選択します。

正しい証明書を見つけ、アクティブであることを確認できたにもかかわらず、サンプルアプリケーション
の実行にまだ問題がある場合は、次のステップで説明するように、そのポリシーを確認します。
the section called “モノのオブジェクトを作成する” (p. 42) の手順に従って、新しいモノと新しい証明書
の作成を試みることもできます。新しいモノを作成する場合は、新しいモノの名前を付けて、新しい証明
書ファイルをデバイスにダウンロードする必要があります。

証明書にアタッチされているポリシーを確認する
ポリシーは、AWS IoT でのアクションを承認します。AWS IoT への接続に使用される証明書にポリシーが
ない場合、または接続を許可するポリシーがない場合、証明書がアクティブであっても、接続は拒否され
ます。

証明書にアタッチされたポリシーを確認するには
1.

前の項目の説明に従って証明書を見つけ、その詳細のページを開きます。

2.

証明書の詳細ページの左側のメニューで、[Policies] (ポリシー) を選択して、証明書にアタッチされて
いるポリシーを表示します。

3.

証明書にポリシーが添付されていない場合は、[Actions] (アクション) メニューを選択し、[Attach
policy] (ポリシーの添付) を選択してポリシーを追加します。
先ほど the section called “AWS IoT リソースの作成” (p. 40) で作成したポリシーを選択します。

4.

ポリシーがアタッチされている場合は、ポリシータイルを選択してその詳細ページを開きます。
詳細ページで、ポリシードキュメントを調べて、the section called “AWS IoT ポリシーを作成す
る” (p. 41)で作成したものと同じ情報が含まれていることを確認します。
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コマンドラインをチェックする
ご利用のシステム用に正しいコマンドラインを使用していることを確認してください。Linux/macOS シス
テムで使用されるコマンドは、Windows システムで使用されるコマンドとは異なることがよくあります。

エンドポイントアドレスを確認する
入力したコマンドを確認し、コマンドのエンドポイントアドレスを AWS IoT コンソールのアドレスと照ら
し合わせて再確認します。

証明書ファイルのファイル名を確認する
入力したコマンドのファイル名を、certs ディレクトリ内の証明書ファイルのファイル名と比較します。
一部のシステムでは、正しく機能するためにファイル名を引用符で囲む必要がある場合があります。

SDK のインストールを確認する
SDK のインストールが完了しており、正しいことを確認します。
懸念がある場合は、デバイスに SDK を再インストールします。ほとんどの場合、それは、SDK ##
#に、AWS IoT Device SDK をインストールするというタイトルのチュートリアルのセクションを見つけ
て、手順を再度実行することで解決します。
AWS IoT Device SDK for JavaScript を使用している場合は、サンプルアプリケーションをインストールし
てから実行してください。SDK をインストールしても、サンプルアプリケーションは自動的にはインス
トールされません。サンプルアプリケーションは、SDK のインストール後に手動でインストールする必要
があります。

AWS IoT MQTT クライアントでデバイスの MQTT
メッセージを表示する
このセクションでは、AWS IoT コンソールで AWS IoT MQTT クライアントを使用して、AWS IoT によっ
て送受信される MQTT メッセージを監視する方法について説明します。このセクションで使用される例
は、AWS IoT Core で開始 (p. 18) で使用される例に関連しています。ただし、例で使用されている
topicName を、ご利用の IoT ソリューションで使用されている任意のトピック名またはトピックフィル
ター (p. 100)に置き換えることができます。
デバイスは、トピック (p. 100)によって識別される MQTT メッセージを発行して、それらの状態を AWS
IoT に通知し、AWS IoT は、MQTT メッセージを発行して、デバイスおよびアプリに変更とイベントを通
知します。MQTT クライアントを使用すると、これらのトピックをサブスクライブして、メッセージを発
生時に確認できます。また、MQTT クライアントを使用して、AWS アカウント 内のサブスクライブされ
ているデバイスおよびサービスに MQTT メッセージを発行することもできます。

MQTT クライアントで MQTT メッセージを表示する
MQTT クライアントで MQTT メッセージを表示するには
1.

AWS IoT コンソールの左側のメニューで、[Test] (テスト)、[MQTT test client] (MQTT テストクライア
ント) の順に選択します。
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2.

[Subscribe to a topic] (トピックにサブスクライブする) タブで、topicName を入力して、デバイス
が発行する対象のトピックにサブスクライブします。開始方法のサンプルアプリケーションについ
ては、# にサブスクライブします。これにより、すべてのメッセージトピックにサブスクライブしま
す。
開始方法の例を使用して続行し、[Subscribe to a topic] (トピックをサブスクライブする) タブの [Topic
filter] (トピックフィルター) フィールドで# と入力し、[Subscribe (サブスクライブ)]を選択します。

トピックメッセージログページ # が開き、# が [Subscriptions] (サブスクリプション) リストに表示さ
れます。the section called “デバイスを設定する” (p. 43) で設定したデバイスがサンプルプログラ
ムを実行している場合、# メッセージログで AWS IoT に送信するメッセージを確認する必要がありま
す。サブスクライブされたトピックを含むメッセージが AWS IoT によって受信されると、メッセージ
ログエントリが [Publish] (発行) セクションの下に表示されます。

3.

# メッセージログページでは、トピックにメッセージを発行することもできますが、トピック名を指
定する必要があります。# トピックに発行することはできません。
サブスクライブしたトピックに発行されたメッセージは、受信されるとメッセージログに表示されま
す。最初に表示されるのは、最新のメッセージです。

68

AWS IoT Core デベロッパーガイド
MQTT クライアントから MQTT メッセージを発行する

MQTT メッセージのトラブルシューティング
ワイルドカードトピックフィルターを使用する
メッセージが期待どおりにメッセージログに表示されない場合は、トピックフィルター (p. 101) の説明
に従って、ワイルドカードトピックフィルターをサブスクライブしてみてください。MQTT マルチレベル
ワイルドカードトピックフィルターはハッシュまたはポンド記号 ( # ) であり、[Subscription topic] (サブス
クリプショントピック) フィールドでトピックフィルターとして使用できます。
# トピックフィルターにサブスクライブすると、メッセージブローカーによって受信されるすべてのト
ピックがサブスクライブされます。トピックフィルターパスの要素を # 複数レベルのワイルドカード文字
または「+」単一レベルのワイルドカード文字に置き換えることで、絞り込むことができます。

トピックフィルターでワイルドカードを使用する場合
• マルチレベルのワイルドカード文字は、トピックフィルターの最後の文字にする必要があります。
• トピックフィルターパスには、トピックレベルごとに 1 つの単一レベルのワイルドカード文字のみを使
用できます。
以下に例を示します。
トピックのフィルター

次でメッセージを表示します

#

任意のトピック名

topic_1/#

topic_1/ で始まるトピック名

topic_1/level_2/#

topic_1/level_2/で始まるトピック名

topic_1/+/level_3

topic_1/ で始まり、/level_3で終わり、その間
に任意の値の 1 つの要素があるトピック名。

トピックフィルターの詳細については、トピックフィルター (p. 101) を参照してください。
トピック名のエラーをチェックする
MQTT トピック名とトピックフィルターでは、大文字と小文字が区別されます。例えば、サブスクライブ
したトピックである topic_1 ではなく Topic_1 (大文字の T) にデバイスがメッセージを発行している場
合、そのメッセージは MQTT クライアントに表示されません。ただし、ワイルドカードトピックフィル
ターをサブスクライブすると、デバイスがメッセージを発行していることが表示され、想定したものとは
異なるトピック名を使用していることがわかります。

MQTT クライアントから MQTT メッセージを発行す
る
MQTT トピックにメッセージを発行するには
1.

MQTT クライアント ページの [Publish to a topic] (トピックへの発行) タブの [Topic name] (トピック
名) フィールドに、メッセージの topicNameを入力します。この例では my/topic を使用します。

Note
MQTT クライアントで使用する場合でも、システム実装で使用する場合でも、トピック名に
個人を特定できる情報を使用しないでください。トピック名は、暗号化されていない通信お
よびレポートに表示できます。
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2.

メッセージペイロードウィンドウで、次の JSON を入力します。
{
}

3.

"message": "Hello, world",
"clientType": "MQTT client"

[Publish] (発行) を選択して、メッセージを AWS IoT に発行します。

Note
メッセージを発行する前に、my/topic トピックにサブスクライブしていることを確認してく
ださい。

4.

[Subscriptions] (サブスクリプション) のリストで、[my/topic] を選びます。発行メッセージペイロード
ウィンドウの下の MQTT クライアントにメッセージが表示されます。

MQTT メッセージを他のトピックに発行するには、[Topic name] (トピック名) フィールドの
topicNameを変更し、[Publish] (発行) ボタンを選びます。
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AWS IoT Core に接続する
AWS IoT Core は、IoT デバイス、ワイヤレスゲートウェイ、サービス、アプリケーションとの接続をサ
ポートしています。デバイスは AWS IoT Core に接続して、AWS IoT サービスや他のデバイスとの間で
データを送受信できます。アプリケーションやその他のサービスも AWS IoT Core に接続し、IoT デバ
イスを制御および管理し、IoT ソリューションからのデータを処理します。このセクションでは、IoT ソ
リューションの各側面について、AWS IoT Core に接続して通信するための最良の方法を選択する方法に
ついて説明します。

AWS IoT とやり取りする方法はいくつかあります。アプリケーションとサービスは AWS IoT Core - コ
ントロールプレーンエンドポイント (p. 71) を使用でき、デバイスは AWS IoT デバイスエンドポイン
ト (p. 72) または AWS IoT Core for LoRaWAN ゲートウェイとデバイス (p. 73) を使用して AWS IoT
Core に接続できます。

AWS IoT Core - コントロールプレーンエンドポイ
ント
AWS IoT Core – コントロールプレーンエンドポイントが、AWS IoT ソリューションを制御および管理す
る機能へのアクセスを提供します。
• エンドポイント
AWS IoT Core コントロールプレーンと AWS IoT Core Device Advisor コントロールプレーンのエンド
ポイントはリージョン固有であり、「AWS IoT Core エンドポイントとクォータ」に掲載されていま
す。エンドポイントのフォーマットは次のとおりです。
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エンドポイントの目的

エンドポイントフォーマット

提供

AWS IoT Core - コントロールプ
レーン

iot.awsregion.amazonaws.com

AWS IoT コントロールプレーン
API

AWS IoT Core Device Advisor コントロールプレーン

api.iotdeviceadvisor.aws- AWS IoT Core Device Advisor
コントロールプレーン API
region.amazonaws.com

• SDK とツール
AWS SDK は、AWS IoT Core API および他の AWS のサービスの API のための言語固有のサポートを提
供します。AWS Mobile SDK は、AWS IoT Core API およびモバイルデバイス上のその他の AWS のサー
ビスのプラットフォーム固有のサポートをアプリケーションのデベロッパーに提供します。
AWS CLI は、AWS IoT サービスエンドポイントによって提供される機能へのコマンドラインアクセス
を提供します。AWSTools for PowerShell は、PowerShell スクリプト環境で AWS のサービスとリソー
スを管理するためのツールを提供します。
• 認証
サービスエンドポイントは、IAM ユーザーと AWS 認証情報を使用してユーザーを認証します。
• 詳細はこちら
詳細および SDK リファレンスへのリンクについては、the section called “AWS IoT Core サービスエン
ドポイントに接続する” (p. 74) を参照してください。

AWS IoT デバイスエンドポイント
AWS IoTデバイスエンドポイントは、IoT デバイスと AWS IoT 間の通信をサポートします。
• エンドポイント
デバイスエンドポイントは、AWS IoT CoreおよびAWS IoT Device Management関数をサポートしま
す。それらは、AWS アカウントに固有であり、 describe-endpointコマンドを使用してそれらが何であ
るかを確認できます。
エンドポイントの目的

エンドポイントフォーマット

提供

AWS IoT Core - データプレーン

「??? (p. 80)」を参照してく
ださい

AWS IoT データプレーン API

AWS IoT Device Management ジョブのデータ

「??? (p. 80)」を参照してく
ださい

AWS IoT ジョブデータプレーン
の API

AWS IoT Device Advisor - デー
タプレーン

「??? (p. 1069)」を参照してく
ださい。

AWS IoT Device Management Fleet Hub
AWS IoT Device Management セキュアトンネリング

api.tunneling.iot.awsregion.amazonaws.com

AWS IoT セキュアトンネリング
API

これらのエンドポイントとそれらがサポートする機能の詳細については、the section called “AWS IoT デ
バイスデータとサービスエンドポイント” (p. 80) を参照してください。
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• SDK
AWS IoT Device SDK (p. 82) は、デバイスが AWS IoT と通信するために使用する Message
Queueing Telemetry Transport (MQTT) および WebSocket Secure (WSS) プロトコル用の言語固有のサ
ポートを提供します。また、AWS Mobile SDK (p. 79) は、MQTT デバイス通信、AWS IoT API、お
よびモバイルデバイス上の他の AWS のサービスの API のサポートも提供します。
• 認証
デバイスのエンドポイントは、X.509 証明書または認証情報を持つ AWS IAM ユーザーを使用してユー
ザーを認証します。
• 詳細はこちら
詳細および SDK リファレンスへのリンクについては、the section called “AWS IoTDevice
SDKs” (p. 82) を参照してください。

AWS IoT Core for LoRaWAN ゲートウェイとデバ
イス
AWS IoT Core for LoRaWAN は、ワイヤレスゲートウェイとデバイスを AWS IoT Core に接続します。
• エンドポイント
AWS IoT Core for LoRaWAN は、アカウントおよびリージョン固有の AWS IoT Core エンドポイントへ
のゲートウェイ接続を管理します。ゲートウェイは、AWS IoT Core for LoRaWAN が提供するアカウン
トの Configuration and Update Server (CUPS) エンドポイントに接続できます。
エンドポイントの目的

エンドポイントフォーマット

Configuration and Update Server account-specific(CUPS)
prefix.cups.lorawan.awsregion.amazonaws.com:443
LoRaWAN Network Server
(LNS)

提供
AWS IoT Core for LoRaWAN
が提供する Configuration and
Update Server とのゲートウェ
イ通信

AWS IoT Core for LoRaWAN が
account-specific提供する LoRaWAN Network
prefix.gateway.lorawan.awsregion.amazonaws.com:443 Server とのゲートウェイ通信

• SDK
AWS IoT Core for LoRaWAN が構築されている AWS IoT Wireless API は、AWS SDK でサポートされて
います。詳細については、AWS SDK およびツールキットを参照してください。
• 認証
AWS IoT Core for LoRaWAN デバイス通信は、X.509 証明書を使用して AWS IoT との通信を保護しま
す。
• 詳細はこちら
ワイヤレスデバイスの設定と接続の詳細については、AWS IoT Core for LoRaWAN (p. 1125) を参照し
てください。
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AWS IoT Core サービスエンドポイントに接続する
AWS CLI、お好みの言語用のAWS SDK、あるいはREST APIを直接呼び出す事で、AWS IoT Core コン
トロールペイン の機能にアクセスする事ができます。AWS CLIまたは AWS SDK を使用して、AWS IoT
Core を操作することを推奨します。これは、AWS のサービスの呼び出しに関するベストプラクティスが
これらに組み込まれているためです。REST API を直接呼び出すことはオプションですが、API へのアク
セスを可能にするために必要なセキュリティ認証情報を提供する必要があります。

Note
IoT デバイスは、AWS IoTDevice SDKs (p. 82) を使用する必要があります。Device SDK はデ
バイスでの使用に最適化されており、AWS IoT との MQTT 通信をサポートし、デバイスで最も使
用される AWS IoT API をサポートします。Device SDK とそれらが提供する機能の詳細について
は、AWS IoTDevice SDKs (p. 82) を参照してください。
モバイルデバイスは、AWS Mobile SDK (p. 79) を使用する必要があります。Mobile SDK
は、AWS IoT API、MQTT デバイス通信、およびモバイルデバイス上の他の AWS のサービス
の API のサポートを提供します。Mobile SDK とそれらが提供する機能の詳細については、AWS
Mobile SDK (p. 79) を参照してください。
ウェブアプリケーションやモバイルアプリケーションで AWS Amplify ツールとリソースを使用すること
で、 AWS IoT Core への接続がより簡単になります。Amplify を使用した AWS IoT Core への接続に関する
詳細は、Amplify ドキュメントの Pub Sub Getting Started を参照してください。
以下のセクションでは、AWS IoT およびその他の AWS のサービスを開発および使用するために使用でき
るツールと SDK について説明します。AWS でアプリケーションを構築および管理するために使用できる
AWS ツールと開発キットの完全なリストについては、「AWS での構築ツール」を参照してください。

AWS CLI の AWS IoT Core
AWS CLI は、AWS API へのコマンドラインアクセスを提供します。
• インストール
AWS CLI のインストール方法の詳細については、「AWS CLI のインストール」を参照してください。
• 認証
AWS CLI は AWS アカウント の認証情報を使用します。
• リファレンス
これらの AWS IoT Core サービスの AWS CLI コマンドについては、以下を参照してください。
• IoT 用のAWS CLIコマンドリファレンス
• IoT データ用のAWS CLIコマンドリファレンス
• IoT のジョブデータ用のAWS CLIコマンドリファレンス
• IoT セキュアトンネリング用の AWS CLIコマンドリファレンス
PowerShell スクリプト環境で AWS のサービスとリソースを管理するツールについては、「AWSTools for
PowerShell」を参照してください。

AWS SDK
AWSSDK を使用すると、アプリケーションおよび互換性のあるデバイスからAWS IoT API および他
のAWS のサービスの API を呼び出すことができます。このセクションでは、AWS SDK へのリンク
と、AWS IoT Core サービスの API の API リファレンスドキュメントへのリンクを提供します。
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AWS SDK では、これらの AWS IoT Core API をサポートしています
• AWS IoT
• AWS IoT データプレーン
• AWS IoT ジョブデータプレーン
• AWS IoT セキュアトンネリング
• AWS IoT ワイヤレス
C++

AWS SDK for C++ をインストールし、それを使用して AWS IoTに接続するには以下のように
します。
1. 「AWS SDK for C++ の開始方法」の手順に従ってください。
次の手順では、次の方法について説明します。
• ソースファイルから SDK をインストールしてビルドする
• AWS アカウント で SDK を使用するための認証情報を提供する
• アプリケーションまたはサービスで SDK を初期化してシャットダウンする
• アプリケーションまたはサービスを構築するための CMake プロジェクトを作成する
2. サンプルアプリケーションを作成して実行します。AWS SDK for C++ を使用するサンプルアプリ
ケーションについては、「AWS SDK for C++ コード例」を参照してください。

AWS SDK for C++ がサポートする AWS IoT Core のサービスに関するドキュメント
• Aws::IoT::IoTClient リファレンスドキュメント
• Aws::IoTDataPlane::IoTDataPlaneClient リファレンスドキュメント
• Aws::IoTJobsDataPlane::IoTJobsDataPlaneClient リファレンスドキュメント
• Aws::IoTSecureTunneling::IoTSecureTunnelingClient リファレンスドキュメント
Go

AWS SDK for Go をインストールし、それを使用して AWS IoT に接続するには以下のように
します。
1. AWS SDK for Goでの開始方法の手順に従います
次の手順では、次の方法について説明します。
• AWS SDK for Go をインストールする
• AWS アカウント にアクセスするための SDK のアクセスキーを取得する
• アプリケーションまたはサービスのソースコードにパッケージをインポートする
2. サンプルアプリケーションを作成して実行します。AWS SDK for Go を使用するサンプルアプリ
ケーションについては、「AWS SDK for Go コード例」を参照してください。

AWS SDK for Go がサポートする AWS IoT Core のサービスに関するドキュメント
• IoT リファレンスドキュメント
• IoTDataPlane リファレンスドキュメント
• IoTJobsDataPlane リファレンスドキュメント
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• IoTSecureTunneling リファレンスドキュメント
Java

AWS SDK for Java をインストールし、それを使用して AWS IoT に接続するには以下のよう
にします。
1. AWS SDK for Java 2.x の開始方法の手順に従います。
次の手順では、次の方法について説明します。
• AWS にサインアップし、IAM ユーザーを作成する
• SDK をダウンロードする
• AWS 認証情報とリージョンのセットアップ
• Apache Maven で SDK を使用する
• Gradle とともに SDK を使用する
2. AWS SDK for Java 2.x コード例のいずれかを使用してサンプルアプリケーションを作成して実行す
る
3. SDK API リファレンスドキュメントを確認する

AWS SDK for Java がサポートする AWS IoT Core のサービスに関するドキュメント
• IotClient リファレンスドキュメント
• IotDataPlaneClient リファレンスドキュメント
• IotJobsDataPlaneClient リファレンスドキュメント
• IoTSecureTunnelingClient リファレンスドキュメント
JavaScript

AWS SDK for JavaScript をインストールし、それを使用して AWS IoT に接続するには以下の
ようにします。
1. 「AWS SDK for JavaScript の設定」の指示に従います。これらの手順は、ブラウザおよび Node.JS
での AWS SDK for JavaScript の使用に適用されます。インストールに適用される指示に従ってく
ださい。
次の手順では、次の方法について説明します。
• 前提条件を確認します。
• SDK for JavaScript をインストールする
• SDK for JavaScript をロードする
2. ご使用の環境の開始方法のオプションで説明されているように、SDK の使用を開始するためのサン
プルアプリケーションを作成して実行します。
• AWSSDK for JavaScript in the Browse の使用を開始するか、または
• AWS SDK for JavaScript in Node.js の使用を開始する

AWS SDK for JavaScript がサポートする AWS IoT Core のサービスに関するドキュメント
• AWS.Iot reference documentation
• AWS.IotData reference documentation
• AWS.IotJobsDataPlane reference documentation
• AWS.IotSecureTunneling reference documentation
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.NET

AWS SDK for .NET をインストールし、それを使用して AWS IoT に接続するには以下のよう
にします。
1. 「AWS SDK for .NET 環境の設定」の手順に従ってください。
2. 「AWS SDK for .NET プロジェクトの設定」の手順に従ってください。
次の手順では、次の方法について説明します。
• 新しいプロジェクトを開始する
• AWS 認証情報を取得して設定する
• AWS SDK パッケージのインストール
3. AWS SDK for .NET での AWS のサービスの使用のいずれかのサンプルプログラムを作成して実行
する
4. SDK API リファレンスドキュメントを確認する

AWS SDK for .NET がサポートする AWS IoT Core のサービスに関するドキュメント
• Amazon.IoT.Model リファレンスドキュメント
• Amazon.IotData.Model リファレンスドキュメント
• Amazon.IoTJobsDataPlane.Model リファレンスドキュメント
• Amazon.IoTSecureTunneling.Model リファレンスドキュメント
PHP

AWS SDK for PHP をインストールし、それを使用して AWS IoT に接続するには以下のよう
にします。
1. 「AWS SDK for PHP Version 3 の開始方法」の手順に従います。
次の手順では、次の方法について説明します。
• 前提条件を確認します。
• SDK のインストール
• SDK を PHP スクリプトに適用する
2. AWS SDK for PHP Version 3 コード例のいずれかを使用してサンプルアプリケーションを作成して
実行する

AWS SDK for PHP がサポートする AWS IoT Core のサービスに関するドキュメント
• IotClient リファレンスドキュメント
• IoTDataPlaneClient リファレンスドキュメント
• IoTJobsDataPlaneClient リファレンスドキュメント
• IoTSecureTunnelingClient リファレンスドキュメント
Python

AWS SDK for Python (Boto3) をインストールし、それを使用して AWS IoT に接続するには以
下のようにします。
1. 「AWS SDK for Python (Boto3) のクイックスタート」の指示に従います、
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次の手順では、次の方法について説明します。
• SDK のインストール
• SDK を設定する
• コードで SDK を使用する
2. AWS SDK for Python (Boto3) を使用するサンプルプログラムを作成し、実行する
このプログラムは、アカウントの現在設定されているログ記録オプションを表示します。SDK をイ
ンストールして、アカウントに合わせて設定したら、このプログラムを実行できます。
import boto3
import json
# initialize client
iot = boto3.client('iot')
# get current logging levels, format them as JSON, and write them to stdout
response = iot.get_v2_logging_options()
print(json.dumps(response, indent=4))

この例で使用されている機能の詳細については、the section called “AWS IoT のログ記録の設
定” (p. 436) を参照してください。

AWS SDK for Python (Boto3) がサポートする AWS IoT Core のサービスに関するドキュメン
ト
• IoT リファレンスドキュメント
• IoTDataPlane リファレンスドキュメント
• IoTJobsDataPlane リファレンスドキュメント
• IoTSecureTunneling リファレンスドキュメント
Ruby

AWS SDK for Ruby をインストールし、それを使用して AWS IoT に接続するには以下のよう
にします。
• AWS SDK for Rubyでの開始方法の手順に従います
次の手順では、次の方法について説明します。
• SDK のインストール
• SDK を設定する
• Hello World チュートリアルを作成して実行する

AWS SDK for Ruby がサポートする AWS IoT Core サービスのドキュメント
• Aws::IoT::Client リファレンスドキュメント
• Aws::IoTDataPlane::Client リファレンスドキュメント
• Aws::IoTJobsDataPlane::Client リファレンスドキュメント
• Aws::IoTSecureTunneling::Client リファレンスドキュメント
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AWS Mobile SDK
AWS Mobile SDK は、モバイルアプリケーションデベロッパーに、AWS IoT Core サービスの API、MQTT
を使用した IoT デバイス通信、および他の AWS のサービスの API に対するプラットフォーム固有のサ
ポートを提供します。
Android
AWS Mobile SDK for Android
AWS Mobile SDK for Android には、デベロッパーが AWS を使用して関連するモバイルアプリケー
ションを構築できるように、ライブラリ、サンプル、およびドキュメントが含まれています。この
SDK には、MQTT デバイス通信と AWS IoT Core サービスの API 呼び出しのサポートも含まれていま
す。詳細については、次を参照してください。
• AWS Mobile SDK for Android on GitHub
• AWS Mobile SDK for Android Readme
• AWS Mobile SDK for Android Samples
• AWS SDK for Android API リファレンス
• AWSIoTClient Class リファレンスドキュメント
iOS
AWS Mobile SDK for iOS
AWS Mobile SDK for iOS はオープンソースの開発キットで、Apache オープンソースライセンスのも
とに配布されています。SDK for iOS には、開発者が AWS を使用して関連するモバイルアプリケー
ションを構築できるように、ライブラリ、コードサンプル、およびドキュメントが含まれています。
この SDK には、MQTT デバイス通信と AWS IoT Core サービスの API 呼び出しのサポートも含まれ
ています。詳細については、以下を参照してください:
• GitHub のAWS Mobile SDK for iOS
• AWS SDK for iOS Readme
• AWS SDK for iOS Samples
• AWS SDK for iOS の AWS IoT Class リファレンスドキュメント

AWS IoT Coreサービスの REST API
AWS IoT Coreサービスの REST API は、HTTP リクエストを使用して直接呼び出すことができます。
• エンドポイント URL
AWS IoT Core サービスの REST API を公開するサービスエンドポイントはリージョンによって異な
り、「AWS IoT Core エンドポイントとクォータ」にリストされています。AWS IoT リソースはリー
ジョン固有であるため、アクセスする AWS IoT リソースがあるリージョンのエンドポイントを使用する
必要があります。
• 認証
AWS IoT Core サービスの REST API は、認証に AWS IAM 認証情報を使用します。詳細について
は、AWS 全般リファレンスの「AWS API リクエストへの署名」を参照してください。
• API リファレンス
AWS IoT Core サービスの REST API によって提供される特定の機能については、以下を参照してくだ
さい。
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• IoT 用の API リファレンス。
• IoT データの API リファレンス。
• IoT ジョブデータの API リファレンス。
• IoT セキュアトンネリングの API リファレンス。

デバイスの AWS IoT への接続
デバイスは、AWS IoT Core を介して AWS IoT やその他のサービスに接続します。AWS IoT Core を通
じて、デバイスは、アカウントに固有のデバイスエンドポイントを使用してメッセージを送受信しま
す。MQTT および WSS プロトコルを使用した the section called “AWS IoTDevice SDKs” (p. 82) サポー
トデバイス通信。デバイスが使用できるプロトコルの詳細については、「the section called “デバイス通信
プロトコル” (p. 83)」を参照してください。
メッセージブローカー
AWS IoT は、メッセージブローカーを通じてデバイス通信を管理します。デバイスおよびクライアント
は、メッセージブローカーにメッセージを発行するとともに、メッセージブローカーが発行するメッセー
ジにサブスクライブします。メッセージは、アプリケーション定義のトピック (p. 100)によって識別され
ます。メッセージブローカーは、デバイスまたはクライアントによって発行されたメッセージを受信する
と、そのメッセージのトピックにサブスクライブしているデバイスとクライアントにそのメッセージを再
発行します。メッセージブローカーは、メッセージの内容に基づいてアクションを実行する AWS IoT ルー
ル (p. 480)エンジンにもメッセージを転送します。
AWS IoT メッセージセキュリティ
AWS IoT へのデバイス接続では、認証のために the section called “X.509 クライアント証明書” (p. 300)
と AWS 署名 V4 を使用します。デバイスの通信は TLS バージョン 1.2 によって保護されており、AWS
IoT では、デバイスは接続時に Server Name Indication (SNI) 拡張を送信する必要があります。詳細につい
ては、「AWS IoT のトランスポートセキュリティ」を参照してください。

AWS IoT デバイスデータとサービスエンドポイント
Important
エンドポイントはデバイスにキャッシュまたは保存できます。このため、新しいデバイスが接続
されるたびに DescribeEndpoint API にクエリを実行する必要はありません。AWS IoT Core
によってアカウントのエンドポイントが作成された後で、それらのエンドポイントが変更される
ことはされません。
各アカウントには、アカウントに固有で、特定の IoT 機能をサポートする複数のデバイスエンドポイント
があります。AWS IoT デバイスデータエンドポイントは、IoT デバイスの通信ニーズに合わせて設計され
た発行/サブスクライブプロトコルをサポートします。ただし、アプリやサービスなどの他のクライアント
も、これらのエンドポイントが提供する特殊な機能をそれらのアプリケーションが必要とする場合には、
このインターフェイスを使用できます。AWS IoT デバイスサービスエンドポイントは、セキュリティおよ
び管理サービスへのデバイス中心のアクセスをサポートします。
アカウントのデバイスデータエンドポイントについては、AWS IoT Core コンソールの [Settings] (設定)
ページで確認できます。
デバイスデータエンドポイントなど、特定の目的のためにアカウントのデバイスエンドポイントを知るに
は、ここに示されている describe-endpoint CLI コマンドまたは DescribeEndpoint REST API を使用し
て、次の表の endpointType パラメータ値を指定します。
aws iot describe-endpoint --endpoint-type endpointType

このコマンドは、次の形式で iot-endpoint を返します: account-specific-prefix.iot.awsregion.amazonaws.com。
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すべてのカスタマーには iot:Data-ATS および iot:Data エンドポイントがあります。各エンドポイ
ントは X.509 証明書を使用して、クライアントを認証します。Symantec 認証機関の広範な不信用に関連
する問題を避けるために、新しい iot:Data-ATS エンドポイントタイプを使用することを強くお勧めし
ます。下位互換性のために VeriSign 証明書を使用する古いエンドポイントからデータを取得するための
iot:Data エンドポイントをデバイスに提供します。詳細については、「サーバーの認証」を参照してく
ださい。

デバイス用 AWS IoT エンドポイント
エンドポイントの目的

endpointType 値

説明

AWS IoT Core - データプレーン
オペレーション

iot:Data-ATS

メッセージブローカー、Device
Shadow (p. 630)、およ
びAWS IoTのルールエンジ
ン (p. 480)のコンポーネント間
のデータを送受信するために使
用されました。
iot:Data-ATSは、ATS 署名付
きデータエンドポイントを返し
ます。

AWS IoT Core – データプレーン
オペレーション (レガシー)

iot:Data

iot:Data は、下位互換性のた
めに提供された VeriSign 署名付
きデータエンドポイントを返し
ます。

AWS IoT Core認証情報アクセス

iot:CredentialProvider

直接他のAWSサービスへ接続す
るために、デバイス組み込みの
X.509 証明書を一時的な認証情
報と交換するために使用されま
す。他のAWS のサービスへの
接続の詳細については、「AWS
サービス への直接呼び出しを承
認する」を参照してください。

AWS IoT Device Management –
ジョブデータオペレーション

iot:Jobs

デバイスがJobs Device HTTPS
API (p. 751) を使用して AWS
IoTJobs サービスとインタラク
ションできるようにするために
使用されます。

AWS IoT Device Advisor のオペ
レーション

iot:DeviceAdvisor

Device Advisor を使用してデ
バイスをテストするために使
用されるテストエンドポイン
トタイプ。詳細については、
「??? (p. 1066)」を参照してく
ださい。

AWS IoT Coreデータベータ (プ
レビュー)

iot:Data-Beta

ベータリリース用に予約された
エンドポイントの種類。現在の
使用については、??? (p. 118)
を参照してください。

また、example.com などの独自の完全修飾ドメイン名 (FQDN) および関連するサーバー証明書を使用し
て、the section called “設定可能なエンドポイント” (p. 118) を使用してデバイスを AWS IoT に接続する
こともできます。
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AWS IoTDevice SDKs
AWS IoT Device SDK は、IoT デバイスを AWS IoT Core に接続するのに役立ち、MQTT および MQTT
over WSS プロトコルをサポートします。
AWS IoT Device SDK は、AWS IoT Device SDK が IoT デバイスの特殊な通信ニーズをサポートする点で
AWS SDK とは異なりますが、AWS SDK でサポートされるすべてのサービスをサポートしているわけで
はありません。AWS IoT Device SDK は、すべての AWS のサービスをサポートする AWS SDK と互換性
があります。ただし、それらは異なる認証方法を使用し、異なるエンドポイントに接続するため、IoT デ
バイスで AWS SDK を使用することが非現実的になる可能性があります。
モバイルデバイス
the section called “AWS Mobile SDK” (p. 79) は、MQTT デバイス通信、一部の AWS IoT サービス
API、および他の AWS のサービスの API のすべてをサポートします。サポートされているモバイルデバイ
スで開発している場合は、その SDK を確認して、それが IoT ソリューションの開発に最適なオプションで
あるかどうかを確認してください。
C++
AWS IoT C++ Device SDK
AWS IoT C++ Device SDK を使用すると、デベロッパーは AWS およびAWS IoT Core サービスのAPI
を使用して接続されたアプリケーションを構築できます。具具体的には、この SDK にはリソース制約
がなく、メッセージキュー、マルチスレッドサポート、最新の言語機能などの高度な機能が必要なデ
バイス向けに設計されています。詳細については、以下を参照してください:
• AWS IoT C++ Device SDK v2 (GitHub)
• AWS IoT C++ Device SDK v2 Readme
• AWS IoT C++ Device SDK v2 サンプル
• AWS IoTDevice SDK C++ v2 API ドキュメント
Python
AWS IoT Device SDK for Python
AWS IoT Device SDK for Python では、デベロッパーがデバイスを使用して MQTT または WebSocket
Secure (WSS) プロトコル経由の MQTT で AWS IoT プラットフォームにアクセスできるように
Python スクリプトを記述できます。デバイスを AWS IoT Core サービスの API に接続することで、
ユーザーは AWS IoT Core が提供するメッセージブローカー、ルール、デバイスシャドウサービス、
および 、AWS LambdaAmazon Kinesis、Amazon S3 などの他の AWSのサービスを安全に使用できま
す。
• GitHub の AWS IoT Device SDK for Python v2
• AWS IoT Device SDK for Python v2 Readme
• AWS IoT Device SDK for Python v2 サンプル
• AWS IoT Device SDK for Python v2 API ドキュメント
JavaScript
JavaScript用AWS IoT Device SDK
AWS IoT SDK for JavaScript では、デベロッパーが MQTT または WebSocket プロトコル経由の
MQTT を使用して AWS IoT Coreの API にアクセスする JavaScript アプリケーションを記述できま
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す。これは、Node.js 環境およびブラウザーアプリケーションで使用できます。詳細については、以
下を参照してください:
• GitHub の AWS IoT Device SDK for JavaScript v2
• AWS IoT Device SDK for JavaScript v2 Readme
• AWS IoT Device SDK for JavaScript v2 サンプル
• AWS IoT Device SDK for JavaScript v2 API ドキュメント
Java
AWS IoT Device SDK for Java
AWS IoT Device SDK for Java では、Java デベロッパーが MQTT または WebSocket プロトコル経由
の MQTT で AWS IoT Core の API にアクセスできます。SDK では、デバイスシャドウサービスがサ
ポートされています。GET、UPDATE、DELETE を含む HTTP メソッドを使用して、 Shadows にア
クセスできます。SDK では、簡略化された Shadow アクセスモデルもサポートしていて、デベロッ
パーが、JSON ドキュメントをシリアル化または逆シリアル化することなく、ゲッターメソッドと
セッターメソッドを使用して Shadows とデータを交換できます。詳細については、次を参照してく
ださい。
• GitHub の AWS IoT Device SDK for Java v2
• AWS IoT Device SDK for Java v2 Readme
• AWS IoT Device SDK for Java v2 サンプル
• AWS IoT Device SDK for Java v2 API ドキュメント
Embedded C
Embedded C用AWS IoT Device SDK

Important
この SDK は、経験豊富な組み込みソフトウェアデベロッパーによる使用を想定しています。
AWS IoT Device SDK for Embedded C (C-SDK) は、IoT デバイスを AWS IoT Core に安全に接続する
ために組み込みアプリケーションで使用できる、MIT オープンソースライセンスに基づく C ソース
ファイルのコレクションです。これには、MQTT、JSON Parser、および AWS IoT デバイスシャドウ
ライブラリなどが含まれています。これはソース形式で配布され、アプリケーションコード、その他
のライブラリ、およびオプションで RTOS (Real Time Operating System) とともにお客様のファーム
ウェアに組み込まれることが意図されています。
AWS IoT Device SDK for Embedded C は通常、最適化された C 言語ランタイムを必要とするリソー
ス制約のあるデバイスを対象としています。この SDK は、任意のオペレーティングシステムで使用
でき、任意のプロセッサタイプ (MCU や MPU など) でホストできます。デバイスに十分なメモリと使
用可能な処理リソースがある場合は、C++、Java、JavaScript、または Python 用の AWS IoT Device
SDK など、他の AWS IoT Device および Mobile SDK のいずれかを使用することをお勧めします。
詳細については、次を参照してください。
• GitHubのfor Embedded用 AWS IoT Device SDK
• AWS IoT Device SDK for Embedded C Readme
• Embedded C サンプル用AWS IoTDevice SDK

デバイス通信プロトコル
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AWS IoT Core は、MQTT および MQTT over WebSocket Secure (WSS) プロトコルを使用してメッセー
ジを発行およびサブスクライブするデバイスとクライアント、および HTTPS プロトコルを使用してメッ
セージを発行するデバイスとクライアントをサポートします。すべてのプロトコルでは、IPv4 および IPv6
がサポートされています。このセクションでは、デバイスおよびクライアントのさまざまな接続オプショ
ンについて説明します。
TLS v1.2
AWS IoT Core は、TLS バージョン 1.2 を使用してすべての通信を暗号化します。クライアント
は、Server Name Indication (SNI) TLS 拡張も送信する必要があります。SNI を含まない接続試行は拒否さ
れます。詳細については、「AWS IoT のトランスポートセキュリティ」を参照してください。
AWS IoTDevice SDKs (p. 82) は、MQTT および MQTT over WSS をサポートし、クライアント接続の
セキュリティ要件をサポートします。AWS IoTDevice SDKs (p. 82) を使用してクライアントを AWS
IoT に接続することをお勧めします。
プロトコル、ポートマッピング、認証
デバイスまたはクライアントがデバイスエンドポイントを使用してメッセージブローカーに接続する方法
は、使用するプロトコルによって異なります。次の表は、AWS IoT デバイスエンドポイントがサポートす
るプロトコルと、それらが使用する認証方法とポートを示しています。

プロトコル、認証、ポートマッピング
プロトコル

サポートされてい
るオペレーション

認証

ポート

ALPN プロトコル
名

MQTT over
WebSocket

発行、サブスクラ
イブ

署名バージョン 4

443

該当なし

MQTT over
WebSocket

発行、サブスクラ
イブ

カスタム認証

443

該当なし

MQTT

発行、サブスクラ
イブ

X.509 クライアン
ト証明書

443

x-amzn-mqtt-ca

MQTT

発行、サブスクラ
イブ

X.509 クライアン
ト証明書

8883

該当なし

MQTT

発行、サブスクラ
イブ

カスタム認証

443

mqtt

HTTPS

発行のみ

署名バージョン 4

443

該当なし

†

†

†

HTTPS

発行のみ

X.509 クライアン
ト証明書

443

x-amzn-http-ca

HTTPS

発行のみ

X.509 クライアン
ト証明書

8443

該当なし

HTTPS

発行のみ

カスタム認証

443

該当なし

Application Layer Protocol Negotiation (ALPN)
†

ポート 443 で X.509 クライアント証明書認証を使用して接続するクライアントは、Application
Layer Protocol Negotiation (ALPN) TLS 拡張を実装し、ClientHello メッセージの一部としてク
ライアントから送信された ALPN ProtocolNameList にリストされている ALPN プロトコル名を使
用する必要があります。
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ポート 443 では、IoT:Data-ATS (p. 81) エンドポイントは ALPN x-amzn-http-ca HTTP をサ
ポートしますが、IoT:Jobs (p. 81) エンドポイントはサポートしません。
ALPN x-amzn-mqtt-ca を使用するポート 8443 HTTPS およびポート 443 MQTT では、カスタム
認証 (p. 321)を使用できません。
クライアントは、AWS アカウント のデバイスエンドポイントに接続します。アカウントのデバイスエン
ドポイントを見つける方法については、the section called “AWS IoT デバイスデータとサービスエンドポイ
ント” (p. 80) を参照してください。

Note
AWS SDK に完全な URL は必要ありません。必要となるのは、GitHub にある AWS IoT Device
SDK for Python の pubsub.py サンプルなどのエンドポイントホスト名のみです。次の表にある
ような完全な URL を渡すと、無効なホスト名などのエラーが発生する可能性があります。

AWS IoT Core に接続する
プロトコル

エンドポイントまたは URL

MQTT

iot-endpoint

MQTT over WSS

wss://iot-endpoint/mqtt

HTTPS

https://iot-endpoint/topics

デバイス通信用のプロトコルの選択
デバイスエンドポイントを介したほとんどの IoT デバイス通信では、MQTT または MQTT over WSS プロ
トコルを使用することができます。ただし、デバイスエンドポイントは HTTPS もサポートします。次の
表は、AWS IoT Core が 2 つのプロトコルをどのようにデバイス通信に使用するかを比較したものです。

AWS IoT デバイスのプロトコルを並べて表示
機能

MQTT (p. 86)

HTTPS (p. 97)

発行/サブスクライブのサポート

発行とサブスクライブ

発行のみ

SDK サポート

AWS Device SDK (p. 82) は
SDK のサポートはありません
MQTT および WSS プロトコルを が、言語固有のメソッドを使用
サポートします
して HTTPS リクエストを行うこ
とができます

サービス品質のサポート

MQTT QoS レベル 0 および
1 (p. 88)

QoS は、クエリ文字列パラメー
タを渡すことによってサポート
され、?qos=qosここで、値は0
または1にすることができます。
このクエリ文字列を追加して、
必要な QoS 値を持つメッセージ
が発行できます。

デバイスがオフラインのときに
受信しなかったメッセージを受
信できる

はい

いいえ

clientId フィールドのサポー
ト

はい

いいえ

デバイスの切断検出

はい

いいえ
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機能

MQTT (p. 86)

HTTPS (p. 97)

安全な通信

はい。「プロトコル、ポート
マッピング、認証 (p. 84)」を
参照してください。

はい。「プロトコル、ポート
マッピング、認証 (p. 84)」を
参照してください。

トピックの定義

定義されているアプリケーショ
ン

定義されているアプリケーショ
ン

メッセージデータ形式

定義されているアプリケーショ
ン

定義されているアプリケーショ
ン

プロトコルのオーバーヘッド

Lower

より高い

消費電力

Lower

より高い

接続時間の制限
HTTPS 接続では、リクエストの受信と応答にかかるよりも長い持続時間が保証されていません。
MQTT 接続時間は、使用する認証機能によって異なります。次の表では、各機能の最適な条件下での最大
接続時間が一覧表示されています。

認証機能による MQTT 接続時間

*

*

特徴

最大時間

X.509 クライアント証明書

1～2 週間

カスタム認証

1～2 週間

署名バージョン 4

最長 24 時間

保証なし

X.509 証明書やカスタム認証では、接続時間に厳しい制限はありません。数分程度に短縮することも可能
です。接続の中断は、さまざまな理由で発生します。次のリストには、最も一般的な理由の一部が含まれ
ています。
• Wi-Fi 可用性の中断
• インターネットサービスプロバイダー (ISP) 接続の中断
• サービスのパッチ
• サービスのデプロイ
• サービスのオートスケーリング
• 使用できないサービスホスト
• ロードバランサーの問題および更新
• クライアント側エラー
デバイスで、切断を検出して再接続するための戦略を実装する必要があります。接続解除イベントとその
処理方法に関するガイダンスについては、??? (p. 1120)の??? (p. 1120)を参照してください。

MQTT
MQTTは、制約のあるデバイス用に設計され、軽量で広く採用されているメッセージングプロトコルで
す。MQTT の AWS IoT のサポートは、MQTT v3.1.1 の仕様に基づいており、いくつかの違いがあります.
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AWS IoTが MQTT v3.1.1 仕様とどのように異なるかについては、「the section called “AWS IoT と MQTT
バージョン 3.1.1 の仕様の違い” (p. 96)」を参照してください。
AWS IoT Core は、MQTT プロトコルと MQTT over WSS プロトコルを使用し、クライアント ID で識別さ
れるデバイス接続をサポートします。AWS IoTDevice SDKs (p. 82)は両方のプロトコルをサポートして
おり、デバイスを AWS IoTに接続するための推奨される方法です。AWS IoT Device SDK は、デバイスと
クライアントが AWS IoT Core サービスに接続してアクセスするために必要な機能をサポートします。デ
バイス SDK は、AWS IoTサービスが必要とする認証プロトコルと、MQTT プロトコルと MQTT over WSS
プロトコルが必要とする接続 ID 要件をサポートします。AWS Device SDK を使用して AWS IoT に接続す
る方法と、サポートされている言語での AWS IoTの例へのリンクについては、the section called “AWS IoT
Device SDK を使用した MQTT との接続” (p. 87)を参照してください。MQTT メッセージの認証メソッ
ドとポートマッピングの詳細については、プロトコル、ポートマッピング、認証 (p. 84) を参照してく
ださい。
AWS IoT Device SDK を使用して AWS IoT に接続することをお勧めしますが、必須ではありません。た
だし、AWS IoT Device SDK を使用しない場合は、必要な接続と通信のセキュリティを提供する必要があ
ります。クライアントは、接続リクエストで Server Name Indication (SNI) TLS extension を送信する必要
があります。SNI を含まない接続試行は拒否されます。詳細については、「AWS IoT のトランスポートセ
キュリティ」を参照してください。IAM ユーザーと AWS 認証情報を使用してクライアントを認証するク
ライアントは、正しい署名バージョン 4 認証を提供する必要があります。

AWS IoT Device SDK を使用した MQTT との接続
このセクションには、AWS IoT Device SDK へのリンクと、デバイスを AWS IoT に接続する方法を示すサ
ンプルプログラムのソースコードへのリンクが含まれています。ここでリンクされているサンプルアプリ
ケーションは、MQTT プロトコルと MQTT over WSS を使用して AWS IoT に接続する方法を示していま
す。
C++
デバイスへ接続するためのAWS IoT C++ Device SDK の使用
• C++ での MQTT 接続例を示すサンプルアプリケーションのソースコード
• GitHubのAWS IoT C++ Device SDK v2
Python
AWS IoT Device SDK for Python を使用したデバイスの接続
• Python での MQTT 接続例を示すサンプルアプリケーションのソースコード
• GitHubのPython v2用AWS IoTDevice SDK
JavaScript
AWS IoT Device SDK for JavaScript を使用したデバイスの接続
• JavaScriptでの MQTT 接続例を示すサンプルアプリケーションのソースコード
• GitHub の AWS IoT Device SDK for JavaScript v2
Java
AWS IoT Device SDK for Java を使用したデバイスの接続
• Java での MQTT 接続例を示すサンプルアプリケーションのソースコード
• GitHub の AWS IoT Device SDK for Java v2
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Embedded C
Embedded C用AWS IoTDevice SDKを使用したデバイスの接続

Important
この SDK は、経験豊富な組み込みソフトウェアデベロッパーによる使用を想定しています。
• Embedded C での MQTT 接続例を示すサンプルアプリケーションのソースコード
• GitHubのEmbedded C用AWS IoT Device SDK

MQTTサービス (QoS) 品質オプション
AWS IoT と AWS IoT Device SDK は、MQTT サービス品質 (QoS) レベル 0と1 をサポートしていま
す。MQTT プロトコルは QoS の 3 番目のレベルであるレベル 2 を定義しますが、AWS IoT はそれをサ
ポートしていません。MQTT プロトコルのみが QoS 機能をサポートします。HTTPS は、クエリ文字列パ
ラメータ ?qos=qos を渡すことによって QoS をサポートし、ここで、値は 0 または 1 にすることができ
ます。
この表は、各 QoS レベルが、メッセージブローカーに発行されたメッセージ、およびメッセージブロー
カーによって発行されたメッセージにどのように影響するかを示しています。
次の QoS レベルを使用...

メッセージは...

コメント

QoS レベル 0

送信回数 0 回以上

このレベルは、信頼できる通信
リンクを介して送信されるメッ
セージや、見逃しても問題がな
いメッセージに使用する必要が
あります。

QoS レベル 1

少なくとも 1 回送信さ
送信者が正常に配信されたこと
れ、PUBACK 応答が受信されるま を示す PUBACK 応答を受信する
で繰り返し送信されます
まで、メッセージは完了したと
はみなされません。

MQTT 永続的セッションの使用
永続セッションは、クライアントによって承認されていない、サービスの品質 (QoS) が 1 のクライアント
のサブスクリプションとメッセージを保存します。コネクテッドデバイスが永続セッションに再接続する
と、セッションが再開され、そのサブスクリプションが復元され、再接続前に受信され、クライアントに
よって確認されていないサブスクライブされたメッセージがクライアントに送信されます。
永続セッションの作成
MQTT 永続的セッションを作成するには、CONNECT メッセージを送信して、cleanSession フラグを 0
に設定します。CONNECT メッセージを送信したクライアントのセッションが存在しない場合は、新しい永
続セッションが作成されます。クライアントのセッションが既に存在する場合は、クライアントは既存の
セッションを再開します。
永続セッション中の操作
クライアントは、connection acknowledged (CONNACK) メッセージの sessionPresent 属性を調べ
て、永続的セッションが存在するかどうかを確認します。sessionPresent が 1 の場合、永続セッショ
ンが存在し、クライアントの保存済みメッセージは、クライアントが CONNACK を受信した直後にクラ
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イアントに配信されます。これについては、「永続セッションへの再接続後のメッセージトラフィッ
ク (p. 89)」を参照してください。sessionPresent が 1 の場合、クライアントは再サブスクライブす
る必要はありません。ただし、sessionPresent が 0 である場合は、永続的セッションが存在しないた
め、クライアントはそのトピックフィルターに再度サブスクライブする必要があります。
クライアントは永続セッションに参加した後も、各オペレーションにフラグを追加することなく、メッ
セージの発行とトピックフィルターのサブスクライブを行うことができます。
永続セッションへの再接続後のメッセージトラフィック
永続的セッションは、クライアントと MQTT メッセージブローカーの間の継続的な接続を表します。クラ
イアントが永続的セッションを使用してメッセージブローカーに接続すると、クライアントが接続中に作
成するすべてのサブスクリプションがメッセージブローカーによって保存されます。クライアントの接続
が切断されると、クライアントがサブスクライブしているトピックにパブリッシュされた未確認の QoS 1
メッセージと新しい QoS 1 メッセージが保存されます。メッセージはアカウントの制限に従って保存さ
れ、その制限を超えるメッセージは削除されます。永続的なメッセージの制限の詳細については、「AWS
IoT Core のエンドポイントとクォータ」を参照してください。クライアントが永続的セッションに再接続
すると、すべてのサブスクリプションが回復され、保存されているすべてのメッセージがクライアントに
送信されます。その際の最大レートは 1 秒あたり 10 メッセージです。
再接続後、保存されたメッセージは、Publish requests per second per connection 制限に達す
るまで、現在のメッセージトラフィックとともに、1 秒あたり 10 個の保存されたメッセージに制限された
レートでクライアントに送信されます。保存されたメッセージの配信レートは制限されているため、再接
続後にセッションに 10 個を超える保存されたメッセージがある場合、すべての保存されたメッセージを
配信するには数秒かかります。
永続セッションの終了
次の条件は、永続的セッションの終了方法を記述します。
• 永続セッションの有効期限が経過したとき。永続セッションの有効期限タイマーは、クライアントの切
断または接続のタイムアウトによってクライアントが切断されたことをメッセージブローカーが検出す
ると開始されます。
• クライアントが cleanSession フラグを 1 に設定する CONNECT メッセージを送信したとき。

Note
セッションの終了時にクライアントに送信されるのを待機している保存済みメッセージは破棄さ
れます。ただし、送信できなかった場合でも、標準のメッセージングレートで請求されます。
メッセージの料金の詳細については、「AWS IoT Core の料金」を参照してください。有効期限
の時間間隔を設定できます。
永続セッションの有効期限が切れた後の再接続
有効期限が切れる前にクライアントが永続セッションに再接続しない場合、セッションは終了し、保存さ
れたメッセージは破棄されます。セッションの有効期限が切れた後に cleanSession フラグを使用して
クライアントが 0 に再接続すると、サービスは新しい永続的セッションを作成します。前のセッションの
サブスクリプションまたはメッセージは、前のセッションの有効期限が切れたときに破棄されたため、こ
のセッションでは使用できません。
永続セッションのメッセージ料金
メッセージブローカーがクライアントまたはオフラインの永続セッションにメッセージを送信すると、
メッセージの課金が発生し、AWS アカウント に請求されます。永続セッションを持つオフラインデバイ
スが再接続してセッションを再開すると、保存されたメッセージがデバイスに配信され、アカウントに再
び課金されます。メッセージの料金の詳細については、「AWS IoT Core の料金 - メッセージング」を参照
してください。
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標準の制限引き上げプロセスを使用すると、デフォルトの永続セッションの有効期間を 1 時間引き上げる
ことができます。セッションの有効期限を延長すると、メッセージ料金が増加する可能性があることに注
意してください。これは、時間を延長するとオフラインデバイスに保存されるメッセージが増える可能性
があり、標準のメッセージング料金でこれらの追加のメッセージが課金され、アカウントに請求されるた
めです。セッションの有効期限は概算であり、セッションはアカウントの制限よりも最長で 30 分長く持
続する可能性があります。ただし、セッションはアカウントの制限より短くなることはありません。セッ
ションの制限の詳細については、「AWS Service Quotas」を参照してください。

保持された MQTT メッセージの使用
AWS IoT Coreは、MQTT v3.1.1で説明されているRETAIN フラグをサポートしています。クライアントが
発行する MQTT メッセージに RETAIN フラグを設定すると、AWS IoT Core がそのメッセージを保存し
ます。その後、それは新しいサブスクライバーに送信され、GetRetainedMessage オペレーションを呼
び出して取得され、AWS IoT コンソール での表示が可能になります。AWS IoT Core は、保持されたメッ
セージを最後に更新またはアクセスされた日から 3 年間保存します。3 年経過すると、メッセージが削除
されます。

保持された MQTT メッセージの使用例
• 初期設定メッセージとしての使用
保持されたMQTTメッセージは、クライアントがトピックにサブスクライブした後、クライアントに送
信されます。トピックをサブスクライブするすべてのクライアントが、サブスクライブ後すぐに 保持さ
れたMQTTメッセージを受信できるようにする場合は、設定されたRETAIN フラッグで設定されたメッ
セージを発行する事ができます。サブスクライブしているクライアントはまた、新しい設定メッセージ
が発行されるたびに、その設定に対する更新が受信できます。
• 最新のメッセージとして
デバイスは、AWS IoT Coreが現在の状態メッセージを保存するように、それらにRETAIN フラッグを設
定する事ができます。アプリケーションは、接続または再接続するときに、このトピックをサブスクラ
イブし、保持されているメッセージのトピックをサブスクライブした直後に、最後に報告された状態を
取得できます。こうすることで、現在の状態を確認するために、デバイスからの次のメッセージを待つ
必要がなくなります。
このセクションの内容:
• AWS IoT Coreにおいて保持されたMQTTメッセージを使用した一般的なタスク (p. 90)
• 請求と保持メッセージ (p. 92)
• 保持されたMQTTメッセージと永続MQTTセッションの比較 (p. 93)
• 保持された MQTT メッセージと AWS IoT デバイスシャドウ (p. 95)

AWS IoT Coreにおいて保持されたMQTTメッセージを使用した一般的なタスク
AWS IoT Core が、RETAIN フラグが設定された MQTT メッセージを保存します。これらの保持された
メッセージは、通常の MQTT メッセージとしてトピックにサブスクライブしたすべてのクライアントに送
信されると同時に、トピックへの新しいサブスクライバーに送信するために保存されます。
保持されたMQTTメッセージは、クライアントがメッセージにアクセスすることを許可するために特定の
ポリシーアクションが必要です。保持されるメッセージポリシーの使用例については、保持されたメッ
セージポリシーの例 (p. 368)を参照してください。
このセクションでは、保持されたメッセージに関連する一般的な操作について説明します。
• 保持されたメッセージの作成
クライアントは、MQTT メッセージを発行するときにメッセージを保持するかどうかを決定します。ク
ライアントはメッセージを発行する時、Device SDK (p. 1303)を使用する事で、RETAIN フラッグを設
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定できます。アプリケーションおよびサービスは、Publishactionを使用してMQTTメッセージを発行
する時に、RETAIN フラッグを設定する事ができます。
メッセージは、トピック名ごとに 1 つのみ保持されます。トピックに対して発行されたRETAIN フラッ
グが付いた新しいメッセージは、以前にトピックに送信されたあらゆる既存の保持メッセージを置き換
えます。
注意: RETAIN フラッグが設定された状態で予約済みのトピック (p. 102)に対して発行する事はでき
ません。
• 保持されたメッセージのトピックのサブスクライブ
クライアントは、他の MQTT メッセージトピックと同様に、保持されるメッセージトピックをサブスク
ライブします。保持メッセージのトピックをサブスクライブすることによって受信される保持メッセー
ジには、RETAIN フラグが設定されています。
保持されたメッセージは、クライアントが、0 バイトのメッセージペイロードを持つ保持メッセージを
保持メッセージトピックに発行する時、AWS IoT Coreから削除されます。保持されているメッセージの
トピックをサブスクライブしたクライアントも、0 バイトのメッセージを受信する事になります。
保持されたメッセージのトピックが含まれるワイルドカードトピックフィルターにサブスクライブする
と、クライアントは保持されたメッセージのトピックに発行された後続のメッセージを受信できるよう
になりますが、トピックはサブスクライブ時に保持されたメッセージを配信しません。
注: サブスクライブ時に保持されたメッセージを受信するには、サブスクリプションリクエストのトピッ
クフィルターが、保持されたメッセージのトピックと完全に一致する必要があります。
保持されたメッセージのトピックへのサブスクライブ時に受信する保持されたメッセージに
は、RETAIN フラグが設定されています。サブスクライブしているクライアントが、サブスクライブ後
に受信するメッセージに、このフラッグは設定されません。
• 保持されたメッセージの取得
保持されたメッセージが、保持されたメッセージが含まれたトピックにサブスクライブするときに、ク
ライアントに自動配信されます。クライアントがサブスクライブ時に保持されたメッセージを受信す
るには、保持されたメッセージの正確なトピック名にサブスクライブする必要があります。保持された
メッセージのトピックが含まれるワイルドカードトピックフィルターにサブスクライブすると、クライ
アントは保持されたメッセージのトピックに発行された後続のメッセージを受信できるようになります
が、トピックはサブスクライブ時に保持されたメッセージを配信しません。
サービスとアプリは、ListRetainedMessagesおよびGetRetainedMessageを呼び出す事によっ
て、保持されているメッセージを一覧表示および取得する事ができます。
クライアントは、RETAIN フラグを設定しなくても、保持されているメッセージのトピックにメッセー
ジを発行できます。これは、保持されたメッセージが、トピックをサブスクライブすることで受信した
メッセージと一致しないなど、予期しない結果を発生させる可能性があります。
• 保持されたメッセージのトピックの一覧表示
保持されたメッセージは、ListRetainedMessagesを呼び出す事で、リスト化する事ができ、保持さ
れたメッセージはAWS IoTconsoleに表示する事ができます。
• 保持されたメッセージの詳細情報の取得
GetRetainedMessageを呼び出す事で、保持されたメッセージの詳細を取得する事ができ、それら
は、AWS IoTconsoleに表示する事ができます。
• Will メッセージの保持
デバイス接続時に作成されるMQTTウィルメッセージはConnect Flag bitsフィールドにWill
Retainフラッグを設定する事で保持する事ができます。
• 保持されたメッセージの削除
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デバイス、アプリケーション、およびサービスは、RETAIN フラグが設定されたメッセージと、削除す
るメッセージのトピック名に空の (0 バイト) メッセージペイロードを発行することで、保持されたメッ
セージを削除する事ができます。このようなメッセージは、保持されたメッセージをAWS IoT Coreから
削除し、トピックへのサブスクリプションを持つクライアントに送信されますが、AWS IoT Coreによっ
ては保持されません。
保持されたメッセージは、AWS IoT コンソールで保持されたメッセージにアクセスすることによって、
インタラクティブに削除することもできます。AWS IoT コンソールを使用して削除される保持された
メッセージも、保持されたメッセージのトピックにサブスクライブしているクライアントに対して 0 バ
イトメッセージを送信します。
保持されたメッセージの削除後に、それらを復元することはできません。クライアントは、削除された
メッセージの代わりに新しい保持されたメッセージを発行する必要があります。
• 保持されたメッセージのデバッグとトラブルシューティング
AWS IoTconsoleは、保持されたメッセージのトラブルシューティングに役立つツールをいくつか提供し
ます。
• 保持されたメッセージのページ
AWS IoTコンソールの保持されたメッセージのページは、現在の地域で、アカウントによって保存さ
れた保持されたメッセージのページ分けされたリストを提供します。このページからは、以下を実行
できます。
• メッセージペイロード、QoS、受信時間など、保持されたメッセージそれぞれの詳細を確認してく
ださい。
• 保持されたメッセージの内容を更新する。
• 保持されたメッセージを削除する。
• MQTT テストクライアント
AWS IoTコンソールのMQTT テストクライアントページは、MQTT トピックにサブスクライブおよび
発行する事ができます。公開オプションは、どのようにデバイスが動作するかをシミュレートするた
めに発行するメッセージにRETAIN フラグを設定してくれます。
予期せぬ結果の一部は、保持されたメッセージのAWS IoT Coreでの実行方法の側面が原因である可能性
があります。
• 保持されるメッセージの制限
アカウントが保持されるメッセージの最大数を保存している場合、AWS IoT Coreは、保持されたメッ
セージの一部が削除され、保持されたメッセージ数が制限を下回るまで、RETAIN が設定され、ペイ
ロードが 0 バイトを超える状態で発行されたメッセージに対してスロットルされたレスポンスを返し
ます。
• 保持されたメッセージの配信順序
保持されたメッセージとサブスクライブされたメッセージの配信順序は保証されていません。

請求と保持メッセージ
AWS IoTコンソールを使用あるいはPublishを呼び出す事で、クライアントからのRETAIN フラグが設定
されたメッセージを発行する事は、AWS IoT Core料金表-メッセージングで説明されている追加メッセー
ジング料金が発生します。
AWS IoTコンソールの使用またはGetRetainedMessageを呼び出してクライアントによって保持された
メッセージを取得する場合、通常の API 使用料金に加えて、メッセージング料金が発生します。追加料金
については、AWS IoT Core料金表-メッセージングに説明されています。
予期せずデバイス接続が切断された際、発行されるMQTTウィルメッセージは、AWS IoT Core料金表-メッ
セージングで説明されているメッセージング料金が発生します。
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メッセージコストの詳細については、AWS IoT Core の料金 – メッセージングを参照してください。

保持されたMQTTメッセージと永続MQTTセッションの比較
保持メッセージと永続セッションは、MQTT 3.1.1 の標準機能であり、オフライン中に発行されたメッセー
ジをデバイスが受信できるようにします。保持されたメッセージは、永続的なセッションから発行する事
ができます。このセクションでは、これらの機能の主な側面と、これらがどのように連携するかについて
説明します。
保持されたメッセージ

永続セッション

永続セッション内の保
持されたメッセージ

保持されたメッセージ
は、接続後に、デバイ
スを設定または大規模
なグループにデバイス
を通知するために使用
することができます。

永続セッションは、接
続が断続的で、いくつ
かの重要なメッセージ
を受信しない可能性が
あるデバイスに役立ち
ます。

保持されたメッセージ
は、通常セッションと
永続セッションの両方
で使用できます。

保持されたメッセージ
は、デバイスが再接続
した後で、トピックに
発行された最後のメッ
セージのみを受信する
ようにしたい場合にも
使用できます。

デバイスは、永続セッ
ションで接続して、オ
フライン中に送信され
たメッセージを受信で
きます。

例

保持メッセージを使用
すると、デバイスが
オンラインになったと
きに、デバイスの環境
に関する設定情報が提
供できます。初期設定
には、サブスクライブ
する他のメッセージの
トピックのリストや、
ローカルタイムゾーン
設定方法についての情
報を含める事ができま
す。

接続が断続的なセル
ラーネットワーク経
由で接続するデバイス
は、デバイスがネット
ワーク圏外またはセル
ラー無線をオフにする
必要があるときに送信
される重要なメッセー
ジを受信し損ねる事が
ないように、永続セッ
ションを使う事ができ
ます。

永続セッションサンプ
ルのセルラーデバイ
スは、初期接続時の
初期設定を受信するた
めに、保持メッセージ
を使用する事ができま
す。

トピックへの初回サブ
スクライブ時に受信し
たメッセージ

保持されたメッセージ
を持つトピックをサ
ブスクライブすると、
最新の保持されたメッ
セージが受信されま
す。

保持されたメッセージ
がないトピックをサブ
スクライブすると、そ
のトピックに発行され
るまでメッセージを受
信しません。

保持されたメッセージ
を持つトピックをサ
ブスクライブすると、
最新の保持されたメッ
セージを受信します。

再接続後にサブスクラ
イブされたトピック

永続セッションを使用
しない場合、クライ
アントは再接続後に
トピックをサブスクラ
イブする必要がありま
す。

サブスクライブされた
トピックは、再接続後
に復元されます。

サブスクライブされた
トピックは、再接続後
に復元されます。

再接続後に受信した
メッセージ

保持されたメッセージ
を持つトピックをサ
ブスクライブすると、

デバイスが切断されて
いる間に QOS = 1 で発
行され、QOS = 1 でサ

デバイスが切断され
ている間に発送され
た、QOS = 1 で発行さ

主な特徴
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保持されたメッセージ

永続セッション

永続セッション内の保
持されたメッセージ

最新の保持されたメッ
セージが受信されま
す。

ブスクライブされたす
べてのメッセージは、
デバイスの再接続後に
送信されます。

れ、QOS = 1 でサブス
クライブされたすべて
のメッセージは、デバ
イスの再接続後に送信
されます。
クライアントがサブス
クライブしたトピック
からの更新済みの保持
されたメッセージも、
クライアントに送信さ
れます。
クライアントがオフラ
インのときに複数の保
持されたメッセージが
1 つのトピックに発行さ
れた場合、再接続後、
そのトピックに対して
複数の保存済みの保持
されたメッセージが受
信できます。

データ/セッションの有
効期限

保持されたメッセージ
に有効期限はありませ
ん。これらは、置き換
えられる、または削除
されるまで保存されま
す。

永続セッションは、ク
ライアントがタイム
アウト期間内に再接続
しない場合、期限切れ
になります。永続セッ
ションの有効期限が切
れると、QOS = 1 で発
行され、デバイスが切
断されている間に QOS
= 1 でサブスクライブさ
れたクライアントのサ
ブスクリプションと保
存済みメッセージが削
除されます。
永続的なセッション
でのセッションの有
効期限の詳細について
は、「the section called
“MQTT 永続的セッショ
ンの使用” (p. 88)」を
参照してください。。

保持されたメッセージ
に有効期限はありませ
ん。有効期限が切れた
永続セッション内から
送信された場合でも、
置き換えられるか、
削除されるまで保存さ
れます。永続セッショ
ンの有効期限が切れる
と、QOS = 1 で発行さ
れ、デバイスが切断さ
れている間に QOS = 1
でサブスクライブされ
たクライアントのサブ
スクリプションと保存
済みメッセージが削除
されます。

永続セッションについては、the section called “MQTT 永続的セッションの使用” (p. 88) を参照してくだ
さい。
Retreated Messages を使用すると、発行するクライアントは、接続後にメッセージを保持してデバイスに
配信するかどうか、デバイスに以前のセッションがあったかどうかを判断します。メッセージを保存する
選択は発行者が行い、保存されたメッセージは、QoS 0 または QoS 1 のサブスクリプションでサブスクラ
イブする現在および将来のすべてのクライアントに配信されます。保持されたメッセージで一度に維持で
きるのは、特定のトピックに関するメッセージ 1 つだけです。

94

AWS IoT Core デベロッパーガイド
デバイス通信プロトコル

アカウントが保持されるメッセージを最大数保存している場合、AWS IoT Coreは、保持されたメッセージ
の一部が削除され、保持されたメッセージの数が上限を下回るまで、RETAIN が設定され、ペイロードが
0 バイトを超える状態で発行されたメッセージに対してスロットルされたレスポンスを返します。

保持された MQTT メッセージと AWS IoT デバイスシャドウ
保持されたメッセージとデバイスシャドウのどちらでもデバイスからのデータが保持されますが、どちら
も動作が異なり、達成する目的も異なります。このセクションでは、それらの類似点と相違点について説
明します。
保持されたメッセージ

デバイスシャドウ

メッセージペイロードに事前定
義された構造またはスキーマが
ある

実装によって定義されている通
り。MQTT は、そのメッセージ
ペイロードの構造やスキーマを
指定しません。

AWS IoT が、特定のデータ構造
をサポートします。

メッセージペイロードを更新す
ると、イベントメッセージが生
成されます

保持されたメッセージを発行す
ると、サブスクライブしている
クライアントにメッセージが送
信されますが、追加の更新メッ
セージは生成されません。

Device Shadow を更新する
と、変更を説明するメッセージ
を更新します。

メッセージの更新に番号が付け
られる

保持されたメッセージには、自
動的に番号が付けられません。

デバイスシャドウドキュメント
には、自動のバージョン番号と
タイムスタンプがあります。

メッセージペイロードは、モノ
のリソースにアタッチされます

保持されたメッセージは モノの
リソースに添付されません。

デバイスシャドウは モノの リ
ソースにアタッチされます。

メッセージペイロードの個々の
要素の更新

メッセージの個々の要素は、
メッセージペイロード全体を更
新しないと変更できません。

デバイスシャドウドキュメント
の個々の要素は、デバイスシャ
ドウドキュメント全体を更新し
なくても更新できます。

クライアントは、サブスクリプ
ションすると直ちにメッセージ
データを受信します

クライアントは、保持メッセー
ジを持つトピックをサブスクラ
イブした後、保持メッセージを
自動的に受信します。

クライアントはデバイスシャド
ウ更新にサブスクライブできま
すが、現在のステータスを意図
的にリクエストする必要があり
ます。

インデックス作成と検索可能性

保持されたメッセージは、検索
用にインデックス化されませ
ん。

フリートインデックス作成は、
検索および集計のためにDevice
Shadowデータをインデックス化
します

connectAttributes の使用
ConnectAttributes を使用すると、PersistentConnect や LastWill などの IAM ポリシーの接続
メッセージで使用する属性を指定できます。ConnectAttributes を使用すると、デフォルトではデバイ
スに新機能へのアクセスを許可しないポリシーを構築できます。これは、デバイスが侵害された場合に役
立ちます。
connectAttributes でサポートされる機能は以下のとおりです。
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PersistentConnect
PersistentConnect 機能を使用して、クライアントとブローカー間の接続が中断されたときに、接
続中にクライアントが作成したすべてのサブスクリプションを保存します。
LastWill
LastWill 機能を使用して、クライアントが予期せず切断したときにメッセージを LastWillTopic
に発行します。
デフォルトでは、ポリシーには非永続的な接続があり、この接続用に渡される属性はありません。永続的
な接続が必要な場合は、IAM ポリシーで永続的な接続を指定する必要があります。
ConnectAttributes 例については、接続ポリシーの例 (p. 346)を参照してください。

AWS IoT と MQTT バージョン 3.1.1 の仕様の違い
メッセージブローカーの実装は MQTT v3.1.1 の仕様に基づいていますが、次の点で仕様とは異なります。
• AWS IoT は MQTT サービス品質 (QoS) レベル 0 と 1 のみをサポートします。AWS IoT は、QoS レベ
ル 2 でのパブリッシュまたはサブスクライブをサポートしていません。QoS 2 レベル 2 がリクエストさ
れると、メッセージブローカーは PUBACK または SUBACK を送信しません。
• AWS IoT では、QoS レベル 0 でトピックにサブスクライブすると、メッセージが 0 回以上配信されま
す。メッセージは複数回配信される場合があります。複数回配信されるメッセージは、異なるパケット
ID を使用して送信される場合があります。これらの場合、DUP フラグは設定されません。
• 接続リクエストに応答するとき、メッセージブローカーは CONNACK メッセージを送信します。この
メッセージには、接続で前のセッションを再開するかどうかを示すフラグが含まれます。
• 追加の制御パケットまたは切断リクエストを送信する前に、クライアントは、AWS IoT メッセージブ
ローカーから CONNACK メッセージがデバイスで受信されるのを待機する必要があります。
• クライアントが接続を許可されていないために接続が拒否された場合は、AWS IoT は CONNACK エ
ラーコード 5 ではなくエラーコード 7 を返します。
• クライアントがトピックをサブスクライブすると、メッセージブローカーは SUBACK を送信してか
ら、クライアントが新しい一致するメッセージの受信を開始するまでに、遅延が生じる場合がありま
す。
• クライアントが、トピックをサブスクライブするために、#トピックフィルターでワイルドカード文字
を使用する場合、トピック階層において、そのレベルとそれ以下の文字列はすべて一致します。ただ
し、親トピックは照合されません。例えば、トピックへのサブスクリプションsensor/#は、トピッ
クsensor/sensor/temperaturesensor/temperature/room1に発行されたメッセージを受信し
ますが、sensorに発行されたメッセージは受信しません。 ワイルドカードの使用の詳細については、
「トピックフィルター (p. 101)」を参照してください。
• メッセージブローカーは、クライアント ID を使用して、各クライアントを識別します。クライアント
ID は MQTT ペイロードの一部としてクライアントからメッセージブローカーに渡されます。クライア
ント ID が同じ 2 つのクライアントがメッセージブローカーに同時に接続することはできません。ある
クライアントが別のクライアントのクライアント ID を使用してメッセージブローカーに接続すると、新
しいクライアント接続が受け入れられ、以前に接続されたクライアントは切断されます。
• まれに、メッセージブローカーは、パケット ID が異なる同じ論理 PUBLISH メッセージを再送信する場
合があります。
• ワイルドカード文字を含むトピックフィルターへのサブスクリプションでは、保持されたメッセージの
受信ができません。保持されたメッセージを受信するには、サブスクライブリクエストに、保持された
メッセージのトピックと完全に一致するトピックフィルターが含まれている必要があります。
• メッセージブローカーはメッセージと ACK の正しい受信順序を確保するわけではありません。
• すべてのパブリッシュリクエストのペイロードは 128 KB を超えることができません。AWS IoT Core
は、このサイズより大きい発行リクエストや接続リクエストを拒否します。詳細については、AWS IoT
リファレンスガイドの「AWS IoT Core メッセージブローカーとプロトコルの制限とクォータ」を参照
してください。
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HTTPS
クライアントは、HTTP 1.0 または 1.1 プロトコルを使用して REST API にリクエストを実行することで、
メッセージをパブリッシュできます。HTTP リクエストで使用される認証およびポートマッピングについ
ては、「プロトコル、ポートマッピング、認証 (p. 84)」を参照してください。

Note
MQTT とは異なり、HTTPS は clientId 値をサポートしていません。したがって、MQTT を使
用する場合は clientId を使用できますが、HTTPS を使用する場合は使用できません。

HTTPS メッセージ URL
デバイスとクライアントは、クライアント固有のエンドポイントとトピック固有の URL に POST リクエ
ストを行うことで、メッセージを発行します。
https://IoT_data_endpoint/topics/url_encoded_topic_name?qos=1"

• IoT_data_endpoint は、AWS IoT デバイスのデータエンドポイント (p. 80)です。エンドポイント
は、モノの詳細ページまたはクライアントの AWS IoT コンソールで、AWS CLI コマンドを使って確認
できます。
aws iot describe-endpoint --endpoint-type
iot:Data-ATS

エンドポイントは次のようになります: a3qjEXAMPLEffp-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com
• url_encoded_topic_name は、送信されるメッセージの完全なトピック名 (p. 100)です。

HTTPS メッセージコードの例
AWS IoT に HTTPS メッセージを送信する方法の例をいくつか示します。
Python (port 8443)
import requests
import argparse
# define command-line parameters
parser = argparse.ArgumentParser(description="Send messages through an HTTPS
connection.")
parser.add_argument('--endpoint', required=True, help="Your AWS IoT data custom
endpoint, not including a port. " +
"Ex: \"abcdEXAMPLExyz-ats.iot.useast-1.amazonaws.com\"")
parser.add_argument('--cert', required=True, help="File path to your client
certificate, in PEM format.")
parser.add_argument('--key', required=True, help="File path to your private key, in PEM
format.")
parser.add_argument('--topic', required=True, default="test/topic", help="Topic to
publish messages to.")
parser.add_argument('--message', default="Hello World!", help="Message to publish. " +
"Specify empty string to publish
nothing.")
# parse and load command-line parameter values
args = parser.parse_args()
# create and format values for HTTPS request
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publish_url = 'https://' + args.endpoint + ':8443/topics/' + args.topic + '?qos=1'
publish_msg = args.message.encode('utf-8')
# make request
publish = requests.request('POST',
publish_url,
data=publish_msg,
cert=[args.cert, args.key])
# print results
print("Response status: ", str(publish.status_code))
if publish.status_code == 200:
print("Response body:", publish.text)

Python (port 443)
import
import
import
import

requests
http.client
json
ssl

ssl_context = ssl.SSLContext(protocol=ssl.PROTOCOL_TLS_CLIENT)
ssl_context.minimum_version = ssl.TLSVersion.TLSv1_2
# note the use of ALPN
ssl_context.set_alpn_protocols(["x-amzn-http-ca"])
ssl_context.load_verify_locations(cafile="./<root_certificate>")
# update the certificate and the AWS endpoint
ssl_context.load_cert_chain("./<certificate_in_PEM_Format>",
"<private_key_in_PEM_format>")
connection = http.client.HTTPSConnection('<the ats IoT endpoint>', 443,
context=ssl_context)
message = {'data': 'Hello, I'm using TLS Client authentication!'}
json_data = json.dumps(message)
connection.request('POST', '/topics/device%2Fmessage?qos=1', json_data)
# make request
response = connection.getresponse()
# print results
print(response.read().decode())

CURL
クライアントまたはデバイスから curl を使用して、AWS IoT にメッセージを送信できます。

curl を使用して AWS IoT クライアントデバイスからメッセージを送信するには
1.

curl バージョンを確認します。
a.

クライアントで、コマンドプロンプトからこのコマンドを実行します。
curl --help
ヘルプテキストで、TLS オプションを探します。--tlsv1.2 オプションが表示されます。

2.

b.

--tlsv1.2 オプションが表示された場合は、続行します。

c.

--tlsv1.2 オプションが表示されない場合、または command not found エラーが発生し
た場合は、続行する前にクライアントで curl を更新またはインストールするか、openssl を
インストールします。

クライアントに証明書をインストールします。
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クライアント (モノ) を登録したときに作成した証明書ファイルを AWS IoT コンソールでコピー
します。続行する前に、クライアントに次の 3 つの証明書ファイルがあることを確認します。
• CA 証明書ファイル (この例では Amazon-root-CA-1.pem)。
• クライアントの証明書ファイル (この例では device.pem.crt)。
• クライアントのプライベートキーファイル (この例では private.pem.key)。
3.

curl コマンドラインを作成し、アカウントとシステムの置き換え可能な値を置き換えます。
curl --tlsv1.2 \
--cacert Amazon-root-CA-1.pem \
--cert device.pem.crt \
--key private.pem.key \
--request POST \
--data "{ \"message\": \"Hello, world\" }" \
"https://IoT_data_endpoint:8443/topics/topic?qos=1"

--tlsv1.2
TLS 1.2 (SSL) を使用します。
--cacert Amazon-root-CA-1.pem
ピアを検証する CA 証明書のファイル名とパス (必要な場合)。
--cert device.pem.crt
クライアントの証明書のファイル名とパス (必要な場合)。
--key private.pem.key
クライアントのプライベートキーのファイル名とパス (必要な場合)。
--request POST
HTTP リクエストのタイプ (この場合は POST)。
--data "{ \"message\": \"Hello, world\" }"
パブリッシュ先の HTTP POST データ。この場合、内部の引用符がバックスラッシュ文字 (\)
でエスケープされた JSON 文字列です。
"https://IoT_data_endpoint:8443/topics/topic?qos=1"
クライアントの AWS IoT デバイスデータエンドポイントの URL の後に、HTTPS ポー
ト、:8443、キーワード、/topics/、およびトピック名 (この例では topic) が続きます。
サービス品質をクエリパラメータ ?qos=1 として指定します。
4.

AWS IoT コンソールで MQTT テストクライアントを開きます。
AWS IoT MQTT クライアントでデバイスの MQTT メッセージを表示する (p. 67) の手順に従い、
トピック名が curl コマンドで使用されている####のメッセージをサブスクライブするか、ワイル
ドカードトピックフィルター # を使用するようコンソールを設定します。

5.

コマンドをテストします。
AWS IoT コンソールのテストクライアントでトピックをモニタリングしながらクライアントに移
動し、ステップ 3 で作成した curl コマンドラインを発行します。コンソールにクライアントの
メッセージが表示されます。
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MQTT トピック
MQTT トピックでは、AWS IoT メッセージを識別します。AWS IoT クライアントは、メッセージのト
ピック名を指定してパブリッシュするメッセージを識別します。クライアントは、トピックフィルターを
AWS IoT Core に登録して、サブスクライブ (受信) するメッセージを識別します。メッセージブローカー
はトピック名とトピックフィルターを使用して、パブリッシュするクライアントからサブスクライブする
クライアントに、 メッセージを振り分けます。
メッセージブローカーは、トピックを使用して、MQTT を使用して送信されたメッセージと、HTTP を使
用して HTTPS メッセージ URL (p. 97) に送信されたメッセージを識別します。
AWS IoT は一部の予約されたシステムトピック (p. 102)をサポートしていますが、ほとんどの MQTT ト
ピックはシステムデザイナーによって作成および管理されます。AWS IoT は、次のセクションで説明す
るように、トピックを使用して、パブリッシュ側クライアントから受信したメッセージを識別し、サブス
クライブ側クライアントに送信するメッセージを選択します。システムのトピック名前空間を作成する前
に、MQTT トピックの特性を確認して、IoT システムに最適なトピック名の階層を作成します。

トピック名
トピック名とトピックフィルターは、UTF-8 エンコードされた文字列です。スラッシュ (/) 文字を使用して
階層のレベルを区切ることにより、情報の階層を表すことができます。たとえば、このトピック名は、部
屋 1 の温度センサーを表すことができます。
• sensor/temperature/room1
この例では、次のようなトピック名を持つ他の種類のセンサーが他の部屋にある場合もあります。
• sensor/temperature/room2
• sensor/humidity/room1
• sensor/humidity/room2

Note
システム内のメッセージのトピック名を考慮する場合は、次の点に注意してください。
• トピック名とトピックフィルターでは、大文字と小文字が区別されます。
• トピック名に個人を特定できる情報を含めることはできません。
• $ で始まるトピック名は、AWS IoT Core のみが使用する予約済みのトピック (p. 102)です。
• AWS IoT Core は、AWS アカウント またはリージョン間でメッセージを送受信することはでき
ません。
トピック名と名前空間の設計の詳細については、ホワイトペーパーの「AWS IoT Core の MQTT トピック
の設計」を参照してください。
アプリケーションがメッセージを発行およびサブスクライブする方法の例については、AWS IoT Core で
開始 (p. 18) と AWS IoT Device SDK、Mobile SDK、および AWS IoT Device Client (p. 1303) から始めて
ください。

Important
トピック名前空間は、AWS アカウント とリージョンに制限されます。たとえば、あるリージョ
ンの AWS アカウント で使用される sensor/temp/room1 トピックは、別のリージョンの同じ
AWS で使用されるか、任意のリージョンの他の AWS アカウント で使用される sensor/temp/
room1 トピックとは異なります。

100

AWS IoT Core デベロッパーガイド
MQTT トピック

トピック ARN
すべてのトピック ARN (Amazon リソースネーム) は、次のフォーマットを備えています。
arn:aws:iot:aws-region:AWS-account-ID:topic/Topic

例えば、arn:aws:iot:us-west-2:123EXAMPLE456:topic/application/topic/device/
sensor はトピック application/topic/device/sensor の ARN です。

トピックフィルター
サブスクライブするクライアントは、 メッセージブローカーにトピックフィルターを登録して、メッセー
ジブローカーがそのトピックフィルターに送信するメッセージトピックを指定します。トピックフィル
ターは、単一のトピック名にサブスクライブする単一のトピック名にすることも、ワイルドカード文字を
使用して複数のトピック名に同時にサブスクライブすることもできます。
発行するクライアントは、発行するトピック名にワイルドカード文字を使用できません。
次の表は、トピックフィルターで使用できるワイルドカード文字の一覧です。

トピックのワイルドカード
ワイルドカード文字

マッチ

コメント

#

トピック階層内のそのレベル以
下のすべての文字列。

トピックフィルターの最後の文
字にする必要があります。
トピック階層のレベルで唯一の
文字である必要があります。
+ ワイルドカード文字を含むト
ピックフィルターで使用できま
す。

+

文字を含むレベル内の任意の文
字列。

トピック階層のレベルで唯一の
文字である必要があります。
トピックフィルターの複数のレ
ベルで使用できます。

前述のセンサートピック名でのワイルドカードの使用例:
• sensor/# へのサブスクリプションでは sensor/、sensor/temperature、sensor/
temperature/room1 にパブリッシュされたメッセージを受信しますが、sensor にパブリッシュされ
たメッセージは受信しません。
• sensor/+/room1 のサブスクリプションでは、sensor/temperature/room1 および sensor/
humidity/room1 にパブリッシュされたメッセージを受信しますが、sensor/temperature/room2
または sensor/humidity/room2 に送信されたメッセージは受信しません。

トピックフィルターの ARN
すべてのトピックフィルター ARN (Amazon リソースネーム) は、次の形式になります。
arn:aws:iot:aws-region:AWS-account-ID:topicfilter/TopicFilter

例えば、arn:aws:iot:us-west-2:123EXAMPLE456:topicfilter/application/topic/+/
sensor はトピックフィルター application/topic/+/sensor の ARN です。
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MQTT メッセージペイロード
MQTT メッセージで送信されるメッセージペイロードは、the section called “予約済みトピック” (p. 102)
のいずれかのためのものでない限り、AWS IoT によって指定されません。アプリケーションのニーズに対
応するため、プロトコルの AWS IoT CoreService Quotas の制約内でトピックのメッセージペイロードを
定義することを推奨します。
メッセージペイロードに JSON 形式を使用すると、AWS IoT ルールエンジンはメッセージを解析し、そ
れに SQL クエリを適用できます。ルールエンジンがメッセージペイロードに SQL クエリを適用するこ
とをアプリケーションが必要としない場合は、アプリケーションで必要な任意のデータ形式を使用できま
す。SQL クエリで使用される JSON ドキュメントの制限事項と予約されている文字については、JSON 拡
張 (p. 623) を参照してください。
MQTT トピックとそれに対応するメッセージペイロードの設計の詳細については、「AWS IoT Core の
MQTT トピックの設計」を参照してください。
メッセージサイズの限度がサービスクォータを超えると、理由 PAYLOAD_LIMIT_EXCEEDED の
CLIENT_ERROR になり、「メッセージペイロードがメッセージタイプのサイズ限度を超えています」と表
示されます。メッセージサイズ制限の詳細については、「AWS IoT Core メッセージブローカーの限度と
クォータ」を参照してください。

予約済みトピック
ドル記号 ($) で始まるトピックは AWS IoT 用に予約されています。これらの予約済みトピックは、許可さ
れているとおりにサブスクライブおよび発行できます。ただし、ドル記号で始まる新しいトピックを作成
することはできません。予約済みトピックへのサポートされていないパブリッシュまたはサブスクライブ
オペレーションにより、接続が終了することがあります。

アセットモデルのトピック
トピック

クライアントオペレーションを許可す
る

説明

$aws/sitewise/assetmodels/assetModelId/
assets/assetId/
properties/propertyId

サブスクライブ

AWS IoT SiteWise は、このト
ピックに対するアセットプロ
パティ通知をパブリッシュし
ます。詳細については、AWS
IoT SiteWise ユーザーガイ
ドの「Interacting with other
AWS services」を参照してく
ださい。

Device Defender のトピック
これらのメッセージは、トピックの#######に応じて、簡潔なバイナリオブジェクト表現 (CCOR) 形式お
よび JavaScript Object Notation (JSON) 形式のレスポンスバッファをサポートします。
#######

レスポンス形式のデータ型

cbor

簡潔なバイナリオブジェクトの表現 (CCOR)

json

JavaScript Object Notation (JSON)

詳細については、「デバイスからのメトリクスの送信 (p. 1027)」を参照してください。
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トピック

許可されている操作

説明

$aws/things/thingName/
defender/metrics/payloadformat

発行

Device Defender エージェント
は、このトピックにメトリク
スを発行します。詳細につい
ては、「デバイスからのメト
リクスの送信 (p. 1027)」を参
照してください。

$aws/things/thingName/
defender/metrics/payloadformat/accepted

サブスクライブ

AWS IoT は、Device Defender
エージェントが成功し
たメッセージを $aws/
things/thingName/defender/
metrics/payload-format に
発行した後、このトピック
に発行します。詳細について
は、「デバイスからのメトリ
クスの送信 (p. 1027)」を参照
してください。

$aws/things/thingName/
defender/metrics/payloadformat/rejected

サブスクライブ

AWS IoT は、Device Defender
エージェントが失敗し
たメッセージを $aws/
things/thingName/defender/
metrics/payload-format に
発行した後、このトピック
に発行します。詳細について
は、「デバイスからのメトリ
クスの送信 (p. 1027)」を参照
してください。

クライアントオペレーションを許可す
る

説明

イベントのトピック
トピック

$aws/events/certificates/
サブスクライブ
registered/caCertificateId

AWS IoT は、AWS IoT が
証明書を自動的に登録した
時、およびクライアントが
PENDING_ACTIVATION ス
テータスを持つ証明書を提示
したときに、このメッセージ
を発行します。詳細について
は、「the section called “自
動登録のためのクライアント
による最初の接続の設定しま
す” (p. 313)」を参照してく
ださい。

サブスクライブ

ジョブがキャンセルされる
と、AWS IoT はこのメッ
セージを発行します。詳細
については、「ジョブイベン
ト (p. 1117)」を参照してくだ
さい。

$aws/events/job/jobID/
canceled

103

AWS IoT Core デベロッパーガイド
MQTT トピック

トピック

クライアントオペレーションを許可す
る

説明

$aws/events/job/jobID/
cancellation_in_progress

サブスクライブ

ジョブがキャンセルされると
きに、AWS IoT はこのメッ
セージを発行します。詳細
については、「ジョブイベン
ト (p. 1117)」を参照してくだ
さい。

$aws/events/job/jobID/
completed

サブスクライブ

AWS IoT は、ジョブが完了
すると、このメッセージを発
行します。詳細については、
「ジョブイベント (p. 1117)」
を参照してください。

$aws/events/job/jobID/
deleted

サブスクライブ

ジョブが削除されると、AWS
IoT はこのメッセージを発行
します。詳細については、
「ジョブイベント (p. 1117)」
を参照してください。

$aws/events/job/jobID/
deletion_in_progress

サブスクライブ

AWS IoT は、ジョブが削除
されるときにこのメッセー
ジを発行します。詳細に
ついては、「ジョブイベン
ト (p. 1117)」を参照してくだ
さい。

$aws/events/
jobExecution/jobID/canceled

サブスクライブ

AWS IoT は、ジョブの実行が
キャンセルされたときにこの
メッセージを発行します。詳
細については、「ジョブイベ
ント (p. 1117)」を参照してく
ださい。

$aws/events/
jobExecution/jobID/deleted

サブスクライブ

AWS IoT は、ジョブの実行が
削除されたときに、このメッ
セージを発行します。詳細
については、「ジョブイベン
ト (p. 1117)」を参照してくだ
さい。

$aws/events/
jobExecution/jobID/failed

サブスクライブ

AWS IoT は、ジョブの実行
が失敗したときにこのメッ
セージを発行します。詳細
については、「ジョブイベン
ト (p. 1117)」を参照してくだ
さい。

$aws/events/
jobExecution/jobID/rejected

サブスクライブ

AWS IoT は、ジョブの実行
が拒否されたときにこのメッ
セージを発行します。詳細
については、「ジョブイベン
ト (p. 1117)」を参照してくだ
さい。
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トピック

クライアントオペレーションを許可す
る

説明

$aws/events/
jobExecution/jobID/removed

サブスクライブ

AWS IoT は、ジョブの実行
が削除されたときにこのメッ
セージを発行します。詳細
については、「ジョブイベン
ト (p. 1117)」を参照してくだ
さい。

$aws/events/
jobExecution/jobID/
succeeded

サブスクライブ

AWS IoT は、ジョブの実
行が成功すると、このメッ
セージを発行します。詳細
については、「ジョブイベン
ト (p. 1117)」を参照してくだ
さい。

$aws/events/
jobExecution/jobID/timed_out

サブスクライブ

AWS IoT は、ジョブの実行が
タイムアウトしたときにこの
メッセージを発行します。詳
細については、「ジョブイベ
ント (p. 1117)」を参照してく
ださい。

$aws/events/presence/
connected/clientId

サブスクライブ

AWS IoT は、指定クライア
ント ID を持つ MQTT クライ
アントが に接続するときに
このトピックにパブリッシュ
します。AWS IoT詳細につ
いては、「接続/切断イベン
ト (p. 1120)」を参照してくだ
さい。

$aws/events/presence/
disconnected/clientId

サブスクライブ

AWS IoT は、指定クライア
ント ID を持つ MQTT クライ
アントが から切断するとき
にこのトピックにパブリッ
シュします。AWS IoT詳細に
ついては、「接続/切断イベン
ト (p. 1120)」を参照してくだ
さい。

$aws/events/subscriptions/
subscribed/clientId

サブスクライブ

AWS IoT は、指定クライアン
ト ID を持つ MQTT クライア
ントが MQTT トピックにサ
ブスクライブするときにこの
トピックにパブリッシュしま
す。詳細については、「サブ
スクライブ/サブスクライブ解
除イベント (p. 1123)」を参照
してください。
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トピック

クライアントオペレーションを許可す
る

説明

$aws/events/subscriptions/
unsubscribed/clientId

サブスクライブ

AWS IoT は、指定クライアン
ト ID を持つ MQTT クライア
ントが MQTT トピックにサブ
スクライブ解除するときにこ
のトピックにパブリッシュし
ます。詳細については、「サ
ブスクライブ/サブスクライブ
解除イベント (p. 1123)」を参
照してください。

$aws/events/
thing/thingName/created

サブスクライブ

AWS IoT は、thingName の
モノの作成時にこのトピック
に発行します。詳細について
は、「the section called “登録
イベント” (p. 1109)」を参照
してください。

$aws/events/
thing/thingName/updated

サブスクライブ

AWS IoT は、thingName の
モノの更新時にこのトピック
に発行します。詳細について
は、「the section called “登録
イベント” (p. 1109)」を参照
してください。

$aws/events/
thing/thingName/deleted

サブスクライブ

AWS IoT は、thingName
のモノが削除されたとき
にこのトピックに発行しま
す。詳細については、「the
section called “登録イベン
ト” (p. 1109)」を参照してく
ださい。

$aws/events/
thingGroup/
thingGroupName/created

サブスクライブ

AWS IoT
は、thingGroupName が作成
されたときに、このトピック
に発行します。詳細について
は、「the section called “登録
イベント” (p. 1109)」を参照
してください。

$aws/events/
thingGroup/
thingGroupName/updated

サブスクライブ

AWS IoT
は、thingGroupName が更新
されたときに、このトピック
に発行します。詳細について
は、「the section called “登録
イベント” (p. 1109)」を参照
してください。

$aws/events/
thingGroup/
thingGroupName/deleted

サブスクライブ

AWS IoT
は、thingGroupName が削除
されたときに、このトピック
に発行します。詳細について
は、「the section called “登録
イベント” (p. 1109)」を参照
してください。
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トピック

クライアントオペレーションを許可す
る

説明

$aws/events/
thingType/thingTypeName/
created

サブスクライブ

AWS IoT
は、thingTypeName のモ
ノのタイプの作成時にこのト
ピックに発行します。詳細に
ついては、「the section called
“登録イベント” (p. 1109)」を
参照してください。

$aws/events/
thingType/thingTypeName/
updated

サブスクライブ

AWS IoT
は、thingTypeName のモ
ノのタイプの更新時にこのト
ピックに発行します。詳細に
ついては、「the section called
“登録イベント” (p. 1109)」を
参照してください。

$aws/events/
thingType/thingTypeName/
deleted

サブスクライブ

AWS IoT
は、thingTypeName のモ
ノのタイプが削除されたと
きにこのトピックに発行しま
す。詳細については、「the
section called “登録イベン
ト” (p. 1109)」を参照してく
ださい。

$aws/events/
thingTypeAssociation/
thing/thingName/
thingTypeName

サブスクライブ

AWS IoT は、モノ
thingName がモノのタイプ
thingTypeName に関連付け
られたとき、または関連付け
が解除されたときに、このト
ピックに発行します。詳細に
ついては、「the section called
“登録イベント” (p. 1109)」を
参照してください。

$aws/events/
thingGroupMembership/
thingGroup/
thingGroupName/
thing/thingName/added

サブスクライブ

AWS IoT は、モノ
thingName がモノグループ
thingGroupName に追加され
たときに、このトピックに発
行します。詳細については、
「the section called “登録イベ
ント” (p. 1109)」を参照して
ください。

$aws/events/
thingGroupMembership/
thingGroup/
thingGroupName/
thing/thingName/removed

サブスクライブ

AWS IoT は、モノ
thingName がモノグループ
thingGroupName から削除
されたときに、このトピック
に発行します。詳細について
は、「the section called “登録
イベント” (p. 1109)」を参照
してください。
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トピック

クライアントオペレーションを許可す
る

説明

$aws/events/
thingGroupHierarchy/
thingGroup/
parentThingGroupName/
childThingGroup/
childThingGroupName/
added

サブスクライブ

AWS IoT は、モノグループ
childThingGroupName
がモノグループ
parentThingGroupName に
追加されたときにこのトピッ
クに発行します。詳細につい
ては、「the section called “登
録イベント” (p. 1109)」を参
照してください。

$aws/events/
thingGroupHierarchy/
thingGroup/
parentThingGroupName/
childThingGroup/
childThingGroupName/
removed

サブスクライブ

AWS IoT は、モノグループ
childThingGroupName
がモノグループ
parentThingGroupName か
ら削除されたときにこのト
ピックに発行します。詳細に
ついては、「the section called
“登録イベント” (p. 1109)」を
参照してください。

フリートプロビジョニングのトピック
これらのメッセージは、トピックの#######に応じて、簡潔なバイナリオブジェクト表現 (CCOR) 形式お
よび JavaScript Object Notation (JSON) 形式のレスポンスバッファをサポートします。
#######

レスポンス形式のデータ型

cbor

簡潔なバイナリオブジェクトの表現 (CCOR)

json

JavaScript Object Notation (JSON)

詳細については、「デバイスプロビジョニング MQTT API (p. 833)」を参照してください。
トピック

クライアントオペレーションを許可す
る

説明

$aws/certificates/
create/payload-format

発行

証明書署名リクエスト (CSR)
から証明書を作成するには、
このトピックに発行します。

$aws/certificates/
create/payload-format/
accepted

サブスクライブ

AWS IoT は、$aws/
certificates/create/payloadformat への呼び出しに成功
すると、このトピックに発行
します。

$aws/certificates/
create/payload-format/
rejected

サブスクライブ

AWS IoT は、$aws/
certificates/create/payloadformat への呼び出しに失敗
すると、このトピックに発行
します。
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トピック

クライアントオペレーションを許可す
る

説明

$aws/certificates/create-fromcsr/payload-format

発行

このトピックに発行し
て、CSR から証明書を作成し
ます。

$aws/certificates/createfrom-csr/payload-format/
accepted

サブスクライブ

AWS IoT は、$aws/
certificates/create-fromcsr/payload-format への成
功した呼び出しをこのトピッ
クに発行します。

$aws/certificates/createfrom-csr/payload-format/
rejected

サブスクライブ

AWS IoT は、$aws/
certificates/create-fromcsr/payload-format への失
敗した呼び出しをこのトピッ
クに発行します。

$aws/events/presence/
connected/clientId

サブスクライブ

AWS IoT は、指定クライア
ント ID を持つ MQTT クライ
アントが に接続するときに
このトピックにパブリッシュ
します。AWS IoT詳細につ
いては、「接続/切断イベン
ト (p. 1120)」を参照してくだ
さい。

$aws/provisioningtemplates/templateName/
provision/payload-format

発行

モノを登録するには、このト
ピックに発行します。

$aws/provisioningtemplates/templateName/
provision/payload-format/
accepted

サブスクライブ

AWS IoT は、$aws/
provisioningtemplates/templateName/
provision/payload-format
への呼び出しに成功すると、
このトピックに発行します。

$aws/provisioningtemplates/templateName/
provision/payload-format/
rejected

サブスクライブ

AWS IoT は、$aws/
provisioningtemplates/templateName/
provision/payload-format
への呼び出しに失敗すると、
このトピックに発行します。

ジョブのトピック
Note
この表で Receive と記載されているクライアントオペレーションは、クライアントがトピックに
サブスクライブしているかどうかに関係なく、リクエストしたクライアントに AWS IoT が直接発
行するトピックを示します。クライアントは、応答メッセージにサブスクライブしていない場合
でも、それらを受信する場合があることを想定する必要があります。
これらの応答メッセージはメッセージブローカーを通過せず、他のクライアントまたはルールに
よってサブスクライブする事はできません。ジョブアクティビティ関連のメッセージをサブスク
ライブするには、notifyおよび notify-nextトピックを使用します。
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ジョブとjobExecutionフリートモニタリングソリューション用のイベントトピックをサブスク
ライブする際は、まずジョブおよびジョブイベント (p. 1106)を実行して、クラウド側でイベント
受信する必要があります。
詳細については、「ジョブデバイス HTTP API (p. 751)」を参照してください。
トピック

クライアントオペレーションを許可す
る

説明

$aws/things/thingName/jobs/
get

発行

デバイスは、このトピッ
クにメッセージを発行し
て、GetPendingJobExecutionsリ
クエストを実行します。詳細
については、「ジョブデバイ
ス HTTP API (p. 751)」を参
照してください。

$aws/things/thingName/jobs/
get/accepted

サブスクライブ、受信

デバイスは、このトピッ
クにサブスクライブし
て、GetPendingJobExecutions
から正常なレスポンスを受
け取ります。詳細について
は、「ジョブデバイス HTTP
API (p. 751)」を参照してく
ださい。

$aws/things/thingName/jobs/
get/rejected

サブスクライブ、受信

GetPendingJobExecutions
リクエストが拒否されると、
デバイスはこのトピックをサ
ブスクライブしてレスポン
スを受け取ります。詳細につ
いては、「ジョブデバイス
HTTP API (p. 751)」を参照
してください。

$aws/things/thingName/jobs/
start-next

発行

デバイスは、このトピッ
クにメッセージを発行し
て、StartNextPendingJobExecutionリ
クエストを実行します。詳細
については、「ジョブデバイ
ス HTTP API (p. 751)」を参
照してください。

$aws/things/thingName/jobs/
start-next/accepted

サブスクライブ、受信

デバイスは、このトピッ
クをサブスクライブし
て、StartNextPendingJobExecutionリ
クエストに対する正常なレス
ポンスを受け取ります。詳細
については、「ジョブデバイ
ス HTTP API (p. 751)」を参
照してください。

$aws/things/thingName/jobs/
start-next/rejected

サブスクライブ、受信

StartNextPendingJobExecution
リクエストが拒否されると、
デバイスはこのトピックをサ
ブスクライブしてレスポン
スを受け取ります。詳細につ
いては、「ジョブデバイス
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トピック

クライアントオペレーションを許可す
る

説明
HTTP API (p. 751)」を参照
してください。

$aws/things/thingName/
jobs/jobId/get

発行

デバイスは、このトピッ
クにメッセージを発行し
て、DescribeJobExecutionリ
クエストを実行します。詳細
については、「ジョブデバイ
ス HTTP API (p. 751)」を参
照してください。

$aws/things/thingName/
jobs/jobId/get/accepted

サブスクライブ、受信

デバイスは、このトピッ
クをサブスクライブし
て、DescribeJobExecutionリ
クエストに対する正常なレス
ポンスを受け取ります。詳細
については、「ジョブデバイ
ス HTTP API (p. 751)」を参
照してください。

$aws/things/thingName/
jobs/jobId/get/rejected

サブスクライブ、受信

DescribeJobExecution リ
クエストが拒否されると、デ
バイスはこのトピックをサブ
スクライブしてレスポンスを
受け取ります。詳細について
は、「ジョブデバイス HTTP
API (p. 751)」を参照してく
ださい。

$aws/things/thingName/
jobs/jobId/update

発行

デバイスは、このトピックに
メッセージをパブリッシュし
て、UpdateJobExecution
リクエストを実行します。詳
細については、「ジョブデバ
イス HTTP API (p. 751)」を
参照してください。

$aws/things/thingName/
jobs/jobId/update/accepted

サブスクライブ、受信

デバイスは、このトピッ
クにサブスクライブし
て、UpdateJobExecution
リクエストに対する正常なレ
スポンスを受け取ります。詳
細については、「ジョブデバ
イス HTTP API (p. 751)」を
参照してください。

注意
$aws/
things/thingName/
jobs/jobId/update に
パブリッシュするデ
バイスのみが、この
トピックのメッセー
ジを受信します。
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トピック

クライアントオペレーションを許可す
る

説明

$aws/things/thingName/
jobs/jobId/update/rejected

サブスクライブ、受信

UpdateJobExecution リ
クエストが拒否されると、デ
バイスはこのトピックをサブ
スクライブしてレスポンスを
受け取ります。詳細について
は、「ジョブデバイス HTTP
API (p. 751)」を参照してく
ださい。

注意
$aws/
things/thingName/
jobs/jobId/update に
パブリッシュするデ
バイスのみが、この
トピックのメッセー
ジを受信します。
$aws/things/thingName/jobs/
notify

サブスクライブ

デバイスは、このトピックに
サブスクライブして、モノに
対して保留中の実行のリスト
との間でジョブの実行が追加
または削除されたときに、通
知を受け取ります。詳細につ
いては、「ジョブデバイス
HTTP API (p. 751)」を参照
してください。

$aws/things/thingName/jobs/
notify-next

サブスクライブ

デバイスはこのトピックにサ
ブスクライブして、モノに対
する次に保留中のジョブの
実行が変更されたときに、通
知を受け取ります。詳細につ
いては、「ジョブデバイス
HTTP API (p. 751)」を参照
してください。

$aws/events/job/jobId/
completed

サブスクライブ

ジョブサービスは、ジョブが
完了したときに、このトピッ
クでイベントを発行します。
詳細については、「ジョブイ
ベント (p. 1117)」を参照して
ください。

$aws/events/job/jobId/
canceled

サブスクライブ

ジョブサービスは、ジョブが
キャンセルされたときに、こ
のトピックでイベントを発
行します。詳細については、
「ジョブイベント (p. 1117)」
を参照してください。
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トピック

クライアントオペレーションを許可す
る

説明

$aws/events/job/jobId/
deleted

サブスクライブ

ジョブサービスは、ジョブが
削除されたときに、このト
ピックでイベントを発行しま
す。詳細については、「ジョ
ブイベント (p. 1117)」を参照
してください。

$aws/events/job/jobId/
cancellation_in_progress

サブスクライブ

ジョブサービスは、ジョブ
のキャンセルが開始された
ときに、このトピックでイ
ベントを発行します。詳細
については、「ジョブイベン
ト (p. 1117)」を参照してくだ
さい。

$aws/events/job/jobId/
deletion_in_progress

サブスクライブ

ジョブサービスは、ジョブの
削除が開始されたときに、イ
ベントを発行します。詳細
については、「ジョブイベン
ト (p. 1117)」を参照してくだ
さい。

$aws/events/
jobExecution/jobId/
succeeded

サブスクライブ

ジョブサービスは、ジョブの
実行が成功したときに、こ
のトピックでイベントを発
行します。詳細については、
「ジョブイベント (p. 1117)」
を参照してください。

$aws/events/
jobExecution/jobId/failed

サブスクライブ

ジョブサービスは、ジョブ
の実行が失敗したときにイ
ベントを発行します。詳細
については、「ジョブイベン
ト (p. 1117)」を参照してくだ
さい。

$aws/events/
jobExecution/jobId/rejected

サブスクライブ

ジョブサービスは、ジョブの
実行が拒否されたときに、こ
のトピックでイベントを発
行します。詳細については、
「ジョブイベント (p. 1117)」
を参照してください。

$aws/events/
jobExecution/jobId/canceled

サブスクライブ

ジョブサービスは、ジョブ
の実行がキャンセルされた
ときに、このトピックでイ
ベントを発行します。詳細
については、「ジョブイベン
ト (p. 1117)」を参照してくだ
さい。
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トピック

クライアントオペレーションを許可す
る

説明

$aws/events/
jobExecution/jobId/timed_out

サブスクライブ

ジョブサービスは、ジョブ
の実行がタイムアウトした
ときに、このトピックでイ
ベントを発行します。詳細
については、「ジョブイベン
ト (p. 1117)」を参照してくだ
さい。

$aws/events/
jobExecution/jobId/removed

サブスクライブ

ジョブサービスは、ジョブの
実行が削除されたときに、こ
のトピックでイベントを発
行します。詳細については、
「ジョブイベント (p. 1117)」
を参照してください。

$aws/events/
jobExecution/jobId/deleted

サブスクライブ

ジョブサービスは、ジョブの
実行が削除されたときに、こ
のトピックでイベントを発
行します。詳細については、
「ジョブイベント (p. 1117)」
を参照してください。

トピック

クライアントオペレーションを許可す
る

説明

$aws/rules/ruleName

発行

デバイスまたはアプリケー
ションは、このトピックに
発行して、ルールを直接ト
リガーします。詳細について
は、「基本的な取り込みによ
るメッセージングコストの削
減 (p. 568)」を参照してくだ
さい。

ルールのトピック

セキュアトンネリングのトピック
トピック

クライアントオペレーションを許可す
る

説明

$aws/things/thing-name/
tunnels/notify

サブスクライブ

AWS IoT は、IoT エージェ
ントがリモートデバイス上
でローカルプロキシを開始
するために、このメッセー
ジを発行します。詳細につ
いては、「the section called
“IoT エージェントスニペッ
ト” (p. 794)」を参照してく
ださい。
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シャドウトピック
このセクションのトピックは、名前付きシャドウと名前のないシャドウで使用されます。それぞれで使用
されるトピックは、トピックのプレフィックスでのみ異なります。この表は、各シャドウタイプで使用さ
れるトピックのプレフィックスを示しています。
ShadowTopicPrefix 値

シャドウタイプ

$aws/things/thingName/shadow

名前のない (クラシック) シャドウ

$aws/things/thingName/shadow/
name/shadowName

名前付きシャドウ

完全なトピックを作成するには、次の表に示すように、参照するシャドウのタイプの
ShadowTopicPrefix を選択し、thingName と、shadowName (該当する場合) を対応する値に置き換
え、トピックスタブに追加します。トピックでは大文字と小文字が区別されることに注意してください。
トピック

クライアントオペレーションを許可す
る

説明

ShadowTopicPrefix/delete

パブリッシュ/サブスクライブ

デバイスまたはアプリケー
ションは、このトピックに
パブリッシュして、シャドウ
を削除します。詳細について
は、「/delete (p. 666)」を参
照してください。

ShadowTopicPrefix/delete/
accepted

サブスクライブ

Device Shadow サービス
は、シャドウが削除され
ると、このトピックにメッ
セージを送信します。詳
細については、「/delete/
accepted (p. 667)」を参照し
てください。

ShadowTopicPrefix/delete/
rejected

サブスクライブ

Device Shadow サービスは、
シャドウの削除リクエストが
拒否されると、このトピック
にメッセージを送信します。
詳細については、「/delete/
rejected (p. 667)」を参照し
てください。

ShadowTopicPrefix/get

パブリッシュ/サブスクライブ

アプリケーションまたは
モノは、このトピックに
空のメッセージをパブリッ
シュして、Shadow を取得
します。詳細については、
「Device Shadow MQTT ト
ピック (p. 660)」を参照して
ください。

ShadowTopicPrefix/get/
accepted

サブスクライブ

Device Shadow サービスは、
シャドウに対するリクエスト
が正常に行われると、このト
ピックにメッセージを送信し
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トピック

クライアントオペレーションを許可す
る

説明
ます。詳細については、「/
get/accepted (p. 661)」を参
照してください。

ShadowTopicPrefix/get/
rejected

サブスクライブ

Device Shadow サービス
は、シャドウのリクエスト
が拒否されると、このトピッ
クにメッセージを送信しま
す。詳細については、「/get/
rejected (p. 662)」を参照し
てください。

ShadowTopicPrefix/update

パブリッシュ/サブスクライブ

モノまたはアプリケーション
は、このトピックにパブリッ
シュして、Shadow を更新し
ます。詳細については、「/
update (p. 662)」を参照して
ください。

ShadowTopicPrefix/
update/accepted

サブスクライブ

Device Shadow サービスは、
シャドウに対する更新が正常
に行われると、このトピック
にメッセージを送信します。
詳細については、「/update/
accepted (p. 664)」を参照し
てください。

ShadowTopicPrefix/
update/rejected

サブスクライブ

Device Shadow サービスは、
シャドウに対する更新が拒否
されると、このトピックに
メッセージを送信します。
詳細については、「/update/
rejected (p. 665)」を参照し
てください。

ShadowTopicPrefix/
update/delta

サブスクライブ

Device Shadow サービスは、
シャドウの reported セクショ
ンと desired セクションとの
間で差分が検出されると、こ
のトピックにメッセージを送
信します。詳細については、
「/update/delta (p. 663)」を
参照してください。

ShadowTopicPrefix/
update/documents

サブスクライブ

AWS IoT は、Shadow に
対する更新が正常に実行
されるたびに、このトピッ
クに状態ドキュメントを
パブリッシュします。詳
細については、「/update/
documents (p. 665)」を参照
してください。
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MQTT ベースのファイル配信のトピック
これらのメッセージは、トピックの#######に応じて、簡潔なバイナリオブジェクト表現 (CCOR) 形式お
よび JavaScript Object Notation (JSON) 形式のレスポンスバッファをサポートします。
#######

レスポンス形式のデータ型

cbor

簡潔なバイナリオブジェクトの表現 (CCOR)

json

JavaScript Object Notation (JSON)

トピック

クライアントオペレーションを許可す
る

説明

$aws/things/ThingName/
streams/StreamId/
data/payload-format

サブスクライブ

デバイスからの
「GetStream」リクエストが
受け入れられた場合、AWS
MQTT ベースのファイル配
信はこのトピックに発行さ
れます。ペイロードにはス
トリーミングデータが含まれ
ます。詳細については、「デ
バイスでの AWS IoT MQTT
ベースのファイル配信の使
用 (p. 876)」を参照してくだ
さい。

$aws/things/ThingName/
streams/StreamId/
get/payload-format

発行

デバイスは、このトピックに
発行して、「GetStream」リ
クエストを実行します。詳細
については、「デバイスでの
AWS IoT MQTT ベースのファ
イル配信の使用 (p. 876)」を
参照してください。

$aws/things/ThingName/
streams/StreamId/
description/payload-format

サブスクライブ

デバイスからの
「DescribeStream」リク
エストが受け入れられた場
合、AWS MQTT ベースのファ
イル配信はこのトピックに
発行します。ペイロードに
は、ストリーミングの説明
が含まれます。詳細について
は、「デバイスでの AWS IoT
MQTT ベースのファイル配信
の使用 (p. 876)」を参照して
ください。

$aws/things/ThingName/
streams/StreamId/
describe/payload-format

発行

デバイスは、このト
ピックに発行して、
「DescribeStream」リクエス
トを実行します。詳細につい
ては、「デバイスでの AWS
IoT MQTT ベースのファイル
配信の使用 (p. 876)」を参照
してください。
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トピック

クライアントオペレーションを許可す
る

説明

$aws/things/ThingName/
streams/StreamId/
rejected/payload-format

サブスクライブ

デバイスからの
「DescribeStream」または
「GetStream」リクエスト
が拒否された場合、AWS
MQTT ベースのファイル配
信はこのトピックに発行され
ます。詳細については、「デ
バイスでの AWS IoT MQTT
ベースのファイル配信の使
用 (p. 876)」を参照してくだ
さい。

予約済みトピック ARN
すべての予約済みトピック ARN (Amazon リソースネーム) は、次の形式です。
arn:aws:iot:aws-region:AWS-account-ID:topic/Topic

例えば、arn:aws:iot:us-west-2:123EXAMPLE456:topic/$aws/things/thingName/jobs/
get/accepted は予約済みトピック $aws/things/thingName/jobs/get/accepted の ARN です。

設定可能なエンドポイント
Note
この機能は、GovCloud AWS リージョン では使用できません。
AWS IoT Core では、ドメイン設定を使用してデータエンドポイントの動作を設定および管理することが
できます。複数の AWS IoT Core データエンドポイントを生成し、独自の完全修飾ドメイン名 (および関連
するサーバー証明書) とオーソライザーを使用してデータエンドポイントをカスタマイズすることもでき
ます。カスタムオーソライザーの詳細については、the section called “カスタム認証” (p. 321) を参照して
ください。
AWS IoT Core は、サーバー名表示 (SNI) TLS 拡張を使用してドメイン設定を適用します。デバイスは、
接続時にこの拡張を使用する必要があります。また、ドメイン設定で指定したドメイン名と同じサーバー
名を渡す必要があります。*このサービスをテストするには、GitHub の AWS IoT Device SDK の v2 バー
ジョンを使用します。

Note
AWS アカウント に複数のデータエンドポイントを作成すると、MQTT トピック、デバイスシャ
ドウ、ルールなどの AWS IoT Core リソースを共有します。
ドメイン設定を使用して、次のようなタスクを簡素化できます。
• デバイスを AWS IoT に移行する。
• 異なるデバイスタイプに対して別々のドメイン設定を維持することにより、異種デバイスフリートをサ
ポートする。
• ブランドアイデンティティ (ドメイン名など) を維持しながら、アプリケーションインフラストラクチャ
を AWS IoT に移行する。
完全修飾ドメイン名 (FQDN) および関連するサーバー証明書も設定できます。カスタムオーソライザーを
関連付けることもできます。詳細については、「カスタム認証 (p. 321)」を参照してください。
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Note
AWS IoT は、サーバー名表示 (SNI) TLS 拡張を使用してドメイン設定を適用します。デバイス
は、接続時にこの拡張機能を使用し、ドメイン設定で指定されているドメイン名と同じサーバー
名を渡す必要があります。このサービスをテストするには、GitHub の各 AWS IoT デバイス SDK
の v2 バージョンを使用します。

Note
AWS IoT カスタムドメイン設定用にサーバー証明書を提供する場合、証明書のドメイン名は最大
4 つまでです。詳細については、「AWS IoT Core エンドポイントとクォータ」を参照してくださ
い。
トピック
• AWS 管理対象ドメインの作成と設定 (p. 119)
• カスタムドメインの作成と設定 (p. 119)
• ドメイン設定の管理 (p. 122)

AWS 管理対象ドメインの作成と設定
AWS 管理対象ドメインで設定可能なエンドポイントを作成するには、CreateDomainConfiguration API を
使用します。AWS 管理対象ドメインのドメイン設定は、次の設定で構成されます。
• domainConfigurationName – ドメイン設定を識別するユーザー定義名。

Note
IoT: で始まるドメイン設定名は、デフォルトのエンドポイント用に予約されており、使用でき
ません。また、この値は AWS リージョン に固有である必要があります。
• defaultAuthorizerName (オプション) – エンドポイントで使用するカスタムオーソライザーの名前。
• allowAuthorizerOverride – リクエストの HTTP ヘッダーで別のオーソライザーを指定する
ことによって、デバイスがデフォルトのオーソライザーを上書きできるかどうかを指定するブール
値。defaultAuthorizerName の値が指定されている場合、この値は必須です。
• serviceType – AWS IoT は現在、DATA サービスタイプのみをサポートしています。DATA を指定す
ると、AWS IoT はエンドポイントタイプが iot:Data-ATS のエンドポイントを返します。設定可能な
iot:Data （VeriSign）エンドポイントを作成することはできません。
次の AWS CLI コマンドは、Data エンドポイントのドメイン設定を作成します。
aws iot create-domain-configuration --domain-configuration-name "myDomainConfigurationName"
--service-type "DATA"

カスタムドメインの作成と設定
ドメイン設定では、AWS IoT に接続するカスタムの完全修飾ドメイン名 (FQDN) を指定できます。カスタ
ムドメインを使用すると、独自のサーバー証明書を管理できるため、証明書の署名に使用するルート証明
機関 (CA)、署名アルゴリズム、証明書チェーンの深度、証明書のライフサイクルなどの詳細を管理できま
す。
カスタムドメインを使用してドメイン設定をセットアップするワークフローは、次の 3 つの段階で構成さ
れます。
1. AWS Certificate Manager でのサーバー証明書の登録 (p. 120)
2. ドメイン設定の作成 (p. 121)
3. DNS レコードの作成 (p. 121)
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AWS Certificate Manager でのサーバー証明書の登録
カスタムドメインを使用してドメイン設定を作成する前に、サーバー証明書チェーンを AWS Certificate
Manager (ACM) に 登録する必要があります。3 種類のサーバー証明書を使用できます。
• ACM によって生成されたパブリック証明書 (p. 120)
• 公開 CA によって署名された外部証明書 (p. 120)
• プライベート CA によって署名された外部証明書 (p. 120)

Note
AWS IoT は、証明書が Mozilla の信頼できる CA バンドルに含まれている場合、公開 CA によっ
て署名されていると見なします。
証明書の要件
証明書を ACM にインポートするための要件については、証明書をインポートするための前提条件を参照
してください。これらの要件に加えて、AWS IoT Core では次の要件が追加されます。
• リーフ証明書には、serverAuth (TLS Web Server Authentication) の値を持つ Extended Key Usage x509
v3 拡張が含まれている必要があります。ACM から証明書をリクエストすると、この拡張が自動的に追
加されます。
• 証明書チェーンの最大深度は 5 個の証明書です。
• 証明書チェーンの最大サイズは 16 KB です。
複数のドメインに対する 1 つの証明書の使用
1 つの証明書を使用して複数のサブドメインをカバーする場合は、共通名 (CN) フィールドまたは主体者
別名 (SAN) フィールドにワイルドカードドメインを使用します。たとえば、*.iot.example.com を
使用して、dev.iot.example.com、qa.iot.example.com、および prod.iot.example.com をカバーします。
各 FQDN には独自のドメイン設定が必要ですが、複数のドメイン設定では、同じワイルドカード値が使
用できます。CN または SAN は、カスタムドメインとして使用する FQDN をカバーする必要がありま
す。SAN が存在する場合、CN は無視されます。SAN は、カスタムドメインとして使用する FQDN をカ
バーする必要があります。このカバレッジは、完全一致またはワイルドカード一致です。ワイルドカード
証明書が検証され、アカウントに登録されると、そのリージョンの他のアカウントは、証明書と重複する
カスタムドメインを作成できなくなります。
次のセクションでは、各種類の証明書を取得する方法について説明します。すべての証明書リソースに
は、ドメイン設定の作成時に使用する ACM に登録された Amazon リソースネーム (ARN) が必要です。

ACM によって生成されたパブリック証明書
RequestCertificate API を使用して、カスタムドメインのパブリック証明書を生成できます。この方法で証
明書を生成すると、ACM はカスタムドメインの所有権を検証します。詳細については、AWS Certificate
Manager ユーザーガイドの「パブリック証明書のリクエスト」を参照してください。

公開 CA によって署名された外部証明書
パブリック CA (Mozilla の信頼できる ca-bundle に含まれる CA) によって署名されたサーバー証明書が既
にある場合は、ImportCertificate API を使用して証明書チェーンを ACM に直接インポートできます。この
タスク、前提条件および証明書形式の要件の詳細については、「証明書のインポート」を参照してくださ
い。

プライベート CA によって署名された外部証明書
プライベート CA によって署名されたサーバー証明書または自己署名されたサーバー証明書が既にある場
合は、その証明書を使用してドメイン構成を作成できますが、ドメインの所有権を検証するために ACM
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に追加のパブリック証明書を作成する必要もあります。これを行うには、ImportCertificate API を使用して
サーバー証明書チェーンを ACM に登録します。このタスク、前提条件および証明書形式の要件の詳細に
ついては、「証明書のインポート」を参照してください。
証明書を ACM にインポートした後で、RequestCertificate API を使用してカスタムドメインのパブリック
証明書を生成します。この方法で証明書を生成すると、ACM はカスタムドメインの所有権を検証します。
詳細については、「パブリック証明書のリクエスト」を参照してください。ドメイン設定を作成するとき
は、このパブリック証明書を検証証明書として使用します。

ドメイン設定の作成
CreateDomainConfiguration API を使用して、カスタムドメインで設定可能なエンドポイントを作成しま
す。カスタムドメインのドメイン設定は、次のもので構成されます。
• domainConfigurationName – ドメイン設定を識別するユーザー定義名。

Note
IoT: で始まるドメイン設定名は、デフォルトのエンドポイント用に予約されており、使用でき
ません。また、この値は AWS リージョン に固有である必要があります。
• domainName デバイスが に接続するために使用する FQDN。AWS IoT

Note
AWS IoT は、サーバー名表示 (SNI) TLS 拡張を使用してドメイン設定を適用します。デバイ
スは、接続時にこの拡張機能を使用し、ドメイン設定で指定されているドメイン名と同じサー
バー名を渡す必要があります。
• serverCertificateArns — ACM に登録したサーバー証明書チェーンの ARN。AWS IoT Core で
は、現在サーバー証明書を 1 つだけサポートしています。
• validationCertificateArn – カスタムドメインの所有権を検証するために ACM で生成したパブ
リック証明書の ARN。パブリックに署名されたサーバー証明書または ACM によって生成されたサー
バー証明書を使用する場合、この引数は不要です。
• defaultAuthorizerName (オプション) – エンドポイントで使用するカスタムオーソライザーの名前。
• allowAuthorizerOverride – リクエストの HTTP ヘッダーで別のオーソライザーを指定する
ことによって、デバイスがデフォルトのオーソライザーを上書きできるかどうかを指定するブール
値。defaultAuthorizerName の値が指定されている場合、この値は必須です。
• serviceType – AWS IoT は現在、DATA サービスタイプのみをサポートしています。DATA を指定する
と、AWS IoT はエンドポイントタイプが iot:Data-ATS のエンドポイントを返します。
次の AWS CLI コマンドは、iot.example.com のドメイン設定を作成します。
aws iot create-domain-configuration --domain-configuration-name "myDomainConfigurationName"
--service-type "DATA"
--domain-name "iot.example.com" --server-certificate-arns serverCertARN --validationcertificate-arn validationCertArn

Note
ドメイン設定の作成後、AWS IoT がカスタムサーバー証明書を提供するまで最大 60 分かかる場
合があります。

DNS レコードの作成
サーバー証明書チェーンを登録してドメイン設定を作成したら、カスタムドメインが AWS IoT ドメインを
指すように DNS レコードを作成します。このレコードは、AWS IoT タイプの iot:Data-ATS エンドポ
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イントを指している必要があります。エンドポイントを取得するには、DescribeEndpoint API を使用しま
す。
次の AWS CLI コマンドは、エンドポイントを取得する方法を示しています。
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS

iot:Data-ATS エンドポイントを取得したら、カスタムドメインからこの CNAME エンドポイントへの
AWS IoT レコードを作成します。同じ AWS アカウント に複数のカスタムドメインを作成する場合は、こ
の同じ iot:Data-ATS エンドポイントにエイリアスを作成します。

トラブルシューティング
デバイスをカスタムドメインに接続できない場合は、AWS IoT Core がサーバー証明書を承諾および適
用していることを確認してください。AWS IoT Core コンソールまたは AWS CLI を使用して、AWS IoT
Core が証明書を承諾していることを確認できます。
AWS IoT Core コンソールを使用するには、[Settings] (設定) ページに移動し、ドメイン設定名を選択しま
す。[Server certificate details] (サーバー証明書の詳細) セクションで、ステータスとステータスの詳細を確
認します。証明書が無効な場合は、ACM で、前のセクションでリストされている証明書要件 (p. 120)を
満たす証明書に置き換えます。証明書に同じ ARN がある場合、AWS IoT Core はそれを取得して自動的に
適用します。
AWS CLI を使用して証明書のステータスを確認するには、DescribeDomainConfiguration API を呼び出し
て、ドメイン設定名を指定します。

Note
証明書が無効な場合、AWS IoT Core は引き続き最後の有効な証明書を提供します。
次の openssl コマンドを使用して、エンドポイントで提供されている証明書を確認できます。
openssl s_client -connect custom-domain-name:8883 -showcerts -servername
custom-domain-name

ドメイン設定の管理
次の API を使用して、既存の設定のライフサイクルを管理できます。
• ListDomainConfigurations
• DescribeDomainConfiguration
• UpdateDomainConfiguration
• DeleteDomainConfiguration

ドメイン設定の表示
AWS アカウント のすべてのドメイン設定のページ分割されたリストを取得するに
は、ListDomainConfigurations API を使用します。DescribeDomainConfiguration API を使用して、特定の
ドメイン設定の詳細を表示できます。この API は 1 つの domainConfigurationNameパラメータを受け
取り、指定した設定の詳細を返します。

ドメイン設定の更新
ドメイン設定のステータスまたはカスタムオーソライザーを更新するに
は、UpdateDomainConfigurationAPI を使用します。このステータスをENABLED またはDISABLED に対し
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て設定できます。ドメイン設定を無効にすると、そのドメインに接続されているデバイスに認証エラーが
表示されます。

Note
現在、ドメイン設定でサーバー証明書を更新することはできません。ドメイン設定の証明書を変
更するには、証明書を削除して再作成する必要があります。

ドメイン設定の削除
ドメイン設定を削除する前に、UpdateDomainConfiguration API を使用して、ステータスを DISABLED に
設定します。これにより、エンドポイントが誤って削除されるのを防ぐことができます。ドメイン設定を
無効にした後、DeleteDomainConfiguration API を使用してドメイン設定を削除します。

Note
AWS 管理ドメインは、削除する前に 7 日間 DISABLED ステータスにする必要があります。カス
タムドメインを DISABLED ステータスにして、すぐに削除することができます。
ドメイン設定を削除すると、AWS IoT Core は、そのカスタムドメインに関連付けられたサーバー証明書
を提供しなくなります。

カスタムドメインでの証明書のローテーション
お使いのサーバー証明書を更新した証明書に定期的に更新する必要がある場合がございます。これを行
う頻度は、証明書の有効期間によって異なります。AWS Certificate Manager(ACM) を使用してサーバー
証明書を生成した場合は、証明書が自動的に更新されるように設定できます。ACM が証明書を更新する
と、AWS IoT Core は自動的に新しい証明書を取得します。追加のアクションを実行する必要はありませ
ん。別のソースからサーバー証明書をインポートした場合は、ACM に再インポートすることでサーバー証
明書をローテーションできます。証明書の再インポートについては、証明書の再インポートを参照してく
ださい。

Note
AWS IoT Coreは、次の条件でのみ証明書の更新を取得します。
• 新しい証明書には、古い証明書と同じ ARN があります。
• 新しい証明書には、古い証明書と同じ署名アルゴリズム、共通名、またはサブジェクトの別名
があります。

AWS IoTFIPS エンドポイントに接続
AWS IoTは、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2をサポートするエンドポイントを供給します。FIPS 準拠のエ
ンドポイントは、標準のAWSエンドポイントとは異なります。。 FIPS 準拠の方法でAWS IoTを操作する
には、ＦIPS準拠のクライアントと共に以下で説明するエンドポイントを使用する必要があります。AWS
IoTコンソールは FIPS に準拠していません。
以下のセクションでは、、REST API、SDK、またはAWS CLIを使用したFIPS 準拠AWS IoTエンドポイン
トへのアクセス方法について説明します。

AWS IoT Core - コントロールプレーンエンドポイント
AWS IoT操作とその関連するCLI コマンドをサポートするFIPS の準拠AWS IoT Core-コントロールプレー
ンエンドポイントは、サービス別FIPSエンドポイントに記載されています。サービス別FIPS エンドポイ
ントで、AWS IoT Core-コントロールプレーンサービスを検索し、お使いのAWS リージョン用のエンドポ
イントを調べてください。
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AWS IoT オペレーションにアクセスする際に、 FIPS 準拠のエンドポイントを使用するには、お使いの
AWS リージョンに適切なエンドポイントを使ったAWSSDK または REST API を使用してください。
aws iotCLI コマンド実行時に、FIPS 準拠のエンドポイントを使用するには、お使いのAWS リージョン用
に適切なエンドポイントを持った--endpointパラメータをコマンドに追加します。

AWS IoT Core – データプレーンエンドポイント
FIPS の準拠AWS IoT Core-データプレーンエンドポイントは、サービス別FIPS エンドポイントに記載さ
れています。サービス別FIPS エンドポイントで、AWS IoT Core-データプレーンサービスを検索し、お使
いのAWS リージョン用のエンドポイントを調べてください。
お使いのアカウントデフォルトAWS IoT Core - データプレーンエンドポイントに代わって、AWS
IoTDevice SDKを使用し、エンドポイントをSDKの接続関数へ供給する事により、FIPS 準拠のクライアン
トと一緒にお使いのAWS リージョンにFIPS準拠のエンドポイントを使用する事ができます。 接続関数
は、AWS IoTDevice SDKに固有です。接続関数の例については、AWS IoT Device SDK for Python の接続
関数を参照してください。

Note
AWS IoTは、ＦIPS準拠であるAWS アカウント固有のAWS IoT Core-データプレーンエンドポイ
ントをサポートしていません。Server Name Indication (SNI) (p. 385) に AWS アカウント 固有
のエンドポイントを必要とするサービス機能は使用できません。FIPS に準拠しているAWS IoT
Core-データプレーンエンドポイントは、マルチアカウント登録証明書 (p. 301)、カスタムドメ
イン (p. 119), およびカスタムオーソライザー (p. 321)をサポートする事はできません。

AWS IoT Device Management – ジョブデータエンド
ポイント
FIPS の準拠AWS IoT Device Management-ジョブデータエンドポイントは、サービス別FIPS エンドポイ
ントに記載されています。サービス別FIPS エンドポイントで、AWS IoT Device Management-ジョブデー
タサービスを検索し、お使いのAWS リージョン用にエンドポイントを調べてください。
aws iot-jobs-data CLI コマンドの実行時に、FIPS 準拠の AWS IoT Device Management – ジョブデータエ
ンドポイントを使用するには、AWS リージョン に適切なエンドポイントを用いた --endpoint パラメータ
をコマンドに追加してください。このエンドポイントでは、REST API を使用することもできます。
AWS リージョン向けの FIPS 準拠のエンドポイントは、AWS IoT Device SDK を使用し、アカウントの
デフォルト AWS IoT Device Management - ジョブデータエンドポイントの代わりに、SDK の接続関数
にこのエンドポイントを指定することによって、FIPS 準拠のクライアントと使用できます。接続関数
は、AWS IoTDevice SDK に固有です。接続関数の例については、AWS IoT Device SDK for Python の接続
機能を参照してください。

AWS IoT Device Management – Fleet Hub エンドポイ
ント
Fleet Hub for AWS IoT Device Management CLI コマンドと使用する FIPS 準拠の AWS IoT Device
Management - Fleet Hub エンドポイントは、「サービス別の FIPS エンドポイント」に一覧表示されてい
ます。「サービス別FIPS エンドポイント」で、AWS IoT Device Management - Fleet Hubサービスを検索
し、お使いのAWS リージョン向けのエンドポイントを調べてください。
aws iotfleethub CLI コマンドの実行時に、FIPS 準拠の AWS IoT Device Management – Fleet Hub エンド
ポイントを使用するには、AWS リージョン に適切なエンドポイントを用いた --endpoint パラメータをコ
マンドに追加してください。このエンドポイントでは、REST API を使用することもできます。
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AWS IoT Device Management - Secure Tunneling API
エンドポイント
AWS IoT – セキュアトンネリング API、および対応する CLI コマンド向けの FIPS 準拠の AWS IoT Device
Management - セキュアトンネリングエンドポイントは、「サービス別の FIPS エンドポイント」にリスト
されています。サービス別の FIPS エンドポイントで、AWS IoT Device Management – セキュアトンネリ
ングサービスを検索し、 AWS リージョン のエンドポイントを調べてください。
aws iotsecuretunneling CLI コマンドの実行時に、FIPS 準拠の AWS IoT Device Management – セキュアト
ンネリングエンドポイントを使用するには、AWS リージョン に適切なエンドポイントを用いた --endpoint
パラメータをコマンドに追加してください。このエンドポイントでは、REST API を使用することもでき
ます。
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AWS IoT のチュートリアル
AWS IoT のチュートリアルは、2 つの異なる目標をサポートするために 2 つのラーニングパスに分かれて
います。目標に最適なラーニングパスを選択してください。
• 概念実証を構築して、AWS IoT ソリューションのアイデアをテストまたはデモンストレーションしたい
場合
AWS IoT Device Client を使用して一般的な IoT タスクとアプリケーションをデモンストレーションする
には、the section called “AWS IoT Device Client でデモを構築する” (p. 126) ラーニングパスに従いま
す｡ AWS IoT Device Client は、独自のクラウドリソースを適用して、最小限の開発でエンドツーエンド
のソリューションをデモンストレーションできるデバイスソフトウェアを提供します。
AWS IoT Device Client については、「AWS IoT Device Client」を参照してください。
• ソリューションをデプロイするための本番ソフトウェアを構築する方法を学びたい場合
AWS IoT Device SDK を使用して固有の要件を満たす独自のソリューションソフトウェアを作成するに
は、the section called “AWS IoT Device SDK でソリューションを構築する” (p. 178) ラーニングパスに
従います｡
利用可能な AWS IoT Device SDK については、「??? (p. 1303)」を参照してください。AWS SDK につ
いては、「AWS での構築ツール」を参照してください。
AWS IoT チュートリアルのラーニングパスのオプション
• AWS IoT Device Client でデモを構築する (p. 126)
• AWS IoT Device SDK でソリューションを構築する (p. 178)

AWS IoT Device Client でデモを構築する
このラーニングパスのチュートリアルでは、AWS IoT Device Client を使用してデモソフトウェアを開発す
る手順を順を追って説明します。AWS IoT Device Client は、IoT デバイス上で動作するソフトウェアを提
供し、AWS IoT で構築された IoT ソリューションをいろいろな角度からテストおよびデモンストレーショ
ンします。
これらのチュートリアルの目標は、探索と実験を容易にし、AWS IoT がソリューションをサポートするこ
とに自信を持ってから、デバイスソフトウェアを開発することができます。

これらのチュートリアルでは、次の内容を学習します。
• AWS IoT で IoT デバイスとして使用するために Raspberry Pi を準備する方法
• デバイス上で AWS IoT Device Client を使用して、AWS IoT 機能をデモンストレーションする方法
このラーニングパスでは、独自の Raspberry Pi 上に AWS IoT Device Client をインストールし、クラウド
内の AWS IoT リソースを作成して、IoT ソリューションのアイデアを実証します。このラーニングパスの
チュートリアルでは、Raspberry Pi を使用して機能を実証しますが、他のデバイスへの適応に役立つ目標
と手順について説明します。
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AWS IoT Device Client でデモを構築するための前提
条件
このセクションでは、このラーニングパスのチュートリアルを開始する前に、必要な内容について説明し
ます。

このラーニングパスのチュートリアルを完了するには、以下が必要です。
• An AWS アカウント
既存の AWS アカウント があれば使用できます。ただし、これらのチュートリアルで使用する AWS IoT
機能を使用するためにロールまたはアクセス許可を追加する必要がある場合があります。
新しい AWS アカウント を作成する必要がある場合は、「the section called “AWS アカウント のセット
アップ” (p. 19)」を参照してください。
• Raspberry Pi または互換性のある IoT デバイス
チュートリアルでは、Raspberry Pi を使用します。さまざまなフォームファクタで入手でき、どこに
でもあり、比較的安価なデモンストレーションデバイスだからです。チュートリアルは、Raspberry
Pi 3 Model B+、Raspberry Pi 4 Model B、および Ubuntu Server 20.04 LTS (HVM) で実行されている
Amazon EC2 インスタンスでテストされています。AWS CLI を使用し、コマンドを実行するには、最新
の Raspberry Pi OS (Raspberry Pi OS (64ビット) または OS Lite) を使用することをお勧めします。以前
のバージョンの OS でも動作する可能性がありますが、テストはしていません。

Note
チュートリアルでは、各ステップの目標を説明して、これまで当社で試していない IoT ハード
ウェアへの適応に役立つようにしていますが、他のデバイスに適応させる方法を具体的に説明
しているわけではありません。
• IoT デバイスのオペレーティングシステムに慣れていること
これらのチュートリアルの手順では、Raspberry Pi でサポートされているコマンドラインインターフェ
イスからの基本的な Linux コマンドとオペレーションの使用に慣れていることを前提としています。こ
れらのオペレーションに慣れていない場合は、チュートリアルを完了するのに時間がかかるかもしれま
せん。
これらのチュートリアルを完了するために望ましいのは、以下の操作方法を事前に理解しておくことで
す。
• コンポーネントの組み立てと接続、必要な電源へのデバイスの接続、メモリカードの取り付けと取り
外しなど、基本的なデバイス操作を安全に実行する。
• システムソフトウェアとファイルをデバイスにアップロードおよびダウンロードする。お使いのデバ
イスが microSD カードなどのリムーバブルストレージデバイスを使用していない場合は、デバイスに
接続し、システムソフトウェアとファイルをデバイスにアップロードおよびダウンロードする方法を
知っておく必要があります。
• デバイスを使用する予定のネットワークにデバイスを接続する。
• SSH ターミナルまたは同様のプログラムを使用して、別のコンピュータからデバイスに接続する。
• コマンドラインインターフェイスを使用して、デバイス上のファイルとディレクトリの作成、コ
ピー、移動、名前の変更、およびアクセス許可の設定を行う。
• デバイスに新しいプログラムをインストールする。
• FTP や SCP などのツールを使用して、デバイスとの間でファイルを転送する。
• IoT ソリューションの開発およびテスト環境
チュートリアルでは、必要なソフトウェアとハードウェアについて説明します。ただし、チュートリ
アルでは、オペレーションが明示的に説明されていない場合がありますが、実行できると想定していま
す。このようなハードウェアとオペレーションの例は次のとおりです。
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• ファイルをダウンロードして保存するローカルホストコンピュータ
Raspberry Pi の場合、これは通常、microSD メモリカードへの読み書きが可能なパーソナルコン
ピュータまたはラップトップです。ローカルホストコンピュータでは、次のことが必要です。
• インターネットに接続されている。
• AWS CLI がインストールされ、設定されている。
• AWS コンソールをサポートしているウェブブラウザがある。
• ローカルホストコンピュータをデバイスに接続して通信し、コマンドを入力し、ファイルを転送する
手段
Raspberry Pi では、これはローカルホストコンピュータからの SSH と SCP を使用して行われること
がよくあります。
• IoT デバイスに接続するモニターとキーボード
これらは役立ちますが、チュートリアルを完了するために必須ではありません。
• ローカルホストコンピュータと IoT デバイスがインターネットに接続する手段
これは、インターネットに接続されているルーターまたはゲートウェイへのケーブル接続またはワイ
ヤレスネットワーク接続です。ローカルホストは Raspberry Pi にも接続できる必要があります。これ
には、同じローカルエリアネットワーク上に存在することが必要になる場合があります。チュートリ
アルでは、特定のデバイスまたはデバイス構成に対してこれを設定する方法を説明することはできま
せんが、この接続をテストする方法を説明します。
• ローカルエリアネットワークのルーターにアクセスして、接続されたデバイスを表示する
このラーニングパスのチュートリアルを完了するには、IoT デバイスの IP アドレスを見つける必要が
あります。
ローカルエリアネットワークでは、デバイスが接続しているネットワークルーターの admin インター
フェイスにアクセスすることでこれを行うことができます。ルーター内のデバイスに固定 IP アドレス
を割り当てることができれば、デバイスが再起動するたびに行う再接続が簡単になります。
キーボードとモニターがデバイスに接続されている場合、ifconfig でデバイスの IP アドレスを表示で
きます。
これらの方法が使えない場合は、再起動するたびにデバイスの IP アドレスを特定する方法を見つける
必要があります。
必要な要素をすべて用意したら、the section called “AWS IoT Device Client 用のデバイスの準
備” (p. 129) に進みます。
このラーニングパスのチュートリアル
• チュートリアル: AWS IoT Device Client 用のデバイスの準備 (p. 129)
• チュートリアル: AWS IoT Device Client のインストールと設定 (p. 139)
• チュートリアル: AWS IoT Device Client との MQTT メッセージ通信をデモンストレーションす
る (p. 148)
• チュートリアル: AWS IoT Device Client でのリモートアクション (ジョブ) をデモンストレーションす
る (p. 162)
• チュートリアル: AWS IoT Device Client チュートリアルを実行した後のクリーンアップ (p. 172)
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チュートリアル: AWS IoT Device Client 用のデバイス
の準備
このチュートリアルでは、このラーニングパスの後続のチュートリアルに備えるための Raspberry Pi の初
期化を順を追って説明します。
このチュートリアルの目標は、デバイスのオペレーティングシステムの現在のバージョンをインストール
し、開発環境のコンテキストでデバイスと通信できるようにすることです。

このチュートリアルを開始するには、以下を行います。
• the section called “AWS IoT Device Client でデモを構築するための前提条件” (p. 127) にリストアップ
された項目を、利用可能で、すぐに使用できるようにしておく。
このチュートリアルの完了には 90 分ほどかかります。

このチュートリアルを終了したら、以下の状態になります。
• IoT デバイスに、最新のオペレーティングシステムが搭載されている。
• IoT デバイスには、後続のチュートリアルに必要なソフトウェアが追加されている。
• デバイスがインターネットに接続していることがわかる。
• 必要な証明書がデバイスにインストールされている。
このチュートリアルを完了した後、次のチュートリアルでは、AWS IoT Device Client を使用するデモのた
めにデバイスを準備します。
このチュートリアルの手順
• ステップ 1: デバイスのオペレーティングシステムをインストールおよび更新する (p. 129)
• ステップ 2: デバイスに必要なソフトウェアをインストールして確認する (p. 132)
• ステップ 3: デバイスをテストし、Amazon CA 証明書を保存する (p. 135)

ステップ 1: デバイスのオペレーティングシステムをインストー
ルおよび更新する
このセクションの手順では、Raspberry Pi がシステムドライブに使用する microSD カードを初期化する
方法について説明します。Raspberry Pi の microSD カードには、オペレーティングシステム (OS) ソフト
ウェアとそのアプリケーションファイルストレージ用のスペースが含まれています。Raspberry Pi を使用
していない場合は、デバイスの指示に従ってデバイスのオペレーティングシステムソフトウェアのインス
トールおよび更新をします。
このセクションを完了すると、IoT デバイスを起動し、ローカルホストコンピュータのターミナルプログ
ラムからそれに接続できるようになります。

必要な機器:
• ローカルでの開発およびテスト環境
• インターネットに接続できる Raspberry Pi またはお使いの IoT デバイス
• 少なくとも 8 GB の容量または OS および必要なソフトウェアに十分なストレージを備えた microSD メ
モリカード。
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Note
これらの演習での microSD カードの選択では、必要な大きさでできるだけ小さいものを選択し
てください。
小さな SD カードの方が、バックアップと更新が高速になります。Raspberry Pi では、これら
のチュートリアルに 8 GB を超える microSD カードは必要ありません。特定のアプリケーショ
ンにより多くのスペースが必要な場合は、このチュートリアルで保存するイメージファイル
のサイズが小さくなると、選択したカードのサポートされているすべての領域を使用するよう
に、大きなカードのファイルシステムのサイズを変更できます。

オプションの機器:
• Raspberry Pi に接続された USB キーボード
• モニターを Raspberry Pi に接続するための HDMI モニターとケーブル
このセクションの手順は次のとおりです。
• デバイスのオペレーティングシステムを microSD カードにロードする (p. 130)
• 新しいオペレーティングシステムで IoT デバイスを起動する (p. 131)
• ローカルホストコンピュータをデバイスに接続する (p. 131)

デバイスのオペレーティングシステムを microSD カードにロードする
この手順では、ローカルホストコンピュータを使用して、デバイスのオペレーティングシステムを
microSD カードにロードします。

Note
デバイスがオペレーティングシステムにリムーバブルストレージメディアを使用していない場
合は、そのデバイスの手順に従ってオペレーティングシステムをインストールし、the section
called “新しいオペレーティングシステムで IoT デバイスを起動する” (p. 131) に進みます。

オペレーティングシステムを Raspberry Pi にインストールするには
1.

ローカルホストコンピュータで、使用する Raspberry Pi オペレーティングシステムイメージをダウ
ンロードして解凍します。最新バージョンは以下から入手できます。https://www.raspberrypi.com/
software/operating-systems/
Raspberry Pi OS のバージョンを選択する
このチュートリアルでは Raspberry Pi OS Lite バージョンを使用します。これは、このラーニング
パスのこれらのチュートリアルをサポートする最小のバージョンだからです。このバージョンの
Raspberry Pi OS はコマンドラインインターフェイスのみを備えており、グラフィカルユーザーイン
ターフェイスはありません。グラフィカルユーザーインターフェイスを備えた最新の Raspberry Pi
OS のバージョンも、これらのチュートリアルで動作します。ただし、このラーニングパスで説明さ
れている手順では、コマンドラインインターフェイスのみを使用して Raspberry Pi 上でオペレーショ
ンを実行します。

2.

microSD カードをローカルホストコンピュータに挿入します。

3.

SD カードイメージングツールを使用して、解凍した OS イメージファイルを microSD カードに書き
込みます。

4.

Raspberry Pi OS イメージを microSD に書き込んだら、以下を行います。
a.

コマンドラインウィンドウまたはファイルエクスプローラーウィンドウで microSD カードの
BOOT パーティションを開きます。
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b.

5.

microSD カードの BOOT パーティションのルートディレクトリに、ファイル拡張子もコンテンツ
もない ssh という名前の空のファイルを作成します。これにより、初めて起動したときに SSH
通信を有効にするように Raspberry Pi に指示します。
microSD カードを取り出して、ローカルホストコンピュータから安全に取り外します。

microSD カードは the section called “新しいオペレーティングシステムで IoT デバイスを起動す
る” (p. 131) の準備ができました。

新しいオペレーティングシステムで IoT デバイスを起動する
この手順では、microSD カードをインストールし、ダウンロードしたオペレーティングシステムを使用し
て初めて Raspberry Pi を起動します。

新しいオペレーティングシステムで IoT デバイスを起動するには
1.

デバイスの電源を切った状態で、前のステップ the section called “デバイスのオペレーティングシステ
ムを microSD カードにロードする” (p. 130) の microSD カードを Raspberry Pi に挿入します。

2.
3.

デバイスを有線ネットワークに接続します。
これらのチュートリアルでは、SSH ターミナルを使用して、ローカルホストコンピュータから
Raspberry Pi とやり取りします。
デバイスと直接やり取りする場合は、次の方法も使用できます。
a.

4.

ローカルホストコンピュータのターミナルウィンドウを Raspberry Pi に接続する前に、HDMI モ
ニターを接続して Raspberry Pi のコンソールメッセージを確認します。
b. Raspberry Pi と直接やりとりする場合は、USB キーボード接続します。
電源を Raspberry Pi に接続し、初期化されるまで約 1 分待ちます。

5.

Raspberry Pi にモニターが接続されている場合は、そのモニターで起動プロセスを確認できます。
デバイスの IP アドレスを調べます。
• HDMI モニターを Raspberry Pi に接続した場合、モニターに表示されるメッセージに IP アドレス
が表示されます。
• Raspberry Pi が接続されているルーターにアクセスできる場合は、ルーターの admin インターフェ
イスでそのアドレスを確認できます。

Raspberry Pi の IP アドレスを取得したら、the section called “ローカルホストコンピュータをデバイスに
接続する” (p. 131) の準備が整います。

ローカルホストコンピュータをデバイスに接続する
この手順では、ローカルホストコンピュータ上のターミナルプログラムを使用して Raspberry Pi に接続
し、デフォルトのパスワードを変更します。

ローカルホストコンピュータをデバイスに接続するには
1.

ローカルホストコンピュータで、次の SSH ターミナルプログラムを開きます。
• Windows: PuTTY
• Linux/macOS: Terminal

Note
PuTTY は Windows に自動的にインストールされません。コンピュータにない場合は、ダウ
ンロードおよびインストールが必要になる場合があります。
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2.

ターミナルプログラムを Raspberry Pi の IP アドレスに接続し、デフォルトの認証情報を使用してロ
グインします。
username: pi
password: raspberry

3.

Raspberry Pi にログインしたら、pi ユーザーのパスワードを変更します。
passwd

プロンプトに従って、パスワードを変更します。
Changing password for pi.
Current password: raspberry
New password: YourNewPassword
Retype new password: YourNewPassword
passwd: password updated successfully

ターミナルウィンドウで Raspberry Pi のコマンドラインプロンプトが表示され、パスワードを変更した
ら、the section called “ステップ 2: デバイスに必要なソフトウェアをインストールして確認する” (p. 132)
に進む準備が整います。

ステップ 2: デバイスに必要なソフトウェアをインストールして
確認する
このセクションの手順は前のセクション (p. 129)の続きです。Raspberry Pi のオペレーティングシステム
を最新の状態に更新し、次のセクションで AWS IoT Device Client の構築とインストールに使用するソフ
トウェアを Raspberry Pi にインストールします。
このセクションを完了すると、Raspberry Pi には、このラーニングパスのチュートリアルで必要なソフト
ウェアである最新のオペレーティングシステムが搭載され、お客様の場所に合わせて設定されます。

必要な機器:
• 前のセクション (p. 129)で準備したローカルでの開発およびテスト環境
• 前のセクション (p. 129)で使用した Raspberry Pi
• 前のセクション (p. 129)で準備した microSD メモリカード

Note
Raspberry Pi Model 3+ および Raspberry Pi Model 4 は、このラーニングパスで説明されているす
べてのコマンドを実行できます。IoT デバイスがソフトウェアをコンパイルできない場合や AWS
Command Line Interface を実行できない場合は、ソフトウェアをビルドし、IoT デバイスに転送
するために、必要なコンパイラをローカルホストコンピュータにインストールする必要がある
場合があります。デバイスにソフトウェアをインストールおよびビルドする方法の詳細について
は、デバイスのソフトウェアのドキュメントを参照してください。
このセクションの手順は次のとおりです。
• オペレーティングシステムソフトウェアを更新する (p. 133)
• 必要なアプリケーションおよびライブラリをインストールする (p. 134)
• (オプション) microSD カードイメージを保存する (p. 134)
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オペレーティングシステムソフトウェアを更新する
この手順では、オペレーティングシステムソフトウェアを更新します。

Raspberry Pi でオペレーティングシステムソフトウェアをアップデートするには
ローカルホストコンピュータのターミナルウィンドウでこれらの手順を実行します。
1.

Raspberry Pi のシステムソフトウェアを更新するには、次のコマンドを入力します。
sudo apt-get -y update
sudo apt-get -y upgrade
sudo apt-get -y autoremove

2.

Raspberry Pi のロケールとタイムゾーンの設定を更新します (オプション)。
次のコマンドを入力して、デバイスのロケールとタイムゾーンの設定を更新します。
sudo raspi-config

a.

デバイスのロケールを設定するには、次の手順を実行します。
i.

[Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config)] (Raspberry Pi ソフトウェア設定
ツール (raspi-config)) 画面で、オプション [5] を選択します。
5 Localisation Options Configure language and regional settings
Tab キーを使用して [<Select>] (<選択>) に移動してから、space bar を押します。

ii.

ローカリゼーションオプションメニューで、オプション [L1] を選択します。
L1 Locale Configure language and regional settings
Tab キーを使用して [<Select>] (<選択>) に移動してから、space bar を押します。

iii.

ロケールのオプションの一覧で、矢印キーを使用してスクロールし、space bar を使用して
インストールするものをマークすることで、Raspberry Pi にインストールするロケールを選
択します。
米国では、en_US.UTF-8 を選択するのが適切です。

iv.
b.

デバイスのロケールを選択したら、Tab キーを使用して [<OK>] を選択してから space bar
を押して、[Configuring locales] (ロケールの設定) 確認ページを表示します。

デバイスのタイムゾーンを設定するには、次の手順を実行します。
i.

[raspi-config] (raspi-config) 画面で、オプション [5] を選択します。
5 Localisation Options Configure language and regional settings
Tab キーを使用して [<Select>] (<選択>) に移動してから、space bar を押します。

ii.

ローカリゼーションオプションメニューで、矢印キーを使用してオプション [L2] を次のよう
に選択します。
L2 time zone Configure time zone
Tab キーを使用して [<Select>] (<選択>) に移動してから、space bar を押します。

iii.

[Configuring tzdata] (tzdata の設定) メニューで、リストから自身の地域を選択します。
Tab キーを使用して [<OK>] に移動し、space bar を押します。

iv.

都市のリストで、矢印キーを使用して、自身のタイムゾーン内の都市を選択します。
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タイムゾーンを設定するには、Tab キー を使用して [<OK>] に移動してから、space bar を
押します。
c.
3.

設定の更新が完了したら、Tab キーを使用して [<Finish>] (<完了>) に移動してから、space bar
を押して [raspi-config] アプリケーションを閉じます。

Raspberry Pi を再起動するには、次のコマンドを入力します。
sudo shutdown -r 0

4.

Raspberry Pi が再起動するのを待ちます。

5.

Raspberry Pi が再起動したら、ローカルホストコンピュータのターミナルウィンドウを Raspberry Pi
に再接続します。

Raspberry Pi システムソフトウェアが設定され、the section called “必要なアプリケーションおよびライブ
ラリをインストールする” (p. 134) に進む準備が整いました。

必要なアプリケーションおよびライブラリをインストールする
この手順では、以降のチュートリアルで使用するアプリケーションソフトウェアとライブラリをインス
トールします。
Raspberry Pi を使用している場合、または IoT デバイスで必要なソフトウェアをコンパイルできる場合
は、ローカルホストコンピュータのターミナルウィンドウで次の手順を実行します。ローカルホストコン
ピュータ上で IoT デバイス用のソフトウェアをコンパイルする必要がある場合は、デバイス上でこれらの
手順を実行する方法について、IoT デバイスのソフトウェアドキュメントを確認してください。

アプリケーションソフトウェアとライブラリを Raspberry Pi にインストールするには
1.

次のコマンドを入力して、アプリケーションソフトウェアとライブラリをインストールします。
sudo apt-get -y install build-essential libssl-dev cmake unzip git python3-pip

2.

次のコマンドを入力して、正しいバージョンのソフトウェアがインストールされていることを確認し
ます。
gcc --version
cmake --version
openssl version
git --version

3.

次のバージョンのアプリケーションソフトウェアがインストールされていることを確認します。
• gcc 9.3.0 以降
• cmake 3.10.x 以降
• OpenSSL 1.1.1 以降
• git 2.20.1 以降

Raspberry Pi に必要なアプリケーションソフトウェアの許容バージョンがある場合、the section called
“(オプション) microSD カードイメージを保存する” (p. 134) に進む準備が整っています。

(オプション) microSD カードイメージを保存する
このラーニングパスのチュートリアルの各所で、Raspberry Pi の microSD カードイメージのコピーをロー
カルホストコンピュータ上のファイルに保存する手順が言及されています。この手順は奨励されています
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が、必須タスクではありません。提案されているところで microSD カードのイメージを保存することで、
このラーニングパスのセーブポイントの前にある手順をスキップできます。これにより、何かを再試行す
る必要がある場合に時間を節約できます。microSD カードのイメージを定期的に保存しないと、その結果
として、microSD カードが破損した場合、またはアプリケーションやその設定を誤って構成した場合は、
ラーニングパスのチュートリアルを最初からやり直す必要がある可能性があります。
この時点で、Raspberry Pi の microSD カードに更新された OS と基本的なアプリケーションソフトウェア
がロードされています。この時点で、microSD カードの内容をファイルに保存することで、これまでの手
順を完了するのにかかる時間を節約できます。デバイスの microSD イメージの現在のイメージがあれば、
最初からソフトウェアをインストールして更新することなく、この時点からチュートリアルや手順を続行
または再試行できます。

microSD カードのイメージをファイルに保存するには
1.

次のコマンドを入力して Raspberry Pi をシャットダウンします。
sudo shutdown -h 0

2.

Raspberry Pi が完全にシャットダウンしたら、電源を切ります。

3.

Raspberry Pi から microSD カードを取り外します。

4.

ローカルホストコンピュータで、次の操作を行います。
a.

microSD カードを挿入します。

b.

SD カードイメージングツールを使用して、microSD カードのイメージをファイルに保存しま
す。

c.

microSD カードのイメージを保存したら、ローカルホストコンピュータからカードを取り出しま
す。

5.

Raspberry Pi の電源を切断した状態で、microSD カードを Raspberry Pi に挿入します。

6.

Raspberry Pi の電源を入れます。

7.

約 1 分待ってからローカルホストコンピュータで、Raspberry Pi に接続されていたローカルホストコ
ンピュータのターミナルウィンドウを再接続し、Raspberry Pi にログインします。

ステップ 3: デバイスをテストし、Amazon CA 証明書を保存する
前のセクション (p. 132)に引き続き、このセクションの手順では、AWS Command Line Interface および
AWS IoT Core との接続を認証するために使用される認証局証明書をインストールします。
このセクションを完了すると、Raspberry Pi に AWS IoT Device Client をインストールするのに必要なシ
ステムソフトウェアが搭載され、インターネットへの接続が機能していることがわかります。

必要な機器:
• 前のセクション (p. 132)で準備したローカルでの開発およびテスト環境
• 前のセクション (p. 132)で使用した Raspberry Pi
• 前のセクション (p. 132)で準備した microSD メモリカード
このセクションの手順は次のとおりです。
• AWS Command Line Interface をインストールする (p. 136)
• AWS アカウント 認証情報を設定する (p. 136)
• Amazon ルート CA 証明書をダウンロードする (p. 137)
• (オプション) microSD カードイメージを保存する (p. 138)
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AWS Command Line Interface をインストールする
この手順では、AWS CLI を Raspberry Pi にインストールします。
Raspberry Pi を使用している場合、または IoT デバイスでソフトウェアをコンパイルできる場合は、ロー
カルホストコンピュータのターミナルウィンドウで次の手順を実行します。ローカルホストコンピュー
タで IoT デバイス用のソフトウェアをコンパイルする必要がある場合は、IoT デバイスのソフトウェアド
キュメントで、必要なライブラリに関する情報を確認してください。

Raspberry Pi を AWS CLI にインストールするには
1.

AWS CLI をダウンロードしてインストールするには、次のコマンドを実行します。
export PATH=$PATH:~/.local/bin # configures the path to include the directory with the
AWS CLI
git clone https://github.com/aws/aws-cli.git # download the AWS CLI code from GitHub
cd aws-cli && git checkout v2 # go to the directory with the repo and checkout version
2
pip3 install -r requirements.txt # install the prerequisite software

2.

AWS CLI をインストールするには、次のコマンドを実行します。このコマンドは完了までに、最大で
15 分かかります。
pip3 install . # install the AWS CLI

3.

次のコマンドを実行して、正しいバージョンの AWS CLI がインストールされていることを確認しま
す。
aws --version

AWS CLI のバージョンは 2.2 以降でなければなりません。
AWS CLI の現在のバージョンが表示されたら、the section called “AWS アカウント 認証情報を設定す
る” (p. 136) に進む準備ができています。

AWS アカウント 認証情報を設定する
この手順では、AWS アカウント認証情報を取得し、それを Raspberry Pi で使用するために追加します。

デバイスに AWS アカウント 認証情報を追加するには
1.

[Access Key ID] (アクセスキー ID) と [Secret Access Key] (シークレットアクセスキー) を AWS アカ
ウント から取得してデバイスで AWS CLI を認証します。
AWS IAM を初めて利用する場合は、デバイス上で使用する AWS IAM 認証情報をAWS コンソール
で作成するために実行するプロセスの説明が https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledgecenter/create-access-key/ にあります。

2.

Raspberry Pi に接続されているローカルホストコンピュータのターミナルウィンドウで、デバイスの
[Access Key ID] (アクセスキー ID) と [Secret Access Key] (シークレットアクセスキー) 認証情報を使
用して、次の操作を行います。
a.

次のコマンドで AWS 設定アプリケーションを実行します。
aws configure

b.

プロンプトが表示されたら、認証情報と設定情報を入力します。
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AWS Access Key ID: your Access Key ID
AWS Secret Access Key: your Secret Access Key
Default region name: your AWS ##### code
Default output format: json

3.

次のコマンドを実行して、デバイスが AWS アカウント および AWS IoT Core エンドポイントにアク
セスできることをテストします。
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS

このコマンドで、AWS アカウント に固有の AWS IoT データエンドポイントが、次の例のように返さ
れるはずです。
{
}

"endpointAddress": "a3EXAMPLEffp-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com"

AWS アカウント に固有の AWS IoT データエンドポイントが表示されたら、Raspberry Pi は接続して
いてアクセス許可を取得しているので、the section called “Amazon ルート CA 証明書をダウンロードす
る” (p. 137) に進みます。

Important
AWS アカウント 認証情報は、Raspberry Pi の microSD カードに保存されました。これで今後の
AWS とのやり取りが、ユーザーにとっても、このチュートリアルで作成するソフトウェアにとっ
ても簡単になりますが、デフォルトでは、このステップの後に作成した microSD イメージにも認
証情報が保存され、複製されます。
AWS アカウント 認証情報のセキュリティを保護するため、microSD カードイメージの保存を
さらに行う前に、aws configure を再実行して認証情報を消去し、[Access Key ID] (アクセ
スキー ID) と [Secret Access Key] (シークレットアクセスキー) にランダムな文字列を入力し
て、AWS アカウント 認証情報への危険を防止することを検討してください。
不注意で AWS アカウント 認証情報を保存してしまった場合は、AWS IAM コンソールで認証情
報を無効にすることができます。

Amazon ルート CA 証明書をダウンロードする
この手順では、Amazon ルート認証局 (CA) の証明書のコピーをダウンロードして保存します。この証明書
をダウンロードすると、以降のチュートリアルで使用するために保存され、デバイスと AWS のサービス
との接続もテストされます。

Amazon ルート CA 証明書をダウンロードして保存するには
1.

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

2.

次のコマンドを実行して、Amazon ルート CA 証明書をダウンロードします。
curl -o ~/certs/AmazonRootCA1.pem https://www.amazontrust.com/repository/
AmazonRootCA1.pem

3.

次のコマンドを実行して、証明書ディレクトリとそのファイルへのアクセス権を設定します。
chmod 745 ~
chmod 700 ~/certs
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chmod 644 ~/certs/AmazonRootCA1.pem

4.

次のコマンドを実行して、新しいディレクトリ内の CA 証明書ファイルを確認します。
ls -l ~/certs

次のようなエントリが表示されます。日付と時刻は異なりますが、ファイルサイズおよびその他の情
報はここに示すものと同じである必要があります。
-rw-r--r-- 1 pi pi 1188 Oct 28 13:02 AmazonRootCA1.pem

ファイルサイズが 1188 でない場合、curl コマンドパラメータを確認します。間違ったファイルをダ
ウンロードした可能性があります。

(オプション) microSD カードイメージを保存する
この時点で、Raspberry Pi の microSD カードに更新された OS と基本的なアプリケーションソフトウェア
がロードされています。

microSD カードのイメージをファイルに保存するには
1.

ローカルホストコンピュータのターミナルウィンドウで、AWS 認証情報をクリアします。
a.

次のコマンドで AWS 設定アプリケーションを実行します。
aws configure

b.

プロンプトが表示されたら、認証情報を置き換えます。Enter を押すことによって、[Default
region name] (デフォルトリージョン名) と [Default output format] (デフォルト出力形式) をそのま
まにしておくことができます。
AWS Access Key ID [****************YT2H]: XYXYXYXYX
AWS Secret Access Key [****************9plH]: XYXYXYXYX
Default region name [us-west-2]:
Default output format [json]:

2.

次のコマンドを入力して Raspberry Pi をシャットダウンします。
sudo shutdown -h 0

3.
4.

Raspberry Pi が完全にシャットダウンしたら、電源コネクタを取り外します。
デバイスから microSD カードを取り外します。

5.

ローカルホストコンピュータで、次の操作を行います。
a.

microSD カードを挿入します。

b.

6.
7.
8.

SD カードイメージングツールを使用して、microSD カードのイメージをファイルに保存しま
す。
c. microSD カードのイメージを保存したら、ローカルホストコンピュータからカードを取り出しま
す。
Raspberry Pi の電源を切断した状態で、microSD カードを Raspberry Pi に挿入します。
デバイスに電源を入れます。
約 1 分後、ローカルホストコンピュータで、ターミナルウィンドウセッションを再起動し、デバイス
にログインします。
AWS アカウント 認証情報はまだ再入力しないようにします。

138

AWS IoT Core デベロッパーガイド
AWS IoT Device Client のインストールと設定

Raspberry Pi を再起動してログインしたら、the section called “AWS IoT Device Client のインストールと
設定” (p. 139) に進む準備が整います。

チュートリアル: AWS IoT Device Client のインストー
ルと設定
このチュートリアルでは、AWS IoT Device Client のインストールと設定、およびこのデモやその他のデモ
で使用する AWS IoT リソースの作成について、順を追って説明します。

このチュートリアルを開始するには、以下を行います。
• 前のチュートリアル (p. 129)でローカルホストコンピュータと Raspberry Pi が使用できるようにして
おく。
このチュートリアルの完了には最大 90 分かかる場合があります。

このトピックが終了したら、次の状態になります。
• IoT デバイスが、他の AWS IoT Device Client のデモでも使用できる状態になります。
• AWS IoT Core の IoT デバイスがプロビジョニングされます。
• デバイスに AWS IoT Device Client がダウンロードされ、インストールされています。
• デバイスの microSD カードのイメージが保存され、以降のチュートリアルで使用できるようになってい
ます。

必要な機器:
• 前のセクション (p. 135)で準備したローカルでの開発およびテスト環境
• 前のセクション (p. 135)で使用した Raspberry Pi
• 前のセクション (p. 135)で使用した Raspberry Pi の microSD メモリカード
このチュートリアルの手順
• ステップ 1: AWS IoT Device Client をダウンロードして保存する (p. 139)
• (オプション) microSD カードイメージを保存する (p. 141)
• ステップ 2: AWS IoT で Raspberry Pi をプロビジョニングする (p. 141)
• ステップ 3: AWS IoT Device Client を設定して接続をテストする (p. 145)

ステップ 1: AWS IoT Device Client をダウンロードして保存する
このセクションの手順では、AWS IoT Device Client をダウンロードし、コンパイルし、Raspberry Pi に
インストールします。インストールをテストした後、Raspberry Pi の microSD カードのイメージを保存し
て、後でチュートリアルをもう一度試すときに使用できます。
このセクションの手順は次のとおりです。
• AWS IoT Device Client をダウンロードしてビルドする (p. 139)
• チュートリアルで使用するディレクトリを作成する (p. 140)

AWS IoT Device Client をダウンロードしてビルドする
この手順では、Raspberry Pi 上の AWS IoT Device Client をインストールします。
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Raspberry Pi に接続されているローカルホスト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。

Raspberry Pi に AWS IoT Device Client をインストールするには
1.

次のコマンドを入力して、Raspberry Pi に AWS IoT Device Client をダウンロードしてビルドしま
す。
cd ~
git clone https://github.com/awslabs/aws-iot-device-client aws-iot-device-client
mkdir ~/aws-iot-device-client/build && cd ~/aws-iot-device-client/build
cmake ../

2.

次のコマンドを実行して、AWS IoT Device Client をビルドします。このコマンドは完了までに、最大
で 15 分かかります。
cmake --build . --target aws-iot-device-client

AWS IoT Device Client のコンパイル中に表示される警告メッセージは無視できます。
これらのチュートリアルは、2021 年 10 月 30 日版の Raspberry Pi OS (bullseye) バージョン
(Raspbian 10.2.1-6+rpi1) 10.2.1 20210110 の gcc、2021 年 5 月 7 日版の Raspberry Pi OS (buster)
バージョン (Raspbian 8.3.0-6+rpi1) 8.3.0 の gcc でビルドされた AWS IoT Device Client でテストされ
ています。
3.

AWS IoT Device Client がビルドを完了したら、次のコマンドを実行してテストします。
./aws-iot-device-client --help

AWS IoT Device Client のコマンドラインヘルプが表示された場合、AWS IoT Device Client は正常にビル
ドされ、使用できる状態です。

チュートリアルで使用するディレクトリを作成する
この手順では、このラーニングパスのチュートリアルで使用されるファイルを保存するために使用される
ディレクトリを Raspberry Pi 上に作成します。

このラーニングパスのチュートリアルで使用されるディレクトリを作成するには、次の手順を実
行します。
1.

次のコマンドを実行して、必要なディレクトリを作成します。
mkdir
mkdir
mkdir
mkdir
mkdir
mkdir

2.

~/dc-configs
~/policies
~/messages
~/certs/testconn
~/certs/pubsub
~/certs/jobs

次のコマンドを実行して、新しいディレクトリに対するアクセス許可を設定します。
chmod
chmod
chmod
chmod

745
700
700
700

~
~/certs/testconn
~/certs/pubsub
~/certs/jobs
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これらのディレクトリを作成してアクセス許可を設定したら、the section called “(オプション) microSD
カードイメージを保存する” (p. 141) に進みます。

(オプション) microSD カードイメージを保存する
この時点で、Raspberry Pi の microSD カードに更新された OS、基本的なアプリケーションソフトウェ
ア、および AWS IoT Device Client が格納されています。
これらの演習とチュートリアルをもう一度試してみたい場合は、この手順で保存した microSD カードの
イメージを新しい microSD カードに書き込み、前の手順をスキップして、the section called “ステップ 2:
AWS IoT で Raspberry Pi をプロビジョニングする” (p. 141) からチュートリアルを続けることができま
す。

microSD カードのイメージをファイルに保存するには、次の手順を実行します。
Raspberry Pi に接続されているローカルホストコンピュータのターミナルウィンドウで、次の操作を行い
ます。
1.

AWS アカウント 認証情報が保存されていないことを確認します。
a.

次のコマンドで AWS 設定アプリケーションを実行します。
aws configure

b.

認証情報が保存されている場合 (プロンプトに表示されている場合)、以下に示すようにプロンプ
トが表示されたら、文字列 XYXYXYXYX を入力します。[Default region name] (デフォルトリー
ジョン名) と [Default output format] (デフォルト出力形式) はブランクのままにしておきます。
AWS Access Key ID [****************YXYX]: XYXYXYXYX
AWS Secret Access Key [****************YXYX]: XYXYXYXYX
Default region name:
Default output format:

2.

次のコマンドを入力して、Raspberry Pi をシャットダウンします。
sudo shutdown -h 0

3.

Raspberry Pi が完全にシャットダウンしたら、電源コネクタを取り外します。

4.

デバイスから microSD カードを取り外します。

5.

ローカルホストコンピュータで、次の操作を行います。
a.

microSD カードを挿入します。

b.

SD カードイメージングツールを使用して、microSD カードのイメージをファイルに保存しま
す。

c.

microSD カードのイメージを保存したら、ローカルホストコンピュータからカードを取り出しま
す。

この microSD は the section called “ステップ 2: AWS IoT で Raspberry Pi をプロビジョニングす
る” (p. 141) で引き続き使用できます。

ステップ 2: AWS IoT で Raspberry Pi をプロビジョニングする
このセクションの手順は、AWS CLI と AWS IoT Device Client がインストールされ、保存された microSD
イメージから開始し、AWS IoT リソースと Raspberry Pi をプロビジョニングするデバイス証明書を AWS
IoT に作成します。
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Raspberry Pi に microSD カードをインストールします。
この手順では、このラーニングパスのチュートリアルを続けることができるように、必要なソフトウェア
がロードおよび設定された microSD カードを Raspberry Pi にインストールし、AWS アカウント を設定し
ます。
このラーニングパスの演習とチュートリアルに必要なソフトウェアが格納されている the section called
“(オプション) microSD カードイメージを保存する” (p. 141) で作成した microSD カードを使用します。

Raspberry Pi に microSD カードをインストールするには
1.

Raspberry Pi の電源を切断した状態で、microSD カードを Raspberry Pi に挿入します。

2.

Raspberry Pi の電源を入れます。

3.

約 1 分後、ローカルホストコンピュータで、ターミナルウィンドウセッションを再起動
し、Raspberry Pi にログインします。

4.

ローカルホストコンピュータのターミナルウィンドウで、[Access Key ID] (アクセスキー ID) と
[Secret Access Key] (シークレットアクセスキー) を使用して、Raspberry Pi の認証情報に次の操作を
行います。
a.

次のコマンドで AWS 設定アプリケーションを実行します。
aws configure

b.

プロンプトが表示されたら、AWS アカウント 認証情報と設定情報を次のように入力します。
AWS Access Key ID [****************YXYX]: your Access Key ID
AWS Secret Access Key [****************YXYX]: your Secret Access Key
Default region name [us-west-2]: your AWS ##### code
Default output format [json]: json

AWS アカウント 認証情報を復元したら、the section called “AWS IoT Core でデバイスをプロビジョニン
グする” (p. 142) に進む準備が整います。

AWS IoT Core でデバイスをプロビジョニングする
このセクションの手順では、Raspberry Pi をプロビジョニングする AWS IoT リソースを AWS IoT に作成
します。これらのリソースを作成する際には、さまざまな情報を記録するように求められます。この情報
は、次に行う手順の AWS IoT Device Client の設定に使用します。
Raspberry Pi が AWS IoT で機能するためには、プロビジョニングする必要があります。プロビジョニング
は、Raspberry Pi を IoT デバイスとしてサポートするために必要な AWS IoT リソースを作成および設定す
るプロセスです。
Raspberry Pi の電源を入れて再起動したら、ローカルホストコンピュータのターミナルウィンドウを
Raspberry Pi に接続し、以下の手順を完了します。
このセクションの手順は次のとおりです。
• デバイス証明書ファイルを作成およびダウンロードする (p. 142)
• AWS IoT リソースの作成 (p. 143)

デバイス証明書ファイルを作成およびダウンロードする
この手順では、このデモのデバイス証明書ファイルが作成されます。
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Raspberry Pi のデバイス証明書ファイルを作成してダウンロードするには
1.

ローカルホストコンピュータのターミナルウィンドウで、次のコマンドを入力して、デバイスのデバ
イス証明書ファイルを作成します。
mkdir ~/certs/testconn
aws iot create-keys-and-certificate \
--set-as-active \
--certificate-pem-outfile "~/certs/testconn/device.pem.crt" \
--public-key-outfile "~/certs/testconn/public.pem.key" \
--private-key-outfile "~/certs/testconn/private.pem.key"

このコマンドでは次のようなレスポンスが返されます。後で使用できるように、certificateArn
の値を記録しておきます。
{

"certificateArn": "arn:aws:iot:uswest-2:57EXAMPLE833:cert/76e7e4edb3e52f52334be2f387a06145b2aa4c7fcd810f3aea2d92abc227d269",
"certificateId":
"76e7e4edb3e52f5233EXAMPLE7a06145b2aa4c7fcd810f3aea2d92abc227d269",
"certificatePem": "-----BEGIN CERTIFICATE----\nMIIDWTCCAkGgAwIBAgI_SHORTENED_FOR_EXAMPLE_Lgn4jfgtS\n-----END CERTIFICATE-----\n",
"keyPair": {
"PublicKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY----\nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BA_SHORTENED_FOR_EXAMPLE_ImwIDAQAB\n-----END PUBLIC KEY-----\n",
"PrivateKey": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----\nMIIEowIBAAKCAQE_SHORTENED_FOR_EXAMPLE_T9RoDiukY\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\n"
}
}

2.

次のコマンドを入力して、証明書ディレクトリとそのファイルに対するアクセス許可を設定します。
chmod
chmod
chmod
chmod

3.

745
700
644
600

~
~/certs/testconn
~/certs/testconn/*
~/certs/testconn/private.pem.key

次のコマンドを実行して、証明書のディレクトリおよびファイルに対するアクセス許可を確認しま
す。
ls -l ~/certs/testconn

コマンドの出力は、ファイルの日付と時刻が異なることを除いて、ここで表示されるものと同じであ
る必要があります。
-rw-r--r-- 1 pi pi 1220 Oct 28 13:02 device.pem.crt
-rw------- 1 pi pi 1675 Oct 28 13:02 private.pem.key
-rw-r--r-- 1 pi pi 451 Oct 28 13:02 public.pem.key

この時点で、デバイス証明書ファイルが Raspberry Pi にインストールされており、the section called
“AWS IoT リソースの作成” (p. 143) に進むことができます。

AWS IoT リソースの作成
この手順では、AWS IoT でデバイスをプロビジョニングするために、デバイスが AWS IoT 機能とサービ
スにアクセスするのに必要なリソースを作成します。
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AWS IoT でデバイスをプロビジョニングするには
1.

ローカルホストコンピュータのターミナルウィンドウで、次のコマンドを入力して、AWS アカウント
のデバイスデータエンドポイントのアドレスを取得します。
aws iot describe-endpoint --endpoint-type IoT:Data-ATS

これまでの手順で入力したコマンドでは次のようなレスポンスが返されます。後で使用できるよう
に、endpointAddress の値を記録しておきます。
{
}

2.

"endpointAddress": "a3qjEXAMPLEffp-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com"

次のコマンドを入力して、Raspberry Pi 用の AWS IoT のモノのリソースを作成します。
aws iot create-thing --thing-name "DevCliTestThing"

AWS IoT のモノのリソースが作成された場合、コマンドは次のようなレスポンスを返します。
{

}

3.

"thingName": "DevCliTestThing",
"thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:thing/DevCliTestThing",
"thingId": "8ea78707-32c3-4f8a-9232-14bEXAMPLEfd"

ターミナルウィンドウで、次の操作を行います。
a.

nano などのテキストエディタを開きます。

b.

この JSON ポリシードキュメントをコピーして、開いているテキストエディタに貼り付けます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish",
"iot:Subscribe",
"iot:Receive",
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]

Note
このポリシードキュメントでは、すべてのリソースに対する接続、受信、発行、および
サブスクリプションを許可するという広範なアクセス許可が付与されます。通常、ポ
リシーは、特定のアクションを実行するアクセス許可を特定のリソースのみに付与しま
す。ただし、最初のデバイス接続テストでは、このテスト中のアクセス問題の可能性を
最小限に抑えるために、この過度に一般的で広範なアクセス許可を付与するポリシーが
使用されます。以降のチュートリアルでは、より狭い範囲のポリシードキュメントを使
用して、ポリシー設計のより良いプラクティスを示します。
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c.
4.

テキストエディタのファイルを ~/policies/dev_cli_test_thing_policy.json として保
存します。

次のコマンドを実行して、前の手順のポリシードキュメントを使用して AWS IoT ポリシーを作成しま
す。
aws iot create-policy \
--policy-name "DevCliTestThingPolicy" \
--policy-document "file://~/policies/dev_cli_test_thing_policy.json"

ポリシーが作成されると、コマンドは次のようなレスポンスを返します。
{

"policyName": "DevCliTestThingPolicy",
"policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:policy/DevCliTestThingPolicy",
"policyDocument": "{\n
\"Version\": \"2012-10-17\",\n
\"Statement\": [\n
{\n
\"Effect\": \"Allow\",\n
\"Action\": [\n
\"iot:Publish\",\n
\"iot:Subscribe\",\n
\"iot:Receive\",
\n
\"iot:Connect\"\n
],\n
\"Resource\": [\n
\"*\"\n
]\n
}\n
]\n}\n",
"policyVersionId": "1"
}

5.

次のコマンドを実行して、ポリシーをデバイス証明書にアタッチします。certificateArn を以前
に保存した certificateArn の値に置き換えます。
aws iot attach-policy \
--policy-name "DevCliTestThingPolicy" \
--target "certificateArn"

成功すると、このコマンドは何も返しません。
6.

次のコマンドを実行して、デバイス証明書を AWS IoT のモノのリソースにアタッチしま
す。certificateArn を以前に保存した certificateArn の値に置き換えます。
aws iot attach-thing-principal \
--thing-name "DevCliTestThing" \
--principal "certificateArn"

成功すると、このコマンドは何も返しません。
AWS IoT でデバイスを正常にプロビジョニングすると、the section called “ステップ 3: AWS IoT Device
Client を設定して接続をテストする” (p. 145) に進む準備が整います。

ステップ 3: AWS IoT Device Client を設定して接続をテストする
このセクションの手順では、AWS IoT Device Client を設定して、Raspberry Pi から MQTT メッセージを
発行します。
このセクションの手順は次のとおりです。
• 設定ファイルを作成する (p. 146)
• MQTT テストクライアントを開く (p. 147)
• AWS IoT Device Client を実行する (p. 147)
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設定ファイルを作成する
この手順では、設定ファイルを作成して AWS IoT Device Client をテストします。

設定ファイルを作成して AWS IoT Device Client をテストするには
•

Raspberry Pi に接続されているローカルホストコンピュータのターミナルウィンドウで、次の操作を
行います。
a.

次のコマンドを入力して、設定ファイルのディレクトリを作成し、ディレクトリに対するアクセ
ス許可を設定します。
mkdir ~/dc-configs
chmod 745 ~/dc-configs

b.

nano などのテキストエディタを開きます。

c.

この JSON ドキュメントをコピーして、開いているテキストエディタに貼り付けます。
{

"endpoint": "a3qEXAMPLEaffp-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com",
"cert": "~/certs/testconn/device.pem.crt",
"key": "~/certs/testconn/private.pem.key",
"root-ca": "~/certs/AmazonRootCA1.pem",
"thing-name": "DevCliTestThing",
"logging": {
"enable-sdk-logging": true,
"level": "DEBUG",
"type": "STDOUT",
"file": ""
},
"jobs": {
"enabled": false,
"handler-directory": ""
},
"tunneling": {
"enabled": false
},
"device-defender": {
"enabled": false,
"interval": 300
},
"fleet-provisioning": {
"enabled": false,
"template-name": "",
"template-parameters": "",
"csr-file": "",
"device-key": ""
},
"samples": {
"pub-sub": {
"enabled": true,
"publish-topic": "test/dc/pubtopic",
"publish-file": "",
"subscribe-topic": "test/dc/subtopic",
"subscribe-file": ""
}
},
"config-shadow": {
"enabled": false
},
"sample-shadow": {
"enabled": false,
"shadow-name": "",
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}

}

"shadow-input-file": "",
"shadow-output-file": ""

d.

####### 値を the section called “AWS IoT Core でデバイスをプロビジョニングする” (p. 142)
で取得した AWS アカウント のデバイスデータエンドポイントに置き換えます。

e.

テキストエディタのファイルを ~/dc-configs/dc-testconn-config.json として保存しま
す。

f.

次のコマンドを実行して、新しい設定ファイルでアクセス許可を設定します。
chmod 644 ~/dc-configs/dc-testconn-config.json

ファイルを保存すると、the section called “MQTT テストクライアントを開く” (p. 147) に進む準備が整い
ます。

MQTT テストクライアントを開く
この手順では、AWS IoT コンソールの [MQTT test client] (MQTT テストクライアント) を準備して、AWS
IoT Device Client がその実行時に発行する MQTT メッセージをサブスクライブします。

[MQTT test client] (MQTT テストクライアント) を準備してすべての MQTT メッセージをサブスク
ライブするには
1.
2.

3.

ローカルホストコンピュータの AWS IoT コンソールで、[MQTT test client] (MQTT テストクライアン
ト) を選択します。
[Subscribe to a topic] (トピックをサブスクライブする) タブの [Topic filter] (トピックのフィルター)
に# (£) を入力し、[Subscribe] (サブスクライブ) をクリックして、すべての MQTT トピックをサブス
クライブします。
[Subscriptions] (サブスクリプション) ラベルの下に、「#」(単一の # 記号) が表示されることを確認し
ます。

ウィンドウで [MQTT test client] (MQTT テストクライアント) を開いたままにして、the section called
“AWS IoT Device Client を実行する” (p. 147) に進みます。

AWS IoT Device Client を実行する
この手順では、AWS IoT Device Client を実行して、[MQTT test client] (MQTT テストクライアント) が受
信して表示する単一の MQTT メッセージを発行するようにします。

AWS IoT Device Client から MQTT メッセージを送信するには
1.

この手順を実行する際に、Raspberry Pi に接続されているターミナルウィンドウと、[MQTT test
client] (MQTT テストクライアント) のウィンドウが両方とも表示できることを確認します。

2.

ターミナルウィンドウで次のコマンドを入力して、the section called “設定ファイルを作成す
る” (p. 146) で作成した設定ファイルを使用する AWS IoT Device Client を実行します。
cd ~/aws-iot-device-client/build
./aws-iot-device-client --config-file ~/dc-configs/dc-testconn-config.json

ターミナルウィンドウで、AWS IoT Device Client は、情報メッセージと、実行時に発生するエラーを
表示します。
ターミナルウィンドウにエラーが表示されない場合は、[MQTT test client] (MQTT テストクライアン
ト) を確認します。
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3.

[MQTT test client] (MQTT テストクライアント) の [Subscriptions] (サブスクリプション) ウィンドウ
で、test/dc/pubtopic メッセージトピックに送信された「Hello World!」メッセージを確認しま
す。

4.

AWS IoT Device Client にエラーが表示されず、[MQTT test client] (MQTT テストクライアント) に
test/dc/pubtopic に送信された「Hello World!」が表示された場合、接続が成功したことが実証さ
れています。

5.

ターミナルウィンドウで ^C (Ctrl-C) を入力すると AWS IoT Device Client が停止します。

AWS IoT Device Client が Raspberry Pi で正しく動作しており、AWS IoT と通信できることを実証した
ら、the section called “AWS IoT Device Client との MQTT メッセージ通信をデモンストレーションす
る” (p. 148) に進むことができます。

チュートリアル: AWS IoT Device Client との MQTT
メッセージ通信をデモンストレーションする
このチュートリアルでは、AWS IoT Device Client が、IoT ソリューションで一般的に使用される MQTT
メッセージをサブスクライブしたり発行したりする方法をデモンストレーションします。

このチュートリアルを開始するには、以下を行います。
• ローカルホストコンピュータと Raspberry Pi は、前のセクション (p. 139)で使用したのと同じ設定に
します。
AWS IoT Device Client のインストール後に microSD カードイメージを保存した場合は、Raspberry Pi
でそのイメージを持つ microSD カードを使用できます。
• このデモを以前に実行したことがある場合は、??? (p. 173) を参照して、リソースの重複エラーを回避
するために、以前の実行で作成した AWS IoT リソースをすべて削除します。
このチュートリアルの完了には 45 分ほどかかります。

このトピックが終了したら、次の状態になります。
• IoT デバイスが AWS IoT からの MQTT メッセージをサブスクライブし、AWS IoT に MQTT メッセージ
を発行するさまざまな方法をデモンストレーションすることになります。

必要な機器:
• 前のセクション (p. 139)で準備したローカルでの開発およびテスト環境
• 前のセクション (p. 139)で使用した Raspberry Pi
• 前のセクション (p. 139)で使用した Raspberry Pi の microSD メモリカード
このチュートリアルの手順
• ステップ 1: Raspberry Pi を準備して MQTT メッセージ通信のデモンストレーションをする (p. 149)
• ステップ 2: AWS IoT Device Client でのメッセージの発行をデモンストレーションする (p. 154)
• ステップ 3: AWS IoT Device Client でメッセージのサブスクリプションをデモンストレーションす
る (p. 157)
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ステップ 1: Raspberry Pi を準備して MQTT メッセージ通信のデ
モンストレーションをする
この手順では、AWS IoT と Raspberry Pi にリソースを作成して、 AWS IoT Device Client を使用した
MQTT メッセージ通信をデモンストレーションします。
このセクションの手順は次のとおりです。
• MQTT 通信をデモンストレーションするための証明書ファイルを作成する (p. 149)
• MQTT 通信をデモンストレーションするためにデバイスをプロビジョニングする (p. 150)
• AWS IoT Device Client 設定ファイルと MQTT テストクライアントを設定して MQTT 通信をデモンス
トレーションする (p. 152)

MQTT 通信をデモンストレーションするための証明書ファイルを作成する
この手順では、このデモのデバイス証明書ファイルが作成されます。

Raspberry Pi のデバイス証明書ファイルを作成してダウンロードするには
1.

ローカルホストコンピュータのターミナルウィンドウで、次のコマンドを入力して、デバイスのデバ
イス証明書ファイルを作成します。
mkdir ~/certs/pubsub
aws iot create-keys-and-certificate \
--set-as-active \
--certificate-pem-outfile "~/certs/pubsub/device.pem.crt" \
--public-key-outfile "~/certs/pubsub/public.pem.key" \
--private-key-outfile "~/certs/pubsub/private.pem.key"

このコマンドでは次のようなレスポンスが返されます。後で使用するために certificateArn の値
を保存します。
{
"certificateArn": "arn:aws:iot:uswest-2:57EXAMPLE833:cert/76e7e4edb3e52f52334be2f387a06145b2aa4c7fcd810f3aea2d92abc227d269",
"certificateId": "76e7e4edb3e52f5233EXAMPLE7a06145b2aa4c7fcd810f3aea2d92abc227d269",
"certificatePem": "-----BEGIN CERTIFICATE----\nMIIDWTCCAkGgAwIBAgI_SHORTENED_FOR_EXAMPLE_Lgn4jfgtS\n-----END CERTIFICATE-----\n",
"keyPair": {
"PublicKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY----\nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BA_SHORTENED_FOR_EXAMPLE_ImwIDAQAB\n-----END PUBLIC KEY-----\n",
"PrivateKey": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----\nMIIEowIBAAKCAQE_SHORTENED_FOR_EXAMPLE_T9RoDiukY\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\n"
}
}

2.

次のコマンドを入力して、証明書ディレクトリとそのファイルに対するアクセス許可を設定します。
chmod 700 ~/certs/pubsub
chmod 644 ~/certs/pubsub/*
chmod 600 ~/certs/pubsub/private.pem.key

3.

次のコマンドを実行して、証明書のディレクトリおよびファイルに対するアクセス許可を確認しま
す。
ls -l ~/certs/pubsub
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コマンドの出力は、ファイルの日付と時刻が異なることを除いて、ここで表示されるものと同じであ
る必要があります。
-rw-r--r-- 1 pi pi 1220 Oct 28 13:02 device.pem.crt
-rw------- 1 pi pi 1675 Oct 28 13:02 private.pem.key
-rw-r--r-- 1 pi pi 451 Oct 28 13:02 public.pem.key

4.

次のコマンドを入力して、ログファイルのディレクトリを作成します。
mkdir ~/.aws-iot-device-client
mkdir ~/.aws-iot-device-client/log
chmod 745 ~/.aws-iot-device-client/log
echo " " > ~/.aws-iot-device-client/log/aws-iot-device-client.log
echo " " > ~/.aws-iot-device-client/log/pubsub_rx_msgs.log
chmod 600 ~/.aws-iot-device-client/log/*

MQTT 通信をデモンストレーションするためにデバイスをプロビジョニングする
このセクションでは、AWS IoT で Raspberry Pi をプロビジョニングする AWS IoT リソースを作成しま
す。

AWS IoT でデバイスをプロビジョニングするには:
1.

ローカルホストコンピュータのターミナルウィンドウで、次のコマンドを入力して、AWS アカウント
のデバイスデータエンドポイントのアドレスを取得します。
aws iot describe-endpoint --endpoint-type IoT:Data-ATS

エンドポイントの値は、前のチュートリアルでこのコマンドを実行してから変更されていません。こ
こでコマンドを再度実行すると、このチュートリアルで使用する設定ファイルにデータエンドポイン
トの値を簡単に検索して貼り付けることができるようになります。
これまでの手順で入力したコマンドでは次のようなレスポンスが返されます。後で使用できるよう
に、endpointAddress の値を記録しておきます。
{
"endpointAddress": "a3qjEXAMPLEffp-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com"
}

2.

次のコマンドを入力して、Raspberry Pi 用の新しい AWS IoT のモノのリソースを作成します。
aws iot create-thing --thing-name "PubSubTestThing"

AWS IoT のモノのリソースはクラウド内のデバイスの仮想表現なので、AWS IoT に複数のモノのリ
ソースを作成して、さまざまな目的で使用できます。これらすべてを同じ物理 IoT デバイスで使用し
て、デバイスのさまざまな側面を表すことができます。
このチュートリアルでは、Raspberry Pi を表すために一度に 1 つのモノのリソースのみを使用しま
す。このようにして、このチュートリアルでは、それぞれが別のデモを表しているので、デモの AWS
IoT リソースを作成すると、それぞれ専用に作成したリソースを使用してデモを繰り返すことができ
ます。
AWS IoT のモノのリソースが作成された場合、コマンドは次のようなレスポンスを返します。
{
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"thingName": "PubSubTestThing",
"thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:thing/PubSubTestThing",
"thingId": "8ea78707-32c3-4f8a-9232-14bEXAMPLEfd"
}

3.

ターミナルウィンドウで、次の操作を行います。
a.

nano などのテキストエディタを開きます。

b.

この JSON ドキュメントをコピーして、開いているテキストエディタに貼り付けます。
{

}

4.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:client/PubSubTestThing"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/pubtopic"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topicfilter/test/dc/subtopic"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/subtopic"
]
}
]

c.

エディタでは、ポリシードキュメントの各 Resource セクションで、uswest-2:57EXAMPLE833 を自身の AWS リージョン 、コロン文字 (:)、12 桁のAWS アカウント
番号に置き換えます。

d.

テキストエディタのファイルを ~/policies/pubsub_test_thing_policy.json として保存
します。

次のコマンドを実行して、前の手順のポリシードキュメントを使用して AWS IoT ポリシーを作成しま
す。
aws iot create-policy \
--policy-name "PubSubTestThingPolicy" \
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--policy-document "file://~/policies/pubsub_test_thing_policy.json"

ポリシーが作成されると、コマンドは次のようなレスポンスを返します。
{

"policyName": "PubSubTestThingPolicy",
"policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:policy/PubSubTestThingPolicy",
"policyDocument": "{\n\"Version\": \"2012-10-17\",\n\"Statement\": [\n{\n
\"Effect\": \"Allow\",\n\"Action\": [\n\"iot:Connect\"\n],\n\"Resource\": [\n
\"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:client/PubSubTestThing\"\n]\n},\n{\n\"Effect\":
\"Allow\",\n\"Action\": [\n\"iot:Publish\"\n],\n\"Resource\": [\n\"arn:aws:iot:uswest-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/pubtopic\"\n]\n},\n{\n\"Effect\": \"Allow
\",\n\"Action\": [\n\"iot:Subscribe\"\n],\n\"Resource\": [\n\"arn:aws:iot:uswest-2:57EXAMPLE833:topicfilter/test/dc/subtopic\"\n]\n},\n{\n\"Effect\": \"Allow
\",\n\"Action\": [\n\"iot:Receive\"\n],\n\"Resource\": [\n\"arn:aws:iot:uswest-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/*\"\n]\n}\n]\n}\n",
"policyVersionId": "1"

5.

次のコマンドを実行して、ポリシーをデバイス証明書にアタッチします。certificateArn を、こ
のセクション内で前に保存した certificateArn 値に置き換えます。
aws iot attach-policy \
--policy-name "PubSubTestThingPolicy" \
--target "certificateArn"

成功すると、このコマンドは何も返しません。
6.

次のコマンドを実行して、デバイス証明書を AWS IoT のモノのリソースにアタッチしま
す。certificateArn を、このセクション内で前に保存した certificateArn 値に置き換えま
す。
aws iot attach-thing-principal \
--thing-name "PubSubTestThing" \
--principal "certificateArn"

成功すると、このコマンドは何も返しません。
AWS IoT でデバイスを正常にプロビジョニングすると、the section called “AWS IoT Device Client 設定
ファイルと MQTT テストクライアントを設定して MQTT 通信をデモンストレーションする” (p. 152) に
進む準備が整います。

AWS IoT Device Client 設定ファイルと MQTT テストクライアントを設定して
MQTT 通信をデモンストレーションする
この手順では、AWS IoT Device Client をテストする設定ファイルを作成します。

設定ファイルを作成して AWS IoT Device Client をテストするには
1.

Raspberry Pi に接続されているローカルホストコンピュータのターミナルウィンドウで、次の操作を
行います。
a.

nano などのテキストエディタを開きます。

b.

この JSON ドキュメントをコピーして、開いているテキストエディタに貼り付けます。
{

"endpoint": "a3qEXAMPLEaffp-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com",
"cert": "~/certs/pubsub/device.pem.crt",
"key": "~/certs/pubsub/private.pem.key",
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}

"root-ca": "~/certs/AmazonRootCA1.pem",
"thing-name": "PubSubTestThing",
"logging": {
"enable-sdk-logging": true,
"level": "DEBUG",
"type": "STDOUT",
"file": ""
},
"jobs": {
"enabled": false,
"handler-directory": ""
},
"tunneling": {
"enabled": false
},
"device-defender": {
"enabled": false,
"interval": 300
},
"fleet-provisioning": {
"enabled": false,
"template-name": "",
"template-parameters": "",
"csr-file": "",
"device-key": ""
},
"samples": {
"pub-sub": {
"enabled": true,
"publish-topic": "test/dc/pubtopic",
"publish-file": "",
"subscribe-topic": "test/dc/subtopic",
"subscribe-file": "~/.aws-iot-device-client/log/pubsub_rx_msgs.log"
}
},
"config-shadow": {
"enabled": false
},
"sample-shadow": {
"enabled": false,
"shadow-name": "",
"shadow-input-file": "",
"shadow-output-file": ""
}

c.

####### 値を the section called “AWS IoT Core でデバイスをプロビジョニングする” (p. 142)
で取得した AWS アカウント のデバイスデータエンドポイントに置き換えます。

d.

テキストエディタのファイルを ~/dc-configs/dc-pubsub-config.json として保存しま
す。

e.

次のコマンドを実行して、新しい設定ファイルでアクセス許可を設定します。
chmod 644 ~/dc-configs/dc-pubsub-config.json

2.

[MQTT test client] (MQTT テストクライアント) を準備して、すべての MQTT メッセージをサブスクラ
イブするには、次の手順を行います。
a.

ローカルホストコンピュータの AWS IoT コンソールで、[MQTT test client] (MQTT テストクライ
アント) を選択します。

b.

[Subscribe to a topic] (トピックをサブスクライブする) タブの [Topic filter] (トピックのフィル
ター) に「#」(単一の # 記号) を入力し、[Subscribe] (サブスクライブ) をクリックします。

153

AWS IoT Core デベロッパーガイド
AWS IoT Device Client との MQTT メッ
セージ通信をデモンストレーションする

c.

[Subscriptions] (サブスクリプション) ラベルの下に、「#」(単一の # 記号) が表示されることを確
認します。

このチュートリアルを進めている間は、ウィンドウで [MQTT test client] (MQTT テストクライアント)
を開いたままにします。
ファイルを保存し、[MQTT test client] (MQTT テストクライアント) を設定したら、the section called “ス
テップ 2: AWS IoT Device Client でのメッセージの発行をデモンストレーションする” (p. 154) に進む準
備が整いました。

ステップ 2: AWS IoT Device Client でのメッセージの発行をデモ
ンストレーションする
このセクションの手順では、AWS IoT Device Client がデフォルトおよびカスタム MQTT メッセージを送
信する方法をデモンストレーションします。
前のステップでこれらの演習用に作成したポリシー内のポリシーステートメントでは、以下のアクション
を実行するアクセス許可が Raspberry Pi に付与されます。
• iot:Connect
PubSubTestThing という名前のクライアント (AWS IoT Device Client を実行している Raspberry Pi)
に接続許可を付与します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:client/PubSubTestThing"
]

• iot:Publish
Raspberry Pi に MQTT トピック test/dc/pubtopic でメッセージを発行するアクセス許可を付与しま
す。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/pubtopic"
]

iot:Publish アクションで、リソース配列にリストされている MQTT トピックに発行するアクセス許
可が付与されます。これらのメッセージの内容は、ポリシーステートメントによって制御されません。

AWS IoT Device Client を使用してデフォルトメッセージを発行する
この手順では、AWS IoT Device Client を実行して、[MQTT test client] (MQTT テストクライアント) が受
信して表示する単一のデフォルト MQTT メッセージを発行するようにします。
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AWS IoT Device Client からデフォルト MQTT メッセージを送信するには
1.

この手順を実行する際に、Raspberry Pi に接続されている、ローカルホストコンピュータ上のターミ
ナルウィンドウと、[MQTT test client] (MQTT テストクライアント) のウィンドウが両方とも表示でき
ることを確認します。

2.

ターミナルウィンドウで次のコマンドを入力して、the section called “設定ファイルを作成す
る” (p. 146) で作成した設定ファイルを使用する AWS IoT Device Client を実行します。
cd ~/aws-iot-device-client/build
./aws-iot-device-client --config-file ~/dc-configs/dc-pubsub-config.json

ターミナルウィンドウで、AWS IoT Device Client は、情報メッセージと、実行時に発生するエラーを
表示します。
ターミナルウィンドウにエラーが表示されない場合は、[MQTT test client] (MQTT テストクライアン
ト) を確認します。
3.

[MQTT test client] (MQTT テストクライアント) の [Subscriptions] (サブスクリプション) ウィンドウ
で、test/dc/pubtopic メッセージトピックに送信されたHello World!メッセージを確認します。

4.

AWS IoT Device Client にエラーが表示されず、[MQTT test client] (MQTT テストクライアント) に
test/dc/pubtopic に送信された「Hello World!」が表示された場合、接続が成功したことが実証さ
れています。

5.

ターミナルウィンドウで ^C (Ctrl-C) を入力すると AWS IoT Device Client が停止します。

AWS IoT Device Client がデフォルトの MQTT メッセージを発行したことを実証したら、the section called
“AWS IoT Device Client を使用してカスタムメッセージを発行する” (p. 155) に進むことができます。

AWS IoT Device Client を使用してカスタムメッセージを発行する
このセクションの手順では、カスタム MQTT メッセージを作成し、AWS IoT Device Client を実行して、
カスタム MQTT メッセージを 1 回発行させて、[MQTT test client] (MQTT テストクライアント) が受信し
て表示するようにします。

AWS IoT Device Client 用のカスタムの MQTT メッセージを作成する
Raspberry Pi に接続されているローカルホストコンピュータのターミナルウィンドウで、次の手順を実行
します。

AWS IoT Device Client が発行するカスタムメッセージを作成するには
1.

ターミナルウィンドウで、nano などのテキストエディタを開きます。

2.

テキストエディタに次の JSON ドキュメントをコピーして貼り付けます。これは AWS IoT Device
Client が発行する MQTT メッセージペイロードになります。
{

}

"temperature": 28,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
"wind": {
"velocity": 22,
"bearing": 255
}

3.

テキストエディタの内容を ~/messages/sample-ws-message.json として保存します。

4.

次のコマンドを入力して、作成したメッセージファイルのアクセス許可を設定します。
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chmod 600 ~/messages/*

AWS IoT Device Client がカスタムメッセージを送信するのに使用する設定ファイルを作成するに
は
1.

ターミナルウィンドウ内で、nano などのテキストエディタで、既存の AWS IoT Device Client の設定
ファイル ~/dc-configs/dc-pubsub-config.json を開きます。

2.

samples オブジェクトが次のようになるように編集します。このファイルの他の部分を変更する必要
はありません。
"samples": {
"pub-sub": {
"enabled": true,
"publish-topic": "test/dc/pubtopic",
"publish-file": "~/messages/sample-ws-message.json",
"subscribe-topic": "test/dc/subtopic",
"subscribe-file": "~/.aws-iot-device-client/log/pubsub_rx_msgs.log"

3.

テキストエディタの内容を ~/dc-configs/dc-pubsub-custom-config.json として保存しま
す。

4.

次のコマンドを実行して、新しい設定ファイルでアクセス許可を設定します。
chmod 644 ~/dc-configs/dc-pubsub-custom-config.json

AWS IoT Device Client を使用して、カスタム MQTT メッセージを発行します。
この変更は、MQTT メッセージペイロードの内容のみに影響するので、現在のポリシーは引き続き機能
します。ただし、MQTT トピック (~/dc-configs/dc-pubsub-custom-config.json の publishtopic 値で定義されたもの) が変更されている場合、Raspberry Pi が新しい MQTT トピックに発行できる
ように iot::Publish ポリシーステートメントも変更する必要があります。

AWS IoT Device Client から MQTT メッセージを送信するには
1.

この手順を実行する際に、ターミナルウィンドウと、[MQTT test client] (MQTT テストクライアント)
のウィンドウが両方とも表示できることを確認します。また、[MQTT test client] (MQTT テストクライ
アント) のサブスクリプションが、引き続き[#] トピックフィルターであることを確認してください。
そうでない場合は、[#] トピックフィルターのサブスクリプションに戻します。

2.

ターミナルウィンドウで次のコマンドを入力して、the section called “設定ファイルを作成す
る” (p. 146) で作成した設定ファイルを使用する AWS IoT Device Client を実行します。
cd ~/aws-iot-device-client/build
./aws-iot-device-client --config-file ~/dc-configs/dc-pubsub-custom-config.json

ターミナルウィンドウで、AWS IoT Device Client は、情報メッセージと、実行時に発生するエラーを
表示します。
ターミナルウィンドウにエラーが表示されない場合は、[MQTT test client] (MQTT テストクライアン
ト) を確認します。
3.

[MQTT test client] (MQTT テストクライアント) の [Subscriptions] (サブスクリプション) ウィンドウ
で、test/dc/pubtopic メッセージトピックに送信されたカスタムメッセージペイロードを確認し
ます。
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4.

AWS IoT Device Client にエラーが表示されず、[MQTT test client] (MQTT テストクライアント) に
test/dc/pubtopic メッセージに発行したカスタムメッセージペイロードが表示された場合、カス
タムメッセージは正常に発行されています。

5.

ターミナルウィンドウで ^C (Ctrl-C) を入力すると AWS IoT Device Client が停止します。

AWS IoT Device Client がカスタムメッセージペイロードを発行したことを実証したら、the section
called “ステップ 3: AWS IoT Device Client でメッセージのサブスクリプションをデモンストレーションす
る” (p. 157) に進むことができます。

ステップ 3: AWS IoT Device Client でメッセージのサブスクリプ
ションをデモンストレーションする
このセクションでは、次の 2 種類のメッセージサブスクリプションについて説明します。
• 単一トピックのサブスクリプション
• ワイルドカードトピックのサブスクリプション
これらの演習用に作成したポリシー内のポリシーステートメントでは、以下のアクションを実行するアク
セス許可が Raspberry Pi に付与されます。
• iot:Receive
Resource オブジェクトで指定されたものと一致する MQTT トピックを受信するアクセス許可を AWS
IoT Device Client に付与します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/subtopic"
]

• iot:Subscribe
Resource オブジェクトで指定されたものと一致する MQTT トピックフィルターをサブスクライブする
アクセス許可を AWS IoT Device Client に付与します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topicfilter/test/dc/subtopic"
]

単一の MQTT メッセージトピックをサブスクライブする
この手順では、AWS IoT Device Client が MQTT メッセージをサブスクライブしてログに記録する方法を
デモンストレーションします。
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Raspberry Pi に接続されているローカルホストコンピュータのターミナルウィンドウで、~/dcconfigs/dc-pubsub-custom-config.json の内容を一覧表示するか、ファイルをテキストエディタ
で開き、その内容を確認します。samples オブジェクトを見つけます。これは次のように表示されていま
す。
"samples": {
"pub-sub": {
"enabled": true,
"publish-topic": "test/dc/pubtopic",
"publish-file": "~/messages/sample-ws-message.json",
"subscribe-topic": "test/dc/subtopic",
"subscribe-file": "~/.aws-iot-device-client/log/pubsub_rx_msgs.log"

subscribe-topic の値は AWS IoT Device Client が実行時にサブスクライブする MQTT トピックである
ことに注意します。AWS IoT Device Client は、このサブスクリプションから受信したメッセージペイロー
ドを、subscribe-file の値で指定したファイル書き込みます。

AWS IoT Device Client からの MQTT メッセージトピックをサブスクライブするには
1.

この手順を実行する際に、ターミナルウィンドウと、[MQTT test client] (MQTT テストクライアント)
のウィンドウが両方とも表示できることを確認します。また、[MQTT test client] (MQTT テストクライ
アント) のサブスクリプションが、引き続き[#] トピックフィルターであることを確認してください。
そうでない場合は、[#] トピックフィルターのサブスクリプションに戻します。

2.

ターミナルウィンドウで次のコマンドを入力して、the section called “設定ファイルを作成す
る” (p. 146) で作成した設定ファイルを使用する AWS IoT Device Client を実行します。
cd ~/aws-iot-device-client/build
./aws-iot-device-client --config-file ~/dc-configs/dc-pubsub-custom-config.json

ターミナルウィンドウで、AWS IoT Device Client は、情報メッセージと、実行時に発生するエラーを
表示します。
ターミナルウィンドウにエラーが表示されない場合は、AWS IoT で操作を続行します。
3.

AWS IoT コンソールの [MQTT test client] (MQTT テストクライアント) で、[Publish to a topic] (トピッ
クに公開する) タブを選択します。

4.

[Topic name] (トピック名) に test/dc/subtopic と入力します。

5.

[Message payload] (メッセージペイロード) で、メッセージの内容を確認します。

6.

MQTT メッセージを発行するには、[Publish] (発行) をクリックします。

7.

ターミナルウィンドウで、AWS IoT Device Client からの次のような message received (受信したメッ
セージ) エントリを確認します。
2021-11-10T16:02:20.890Z [DEBUG] {samples/PubSubFeature.cpp}: Message received on
subscribe topic, size: 45 bytes

8.

メッセージが受信されたことを示す message received (受信したメッセージ) エントリが表示された
ら、^C (Ctrl-C) を入力して AWS IoT Device Client を停止します。

9.

次のコマンドを入力して、メッセージログファイルの末尾を表示し、[MQTT test client] (MQTT テスト
クライアント) から発行したメッセージを表示します。
tail ~/.aws-iot-device-client/log/pubsub_rx_msgs.log

ログファイル内のメッセージを表示することで、MQTT テストクライアントから公開したメッセージを
AWS IoT Device Client が受信したことを実証しました。
158

AWS IoT Core デベロッパーガイド
AWS IoT Device Client との MQTT メッ
セージ通信をデモンストレーションする

ワイルドカード文字を使用して複数の MQTT メッセージトピックをサブスクライ
ブする
これらの手順では、AWS IoT Device Client がワイルドカード文字を使用して MQTT メッセージをサブス
クライブしてログに記録する方法をデモンストレーションします。これを行うには、次の操作を行いま
す。
1. AWS IoT Device Client が MQTT トピックをサブスクライブするのに使用するトピックフィルターを更
新します。
2. デバイスが使用するポリシーを更新して、新しいサブスクリプションができるようにします。
3. AWS IoT Device Client を実行して MQTT テストコンソールからメッセージを発行します。

ワイルドカード MQTT トピックフィルターを使用して複数の MQTT メッセージトピックをサブス
クライブする設定ファイルを作成するには
1.

Raspberry Pi に接続されているローカルホストコンピュータのターミナルウィンドウで、~/dcconfigs/dc-pubsub-custom-config.json を開いて編集し、samples オブジェクトを見つけま
す。

2.

テキストエディタで、samples オブジェクトを見つけ、subscribe-topic の値を次のように更新
します。
"samples": {
"pub-sub": {
"enabled": true,
"publish-topic": "test/dc/pubtopic",
"publish-file": "~/messages/sample-ws-message.json",
"subscribe-topic": "test/dc/#",
"subscribe-file": "~/.aws-iot-device-client/log/pubsub_rx_msgs.log"

新しい subscribe-topic の値は、最後に MQTT ワイルドカード文字が付いた MQTT トピックフィ
ルター (p. 101)です。これは、test/dc/ で始まるすべての MQTT トピックへのサブスクリプション
示しています。AWS IoT Device Client は、このサブスクリプションから受信したメッセージペイロー
ドを、subscribe-file に指定されたファイルに書き込みます。
3.

変更された設定ファイルを ~/dc-configs/dc-pubsub-wild-config.json として保存し、エ
ディタを終了します。

複数の MQTT メッセージトピックをサブスクライブして受信できるように Raspberry Pi が使用す
るポリシーを変更するには
1.

Raspberry Pi に接続されているローカルホストコンピュータのターミナルウィンドウで、任意のテキ
ストエディタで ~/policies/pubsub_test_thing_policy.json を編集するために開き、ファイ
ル内のポリシーステートメント iot::Subscribe と iot::Receive を見つけます。

2.

iot::Subscribe ポリシーステートメントで、Resource オブジェクトの文字列を更新して、次のよ
うに subtopic を * に置き換えます。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topicfilter/test/dc/*"
]
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Note
MQTT トピックフィルターワイルドカード文字 (p. 101)「+」(プラス記号) と「#」(# 記号)
です。末尾に # が付いたサブスクリプションリクエストは、# 文字の前にある文字列 (例え
ば、この場合「test/dc/」) で始まるすべてのトピックをサブスクライブします。
ただし、このサブスクリプションを承認するポリシーステートメントのリソース値には、ト
ピックフィルター ARN では # (# 記号) の代わりに * (アスタリスク) を使用する必要がありま
す。これは、ポリシープロセッサが MQTT が使用するとは別のワイルドカード文字を使用す
るためです。
ポリシーでトピックおよびトピックフィルターにワイルドカード文字を使用する方法の詳細
については、「MQTT クライアントのポリシー (p. 353)」を参照してください。
3.

iot::Receive ポリシーステートメントで、Resource オブジェクトの文字列を更新して、次のよう
に subtopic を * に置き換えます。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/*"
]

4.

更新されたポリシードキュメントを ~/policies/pubsub_wild_test_thing_policy.json とし
て保存し、エディタを終了します。

5.

次のコマンドを入力して、このチュートリアルのポリシーを更新して、新しいリソース定義を使用し
ます。
aws iot create-policy-version \
--set-as-default \
--policy-name "PubSubTestThingPolicy" \
--policy-document "file://~/policies/pubsub_wild_test_thing_policy.json"

コマンドが成功すると、次のようなレスポンスが返されます。policyVersionId が 2 になったこと
に注意してください。これがこのポリシーの 2 番目のバージョンであることを示しています。
ポリシーを正常に更新した場合は、次の手順に進むことができます。
{

"policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:policy/PubSubTestThingPolicy",
"policyDocument": "{\n \"Version\": \"2012-10-17\",\n \"Statement\": [\n
{\n
\"Effect\": \"Allow\",\n
\"Action\": [\n
\"iot:Connect\"\n
],\n
\"Resource\": [\n
\"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:client/PubSubTestThing
\"\n
]\n
},\n
{\n
\"Effect\": \"Allow\",\n
\"Action\": [\n
\"iot:Publish\"\n
],\n
\"Resource\": [\n
\"arn:aws:iot:uswest-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/pubtopic\"\n
]\n
},\n
{\n
\"Effect
\": \"Allow\",\n
\"Action\": [\n
\"iot:Subscribe\"\n
],\n
\"Resource\": [\n
\"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topicfilter/test/dc/
*\"\n
]\n
},\n
{\n
\"Effect\": \"Allow\",\n
\"Action\": [\n
\"iot:Receive\"\n
],\n
\"Resource\": [\n
\"arn:aws:iot:uswest-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/*\"\n
]\n
}\n ]\n}\n",
"policyVersionId": "2",
"isDefaultVersion": true
}
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ポリシーバージョンが多すぎて新しいバージョンを保存できないというエラーが表示された場合は、
次のコマンドを入力して、ポリシーの現在のバージョンを一覧表示します。このコマンドが返すリス
トを確認して、削除できるポリシーバージョンを探します。
aws iot list-policy-versions --policy-name "PubSubTestThingPolicy"

不要になったバージョンを削除するには、次のコマンドを入力します。デフォルトのポリシーバー
ジョンを削除することはできません。デフォルトのポリシーバージョンは、isDefaultVersion の
値が true であるものです。
aws iot delete-policy-version \
--policy-name "PubSubTestThingPolicy" \
--policy-version-id policyId

ポリシーバージョンを削除したら、このステップを再試行してください。
設定ファイルとポリシーを更新したら、AWS IoT Device Client のワイルドカードサブスクリプションをデ
モンストレーションする準備が整います。

AWS IoT Device Client が複数の MQTT メッセージトピックをサブスクライブして受信する方法
をデモンストレーションするには
1.

[MQTT test client] (MQTT テストクライアント) で、サブスクリプションを確認します。[MQTT test
client] (MQTT テストクライアント) で「#」トピックフィルターがサブスクライブされていれば、
次のステップに進みます。そうでない場合は、[MQTT test client] (MQTT テストクライアント) の
[Subscribe to a topic] (トピックをサブスクライブする) タブで、[Topic filter] (トピックのフィルター)
に# (# 記号) を入力し、[Subscribe] (サブスクライブ) をクリックします。

2.

Raspberry Pi に接続されているローカルホストコンピュータのターミナルウィンドウで、次のコマン
ドを入力して AWS IoT Device Client を起動します。
cd ~/aws-iot-device-client/build
./aws-iot-device-client --config-file ~/dc-configs/dc-pubsub-wild-config.json

3.

ローカルホストコンピュータのターミナルウィンドウで AWS IoT Device Client の出力を確認しなが
ら、[MQTT test client] (MQTT テストクライアント) に戻ります。[Publish to a topic] (トピックに公開
する) タブで、[Topic name] (トピック名) に「test/dc/subtopic」と入力し、[Publish] (発行) をク
リックします。

4.

ターミナルウィンドウで、次のようなメッセージを検索して、メッセージが受信されたことを確認し
ます。
2021-11-10T16:34:20.101Z [DEBUG] {samples/PubSubFeature.cpp}: Message received on
subscribe topic, size: 76 bytes

5.

ローカルホストコンピュータのターミナルウィンドウで AWS IoT Device Client の出力を確認しなが
ら、[MQTT test client] (MQTT テストクライアント) に戻ります。[Publish to a topic] (トピックに公開
する) タブで、[Topic name] (トピック名) に「test/dc/subtopic2」と入力し、[Publish] (発行) を
クリックします。

6.

ターミナルウィンドウで、次のようなメッセージを検索して、メッセージが受信されたことを確認し
ます。
2021-11-10T16:34:32.078Z [DEBUG] {samples/PubSubFeature.cpp}: Message received on
subscribe topic, size: 77 bytes
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7.

両方のメッセージが受信されたことを確認するメッセージが表示されたら、^C (Ctrl-C) 入力して AWS
IoT Device Client を停止します。

8.

次のコマンドを入力して、メッセージログファイルの末尾を表示し、[MQTT test client] (MQTT テスト
クライアント) から発行したメッセージを表示します。
tail -n 20 ~/.aws-iot-device-client/log/pubsub_rx_msgs.log

Note
ログファイルには、メッセージペイロードのみが含まれます。メッセージトピックは、受信
したメッセージログファイルに記録されません。
受信したログには AWS IoT Device Client によって発行されたメッセージが表示されること
もあります。これは、ワイルドカードトピックフィルターにそのメッセージトピックが含
まれており、発行されたメッセージがサブスクライバーに送信される前にメッセージブロー
カーがサブスクリプションリクエストを処理することがあるためです。
ログファイルのエントリは、メッセージが受信されたことを示しています。この手順は、他のトピック名
を使用して繰り返すことができます。test/dc/ で始まるトピック名を持つメッセージはすべて受信され
てログ記録されます。他の文字列で始まるトピック名のメッセージは無視されます。
AWS IoT Device Client が MQTT メッセージを発行してサブスクライブする方法をデモンストレーション
したら、チュートリアル: AWS IoT Device Client でのリモートアクション (ジョブ) をデモンストレーショ
ンする (p. 162) に進みます。

チュートリアル: AWS IoT Device Client でのリモート
アクション (ジョブ) をデモンストレーションする
これらのチュートリアルでは、ジョブを設定して Raspberry Pi にデプロイして、IoT デバイスにリモート
オペレーションを送信する方法をデモンストレーションします。

このチュートリアルを開始するには、以下を行います。
• ローカルホストコンピュータ Raspberry Pi を前のセクション (p. 148)で使用したのと同様の設定して
ください。
• 前のセクションのチュートリアルを完了していない場合は、AWS IoT Device Client を (オプショ
ン) microSD カードイメージを保存する (p. 141) にインストールした後に保存したイメージを持つ
microSD カードと Raspberry Pi を使用して、このチュートリアルを試すことができます。
• このデモを以前に実行したことがある場合は、??? (p. 173) を参照して、リソースの重複エラーを回避
するために、以前の実行で作成した AWS IoT リソースをすべて削除します。
このチュートリアルの完了には 45 分ほどかかります。

このトピックが終了したら、次の状態になります。
• AWS IoT で管理されるリモートオペレーションを実行する AWS IoT Core を IoT デバイスが使用するさ
まざまな方法のデモンストレーションを完了します。

必要な機器:
• 前のセクション (p. 139)でテストしたローカルの開発およびテスト環境
• 前のセクション (p. 139)でテストした Raspberry Pi
• 前のセクション (p. 139)でテストした Raspberry Pi の microSD メモリカード
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このチュートリアルの手順
• ステップ 1: ジョブを実行するために Raspberry Pi を準備する (p. 163)
• ステップ 2: AWS IoT でジョブを作成して実行する (p. 168)

ステップ 1: ジョブを実行するために Raspberry Pi を準備する
このセクションの手順では、AWS IoT Device Client を使用してジョブを実行するために Raspberry Pi を
準備する方法について説明します。

Note
これらの手順はデバイス固有です。このセクションの手順を複数のデバイスで同時に実行する場
合、各デバイスには独自のポリシーと、一意のデバイス固有の証明書およびモノ名が必要です。
各デバイスに固有のリソースを割り当てるには、手順の説明に従ってデバイス固有の要素を変更
しながら、デバイスごとに 1 回ずつこの手順を実行します。
このチュートリアルの手順
• Raspberry Pi をプロビジョニングしてジョブをデモンストレーションする (p. 163)
• AWS IoT Device Client を設定してジョブエージェントを実行する (p. 167)

Raspberry Pi をプロビジョニングしてジョブをデモンストレーションする
このセクションの手順では、AWS IoT リソースとそのデバイス証明書を作成することで、AWS IoT で
Raspberry Pi をプロビジョニングします。

AWS IoT ジョブをデモンストレーションするためにデバイス証明書ファイルを作成してダウン
ロードする
この手順では、このデモのデバイス証明書ファイルが作成されます。
複数のデバイスを準備する場合は、この手順を各デバイスで実行する必要があります。

Raspberry Pi のデバイス証明書ファイルを作成してダウンロードするには、次の手順を実行しま
す。
Raspberry Pi に接続されているローカルホスト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
入力します。
1.

次のコマンドを入力して、デバイスのデバイス証明書ファイルを作成します。
aws iot create-keys-and-certificate \
--set-as-active \
--certificate-pem-outfile "~/certs/jobs/device.pem.crt" \
--public-key-outfile "~/certs/jobs/public.pem.key" \
--private-key-outfile "~/certs/jobs/private.pem.key"

このコマンドでは次のようなレスポンスが返されます。後で使用するために certificateArn の値
を保存します。
{
"certificateArn": "arn:aws:iot:uswest-2:57EXAMPLE833:cert/76e7e4edb3e52f52334be2f387a06145b2aa4c7fcd810f3aea2d92abc227d269",
"certificateId": "76e7e4edb3e52f5233EXAMPLE7a06145b2aa4c7fcd810f3aea2d92abc227d269",
"certificatePem": "-----BEGIN CERTIFICATE----\nMIIDWTCCAkGgAwIBAgI_SHORTENED_FOR_EXAMPLE_Lgn4jfgtS\n-----END CERTIFICATE-----\n",
"keyPair": {
"PublicKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY----\nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BA_SHORTENED_FOR_EXAMPLE_ImwIDAQAB\n-----END PUBLIC KEY-----\n",
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"PrivateKey": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----\nMIIEowIBAAKCAQE_SHORTENED_FOR_EXAMPLE_T9RoDiukY\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\n"
}
}

2.

次のコマンドを入力して、証明書ディレクトリとそのファイルに対するアクセス許可を設定します。
chmod 700 ~/certs/jobs
chmod 644 ~/certs/jobs/*
chmod 600 ~/certs/jobs/private.pem.key

3.

次のコマンドを実行して、証明書のディレクトリおよびファイルに対するアクセス許可を確認しま
す。
ls -l ~/certs/jobs

コマンドの出力は、ファイルの日付と時刻が異なることを除いて、ここで表示されるものと同じであ
る必要があります。
-rw-r--r-- 1 pi pi 1220 Oct 28 13:02 device.pem.crt
-rw------- 1 pi pi 1675 Oct 28 13:02 private.pem.key
-rw-r--r-- 1 pi pi 451 Oct 28 13:02 public.pem.key

デバイス証明書ファイルを Raspberry Pi にダウンロードしたら、the section called “Raspberry Pi をプロ
ビジョニングしてジョブをデモンストレーションする” (p. 163) に進む準備が整います。

AWS IoT ジョブをデモンストレーションする AWS IoT リソース作成する
このデバイスの AWS IoT リソースを作成します。
複数のデバイスを準備する場合は、この手順をデバイスごとに実行する必要があります。

AWS IoT でデバイスをプロビジョニングするには:
Raspberry Pi に接続されているローカルホストコンピュータのターミナルウィンドウで、次の操作を行い
ます。
1.

次のコマンドを入力して、AWS アカウント のデバイスデータエンドポイントのアドレスを取得しま
す。
aws iot describe-endpoint --endpoint-type IoT:Data-ATS

最後にこのコマンドを実行してからエンドポイントの値は変更されていません。ここでコマンドをこ
こで再度実行すると、このチュートリアルで使用する設定ファイルにデータエンドポイントの値を簡
単に検索して貼り付けることができます。
describe-endpoint コマンドでは次のようなレスポンスが返されます。後で使用できるよう
に、endpointAddress の値を記録しておきます。
{
"endpointAddress": "a3qjEXAMPLEffp-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com"
}

2.

uniqueThingName をデバイスの一意の名前に置き換えます。このチュートリアルを複数のデバイス
で実行する場合は、各デバイスに独自の名前を付けます。例えば、TestDevice01、TestDevice02
などです。
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次のコマンドを入力して、Raspberry Pi 用の新しい AWS IoT のモノのリソースを作成します。
aws iot create-thing --thing-name "uniqueThingName"

AWS IoT のモノのリソースはクラウド内のデバイスの仮想表現なので、AWS IoT に複数のモノのリ
ソースを作成して、さまざまな目的で使用できます。これらすべてを同じ物理 IoT デバイスで使用し
て、デバイスのさまざまな側面を表すことができます。

Note
複数のデバイスに対してポリシーを確保する場合は、静的なモノの名前である
uniqueThingName の代わりに ${iot:Thing.ThingName} を使用できます。
これらのチュートリアルでは、デバイスごとに一度に 1 つのモノのリソースしか使用しません。この
ようにして、これらのチュートリアルでは、モノのリソースは異なるデモを表し、デモ用に AWS IoT
リソースを作成した後で、それぞれ固有に作成したリソースを使用して、戻ってデモを繰り返すこと
ができます。
AWS IoT のモノのリソースが作成された場合、コマンドは次のようなレスポンスを返します。このデ
バイスで実行するジョブを作成するときに、後で使用するために thingArn の値を記録します。
{
"thingName": "uniqueThingName",
"thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:thing/uniqueThingName",
"thingId": "8ea78707-32c3-4f8a-9232-14bEXAMPLEfd"
}

3.

ターミナルウィンドウで、次の操作を行います。
a.

nano などのテキストエディタを開きます。

b.

この JSON ドキュメントをコピーして、開いているテキストエディタに貼り付けます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:client/uniqueThingName"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/pubtopic",
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/$aws/events/job/*",
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/$aws/events/jobExecution/*",
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/$aws/things/uniqueThingName/jobs/

*"

]

},
{

"Effect": "Allow",
"Action": [

165

AWS IoT Core デベロッパーガイド
AWS IoT Device Client でのリモートアク
ション (ジョブ) をデモンストレーションする
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topicfilter/test/dc/subtopic",
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/$aws/events/jobExecution/*",
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topicfilter/$aws/
things/uniqueThingName/jobs/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/subtopic",
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/$aws/things/uniqueThingName/jobs/
*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:DescribeJobExecution",
"iot:GetPendingJobExecutions",
"iot:StartNextPendingJobExecution",
"iot:UpdateJobExecution"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/$aws/things/uniqueThingName"
]
}
]
}

c.

エディタでは、すべてのポリシーステートメントのResourceセクションで、uswest-2:57EXAMPLE833 を、自身の AWS リージョン、コロン文字 (:)、12 桁の AWS アカウン
ト 番号に置き換えます。

d.

エディタで、すべてのポリシーステートメントの uniqueThingName を、このリソースに付けた
モノ名と置き換えます。

e.

テキストエディタのファイルを ~/policies/jobs_test_thing_policy.json として保存し
ます。
複数のデバイスに対してこの手順を実行する場合は、各デバイスでこのファイル名にファイルを
保存します。

4.

uniqueThingName をデバイスのモノ名に置き換えてから、次のコマンドを実行してそのデバイスに
合わせて調整された AWS IoT ポリシーを作成します。
aws iot create-policy \
--policy-name "JobTestPolicyForuniqueThingName" \
--policy-document "file://~/policies/jobs_test_thing_policy.json"

ポリシーが作成されると、コマンドは次のようなレスポンスを返します。
{

"policyName": "JobTestPolicyForuniqueThingName",
"policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:policy/
JobTestPolicyForuniqueThingName",
"policyDocument": "{\n\"Version\": \"2012-10-17\",\n\"Statement\": [\n{\n
\"Effect\": \"Allow\",\n\"Action\": [\n\"iot:Connect\"\n],\n\"Resource\": [\n
\"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:client/PubSubTestThing\"\n]\n},\n{\n\"Effect\":
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\"Allow\",\n\"Action\": [\n\"iot:Publish\"\n],\n\"Resource\": [\n\"arn:aws:iot:uswest-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/pubtopic\"\n]\n},\n{\n\"Effect\": \"Allow
\",\n\"Action\": [\n\"iot:Subscribe\"\n],\n\"Resource\": [\n\"arn:aws:iot:uswest-2:57EXAMPLE833:topicfilter/test/dc/subtopic\"\n]\n},\n{\n\"Effect\": \"Allow
\",\n\"Action\": [\n\"iot:Receive\"\n],\n\"Resource\": [\n\"arn:aws:iot:uswest-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/*\"\n]\n}\n]\n}\n",
"policyVersionId": "1"

5.

uniqueThingName をデバイスのモノ名と置き換え、certificateArn をこのセクションで前に保
存したこのデバイスの certificateArn の値に置き換えてから、次のコマンドを実行して、ポリ
シーをデバイス証明書にアタッチします。
aws iot attach-policy \
--policy-name "JobTestPolicyForuniqueThingName" \
--target "certificateArn"

成功すると、このコマンドは何も返しません。
6.

uniqueThingName をデバイスのモノ名に置き換え、certificateArn をこのセクションで前に保
存した certificateArn の値に置き換えてから、次のコマンドを実行して、デバイス証明書を AWS
IoT のモノのリソースにアタッチします。
aws iot attach-thing-principal \
--thing-name "uniqueThingName" \
--principal "certificateArn"

成功すると、このコマンドは何も返しません。
Raspberry Pi を正常にプロビジョニングしたら、引き続きテストに含まれる別の Raspberry Pi について
このセクションを繰り返します。すべてのデバイスがプロビジョニングされている場合は、the section
called “AWS IoT Device Client を設定してジョブエージェントを実行する” (p. 167) に進みます。

AWS IoT Device Client を設定してジョブエージェントを実行する
この手順では、AWS IoT Device Client がジョブエージェントを実行するための設定ファイルを作成しま
す。
注: 複数のデバイスを準備する場合は、この手順を各デバイスで実行する必要があります。

設定ファイルを作成して AWS IoT Device Client をテストするには、次の手順を実行します。
1.

Raspberry Pi に接続されているローカルホストコンピュータのターミナルウィンドウで、次の操作を
行います。
a.

nano などのテキストエディタを開きます。

b.

この JSON ドキュメントをコピーして、開いているテキストエディタに貼り付けます。
{

"endpoint": "a3qEXAMPLEaffp-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com",
"cert": "~/certs/jobs/device.pem.crt",
"key": "~/certs/jobs/private.pem.key",
"root-ca": "~/certs/AmazonRootCA1.pem",
"thing-name": "uniqueThingName",
"logging": {
"enable-sdk-logging": true,
"level": "DEBUG",
"type": "STDOUT",
"file": ""
},
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}

2.

"jobs": {
"enabled": true,
"handler-directory": ""
},
"tunneling": {
"enabled": false
},
"device-defender": {
"enabled": false,
"interval": 300
},
"fleet-provisioning": {
"enabled": false,
"template-name": "",
"template-parameters": "",
"csr-file": "",
"device-key": ""
},
"samples": {
"pub-sub": {
"enabled": false,
"publish-topic": "",
"publish-file": "",
"subscribe-topic": "",
"subscribe-file": ""
}
},
"config-shadow": {
"enabled": false
},
"sample-shadow": {
"enabled": false,
"shadow-name": "",
"shadow-input-file": "",
"shadow-output-file": ""
}

c.

endpoint の値を、the section called “AWS IoT Core でデバイスをプロビジョニングす
る” (p. 142) で確認した AWS アカウント のデバイスデータエンドポイントの値に置き換えま
す。

d.

uniqueThingName をこのデバイスに使用したモノ名に置き換えます。

e.

テキストエディタのファイルを ~/dc-configs/dc-jobs-config.json として保存します。

次のコマンドを実行して、新しい設定ファイルのファイルアクセス許可を設定します。
chmod 644 ~/dc-configs/dc-jobs-config.json

[MQTT test client] (MQTT テストクライアント) はこのテストには使用しません。デバイスはジョブ関連の
MQTT メッセージを AWS IoT と交換しますが、ジョブの進行状況メッセージは、ジョブを実行している
デバイスとのみ交換されます。ジョブの進行状況メッセージは、ジョブを実行しているデバイスとのみ交
換されるため、AWS IoT console のような別のデバイスからサブスクライブすることはできません。
設定ファイルを保存すると、the section called “ステップ 2: AWS IoT でジョブを作成して実行す
る” (p. 168) に進む準備が整います。

ステップ 2: AWS IoT でジョブを作成して実行する
このセクションの手順では、ジョブドキュメントと AWS IoT ジョブリソースを作成します。ジョブリソー
スを作成した後、AWS IoT はジョブドキュメントを指定されたジョブターゲットに送信し、そこではジョ
ブエージェントがジョブドキュメントをデバイスまたはクライアントに適用します。
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このセクションの手順
• ジョブのジョブドキュメントを作成して保存する (p. 169)
• AWS IoTで 1 つの IoT デバイスに対してジョブを実行する (p. 170)

ジョブのジョブドキュメントを作成して保存する
この手順では、単純なジョブドキュメントを作成し、AWS IoT ジョブリソースに含めます。このジョブド
キュメントでは「Hello world!」と ジョブターゲットに表示されます。

ジョブドキュメントを作成して保存するには、次の手順に従います。
1.

ジョブドキュメントを保存する Amazon S3 バケットを選択します。これに使用する既存の Amazon
S3 バケットがない場合は、バケットを作成する必要があります。Amazon S3 バケットを作成する方
法については、「Amazon S3 の開始方法」のトピックを参照してください。

2.

このジョブのジョブドキュメントを作成して保存します。
a.

ローカルホストコンピュータで、テキストエディタを開きます。

b.

次のテキストをコピーしてエディタに貼り付けます。
{
}

3.

"operation": "echo",
"args": ["Hello world!"]

c.

ローカルホストコンピュータで、エディタの内容を hello-world-job.json という名前のファ
イルに保存します。

d.

ファイルが正しく保存されたことを確認します。一部のテキストエディタはテキストファイルを
保存するときに自動的に .txt をファイル名に追加します。エディタが .txt をファイル名に追
加した場合、先に進む前にファイル名を修正してください。

path_to_file を、hello-world-job.json が現在のディレクトリにない場合はそこへのパスに
置き換え、s3_bucket_name を、選択したバケットへの Amazon S3 バケットパスに置き換えてか
ら、次のコマンドを実行して、ジョブドキュメントを Amazon S3 バケットに配置します。
aws s3api put-object \
--key hello-world-job.json \
--body path_to_file/hello-world-job.json --bucket s3_bucket_name

Amazon S3 に保存したジョブドキュメントを特定するジョブドキュメント URL は、次の URL の
s3_bucket_name と AWS_region を置き換えたものになります。後で document_path として使用
するために、結果の URL を記録します。
https://s3_bucket_name.s3.AWS_Region.amazonaws.com/hello-world-job.json

Note
AWS セキュリティにより、この URL は AWS アカウント の外部で (例えば、ブラウザを使
用して) 開くことができません。この URL は、デフォルトで、ファイルにアクセスできる
AWS IoT ジョブエンジンが使用します。本番稼働環境では、AWS IoT サービスに、Amazon
S3 に保存されているジョブドキュメントにアクセスするためのアクセス許可があることを確
認する必要があります。
ジョブドキュメントの URL を保存したら、the section called “AWS IoTで 1 つの IoT デバイスに対して
ジョブを実行する” (p. 170) に進みます。
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AWS IoTで 1 つの IoT デバイスに対してジョブを実行する
このセクションの手順では、Raspberry Pi 上で AWS IoT Device Client を起動して、ジョブの実行を待機
するために、デバイスでジョブエージェントを実行します。また、AWS IoT でジョブリソースも作成しま
す。これにより、ジョブが送信され、IoT デバイス上で実行されます。

Note
この手順では、1 つのデバイスでのみジョブを実行します。

Raspberry Pi でジョブエージェントを開始するには、次の手順に従います。
1.

Raspberry Pi に接続されているローカルホストコンピュータのターミナルウィンドウで、次のコマン
ドを実行して AWS IoT Device Client を起動します。
cd ~/aws-iot-device-client/build
./aws-iot-device-client --config-file ~/dc-configs/dc-jobs-config.json

2.

ターミナルウィンドウで、AWS IoT Device Client が次のメッセージを表示することを確認します。
2021-11-15T18:45:56.708Z [INFO] {Main.cpp}: Jobs is enabled
.
.
.
2021-11-15T18:45:56.708Z [INFO] {Main.cpp}: Client base has been notified that Jobs
has started
2021-11-15T18:45:56.708Z [INFO] {JobsFeature.cpp}: Running Jobs!
2021-11-15T18:45:56.708Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Attempting to subscribe to
startNextPendingJobExecution accepted and rejected
2021-11-15T18:45:56.708Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Attempting to subscribe to
nextJobChanged events
2021-11-15T18:45:56.708Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Attempting to subscribe to
updateJobExecutionStatusAccepted for jobId +
2021-11-15T18:45:56.738Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Ack received for
SubscribeToUpdateJobExecutionAccepted with code {0}
2021-11-15T18:45:56.739Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Attempting to subscribe to
updateJobExecutionStatusRejected for jobId +
2021-11-15T18:45:56.753Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Ack received for
SubscribeToNextJobChanged with code {0}
2021-11-15T18:45:56.760Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Ack received for
SubscribeToStartNextJobRejected with code {0}
2021-11-15T18:45:56.776Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Ack received for
SubscribeToStartNextJobAccepted with code {0}
2021-11-15T18:45:56.776Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Ack received for
SubscribeToUpdateJobExecutionRejected with code {0}
2021-11-15T18:45:56.777Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Publishing
startNextPendingJobExecutionRequest
2021-11-15T18:45:56.785Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Ack received for
StartNextPendingJobPub with code {0}
2021-11-15T18:45:56.785Z [INFO] {JobsFeature.cpp}: No pending jobs are scheduled,
waiting for the next incoming job

3.

ターミナルウィンドウで、次のメッセージが表示されたら、次の手順に進み、ジョブリソースを作成
します。これは、リストの最後のエントリではない可能性があることに注意してください。
2021-11-15T18:45:56.785Z [INFO] {JobsFeature.cpp}: No pending jobs are scheduled,
waiting for the next incoming job

AWS IoT ジョブリソースを作成するには
1.

ローカルホストコンピュータで、次の操作を行います。
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a.

job_document_url を the section called “ジョブのジョブドキュメントを作成して保存す
る” (p. 169) のジョブドキュメント URL に置き換えます。

b.

thing_arn をデバイス用に作成したモノのリソースの ARN に置き換えてから、次のコマンドを
実行します。
aws iot create-job \
--job-id hello-world-job-1 \
--document-source "job_document_url" \
--targets "thing_arn" \
--target-selection SNAPSHOT

成功すると、コマンドは次のような結果を返します。
{
}

2.

"jobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:job/hello-world-job-1",
"jobId": "hello-world-job-1"

ターミナルウィンドウに、AWS IoT Device Client からの出力が次のように表示されます。
2021-11-15T18:02:26.688Z [INFO] {JobsFeature.cpp}: No pending jobs are scheduled,
waiting for the next incoming job
2021-11-15T18:10:24.890Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Job ids differ
2021-11-15T18:10:24.890Z [INFO] {JobsFeature.cpp}: Executing job: hello-world-job-1
2021-11-15T18:10:24.890Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Attempting to update job execution
status!
2021-11-15T18:10:24.890Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Not including stdout with the
status details
2021-11-15T18:10:24.890Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Not including stderr with the
status details
2021-11-15T18:10:24.890Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Assuming executable is in PATH
2021-11-15T18:10:24.890Z [INFO] {JobsFeature.cpp}: About to execute: echo Hello world!
2021-11-15T18:10:24.890Z [DEBUG] {Retry.cpp}: Retryable function starting, it will
retry until success
2021-11-15T18:10:24.890Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Created EphermalPromise for
ClientToken 3TEWba9Xj6 in the updateJobExecution promises map
2021-11-15T18:10:24.890Z [DEBUG] {JobEngine.cpp}: Child process now running
2021-11-15T18:10:24.890Z [DEBUG] {JobEngine.cpp}: Child process about to call execvp
2021-11-15T18:10:24.890Z [DEBUG] {JobEngine.cpp}: Parent process now running, child PID
is 16737
2021-11-15T18:10:24.891Z [DEBUG] {16737}: Hello world!
2021-11-15T18:10:24.891Z [DEBUG] {JobEngine.cpp}: JobEngine finished waiting for child
process, returning 0
2021-11-15T18:10:24.891Z [INFO] {JobsFeature.cpp}: Job exited with status: 0
2021-11-15T18:10:24.891Z [INFO] {JobsFeature.cpp}: Job executed successfully!
2021-11-15T18:10:24.891Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Attempting to update job execution
status!
2021-11-15T18:10:24.891Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Not including stdout with the
status details
2021-11-15T18:10:24.891Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Not including stderr with the
status details
2021-11-15T18:10:24.892Z [DEBUG] {Retry.cpp}: Retryable function starting, it will
retry until success
2021-11-15T18:10:24.892Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Created EphermalPromise for
ClientToken GmQ0HTzWGg in the updateJobExecution promises map
2021-11-15T18:10:24.905Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Ack received for
PublishUpdateJobExecutionStatus with code {0}
2021-11-15T18:10:24.905Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Removing ClientToken 3TEWba9Xj6
from the updateJobExecution promises map
2021-11-15T18:10:24.905Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Success response after
UpdateJobExecution for job hello-world-job-1
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2021-11-15T18:10:24.917Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}:
PublishUpdateJobExecutionStatus with code {0}
2021-11-15T18:10:24.918Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}:
from the updateJobExecution promises map
2021-11-15T18:10:24.918Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}:
UpdateJobExecution for job hello-world-job-1
2021-11-15T18:10:25.861Z [INFO] {JobsFeature.cpp}:
waiting for the next incoming job

3.

Ack received for
Removing ClientToken GmQ0HTzWGg
Success response after
No pending jobs are scheduled,

AWS IoT Device Client は実行中であり、ジョブを待機していますが、job-id 値を変更し、ステップ
1 から create-job を再実行することにより、別のジョブを送信できます。

ジョブの実行が終わったら、ターミナルウィンドウで、^C (control-C) を入力して AWS IoT Device Client
を停止します。

チュートリアル: AWS IoT Device Client チュートリア
ルを実行した後のクリーンアップ
このチュートリアルの手順では、このラーニングパスのチュートリアルを完了するまでに作成したファイ
ルとリソースを削除する手順を説明します。
このチュートリアルの手順
• ステップ 1: AWS IoT Device Client でデモを作成した後にデバイスをクリーンアップする (p. 172)
• ステップ 2: AWS IoT Device Client でデモを作成した後に AWS アカウント をクリーンアップす
る (p. 173)

ステップ 1: AWS IoT Device Client でデモを作成した後にデバイ
スをクリーンアップする
このチュートリアルでは、このラーニングパスでデモを作成した後に microSD カードをクリーンアップす
る方法の 2 つのオプションについて説明します。必要なセキュリティレベルを提供するオプションを選択
します。
デバイスの microSD カードをクリーニングしても作成した AWS IoT リソースは何も削除されないこと
に注意してください。デバイスの microSD カードをクリーニングしてから AWS IoT リソースをクリー
ンアップするには、the section called “AWS IoT Device Client でデモを作成した後にクリーンアップす
る” (p. 173) のチュートリアルを確認してください。

オプション 1: microSD カードを書き換えてクリーンアップする
このラーニングパスのチュートリアルを完了した後、microSD カードをクリーニングする最も簡単で徹底
的な方法は、デバイスの最初の準備時に作成して保存しておいたイメージファイルで microSD カードを上
書きすることです。
この手順では、ローカルホストコンピュータを使用して、保存された microSD カードイメージを microSD
カードに書き込みます。

Note
デバイスがオペレーティングシステムにリムーバブルストレージメディアを使用していない場合
は、そのデバイスの手順を参照してください。

microSD カードに新しいイメージを書き込むには
1.

ローカルホストコンピュータで、microSD カードに書き込む保存した microSD カードイメージを見つ
けます。
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2.

microSD カードをローカルホストコンピュータに挿入します。

3.

SD カードイメージングツールを使用して、選択したイメージファイルを microSD カードに書き込み
ます。

4.

Raspberry Pi OS イメージを microSD カードに書き込んだ後、microSD カードを取り出し、ローカル
ホストコンピュータから安全に取り外します。

microSD カードは使用可能になっています。

オプション 2: ユーザーディレクトリを削除してクリーンアップする
チュートリアルを完了した後、microSD カードのイメージを書き換えずに microSD カードをクリーニング
するには、ユーザーディレクトリを個別に削除します。この方法では、システムファイルがインストール
されている場合、そのファイルは削除されないため、保存されたイメージで microSD カードを書き換える
方法ほど徹底的ではありません。
必要性に対して、ユーザーディレクトリが十分に削除されるならば、この手順に従うことができます。

このラーニングパスのユーザーディレクトリをデバイスから削除するには
1.

次のコマンドを実行して、デバイスに接続されたターミナルウィンドウで、このラーニングパスで作
成されたユーザーディレクトリ、サブディレクトリ、およびそのすべてのファイルを削除します。

Note
これらのディレクトリとファイルを削除すると、チュートリアルを再度完了しないとデモを
実行できなくなります。
rm
rm
rm
rm
rm

2.

-Rf
-Rf
-Rf
-Rf
-Rf

~/dc-configs
~/policies
~/messages
~/certs
~/.aws-iot-device-client

次のコマンドを実行して、デバイスに接続されているターミナルウィンドウで、アプリケーションの
ソースディレクトリとファイルを削除します。

Note
これらのコマンドはプログラムをアンインストールしません。プログラムのビルドとイ
ンストールに使用されたソースファイルのみを削除します。これらのファイルを削除する
と、AWS CLI と AWS IoT Device Client が動作しない場合があります。
rm -Rf ~/aws-cli
rm -Rf ~/aws
rm -Rf ~/aws-iot-device-client

ステップ 2: AWS IoT Device Client でデモを作成した後に AWS
アカウント をクリーンアップする
これらの手順は、このラーニングパスのチュートリアルの完了までに作成した AWS リソースを特定して
削除するのに役立ちます。

AWS IoT リソースをクリーンアップする
この手順は、このラーニングパスのチュートリアルの完了までに作成した AWS IoT リソースを特定して削
除するのに役立ちます。
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このラーニングパスで作成された AWS IoT リソース
チュートリアル

モノのリソース

ポリシーリソース

the section called “AWS IoT
Device Client のインストールと
設定” (p. 139)

DevCliTestThing

DevCliTestThingPolicy

the section called “AWS IoT
Device Client との MQTT メッ
セージ通信をデモンストレー
ションする” (p. 148)

PubSubTestThing

PubSubTestThingPolicy

the section called “AWS IoT
Device Client でのリモートアク
ション (ジョブ) をデモンスト
レーションする” (p. 162)

ユーザー定義 (複数ある可能性が
あります)

ユーザー定義 (複数ある可能性が
あります)

AWS IoT リソースを削除するには、作成したモノのリソースごとに、以下の手順に従います。
1.

thing_name を削除するモノのリソースの名前に置き換えてから、次のコマンドを実行して、ローカ
ルホストコンピュータからモノのリソースにアタッチされた証明書を一覧表示します。
aws iot list-thing-principals --thing-name thing_name

このコマンドは、thing_name にアタッチされている証明書を一覧表示するこのようなレスポンスを
返します。ほとんどの場合、リストに含まれる証明書は 1 つだけです。
{

"principals": [
"arn:aws:iot:uswest-2:57EXAMPLE833:cert/23853eea3cf0edc7f8a69c74abeafa27b2b52823cab5b3e156295e94b26ae8ac"
]
}

2.

前のコマンドでリストされた各証明書について、次の手順を実行します。
a.

certificate_ID を前のコマンドの証明書 ID に置き換えます。証明書 ID は、前のコマンドで
返された ARN で cert/ の後に続く英数字です。次に、次のコマンドを実行して、証明書を無効
にします。
aws iot update-certificate --new-status INACTIVE --certificate-id certificate_ID

成功すると、このコマンドは何も返しません。
b.

certificate_ARN を以前に返された証明書のリストの証明書 ARN に置き換えてから、次のコ
マンドを実行して、この証明書にアタッチされたポリシーを一覧表示します。
aws iot list-attached-policies --target certificate_ARN

このコマンドは、証明書にアタッチされたポリシーを一覧表示するこのようなレスポンスを返し
ます。ほとんどの場合、リストにはポリシーが 1 つしかありません。
{

"policies": [
{
"policyName": "DevCliTestThingPolicy",
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"policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:policy/
DevCliTestThingPolicy"
}
]
}

c.

証明書にアタッチされた各ポリシーについて、次の手順を実行します。
i.

policy_name を 前のコマンドの policyName の値に置き換え、certificate_ARN を証
明書の ARN に置き換えてから、次のコマンドを実行して、証明書からポリシーをデタッチ
します。
aws iot detach-policy --policy-name policy_name --target certificate_ARN

成功すると、このコマンドは何も返しません。
ii.

policy_name を policyName の値に置き換えてから、次のコマンドを実行して、ポリシー
がその他の証明書にアタッチされているかどうかを確認します。
aws iot list-targets-for-policy --policy-name policy_name

コマンドがこのような空のリストを返す場合、ポリシーはどの証明書にもアタッチされてい
ません。その場合、ポリシーのバージョンを一覧表示します。ポリシーにまだ証明書が添付
されている場合は、detach-thing-principal ステップに進みます。
{
}

iii.

"targets": []

policy_name を policyName の値に置き換えてから、次のコマンドを実行してポリシーの
バージョンを確認します。ポリシーを削除するには、ポリシーのバージョンが 1 つだけであ
ることが必要です。
aws iot list-policy-versions --policy-name policy_name

次の例のように、ポリシーにバージョンが 1 つしかない場合は、スキップして delete-policy
ステップに進み、直ちにポリシーを削除できます。
{

}

"policyVersions": [
{
"versionId": "1",
"isDefaultVersion": true,
"createDate": "2021-11-18T01:02:46.778000+00:00"
}
]

次の例のように、ポリシーに複数のバージョンがある場合、ポリシーを削除する前
に、isDefaultVersion の値が false であるポリシーバージョンを削除する必要がありま
す。
{

"policyVersions": [
{
"versionId": "2",
"isDefaultVersion": true,
"createDate": "2021-11-18T01:52:04.423000+00:00"
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},
{

}

]

}

"versionId": "1",
"isDefaultVersion": false,
"createDate": "2021-11-18T01:30:18.083000+00:00"

ポリシーバージョンを削除する必要がある場合は、policy_name を policyName の値に置
き換え、version_ID を前のコマンドの versionId の値に置き換えてから、次のコマンド
を実行してポリシーバージョンを削除します。
aws iot delete-policy-version --policy-name policy_name --policy-versionid version_ID

成功すると、このコマンドは何も返しません。
ポリシーバージョンを 1 つ削除した後、ポリシーのポリシーバージョンが 1 つになるまで、
このステップを繰り返します。
iv.

policy_name を policyName の値に置き換えてから、次のコマンドを実行してポリシーを
削除します。
aws iot delete-policy --policy-name policy_name

d.

thing_name をモノの名前に置き換え、certificate_ARN を証明書の ARN に置き換えてか
ら、次のコマンドを実行してモノのリソースから証明書をデタッチします。
aws iot detach-thing-principal --thing-name thing_name --principal certificate_ARN

成功すると、このコマンドは何も返しません。
e.

certificate_ID を前のコマンドの証明書 ID に置き換えます。証明書 ID は、前のコマンドで
返された ARN で cert/ の後に続く英数字です。次に、次のコマンドを実行して、証明書リソー
スを削除します。
aws iot delete-certificate --certificate-id certificate_ID

成功すると、このコマンドは何も返しません。
3.

thing_name をモノの名前に置き換えて、次のコマンドを実行してモノを削除します。
aws iot delete-thing --thing-name thing_name

成功すると、このコマンドは何も返しません。

AWS リソースをクリーンアップする
この手順は、このラーニングパスのチュートリアルの完了までに作成した他の AWS リソースを特定して
削除するのに役立ちます。

このラーニングパスで作成された他の AWS リソース
チュートリアル

リソースタイプ

リソース名または ID

the section called “AWS IoT
Device Client でのリモートアク

Amazon S3 オブジェクト

hello-world-job.json
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チュートリアル

リソースタイプ

リソース名または ID

AWS IoT ジョブリソース

ユーザー定義

ション (ジョブ) をデモンスト
レーションする” (p. 162)
the section called “AWS IoT
Device Client でのリモートアク
ション (ジョブ) をデモンスト
レーションする” (p. 162)

このラーニングパスで作成された AWS リソースを削除するには
1.

このラーニングパスで作成されたジョブを削除するには
a.

次のコマンドを実行して、AWS アカウント のジョブを一覧表示します。
aws iot list-jobs

このコマンドは、自身の AWS アカウント と AWS リージョン の AWS IoT ジョブの次のような
リストを返します。
{

}

b.

"jobs": [
{
"jobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:job/hello-world-job-2",
"jobId": "hello-world-job-2",
"targetSelection": "SNAPSHOT",
"status": "COMPLETED",
"createdAt": "2021-11-16T23:40:36.825000+00:00",
"lastUpdatedAt": "2021-11-16T23:40:41.375000+00:00",
"completedAt": "2021-11-16T23:40:41.375000+00:00"
},
{
"jobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:job/hello-world-job-1",
"jobId": "hello-world-job-1",
"targetSelection": "SNAPSHOT",
"status": "COMPLETED",
"createdAt": "2021-11-16T23:35:26.381000+00:00",
"lastUpdatedAt": "2021-11-16T23:35:29.239000+00:00",
"completedAt": "2021-11-16T23:35:29.239000+00:00"
}
]

このラーニングパスで作成したジョブとしてリストから認識したジョブごとに、jobId を削除す
るジョブの jobId の値に置き換えてから、次のコマンドを実行して AWS IoT ジョブを削除しま
す。
aws iot delete-job --job-id jobId

コマンドが正常に終了すると、何も返しません。
2.

このラーニングパスの Amazon S3 バケットに保存したジョブドキュメントを削除するには
a.

bucket を使用したバケットの名前に置き換えてから、次のコマンドを実行して、使用した
Amazon S3 バケット内のオブジェクトを一覧表示します。
aws s3api list-objects --bucket bucket
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このコマンドは、次のようにバケット内の Amazon S3 オブジェクトのリストを返します。
{

"Contents": [
{
"Key": "hello-world-job.json",
"LastModified": "2021-11-18T03:02:12+00:00",
"ETag": "\"868c8bc3f56b5787964764d4b18ed5ef\"",
"Size": 54,
"StorageClass": "STANDARD",
"Owner": {
"DisplayName": "EXAMPLE",
"ID":
"e9e3d6ec1EXAMPLEf5bfb5e6bd0a2b6ed03884d1ed392a82ad011c144736a4ee"
}
},
{
"Key": "iot_job_firmware_update.json",
"LastModified": "2021-04-13T21:57:07+00:00",
"ETag": "\"7c68c591949391791ecf625253658c61\"",
"Size": 66,
"StorageClass": "STANDARD",
"Owner": {
"DisplayName": "EXAMPLE",
"ID":
"e9e3d6ec1EXAMPLEf5bfb5e6bd0a2b6ed03884d1ed392a82ad011c144736a4ee"
}
},
{
"Key": "order66.json",
"LastModified": "2021-04-13T21:57:07+00:00",
"ETag": "\"bca60d5380b88e1a70cc27d321caba72\"",
"Size": 29,
"StorageClass": "STANDARD",
"Owner": {
"DisplayName": "EXAMPLE",
"ID":
"e9e3d6ec1EXAMPLEf5bfb5e6bd0a2b6ed03884d1ed392a82ad011c144736a4ee"
}
}
]

}

b.

このラーニングパスで作成したオブジェクトとしてリストから認識したオブジェクトごと
に、bucket をバケット名に置き換え、key を削除するオブジェクトのキー値に置き換えてか
ら、次のコマンドを実行して Amazon S3 オブジェクトを削除します。
aws s3api delete-object --bucket bucket --key key

コマンドが正常に終了すると、何も返しません。
このラーニングパスの完了までに作成した AWS リソースとオブジェクトをすべて削除したら、チュート
リアルを最初からやり直すことができます。

AWS IoT Device SDK でソリューションを構築する
このセクションのチュートリアルでは、AWS IoT を使用して実稼働環境にデプロイできる IoT ソリュー
ションを開発する手順を順を追って説明します。

178

AWS IoT Core デベロッパーガイド
AWS IoT Device SDK でのソリューションの構築を開始する

これらのチュートリアルは、the section called “AWS IoT Device Client でデモを構築する” (p. 126) のセ
クションにあるものよりも長い時間がかかる場合があります。安全で信頼性の高いソリューションを作成
できるように、AWS IoT Device SDK を使用して適用されている概念について詳しく説明するからです。

AWS IoT Device SDK でのソリューションの構築を開
始する
これらのチュートリアルでは、さまざまな AWS IoT シナリオについて説明します。必要に応じて、チュー
トリアルでは AWS IoT Device SDK を使用します。
トピック
• チュートリアル: AWS IoT Device SDK を使用してデバイスを AWS IoT Core に接続する (p. 179)
• デバイスデータを他のサービスにルーティングする AWS IoT ルールの作成 (p. 195)
• デバイスがオフラインになっている間にデバイスの状態をデバイスシャドウで保持する (p. 226)
• チュートリアル: AWS IoT Core のカスタムオーソライザーの作成 (p. 247)
• チュートリアル: AWS IoT および Raspberry Pi を使用した土壌湿度のモニタリング (p. 259)

チュートリアル: AWS IoT Device SDK を使用してデ
バイスを AWS IoT Core に接続する
このチュートリアルでは、AWS IoT との間でデータを送受信できるように、デバイスを AWS IoT Core に
接続する方法を示します。このチュートリアルを完了すると、デバイスが AWS IoT Core に接続するよう
に設定され、デバイスが AWS IoT と通信する方法を理解できるようになります。
このチュートリアルでは、次の作業を行います。
1. the section called “AWS IoT 用にデバイスを準備する” (p. 180)
2. the section called “MQTT プロトコルを確認する” (p. 180)
3. the section called “pubsub.py Device SDK サンプルアプリケーションを確認する” (p. 181)
4. the section called “デバイスを接続して AWS IoT Core と通信する” (p. 187)
5. the section called “結果を確認する” (p. 192)
このチュートリアルの完了には 1 時間ほどかかります。

このチュートリアルを開始する前に、以下の要件を満たしていることを確認してください。
• AWS IoT Core で開始 (p. 18) を完了していること
the section called “デバイスを設定する” (p. 43) する必要があるチュートリアルのセクションで、デ
バイスの the section called “Raspberry Pi または別のデバイスを接続する” (p. 58) オプションを選択
し、Python 言語オプションを使用してデバイスを設定します。
このチュートリアルでも使用するため、そのチュートリアルで使用するターミナルウィンドウは開いた
ままにします。
• AWS IoT Device SDK v2 for Python を実行できるデバイス。
このチュートリアルでは、Python コード例を使用してデバイスを AWS IoT Core に接続する方法を示し
ます。これらの例では、比較的強力なデバイスが必要です。
リソースに制約のあるデバイスを使用している場合は、これらのコード例が機能しない可能性がありま
す。その場合、the section called “AWS IoT Device SDK for Embedded C の使用” (p. 192) チュートリ
アルでより多くの成功する可能性があります。
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AWS IoT 用にデバイスを準備する
AWS IoT Core で開始 (p. 18) では、デバイスと AWS アカウントが通信できるように準備しました。この
セクションでは、AWS IoT Core とのデバイス接続に適用されるその準備の側面を確認します。
デバイスの AWS IoT Core 接続に際して
1. が必要です。。AWS アカウント
AWS アカウント のセットアップ (p. 19) の手順では、AWS アカウント を作成する方法が記載されてい
ます (まだ持っていない場合)。
2. そのアカウントでは、AWS アカウント とリージョンのデバイス用に次の AWS IoT リソースが定義され
ている必要があります。
AWS IoT リソースの作成 (p. 40) の手順では、AWS アカウント とリージョンのデバイス用にこれらの
リソースを作成する方法が示されています。
• AWS IoT に登録され、デバイスを認証するために有効化されたデバイス証明書。
多くの場合、証明書は AWS IoT モノのオブジェクトを使用して作成され、そのオブジェクトにア
タッチされます。デバイスが AWS IoT に接続するためにモノのオブジェクトは必要ありませんが、
モノのオブジェクトがあることで、追加の AWS IoT 機能がデバイスで利用可能になります。
• AWS IoT Core に接続し、必要なすべてのアクションを実行することを許可するデバイス証明書にア
タッチされたポリシー。
3. AWS アカウント のデバイスエンドポイントにアクセスできるインターネット接続。
デバイスのエンドポイントは、AWS IoT デバイスデータとサービスエンドポイント (p. 80) で説明さ
れ、AWS IoT コンソールの設定ページで表示できます。
4. 通信ソフトウェア (AWS IoT Device SDK が提供するものなど)。このチュートリアルでは、AWS IoT
Device SDK v2 for Python を使用します。

MQTT プロトコルを確認する
サンプルアプリケーションについて説明する前に、MQTT プロトコルを理解しておくと役立ちま
す。MQTT プロトコルには、HTTP などの他のネットワーク通信プロトコルに比べていくつかの利点があ
り、IoT デバイスで一般的な選択肢となっています。このセクションでは、このチュートリアルに適用さ
れる MQTT の主要な側面を確認します。MQTT と HTTP の比較については、デバイス通信用のプロトコ
ルの選択 (p. 85) を参照してください。
MQTT は、発行/サブスクライブ通信モデルを使用します
MQTT プロトコルは、ホストとの発行/サブスクライブ通信モデルを使用します。このモデルは、HTTP が
使用するリクエスト/応答モデルとは異なります。MQTT では、デバイスは一意のクライアント ID によっ
て識別されるホストとのセッションを確立します。データを送信するために、デバイスはトピックによっ
て識別されたメッセージをホストのメッセージブローカーに発行します。メッセージブローカーからメッ
セージを受信するために、デバイスは、サブスクリプションリクエストでトピックフィルターをメッセー
ジブローカーに送信することにより、トピックをサブスクライブします。
MQTT サポート永続セッション
メッセージブローカーは、デバイスからメッセージを受信し、サブスクライブしているデバイスにメッ
セージを発行します。永続セッション (p. 88) (開始デバイスが切断されている場合でもアクティブなセッ
ション) では、デバイスは、切断中に発行されたメッセージを取得できます。デバイス側では、MQTT
は、デバイスによって送信されたメッセージをホストが確実に受信できるようにするサービス品質レベル
(QoS (p. 88)) をサポートします。
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pubsub.py Device SDK サンプルアプリケーションを確認する
このセクションでは、このチュートリアルで使用されている AWS IoT Device SDK v2 for Python の
pubsub.py サンプルアプリケーションを確認します。ここでは、AWS IoT Core に接続して MQTT メッ
セージを発行およびサブスクライブする方法を確認します。次のセクションでは、デバイスが AWS IoT
Core に接続して通信する方法を詳しく知るのに役立ついくつかの演習を紹介します。
pubsub.py サンプルアプリケーションは、AWS IoT Core を使用した MQTT 接続の次の側面を示していま
す。
• 通信プロトコル (p. 181)
• 永続セッション (p. 184)
• サービスの品質 (p. 184)
• メッセージの発行 (p. 185)
• メッセージのサブスクリプション (p. 185)
• デバイスの切断と再接続 (p. 186)

通信プロトコル
pubsub.py サンプルは、MQTT および MQTT over WSS プロトコルを使用した MQTT 接続を示して
います。AWS 共通ランタイム (AWS CRT) ライブラリは、低レベルの通信プロトコルサポートを提供
し、AWS IoT Device SDK v2 for Python に含まれています。

MQTT
pubsub.py サンプルでは、mqtt_connection_builder の mtls_from_path (ここに表示
されています) を呼び出して、MQTT プロトコルを使用して AWS IoT Core との接続を確立しま
す。mtls_from_path は、X.509 証明書と TLS v1.2 を使用してデバイスを認証します。AWS CRT ライ
ブラリは、その接続の下位レベルの詳細を処理します。
mqtt_connection = mqtt_connection_builder.mtls_from_path(
endpoint=args.endpoint,
cert_filepath=args.cert,
pri_key_filepath=args.key,
ca_filepath=args.ca_file,
client_bootstrap=client_bootstrap,
on_connection_interrupted=on_connection_interrupted,
on_connection_resumed=on_connection_resumed,
client_id=args.client_id,
clean_session=False,
keep_alive_secs=6
)

endpoint
AWS アカウント の IoT デバイスエンドポイント
サンプルアプリケーションでは、この値はコマンドラインから渡されます。
cert_filepath
デバイスの証明書ファイルへのパス
サンプルアプリケーションでは、この値はコマンドラインから渡されます。
pri_key_filepath
証明書ファイルで作成されたデバイスのプライベートキーファイルへのパス
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サンプルアプリケーションでは、この値はコマンドラインから渡されます。
ca_filepath
Root CA ファイルへのパス。MQTT サーバーがまだトラストストアにない証明書を使用する場合にの
み必要です。
サンプルアプリケーションでは、この値はコマンドラインから渡されます。
client_bootstrap
ソケット通信アクティビティを処理する共通ランタイムオブジェクト
サンプルアプリケーションでは、このオブジェクトは
mqtt_connection_builder.mtls_from_path の呼び出しの前にインスタンス化されます。
on_connection_interrupted, on_connection_resumed
デバイスの接続が中断され、再開されたときに呼び出すコールバック関数
client_id
AWS リージョン でこのデバイスを一意に識別する ID
サンプルアプリケーションでは、この値はコマンドラインから渡されます。
clean_session
新しい永続セッションを開始するか、既存のセッションに再接続するか (存在する場合)
keep_alive_secs
CONNECT リクエストで送信するキープアライブ値 (秒単位)。この間隔で ping が自動的に送信されま
す。サーバーは、この値の 1.5 倍の時間が経過しても ping を受信しなかった場合、接続が失われたと
みなします。

MQTT over WSS
pubsub.py サンプルでは、mqtt_connection_builder の
websockets_with_default_aws_signing (ここに表示されています) を呼び出
して、WSS 経由で MQTT プロトコルを使用して AWS IoT Core との接続を確立しま
す。websockets_with_default_aws_signing は、署名 V4 を使用して WSS 経由で MQTT 接続を作
成し、デバイスを認証します。
mqtt_connection = mqtt_connection_builder.websockets_with_default_aws_signing(
endpoint=args.endpoint,
client_bootstrap=client_bootstrap,
region=args.signing_region,
credentials_provider=credentials_provider,
websocket_proxy_options=proxy_options,
ca_filepath=args.ca_file,
on_connection_interrupted=on_connection_interrupted,
on_connection_resumed=on_connection_resumed,
client_id=args.client_id,
clean_session=False,
keep_alive_secs=6
)

endpoint
AWS アカウント の IoT デバイスエンドポイント
サンプルアプリケーションでは、この値はコマンドラインから渡されます。
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client_bootstrap
ソケット通信アクティビティを処理する共通ランタイムオブジェクト
サンプルアプリケーションでは、このオブジェクトは
mqtt_connection_builder.websockets_with_default_aws_signing の呼び出しの前にイ
ンスタンス化されます。
region
署名 V4 認証で使用される AWS 署名リージョン。pubsub.py では、コマンドラインに入力されたパ
ラメータを渡します。
サンプルアプリケーションでは、この値はコマンドラインから渡されます。
credentials_provider
認証に使用するために提供される AWS 認証情報
サンプルアプリケーションでは、このオブジェクトは
mqtt_connection_builder.websockets_with_default_aws_signing の呼び出しの前にイ
ンスタンス化されます。
websocket_proxy_options
HTTP プロキシオプション (プロキシホストを使用している場合)
サンプルアプリケーションでは、この値は
mqtt_connection_builder.websockets_with_default_aws_signing の呼び出しの前に初
期化されます。
ca_filepath
Root CA ファイルへのパス。MQTT サーバーがまだトラストストアにない証明書を使用する場合にの
み必要です。
サンプルアプリケーションでは、この値はコマンドラインから渡されます。
on_connection_interrupted, on_connection_resumed
デバイスの接続が中断され、再開されたときに呼び出すコールバック関数
client_id
AWS リージョン でこのデバイスを一意に識別する ID。
サンプルアプリケーションでは、この値はコマンドラインから渡されます。
clean_session
新しい永続セッションを開始するか、既存のセッションに再接続するか (存在する場合)
keep_alive_secs
CONNECT リクエストで送信するキープアライブ値 (秒単位)。この間隔で ping が自動的に送信されま
す。サーバーは、この値の 1.5 倍の時間が経過しても ping を受信しなかった場合、接続が失われたと
みなします。

HTTPS
HTTPS について説明します。AWS IoT Core は、HTTPS リクエストを発行するデバイスをサポートして
います。プログラミングの観点からは、デバイスは他のアプリケーションと同様に HTTPS リクエストを
AWS IoT Core に送信します。デバイスから HTTP メッセージを送信する Python プログラムの例について
は、Python の requests ライブラリを使用した HTTPS コード例 (p. 97)を参照してください。この例で

183

AWS IoT Core デベロッパーガイド
AWS IoT Device SDK を使用してデ
バイスを AWS IoT Core に接続する

は、AWS IoT Core が MQTT メッセージとして解釈できるように、HTTPS を使用して AWS IoT Core に
メッセージを送信します。
AWS IoT Core はデバイスからの HTTPS リクエストをサポートしていますが、デバイスの通信に使用する
プロトコルを十分な情報に基づいて決定できるように、デバイス通信用のプロトコルの選択 (p. 85) に関す
る情報を必ず確認してください。

永続セッション
サンプルアプリケーションでは、clean_session パラメータを False に設定して、接続を永続化する
必要があることを示します。実際には、これは、この呼び出しによって開かれた接続が、既存の永続セッ
ション (存在する場合) に再接続することを意味します。そうでなければ、新しい永続セッションを作成し
て接続します。
永続セッションでは、デバイスに送信されたメッセージは、デバイスが接続されていない間、メッセー
ジブローカーによって保存されます。デバイスが永続セッションに再接続すると、メッセージブローカー
は、サブスクライブしている保存済みメッセージをデバイスに送信します。
永続セッションがない場合、デバイスは、デバイスが接続されていないときに送信されたメッセージを受
信しません。どのオプションを使用するかは、アプリケーションと、デバイスが接続されていないときに
発生するメッセージを通信する必要があるかどうかによって異なります。詳細については、「」を参照し
てくださいMQTT 永続的セッションの使用 (p. 88)

サービスの品質
デバイスがメッセージを発行してサブスクライブする際に優先される Quality of Service (QoS、サービス
の品質) を設定できます。AWS IoT は、発行およびサブスクライブの操作について、QoS レベル 0 およ
び 1 をサポートしています。AWS IoT の QoS レベルの詳細については、MQTTサービス (QoS) 品質オプ
ション (p. 88) を参照してください。
Python 用の AWS CRT ランタイムは、サポートする QoS レベル用に次の定数を定義します。

Python サービス品質レベル
MQTT QoS レベル

SDK で使用される Python シン
ボリック値

説明

QoS レベル 0

mqtt.QoS.AT_MOST_ONCE

メッセージの送信は、受信され
たかどうかにかかわらず、1 回
だけ行われます。例えば、デバ
イスが接続されていない場合や
ネットワークエラーがある場合
など、メッセージがまったく送
信されない場合があります。

QoS レベル 1

mqtt.QoS.AT_LEAST_ONCE

メッセージは、PUBACK 確認応答
が受信されるまで繰り返し送信
されます。

サンプルアプリケーションでは、発行およびサブスクライブのリクエストは QoS レベル 1
(mqtt.QoS.AT_LEAST_ONCE) で行われます。
• 発行での QoS
デバイスが QoS レベル 1 のメッセージを発行すると、メッセージブローカーからの PUBACK 応答を受
信するまでメッセージが繰り返し送信されます。デバイスが接続されていない場合、メッセージは再接
続後に送信されるようにキューに入れられます。
• サブスクライブでの QoS
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デバイスが QoS レベル 1 のメッセージをサブスクライブすると、メッセージブローカーは、デバイス
に送信できるようになるまで、デバイスがサブスクライブしているメッセージを保存します。メッセー
ジブローカーは、デバイスから PUBACK 応答を受信するまでメッセージを再送信します。

メッセージの発行
AWS IoT Core への接続が正常に確立された後、デバイスはメッセージを発行できます。pubsub.py サン
プルでは、mqtt_connection オブジェクトの publish オペレーションを呼び出してこれを行います。
mqtt_connection.publish(
topic=args.topic,
payload=message,
qos=mqtt.QoS.AT_LEAST_ONCE
)

topic
メッセージを識別するメッセージのトピック名
サンプルアプリケーションでは、これはコマンドラインから渡されます。
payload
文字列としてフォーマットされたメッセージペイロード (例: JSON ドキュメント)
サンプルアプリケーションでは、これはコマンドラインから渡されます。
JSON ドキュメントは一般的なペイロード形式であり、他の AWS IoT サービスによって認識される形
式です。ただし、メッセージペイロードのデータ形式は、パブリッシャーとサブスクライバーが合意
するものであれば何でも構いません。ただし、他の AWS IoT サービスでは、いくつかのケースにおい
て、ほとんどのオペレーションで JSON と CBOR のみが認識されます。
qos
このメッセージの QoS レベル

メッセージのサブスクリプション
AWS IoT やその他のサービスおよびデバイスからメッセージを受信するために、デバイスはトピック名
でそれらのメッセージをサブスクライブします。デバイスは、トピック名 (p. 100)を指定して個々のメッ
セージをサブスクライブし、ワイルドカード文字を含めることができるトピックフィルター (p. 101)を指
定してメッセージのグループをサブスクライブできます。この pubsub.py サンプルでは、ここに示す
コードを使用してメッセージをサブスクライブし、受信後にメッセージを処理するためのコールバック関
数を登録します。
subscribe_future, packet_id = mqtt_connection.subscribe(
topic=args.topic,
qos=mqtt.QoS.AT_LEAST_ONCE,
callback=on_message_received
)
subscribe_result = subscribe_future.result()

topic
サブスクライブするトピック。これは、トピック名またはトピックフィルターにすることができま
す。
サンプルアプリケーションでは、これはコマンドラインから渡されます。
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qos
デバイスが切断されている間、メッセージブローカーがこれらのメッセージを保存する必要があるか
どうか。
mqtt.QoS.AT_LEAST_ONCE (QoS レベル 1) の値では、接続の作成時に永続セッションを指定する必
要があります (clean_session=False)。
callback
サブスクライブされたメッセージを処理するために呼び出す関数。
mqtt_connection.subscribe 関数は、future とパケット ID を返します。サブスクリプションリクエ
ストが正常に開始された場合、返されるパケット ID は 0 より大きくなります。サブスクリプションが
メッセージブローカーによって受信され、登録されたことを確認するには、コード例に示すように、非同
期オペレーションの結果が返されるまで待機する必要があります。
コールバック関数
pubsub.py サンプルのコールバックは、サブスクライブされたメッセージをデバイスが受信したときに
処理します。
def on_message_received(topic, payload, **kwargs):
print("Received message from topic '{}': {}".format(topic, payload))
global received_count
received_count += 1
if received_count == args.count:
received_all_event.set()

topic
メッセージのトピック
これは、トピックフィルターにサブスクライブしている場合でも、受信したメッセージの特定のト
ピック名です。
payload
メッセージペイロード
このフォーマットはアプリケーション固有です。
kwargs
で説明されている可能な追加の引数。。mqtt.Connection.subscribe
pubsub.py サンプルでは、on_message_received はトピックとそのペイロードのみを表示します。ま
た、制限に達した後、プログラムを終了するために受信したメッセージもカウントします。
アプリケーションはトピックとペイロードを評価して、実行するアクションを決定します。

デバイスの切断と再接続
pubsub.py サンプルには、デバイスが切断されたときと接続が再確立されたときに呼び出されるコール
バック関数が含まれています。これらのイベントに対してデバイスが実行するアクションは、アプリケー
ション固有です。
デバイスが初めて接続するとき、受信するトピックをサブスクライブする必要があります。再接続時にデ
バイスのセッションが存在する場合、そのサブスクリプションが復元され、それらのサブスクリプション
から保存されたメッセージは再接続後にデバイスに送信されます。
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再接続時にデバイスのセッションが存在しない場合は、サブスクリプションを再サブスクライブする必要
があります。永続セッションには有効期限があり、デバイスが切断されている時間が長すぎると期限切れ
になる可能性があります。

デバイスを接続して AWS IoT Core と通信する
このセクションでは、デバイスの AWS IoT Core への接続のさまざまな側面を詳しく知るのに役立ついく
つかの演習を紹介します。これらの演習では、AWS IoT コンソールで MQTT テストクライアントを使用
して、デバイスが発行する内容を確認し、デバイスにメッセージを発行します。これらの演習では、AWS
IoT Device SDK v2 for Python の pubsub.py サンプルを使用し、AWS IoT Core で開始 (p. 18) のチュー
トリアルの経験に基づいて構築します。
このセクションでは、以下を行います。
• ワイルドカードトピックフィルターをサブスクライブする (p. 187)
• トピックフィルターのサブスクリプションを処理する (p. 189)
• デバイスからメッセージを発行する (p. 190)
これらの演習では、pubsub.py サンプルプログラムから始めます。

Note
これらの演習では、AWS IoT Core で開始 (p. 18) のチュートリアルを完了しており、そのチュー
トリアルのデバイスのターミナルウィンドウを使用していることを前提としています。

ワイルドカードトピックフィルターをサブスクライブする
この演習では、pubsub.py を呼び出してワイルドカードトピックフィルターをサブスクライブするため
に使用するコマンドラインを変更し、メッセージのトピックに基づいて受信したメッセージを処理しま
す。

演習手順
この演習では、デバイスに温度制御と照明制御が含まれていると想像してください。これらのトピック名
を使用して、トピックに関するメッセージを識別します。
1.

演習を開始する前に、AWS IoT Core で開始 (p. 18) のチュートリアルのこのコマンドをデバイスで実
行して、演習の準備がすべて整っていることを確認してください。
cd ~/aws-iot-device-sdk-python-v2/samples
python3 pubsub.py --topic topic_1 --ca_file ~/certs/Amazon-root-CA-1.pem --cert ~/
certs/device.pem.crt --key ~/certs/private.pem.key --endpoint your-iot-endpoint

開始方法のチュートリアル (p. 62)で見たのと同じ出力が表示されるはずです。
2.

この演習では、これらのコマンドラインパラメータを変更します。
アクション

コマンドラインパラメータ

Effect

追加

--message ""

リッスンのみを実行するように
pubsub.py を設定する

追加

--count 2

2 通のメッセージを受信した後
にプログラムを終了する

変更

--topic device/+/details

にサブスクライブするトピック
フィルターを定義する
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これらの変更を最初のコマンドラインに加えると、このコマンドラインになります。デバイスのター
ミナルウィンドウにこのコマンドを入力します。
python3 pubsub.py --message "" --count 2 --topic device/+/details --ca_file ~/certs/
Amazon-root-CA-1.pem --cert ~/certs/device.pem.crt --key ~/certs/private.pem.key -endpoint your-iot-endpoint

プログラムは次のように表示されます。
Connecting to a3qexamplesffp-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com with client ID
'test-24d7cdcc-cc01-458c-8488-2d05849691e1'...
Connected!
Subscribing to topic 'device/+/details'...
Subscribed with QoS.AT_LEAST_ONCE
Waiting for all messages to be received...

ターミナルにこのように表示された場合、デバイスは準備ができており、トピック名が topic-1/で
始まり /detailで終わるメッセージをリッスンしています。それでは、それをテストしてみましょ
う。
3.

4.

デバイスが受信する可能性のあるメッセージをいくつか示します。
トピック名

メッセージペイロード

device/temp/details

{ "desiredTemp": 20, "currentTemp":
15 }

device/light/details

{ "desiredLight": 100,
"currentLight": 50 }

AWS IoT コンソールで MQTT テストクライアントを使用して、前のステップで説明したメッセージ
をデバイスに送信します。
a.

AWS IoT コンソールで MQTT テストクライアントを開きます。

b.

[Subscribe to topic] (トピックへのサブスクライブ) の [Subscription topic] (トピックのサブスクリ
プション) フィールドで、トピックフィルター device/+/details を入力して、[Subscribe to
topic] (トピックへのサブスクライブ) を選択します。

c.

MQTT テストクライアントの [Subscriptions] (サブスクリプション) 列で、[device/+/details] を選
択します。

d.

上記の表の各トピックについて、MQTT テストクライアントで次の操作を行います。
1. [Publish] (発行) で、テーブルの [Topic name] (トピック名) 列の値を入力します。
2. トピック名の下のメッセージペイロードフィールドに、表の [Message payload] (メッセージペ
イロード) 列の値を入力します。
3. pubsub.py が実行されているターミナルウィンドウを確認し、MQTT テストクライアントで
[Publish to topic] (トピックに発行) を選択します。
ターミナルウィンドウで pubsub.py によってメッセージが受信されたことがわかります。

演習結果
これにより、pubsub.py は、ワイルドカードトピックフィルターを使用してメッセージをサブスクライ
ブし、それらを受信し、ターミナルウィンドウに表示しました。単一のトピックフィルターをサブスクラ
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イブし、2 つの異なるトピックを持つメッセージを処理するためにコールバック関数が呼び出されたこと
に注意してください。

トピックフィルターのサブスクリプションを処理する
前の演習に基づいて、pubsub.py サンプルアプリケーションを変更してメッセージトピックを評価し、
トピックに基づいてサブスクライブされたメッセージを処理します。

演習手順
メッセージトピックを評価するには
1.

pubsub.py を pubsub2.py にコピーします。

2.

お好きなテキストエディタまたは IDE で pubsub2.py を開きます。

3.

pubsub2.py で、on_message_received 関数を見つけます。

4.

on_message_received で、次のコードを print("Received message で始まる行の後、および
global received_count で始まる行の前に挿入します。
topic_parsed = False
if "/" in topic:
parsed_topic = topic.split("/")
if len(parsed_topic) == 3:
# this topic has the correct format
if (parsed_topic[0] == 'device') and (parsed_topic[2] == 'details'):
# this is a topic we care about, so check the 2nd element
if (parsed_topic[1] == 'temp'):
print("Received temperature request: {}".format(payload))
topic_parsed = True
if (parsed_topic[1] == 'light'):
print("Received light request: {}".format(payload))
topic_parsed = True
if not topic_parsed:
print("Unrecognized message topic.")

5.

このコマンドラインを使用して、変更を保存し、変更したプログラムを実行します。
python3 pubsub2.py --message "" --count 2 --topic device/+/details --ca_file ~/certs/
Amazon-root-CA-1.pem --cert ~/certs/device.pem.crt --key ~/certs/private.pem.key -endpoint your-iot-endpoint

6.
7.

8.
9.

AWS IoT コンソールで MQTT テストクライアントを開きます。
[Subscribe to topic] (トピックへのサブスクライブ) の [Subscription topic] (トピックのサブスクリプ
ション) フィールドで、トピックフィルター device/+/details を入力して、[Subscribe to topic]
(トピックへのサブスクライブ) を選択します。
MQTT テストクライアントの [Subscriptions] (サブスクリプション) 列で、[device/+/details] を選択し
ます。
この表の各トピックについて、MQTT テストクライアントで次の操作を行います。
トピック名

メッセージペイロード

device/temp/details

{ "desiredTemp": 20, "currentTemp":
15 }

device/light/details

{ "desiredLight": 100,
"currentLight": 50 }

1. [Publish] (発行) で、テーブルの [Topic name] (トピック名) 列の値を入力します。
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2. トピック名の下のメッセージペイロードフィールドに、表の [Message payload] (メッセージペイ
ロード) 列の値を入力します。
3. pubsub.pyが実行されているターミナルウィンドウを確認し、MQTT テストクライアントで
[Publish to topic] (トピックに発行) を選択します。
ターミナルウィンドウで pubsub.py によってメッセージが受信されたことがわかります。
ターミナルウィンドウに、このような内容が表示されます。
Connecting to a3qexamplesffp-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com with client ID 'testaf794be0-7542-45a0-b0af-0b0ea7474517'...
Connected!
Subscribing to topic 'device/+/details'...
Subscribed with QoS.AT_LEAST_ONCE
Waiting for all messages to be received...
Received message from topic 'device/light/details': b'{ "desiredLight": 100,
"currentLight": 50 }'
Received light request: b'{ "desiredLight": 100, "currentLight": 50 }'
Received message from topic 'device/temp/details': b'{ "desiredTemp": 20, "currentTemp":
15 }'
Received temperature request: b'{ "desiredTemp": 20, "currentTemp": 15 }'
2 message(s) received.
Disconnecting...
Disconnected!

演習結果
この演習では、サンプルアプリケーションがコールバック関数で複数のメッセージを認識して処理するよ
うにコードを追加しました。これにより、デバイスはメッセージを受信し、それに基づいてアクションを
実行できます。
デバイスが複数のメッセージを受信して処理する別の方法は、異なるメッセージを個別にサブスクライブ
し、各サブスクリプションを独自のコールバック関数に割り当てることです。

デバイスからメッセージを発行する
pubsub.py サンプルアプリケーションを使用して、デバイスからメッセージを発行できます。メッセージ
をそのまま発行しますが、メッセージを JSON ドキュメントとして読み取ることはできません。この演習
では、AWS IoT Core で読み取ることができるメッセージペイロードで JSON ドキュメントを発行できる
ようにサンプルアプリケーションを変更します。

演習手順
この演習では、次のメッセージが device/dataトピックとともに送信されます。
{

}

"timestamp": 1601048303,
"sensorId": 28,
"sensorData": [
{
"sensorName": "Wind speed",
"sensorValue": 34.2211224
}
]
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この演習のメッセージを監視するように MQTT テストクライアントを準備するには
1.

[Subscribe to topic] (トピックへのサブスクライブ)の[Subscription topic field] (トピックのサブスクリ
プションフィールド)で、topic filter(トピックフィルター) device/data を入力して、[Subscribe to
topic] (トピックへのサブスクライブ) を選択します。

2.

MQTT テストクライアントの [Subscriptions] (サブスクリプション) 列で、[device/data] (デバイス/
データ) を選択します。

3.

MQTT テストクライアントウィンドウを開いたままにして、デバイスからのメッセージを待ちます。

pubsub.py サンプルアプリケーションで JSON ドキュメントを送信するには
1.

デバイスで、pubsub.py を pubsub3.py にコピーします。

2.

pubsub3.py を編集して、発行するメッセージのフォーマット方法を変更します。
a.

テキストエディタで pubsub3.py を開きます。

b.

次のコード行を見つけます。
message = "{} [{}]".format(args.message, publish_count)

c.

次のように変更します。
message = "{}".format(args.message)

d.
3.

変更を保存します。

デバイス上でこのコマンドを実行して、メッセージを 2 回送信します。
python3 pubsub3.py --ca_file ~/certs/Amazon-root-CA-1.pem --cert ~/certs/
device.pem.crt --key ~/certs/private.pem.key --topic device/data --count 2 -message '{"timestamp":1601048303,"sensorId":28,"sensorData":[{"sensorName":"Wind
speed","sensorValue":34.2211224}]}' --endpoint your-iot-endpoint

4.

MQTT テストクライアントで、次のようにメッセージペイロード内の JSON ドキュメントを解釈して
フォーマットしたことを確認します。

デフォルトでは、pubsub3.py は送信するメッセージもサブスクライブします。アプリの出力でメッセー
ジを受信したことがわかります。ターミナルウィンドウは次のようになります。
Connecting to a3qEXAMPLEsffp-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com with client ID
'test-5cff18ae-1e92-4c38-a9d4-7b9771afc52f'...
Connected!
Subscribing to topic 'device/data'...
Subscribed with QoS.AT_LEAST_ONCE
Sending 2 message(s)
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Publishing message to topic 'device/data':
{"timestamp":1601048303,"sensorId":28,"sensorData":[{"sensorName":"Wind
speed","sensorValue":34.2211224}]}
Received message from topic 'device/data':
b'{"timestamp":1601048303,"sensorId":28,"sensorData":[{"sensorName":"Wind
speed","sensorValue":34.2211224}]}'
Publishing message to topic 'device/data':
{"timestamp":1601048303,"sensorId":28,"sensorData":[{"sensorName":"Wind
speed","sensorValue":34.2211224}]}
Received message from topic 'device/data':
b'{"timestamp":1601048303,"sensorId":28,"sensorData":[{"sensorName":"Wind
speed","sensorValue":34.2211224}]}'
2 message(s) received.
Disconnecting...
Disconnected!

演習結果
これにより、デバイスは AWS IoT Core に送信するメッセージを生成して基本的な接続をテストし、AWS
IoT Core が処理するためのデバイスメッセージを提供できます。例えば、このアプリケーションを使用し
てデバイスからテストデータを送信し、AWS IoT ルールアクションをテストできます。

結果を確認する
このチュートリアルの例では、デバイスが AWS IoT ソリューションの基本部分である AWS IoT Core と
通信する方法の基本を実践的に体験できます。デバイスが AWS IoT Core と通信できる場合、AWS の
サービスや、デバイスがアクションを実行できる他のデバイスにメッセージを渡すことができます。同様
に、AWS のサービスやその他のデバイスは情報を処理して、その結果デバイスにメッセージが返されま
す。
AWS IoT Core をさらに詳しく学習する準備ができたら、次のチュートリアルを試してください。
• the section called “Amazon SNS 通知の送信” (p. 204)
• the section called “デバイスデータを DynamoDB テーブルに保存する” (p. 211)
• the section called “AWS Lambda 関数を使用して通知をフォーマットする” (p. 217)

チュートリアル: AWS IoT Device SDK for Embedded C の使用
このセクションでは、AWS IoT Device SDK for Embedded C を実行する方法について説明します。
このセクションの手順
• ステップ 1: AWS IoT Device SDK for Embedded C をインストールする (p. 192)
• ステップ 2: サンプルアプリケーションを設定する (p. 193)
• ステップ 3: サンプルアプリケーションをビルドして実行する (p. 194)

ステップ 1: AWS IoT Device SDK for Embedded C をインストールする
AWS IoT Device SDK for Embedded C は通常、最適化された C 言語ランタイムを必要とするリソース制
約のあるデバイスを対象としています。この SDK は、任意のオペレーティングシステムで使用でき、任意
のプロセッサタイプ (MCU や MPU など) でホストできます。使用可能なメモリと処理リソースが多い場合
は、上位の AWS IoT Device および Mobile SDK (C++、Java、JavaScript、Python など) のいずれかを使
用することをお勧めします。
一般的に、AWS IoT Device SDK for Embedded C は、組み込みオペレーティングシステムを実行する
MCU またはローエンド MPU を使用するシステムを対象としています。このセクションのプログラミング
例では、ご利用のデバイスが Linux を使用していると仮定しています。

192

AWS IoT Core デベロッパーガイド
AWS IoT Device SDK を使用してデ
バイスを AWS IoT Core に接続する

Example
1.

GitHub から AWS IoT Device SDK for Embedded C をデバイスにダウンロードします。
git clone https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-embedded-c.git --recurse-submodules

これにより、現在のディレクトリに aws-iot-device-sdk-embedded-c という名前のディレクト
リが作成されます。
2.

そのディレクトリに移動し、最新のリリースを確認します。最新のリリースタグについて
は、github.com/aws/aws-iot-device-sdk-embedded-C/tags を参照してください。
cd aws-iot-device-sdk-embedded-c
git checkout latest-release-tag

3.

OpenSSL バージョン 1.1.0 以降をインストールします。OpenSSL 開発ライブラリは、通常、パッ
ケージマネージャーを介してインストールされた場合、「libssl-dev」または「openssl-devel」と呼ば
れます。
sudo apt-get install libssl-dev

ステップ 2: サンプルアプリケーションを設定する
AWS IoT Device SDK for Embedded C には、サンプルアプリケーションが含まれています。分かりやす
いように、このチュートリアルでは mqtt_demo_mutual_auth アプリケーションを使用して、AWS IoT
Core メッセージブローカーに接続し MQTT トピックにサブスクライブして発行する方法を示します。
1.

AWS IoT Core で開始 (p. 18) で作成した証明書およびプライベートキーを build/bin/
certificates ディレクトリにコピーします。

Note
デバイスおよびルート CA 証明書の有効期限切れや失効の対象となります。これらの証明書
の有効期限が切れたり、失効した場合は、新しい CA 証明書またはプライベートキーおよび
デバイス証明書をデバイスにコピーする必要があります。
2.

サンプルは、パーソナル AWS IoT Core エンドポイント、プライベートキー、証明書、およびルー
ト CA 証明書で設定する必要があります。aws-iot-device-sdk-embedded-c/demos/mqtt/
mqtt_demo_mutual_auth ディレクトリに移動します。
AWS CLIがインストールされている場合は、コマンドを使用してアカウントのエンドポイント URL
を見つける事ができます。
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS

AWS CLI がインストールされていない場合は、[AWS IoTconsole](コンソール)を開きます。ナビゲー
ションペインで、[Manage (管理)]、[Things (モノ)] の順に選択します。デバイスの IoT のモノを選択
し、[Interact] (操作) を選択します。モノ の詳細ページの [HTTPS] セクションにエンドポイントが表
示されます。
3.

demo_config.h ファイルを開いて、以下の値を更新します。
AWS_IOT_ENDPOINT
パーソナルエンドポイント。
CLIENT_CERT_PATH
証明書ファイルのパス (例 certificates/device.pem.crt")。
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CLIENT_PRIVATE_KEY_PATH
プライベートキーのファイル名 (例 certificates/private.pem.key )。
以下に例を示します。
// Get from demo_config.h
// =================================================
#define AWS_IOT_ENDPOINT
"my-endpoint-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com"
#define AWS_MQTT_PORT
8883
#define CLIENT_IDENTIFIER
"testclient"
#define ROOT_CA_CERT_PATH
"certificates/AmazonRootCA1.crt"
#define CLIENT_CERT_PATH
"certificates/my-device-cert.pem.crt"
#define CLIENT_PRIVATE_KEY_PATH
"certificates/my-device-private-key.pem.key"
// =================================================

4.

次のコマンドを使用して、デバイスに CMake がインストールされているかどうかを確認します。
cmake --version

コンパイラのバージョン情報が表示された場合は、次のセクションに進みます。
エラーが発生する、または情報が表示されない場合は、次のコマンドを使用して cmake パッケージを
インストールする必要があります。
sudo apt-get install cmake

cmake --version コマンドを再度実行し、CMake がインストールされ、続行する準備ができているこ
とを確認します。
5.

次のコマンドを使用して、デバイスに開発ツールがインストールされているかどうかを確認します。
gcc --version

コンパイラのバージョン情報が表示された場合は、次のセクションに進みます。
エラーが発生したり、コンパイラ情報が表示されない場合は、次のコマンドを使用して buildessential パッケージをインストールする必要があります。
sudo apt-get install build-essential

gcc --version コマンドを再度実行し、ビルドツールがインストールされ、続行する準備ができている
ことを確認します。

ステップ 3: サンプルアプリケーションをビルドして実行する
AWS IoT Device SDK for Embedded C サンプルアプリケーションを実行するには
1.

aws-iot-device-sdk-embedded-c に移動し、ディレクトリを作成します。
mkdir build && cd build

2.

次の CMake コマンドを入力して、ビルドに必要な Makefiles を生成します。
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cmake ..

3.

次のコマンドを入力して、実行可能アプリケーションファイルをビルドします。
make

4.

次のコマンドで mqtt_demo_mutual_auth アプリを実行します。
cd bin
./mqtt_demo_mutual_auth

次のような出力が表示されます。

これで、デバイスは AWS IoT Device SDK for Embedded C を使用して AWS IoT に接続されました。
AWS IoT コンソールを使用して、サンプルアプリケーションが発行している MQTT メッセージを表示す
ることもできます。AWS IoT コンソールで MQTT クライアントを使用する方法については、「the section
called “AWS IoT MQTT クライアントでデバイスの MQTT メッセージを表示する” (p. 67)」を参照してくだ
さい。

デバイスデータを他のサービスにルーティングする
AWS IoT ルールの作成
以下のチュートリアルでは、より一般的なルールアクションを使用して AWS IoT ルールを作成してテスト
する方法を示します。
AWS IoT ルールは、デバイスから他の AWS のサービスにデータを送信します。特定の MQTT メッセージ
をリッスンし、メッセージペイロード内のデータをフォーマットし、結果を他の AWS のサービスに送信
します。
Lambda 関数やそれ以上に複雑なものを使用するルールを作成することが目標であっても、ここに示され
ている順序でこれらを試すことをお勧めします。チュートリアルは、基本的なものから複雑なものへと
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順に表示されます。新しい概念を段階的に提示することで、特定のチュートリアルを持たないルールアク
ションの作成に使用できる概念を学習するのに役立ちます。

Note
AWS IoT ルールは、IoT デバイスから他の AWS のサービスにデータを送信するのに役立ちま
す。ただし、これを正常に実行するには、データを送信する他のサービスに関する実用的な知識
が必要です。これらのチュートリアルでは、タスクを完了するために必要な情報が提供されてい
ますが、ソリューションで使用する前に、データの送信先のサービスについて詳しく知っておく
と便利です。他の AWS のサービスの詳細な説明は、これらのチュートリアルの範囲外です。
チュートリアルのシナリオの概要
これらのチュートリアルのシナリオは、定期的にデータを発行する気象センサーデバイスのシナリオで
す。この架空のシステムには、このようなセンサー装置がたくさんあります。ただし、このセクションの
チュートリアルでは、1 つのデバイスに焦点を当てつつ、複数のセンサーに対応する方法を示します。
このセクションのチュートリアルでは、AWS IoT ルールを使用して、この気象センサーデバイスの架空の
システムで以下のタスクを実行する方法を示します。
• チュートリアル: MQTT メッセージの再発行 (p. 197)
このチュートリアルでは、気象センサーから受信した MQTT メッセージを、センサー ID と温度値のみ
を含むメッセージとして再発行する方法を示します。AWS IoT Core サービスのみを使用し、シンプル
な SQL クエリと MQTT クライアントを使用してルールをテストする方法をデモンストレーションしま
す。
• チュートリアル: Amazon SNS 通知の送信 (p. 204)
このチュートリアルでは、気象センサーデバイスの値が特定の値を超えた場合に SNS メッセージを送信
する方法を示します。これは、前のチュートリアルで示した概念に基づいて構築されており、別の AWS
のサービスである Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) とともに使用する方法を追加して
います。
Amazon SNS を初めて使用する場合は、このチュートリアルを開始する前に、開始方法の演習を行いま
す。
• チュートリアル: デバイスデータの DynamoDB テーブルへの保存 (p. 211)
このチュートリアルでは、気象センサーデバイスのデータをデータベーステーブルに保存する方法を
示します。ルールクエリステートメントと置換テンプレートを使用して、送信先のサービスである
Amazon DynamoDB のメッセージデータをフォーマットします。
DynamoDB を初めて使用する場合は、このチュートリアルを開始する前に、開始方法の演習を行いま
す。
• チュートリアル: AWS Lambda 関数を使用して通知をフォーマットする (p. 217)
このチュートリアルでは、Lambda 関数を呼び出してデバイスデータを再フォーマットし、それをテキ
ストメッセージとして送信する方法を示します。Python スクリプトと AWS SDK 関数を AWS Lambda
関数に追加して、気象センサーデバイスからのメッセージペイロードデータをフォーマットし、テキス
トメッセージを送信します。
Lambda を初めて使用する場合は、このチュートリアルを開始する前に、開始方法の演習を行います。
AWS IoT ルールの概要
これらのチュートリアルはすべて、AWS IoT ルールを作成します。
デバイスから別の AWS のサービスにデータを送信する AWS IoT ルールでは、以下を使用します。
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• ルールクエリステートメントは、次のもので構成されます。
• メッセージペイロードからデータを選択してフォーマットする SQL SELECT 句
• 使用するメッセージを識別するトピックフィルター (ルールクエリステートメントの FROM オブジェ
クト)
• アクションを実行する特定の条件を指定するオプションの条件ステートメント (SQL WHERE 句)
• 少なくとも 1 つのルールアクション
デバイスは、MQTT トピックにメッセージを発行します。SQL SELECT ステートメントのトピックフィ
ルターは、ルールを適用する MQTT トピックを識別します。SQL SELECT ステートメントで指定された
フィールドは、ルールのアクションで使用するために、着信 MQTT メッセージペイロードからのデータ
をフォーマットします。ルールのすべてのアクションのリストについては、「AWS IoT ルールのアクショ
ン (p. 487)」を参照してください。
このセクションのチュートリアル
• チュートリアル: MQTT メッセージの再発行 (p. 197)
• チュートリアル: Amazon SNS 通知の送信 (p. 204)
• チュートリアル: デバイスデータの DynamoDB テーブルへの保存 (p. 211)
• チュートリアル: AWS Lambda 関数を使用して通知をフォーマットする (p. 217)

チュートリアル: MQTT メッセージの再発行
このチュートリアルでは、指定した MQTT メッセージを受信したときに MQTT メッセージを発行する
AWS IoT ルールを作成する方法を示します。受信メッセージペイロードは、発行前にルールによって変更
できます。これにより、デバイスやそのファームウェアを変更することなく、特定のアプリケーションに
合わせたメッセージを作成できます。また、ルールのフィルタリング機能を使用して、特定の条件が満た
された場合にのみメッセージを発行することもできます。
ルールによって再発行されるメッセージは、他の AWS IoT デバイスまたはクライアントから送信された
メッセージのように機能します。デバイスは、他の MQTT メッセージトピックにサブスクライブできるの
と同様に、再発行されたメッセージにサブスクライブできます。

このチュートリアルでは、次の内容を学習します。
• ルールクエリステートメントでシンプルな SQL クエリと関数を使用する方法
• MQTT クライアントを使用して AWS IoT ルールをテストする方法
このチュートリアルの完了には 30 分ほどかかります。
このチュートリアルでは、次の作業を行います。
• MQTT トピックと AWS IoT ルールを確認する (p. 198)
• ステップ 1: MQTT メッセージを再発行するための AWS IoT ルールを作成する (p. 198)
• ステップ 2: 新しいルールをテストする (p. 200)
• ステップ 3: 結果と次のステップを確認する (p. 203)

このチュートリアルを開始する前に、以下の要件を満たしていることを確認してください。
• AWS アカウント のセットアップ (p. 19)
このチュートリアルを完了するには、AWS アカウント と AWS IoT コンソールが必要です。
• AWS IoT MQTT クライアントでデバイスの MQTT メッセージを表示する (p. 67) を確認したこと
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トピックにサブスクライブおよび発行するために MQTT クライアントを使用できることを確認してくだ
さい。この手順では、MQTT クライアントを使用して新しいルールをテストします。

MQTT トピックと AWS IoT ルールを確認する
AWS IoT ルールについて学ぶ前に、MQTT プロトコルを理解しておくと役立ちます。IoT ソリューション
では、MQTT プロトコルは HTTP などの他のネットワーク通信プロトコルよりも優れた機能を提供してい
るため、IoT デバイスでの使用のための選択肢として好まれています。このセクションでは、このチュー
トリアルに適用される MQTT の主な側面を見ていきます。MQTT と HTTP を比較する方法の詳細につい
ては、「デバイス通信用のプロトコルの選択 (p. 85)」を参照してください。
MQTT プロトコル
MQTT プロトコルは、ホストとの発行/サブスクライブ通信モデルを使用します。データを送信するため
に、デバイスは、トピックによって識別されるメッセージを AWS IoT メッセージブローカーに発行しま
す。メッセージブローカーからメッセージを受信するために、デバイスは、サブスクリプションリクエス
トでトピックフィルターをメッセージブローカーに送信することにより、受信するトピックにサブスクラ
イブします。AWS IoT ルールエンジンは、メッセージブローカーから MQTT メッセージを受信します。
AWS IoT ルール
AWS IoT ルールは、ルールクエリステートメントと 1 つ以上のルールアクションで構成されます。AWS
IoT ルールエンジンが MQTT メッセージを受信すると、これらの要素は次のようにメッセージに対するア
クションを実行します。
• ルールクエリステートメント
ルールのクエリステートメントは、使用する MQTT トピックを記述し、メッセージペイロードからの
データを解釈し、一般的な SQL データベースで使用されるステートメントに似た SQL ステートメント
によって記述されるようにデータをフォーマットします。クエリステートメントの結果は、ルールのア
クションに送信されるデータです。
• ルールアクション
ルール内の各ルールアクションは、ルールのクエリステートメントから得られたデータに対してアク
ションを実行します。AWS IoT は多くのルールアクション (p. 487)をサポートしています。ただし、
このチュートリアルでは、Republish (p. 548) ルールアクションに焦点を当てます。このアクション
は、クエリステートメントの結果を特定のトピックを持つ MQTT メッセージとして発行します。

ステップ 1: MQTT メッセージを再発行するための AWS IoT ルールを作成する
このチュートリアルで作成する AWS IoT ルールは、device_id がメッセージを送信したデバイスの
ID である device/device_id/data MQTT トピックをサブスクライブします。これらのトピック
は、device/+/data として トピックフィルター (p. 101)によって記述されます。ここで、+ は、2 つの
スラッシュ文字の間の任意の文字列に一致するワイルドカードです。
一致するトピックからルールがメッセージを受信すると、device_id および temperature の値を
device/data/temp トピックを含む新しい MQTT メッセージとして再発行します。
例えば、device/22/dataトピックを含む MQTT メッセージのペイロードは、以下のようになります。
{

"temperature": 28,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
"wind": {
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}

}

"velocity": 22,
"bearing": 255

このルールは、メッセージペイロードから temperature 値を、トピックから device_id を取得
し、device/data/temp トピックを含む MQTT メッセージおよびメッセージペイロードとして次のよう
に再発行します。
{
}

"device_id": "22",
"temperature": 28

このルールでは、デバイスの ID と温度データのみを必要とするデバイスは、device/data/temp トピッ
クにサブスクライブして、その情報のみを受信します。

MQTT メッセージを再発行するルールを作成するには
1.

AWS IoT コンソールの [Rules] (ルール) ハブを開きます。

2.

[Rules] (ルール) で、[Create] (作成) を選択して、新しいルールの作成を開始します。

3.

[Create a rule] (ルールを作成) の上部で、次のように操作します。
a.

[Name] (名前) で、ルールの名前を入力します。このチュートリアルでは、republish_temp と
いう名前を付けます。
ルール名は、アカウントとリージョン内で一意である必要があります。また、スペースを含める
ことはできません。この名前にアンダースコア文字を使用して、ルールの名前の 2 つの単語を区
切りました。

b.

[Description] (説明) で、ルールの説明を入力します。
わかりやすい説明を使用すると、このルールの動作と作成した理由を思い出すのに役立ちます。
説明は必要なだけ長くすることができるので、できるだけ詳述してください。

4.

[Create a rule] (ルールを作成) の [Rule query statement] (ルールクエリステートメント) で、以下を実
行します。
a.

[Using SQL version] (SQL バージョンの使用) で、2016-03-23 を選択します。

b.

[Rule query statement] (ルールクエリステートメント) 編集ボックスで、ステートメントを入力し
ます。
SELECT topic(2) as device_id, temperature FROM 'device/+/data'

このステートメント:
• device/+/data トピックフィルターに一致するトピックを持つ MQTT メッセージをリッスン
します。
• トピック文字列から 2 番目の要素を選択し、device_id フィールドに割り当てます。
• メッセージペイロードから値 temperature フィールドを選択し、temperature フィールド
に割り当てます。
5.

[Set one or more actions] (1 つ以上のアクションを設定) で、以下を実行します。
a.

このルールのルールアクションのリストを開くには、[Add action] (アクションの追加) を選択しま
す。

b.

[Select an action] (アクションの選択) で、[Republish a message to an AWS IoT topic] (IoT トピッ
クにメッセージを再発行) を選択します。
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c.
6.

アクションリストの一番下で、[Configure action] (アクションを設定) を選択すると、選択したア
クションの設定ページが開きます。

[Configure action] (アクションの設定) で、次のとおり実行します。
a.

[Topic] (トピック) で、device/data/temp と入力します。これは、このルールが発行するメッ
セージの MQTT トピックです。

b.

[Quality of Service] (サービスの品質) で、[0 - The message is delivered zero or more times] (0 メッセージは 0 回以上配信されます。) を選択します。

c.

このアクションを実行するための AWS IoT アクセス権限を付与するロールを選択または作成する
には、
i.

[ロールの作成] を選択します。[Create a new role] (新しいロールを作成) ダイアログボックス
が開きます。

ii.

新しいロールを説明する名前を入力します。このチュートリアルでは、republish_role
を使用します。
新しいロールを作成すると、ルールアクションを実行するための正しいポリシーが作成さ
れ、新しいロールにアタッチされます。このルールアクションのトピックを変更するか、別
のルールアクションでこのロールを使用する場合は、そのロールのポリシーを更新して、新
しいトピックまたはアクションを承認する必要があります。既存のロールを更新するには、
このセクションで [Update role] (ロールの更新) を選択します。

iii.
d.
7.

[Create Role] (ロールの作成) を選択してロールを作成し、ダイアログボックスを閉じます。

[Add action] (アクションの追加) を選択してアクションをルールに追加し、[Create a rule] (ルール
の作成) ページに戻ります。

[Republish a message to an AWS IoT topic] (IoT トピックにメッセージを再発行する) アクションが
[Set one or more actions] (1 つ以上のアクションを設定する) に表示されるようになりました。
新しいアクションのタイルの [Republish a message to an AWS IoT topic] (IoT トピックにメッセージ
を再発行する) をクリックすると、再発行アクションが発行されるトピックが表示されます。
このルールに追加するルールアクションはこれだけです。

8.

[Create a rule] (ルールの作成) で、一番下までスクロールし、[Create rule] (ルールの作成) を選択して
ルールを作成し、この手順を完了します。

ステップ 2: 新しいルールをテストする
新しいルールをテストするには、MQTT クライアントを使用して、このルールで使用される MQTT メッ
セージを発行して、これにサブスクライブします。
新しいウィンドウの AWS IoT コンソールで MQTT クライアントを開きます。これにより、MQTT クライ
アントの設定を失うことなくルールを編集できます。MQTT クライアントは、サブスクリプションやメッ
セージログをコンソール内の別のページに移動するために残しておいても、それらを保持しません。

MQTT クライアントを使用してルールをテストするには
1.

AWS IoT コンソールの MQTT クライアントで、入力トピック (この場合は device/+/data) をサブ
スクライブします。
a.

MQTT クライアントの [Subscription] (サブスクリプション)で、[Subscribe to topic] (トピックへの
サブスクライブ) を選択します。

b.

[Subscription topic] (サブスクリプショントピック) で、入力トピックフィルター device/+/
data のトピックを入力します。

c.

残りのフィールドはデフォルト設定のままにします。

d.

[Subscribe to topic] を選択します。
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[Subscriptions] (サブスクリプション) 列の [Publish to a topic] (トピックへの発行) の下に
device/+/data が表示されます。
2.

ルールが発行するトピックをサブスクライブします: device/data/temp。
a.

[Subscriptions] (サブスクリプション) で、[Subscribe to a topic] (トピックへサブスクライブする)
を再度選択し、[Subscription topic] (サブスクリプショントピック) で、再発行されたメッセージ
のトピック device/data/temp を入力します。

b.

残りのフィールドはデフォルト設定のままにします。

c.

[Subscribe to topic] を選択します。
[Subscriptions] (サブスクリプション) 列の [device/+/data] の下に device/data/temp が表示さ
れます。

3.

特定のデバイス ID device/22/data を使用して入力トピックにメッセージを発行します。ワイルド
カード文字を含む MQTT トピックには発行できません。
a.

MQTT クライアントの [Subscription] (サブスクリプション)で、[Publish to topic] (トピックに発
行) を選択します。

b.

[Publish] (発行) フィールドに、入力トピック名 device/22/data を入力します。

c.

ここに表示されているサンプルデータをコピーし、トピック名の下にある編集ボックスにサンプ
ルデータを貼り付けます。
{

}

d.
4.

"temperature": 28,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
"wind": {
"velocity": 22,
"bearing": 255
}

MQTT メッセージを送信するには、[Publish to topic] (トピックに発行) を選択します。

送信されたメッセージを確認します。
a.

MQTT クライアントの [Subscriptions] (サブスクリプション) で、以前にサブスクライブした 2 つ
のトピックの横に緑色のドットが表示されます。
緑のドットは、最後に表示した後に 1 つ以上の新しいメッセージを受信したことを示します。

b.

[Subscriptions] (サブスクリプション) で [device/+/data] を選択して、メッセージペイロードが今
発行したものと一致し、次のようになっていることを確認します。
{

}

c.

"temperature": 28,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
"wind": {
"velocity": 22,
"bearing": 255
}

[Subscriptions] (サブスクリプション) で、[device/data/temp] を選択して、再発行されたメッセー
ジペイロードが次のようになっていることを確認します。
{

"device_id": "22",
"temperature": 28
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device_id 値は引用符で囲まれた文字列で、temperature 値は数値であることに注意してく
ださい。これは、topic() 関数が入力メッセージのトピック名から文字列を抽出している一方
で、temperature 値は入力メッセージのペイロードの数値を使用することによるものです。
device_id 値を数値にしたい場合は、ルールクエリステートメントで topic(2) を次のように
置き換えます。
cast(topic(2) AS DECIMAL)

topic(2) 値を数値にキャストすることは、トピックのその部分に数字のみが含まれている場合
にのみ機能することに注意してください。
5.

正しいメッセージが device/data/temp トピックに発行されたことが確認できれば、ルールは機能して
います。再発行ルールアクションの詳細については、次のセクションを参照してください。
device/+/data または device/data/temp トピックのいずれかに正しいメッセージが発行されたことが確
認できない場合は、トラブルシューティングのヒントを確認してください。

再発行メッセージルールのトラブルシューティング
想定する結果が表示されない場合に備えて、確認すべき事項をいくつかご紹介します。
• エラーバナーが表示された
入力メッセージの発行時にエラーが発生した場合は、まずそのエラーを修正してください。次の手順
は、このエラーを修正するのに役立つ場合があります。
• MQTT クライアントで入力メッセージが表示されない
手順で説明されているように device/+/data トピックフィルターをサブスクライブした場合、入力
メッセージを device/22/data トピックに発行するたびに、そのメッセージが MQTT クライアントに
表示されます。

確認すべき事項
• サブスクライブしたトピックフィルターを確認する
手順の説明に従って入力メッセージのトピックをサブスクライブした場合は、発行するたびに入力
メッセージのコピーが表示されます。
メッセージが表示されない場合は、サブスクライブしたトピック名を確認し、発行したトピックと比
較します。トピック名は大文字と小文字が区別されます。サブスクライブしたトピックは、メッセー
ジペイロードを発行したトピックと同一である必要があります。
• メッセージ発行機能を確認する
MQTT クライアントの [Subscriptions] (サブスクリプション) で、[device/+/data] を選択し、パブリッ
シュ メッセージのトピックを確認してから、[Publish to topic] (トピックに発行) を選択します。ト
ピックの下にある編集ボックスからメッセージペイロードがメッセージリストに表示されるのを確認
できるはずです。
• MQTT クライアントに再発行されたメッセージが表示されない
ルールが機能するには、メッセージを受信および再発行することを許可する正しいポリシーを有してお
り、メッセージを受信する必要があります。

確認すべき事項
• MQTT クライアントの AWS リージョン と作成したルールを確認する
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MQTT クライアントを実行しているコンソールは、作成したルールと同じ AWS リージョンにある必
要があります。
• ルールクエリステートメントの入力メッセージのトピックを確認する
ルールが機能するためには、ルールクエリステートメントの FROM 句のトピックフィルターに一致す
るトピック名を持つメッセージを受信する必要があります。
ルールクエリステートメントのトピックフィルターの綴りを、MQTT クライアントのトピックフィル
ターの綴りと照らし合わせて確認します。トピック名では大文字と小文字が区別され、メッセージの
トピックはルールクエリステートメントのトピックフィルターと一致する必要があります。
• 入力メッセージペイロードの内容を確認する
ルールが機能するためには、SELECT ステートメントで宣言されているメッセージペイロード内の
データフィールドを見つける必要があります。
ルールクエリステートメントの temperature フィールドの綴りを、MQTT クライアントのメッセー
ジペイロードの綴りと照らし合わせて確認します。フィールド名では大文字と小文字が区別され、
ルールクエリステートメントの temperature フィールドはメッセージペイロードの temperature
フィールドと同じである必要があります。
メッセージペイロード内の JSON ドキュメントが正しくフォーマットされていることを確認しま
す。JSON にコンマがないなどのエラーがある場合、ルールはそれを読み取ることができません。
• ルールアクションで再発行されたメッセージトピックを確認する
再発行ルールアクションが新しいメッセージを発行するトピックは、MQTT クライアントでサブスク
ライブしたトピックと一致する必要があります。
コンソールで作成したルールを開き、ルールアクションがメッセージを再発行するトピックを確認し
ます。
• ルールによって使用されているロールを確認する
ルールのアクションには、元のトピックを受け取り、新しいトピックを発行するためのアクセス許可
が必要です。
ルールがメッセージデータを受信して再発行することを許可するポリシーは、使用されるトピック
に固有です。メッセージデータの再発行に使用するトピックを変更する場合は、ルールアクションの
ロールを更新して、現在のトピックに一致するようにポリシーを更新する必要があります。
これが問題であると思われる場合は、再発行ルールアクションを編集して、新しいロールを作成しま
す。ルールアクションによって作成された新しいロールは、これらのアクションを実行するために必
要な権限を受け取ります。

ステップ 3: 結果と次のステップを確認する
このチュートリアルでは、次の作業を行いました。
• 新しい MQTT メッセージを生成するために、ルールクエリステートメントでシンプルな SQL クエリと
いくつかの関数を使用しました。
• 新しいメッセージを再発行するルールを作成しました。
• MQTT クライアントを使用して AWS IoT ルールをテストしました。
次のステップ
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このルールでいくつかのメッセージを再発行した後、チュートリアルのいくつかの側面を変更すると、再
発行メッセージにどのように影響するかを試してみてください。手始めにいくつかアイデアをご紹介しま
す。
• 入力メッセージのトピックで device_id を変更し、再発行されたメッセージ ペイロードの影響を観察
します。
• ルールクエリステートメントで選択したフィールドを変更し、再発行されたメッセージペイロードに生
じる影響を確認します。
• このシリーズの次のチュートリアルを試して、チュートリアル: Amazon SNS 通知の送信 (p. 204) の
方法を学びましょう。
このチュートリアルで使用する [Republish] (再発行) ルールアクションも、ルールクエリステートメント
のデバッグに役立ちます。例えば、このアクションをルールに追加して、ルールクエリステートメントが
ルールアクションで使用されるデータをどのようにフォーマットしているかを確認できます。

チュートリアル: Amazon SNS 通知の送信
このチュートリアルでは、MQTT メッセージデータを Amazon SNS トピックに送信し、SMS テキスト
メッセージとして送信できるようにする AWS IoT ルールを作成する方法を示します。
このチュートリアルでは、温度がルールで設定された値を超えるたびに、気象センサーから Amazon SNS
トピックのすべてのサブスクライバーにメッセージデータを送信するルールを作成します。ルールは、報
告された温度がルールで設定された値を超えたことを検出し、そのとき、デバイス ID、報告された温度、
および超過した温度制限のみを含む新しいメッセージペイロードを作成します。ルールは、新しいメッ
セージペイロードを JSON ドキュメントとして SNS トピックに送信し、このトピックが SNS トピックの
すべてのサブスクライバーに通知します。

このチュートリアルでは、次の内容を学習します。
• Amazon SNS 通知を作成してテストする方法
• AWS IoT ルールから Amazon SNS 通知を呼び出す方法
• ルールクエリステートメントでシンプルな SQL クエリと関数を使用する方法
• MQTT クライアントを使用して AWS IoT ルールをテストする方法
このチュートリアルの完了には 30 分ほどかかります。
このチュートリアルでは、次の作業を行います。
• ステップ 1: SMS テキストメッセージを送信する Amazon SNS トピックを作成する (p. 205)
• ステップ 2: テキストメッセージを送信する AWS IoT ルールを作成する (p. 206)
• ステップ 3: AWS IoT ルールと Amazon SNS 通知をテストする (p. 208)
• ステップ 4: 結果と次のステップを確認する (p. 211)

このチュートリアルを開始する前に、以下の要件を満たしていることを確認してください。
• AWS アカウント のセットアップ (p. 19)
このチュートリアルを完了するには、AWS アカウント と AWS IoT コンソールが必要です。
• AWS IoT MQTT クライアントでデバイスの MQTT メッセージを表示する (p. 67) を確認したこと
トピックにサブスクライブおよび発行するために MQTT クライアントを使用できることを確認してくだ
さい。この手順では、MQTT クライアントを使用して新しいルールをテストします。
• Amazon Simple Notification Service を確認しました
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これまでに Amazon SNS を使用したことがない場合は、Amazon SNS へのアクセスの設定を確認して
ください。他の AWS IoT チュートリアルを既に完了している場合は、AWS アカウント が正しく設定さ
れている必要があります。

ステップ 1: SMS テキストメッセージを送信する Amazon SNS トピックを作成す
る
SMS テキストメッセージを送信する Amazon SNS トピックを作成するには
1.

Amazon SNS トピックを作成します。
a.

Amazon SNS コンソールにサインインします。

b.

左のナビゲーションペインで、[トピック] を選択します。

c.

[トピック] ページで、[トピックの作成] を選択します。

d.

[Details] (詳細) で、[Standard] (標準) タイプを選択します。デフォルトでは、コンソールは FIFO
トピックを作成します。

e.

[Name] (名前) で、SNS トピック名を入力します。このチュートリアルで
は、high_temp_notice と入力します。

f.

ページの最下部にスクロールし、[Create topic] (トピックの作成) を選択します。
コンソールに新しいトピックの [詳細] ページが表示されます。

2.

Amazon SNS サブスクリプションを作成します。

Note
このサブスクリプションで使用する電話番号では、このチュートリアルで送信するメッセー
ジのテキストメッセージ料金が発生する可能性があります。

3.

a.

high_temp_notice トピックの詳細ページで、[Create subscription] (サブスクリプションの作成) を
選択します。

b.

[Create subscription] (サブスクリプションの作成) の [Details] (詳細) セクションの [Protocol] (プロ
トコル) リストで、[SMS] を選択します。

c.

[Endpoint] (エンドポイント) で、テキストメッセージを受信できる電話の番号を入力します。+ で
始まり、国コードと市外局番が含まれ、他の句読文字が含まれないように入力してください。

d.

[Create subscription] を選択します。

Amazon SNS 通知をテストします。
a.

Amazon SNS コンソールの左のナビゲーションペインで、[Topics] (トピック) を選択します。

b.

トピックの詳細ページを開くには、[Topics] (トピック) のトピックのリスト
で、[high_temp_notice] を選択します。

c.

[Publish message to topic] (トピックへのメッセージの発行) ページを開くに
は、[high_temp_notice] の詳細ページで [Publish message] (メッセージの発行) を選択します。

d.

[Publish message to topic] (トピックへのメッセージの発行) の [Message body] (メッセージ本文)
セクションの [Message body to send to the endpoint] (エンドポイントに送信するメッセージ本
文) で、短いメッセージを入力します。

e.

ページの下部まで下方向にスクロールし、[Publish message] (メッセージの発行) を選択します。

f.

サブスクリプションを作成するときに以前に使用した番号の電話で、メッセージが受信されたこ
とを確認します。

テストメッセージが受信されない場合は、電話番号と電話の設定を再度確認してください。
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チュートリアルを続行する前に、Amazon SNS コンソールからテストメッセージを発行できることを
確認してください。

ステップ 2: テキストメッセージを送信する AWS IoT ルールを作成する
このチュートリアルで作成する AWS IoT ルールは、device_id がメッセージを送信したデバイスの
ID である device/device_id/data MQTT トピックをサブスクライブします。これらのトピック
は、device/+/data としてトピックフィルターで記述されます。ここで、+ は、2 つのスラッシュ
文字の間の任意の文字列に一致するワイルドカードです。このルールは、メッセージペイロードの
temperature フィールドの値もテストします。
ルールは、一致するトピックからメッセージを受信すると、トピック名から device_id を、メッセージ
ペイロードから temperature 値を取得し、テストする制限に定数値を追加し、これらの値を JSON ド
キュメントとして Amazon SNS 通知トピックに送信します。
例えば、気象センサーデバイス番号 32 からの MQTT メッセージは device/32/data トピックを使用
し、次のようなメッセージペイロードを持っています。
{

}

"temperature": 38,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
"wind": {
"velocity": 22,
"bearing": 255
}

ルールのルールクエリステートメントは、メッセージペイロードから temperature 値を、トピック名か
ら device_id 値を取得し、定数 max_temperature 値を追加して、次のようなメッセージペイロードを
Amazon SNS トピックに送信します。
{

}

"device_id": "32",
"reported_temperature": 38,
"max_temperature": 30

上限を超える温度値を検出し、Amazon SNS トピックに送信するデータを作成する AWS IoT
ルールを作成するには
1.

AWS IoT コンソールの [Rules] (ルール) ハブを開きます。

2.

これが最初のルールである場合は、[Create] (作成) または [Create a rule] (ルールの作成) を選択しま
す。

3.

[Create a rule] (ルールの作成) で以下のとおり操作します。
a.

[名前] に「temp_limit_notify」と入力します。
ルール名は、AWS アカウント とリージョン内で一意である必要があります。また、スペースを
含めることはできません。この名前にアンダースコア文字を使用して、ルールの名前の単語を区
切りました。

b.

[Description] (説明) で、ルールの説明を入力します。
わかりやすい説明を使用すると、このルールの動作と作成した理由を簡単に思い出すことができ
ます。説明は必要なだけ長くすることができるので、できるだけ詳述してください。
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4.

[Create a rule] (ルールを作成) の [Rule query statement] (ルールクエリステートメント) で、以下を実
行します。
a.

[Using SQL version] (SQL バージョンの使用) で、2016-03-23 を選択します。

b.

[Rule query statement] (ルールクエリステートメント) 編集ボックスで、ステートメントを入力し
ます。
SELECT topic(2) as device_id,
temperature as reported_temperature,
30 as max_temperature
FROM 'device/+/data'
WHERE temperature > 30

このステートメント:
• device/+/data トピックフィルターに一致し、temperature 値が 30 より大きいトピック
を含む MQTT メッセージをリッスンします。
• トピック文字列から 2 番目の要素を選択し、device_id フィールドに割り当てます。
• メッセージペイロードから値 temperature フィールドを選択し、reported_temperature
フィールドに割り当てます。
• 制限値を表す定数値 30 を作成し、それを max_temperature フィールドに割り当てます。
5.

このルールのルールアクションのリストを開くには、[Set one or more actions] (1 つ以上のアクション
を設定する) で [Add action] (アクションの追加) を選択します。

6.

[Select an action] (アクションを選択してください) で、[Send a message as an SNS push notification]
(SNS プッシュ通知としてメッセージを送信する) を選択します。

7.

選択したアクションの設定ページを開くには、アクションリストの下部にある [Configure action] (ア
クションの設定) を選択します。

8.

[Configure action] (アクションの設定) で、次のとおり実行します。
a.

SNS ターゲットで、[Select] (選択) を選択し、high_temp_notice という名前の SNS トピックを見
つけて、[Select] (選択) を選択します。

b.

[Message format] (メッセージ形式) で、[RAW] を選択します。

c.

[Choose or create a role to grant AWS IoT access to perform this action] (このアクションを実行す
るための IoT アクセス権限を付与するロールを選択または作成します) で、[Create Role] (ロール
の作成) を選択します。

d.

[Create a new role] (新しいロールの作成) の [Name] (名前) で、新しいロールの一意の名前を入力
します。このチュートリアルでは、sns_rule_role を使用します。

e.

[ロールの作成] を選択します。

このチュートリアルを繰り返す場合、または既存のロールを再利用する場合は、続行する前に
[Update role] (ロールの更新) を選択してください。これにより、ロールのポリシードキュメントが更
新され、SNS ターゲットで動作します。
9.

[Add action] (アクションの追加) を選択して、[Create a rule] (ルールの作成) ページに戻ります。
新しいアクションのタイルの [Send a message as an SNS push notification] (SNS プッシュ通知とし
てメッセージを送信する) の下に、ルールが呼び出す SNS トピックが表示されます。
このルールに追加するルールアクションはこれだけです。

10. ルールを作成してこの手順を完了するには、[Create a rule] (ルールの作成) で一番下までスクロール
し、[Create rule] (ルールの作成) を選択します。
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ステップ 3: AWS IoT ルールと Amazon SNS 通知をテストする
新しいルールをテストするには、MQTT クライアントを使用して、このルールで使用される MQTT メッ
セージを発行して、これにサブスクライブします。
新しいウィンドウの AWS IoT コンソールで MQTT クライアントを開きます。これにより、MQTT クライ
アントの設定を失うことなくルールを編集できます。コンソールの別のページに移動するために MQTT ク
ライアントを残しても、サブスクリプションやメッセージログは保持されません。

MQTT クライアントを使用してルールをテストするには
1.

AWS IoT コンソールの MQTT クライアントで、入力トピック (この場合は device/+/data) をサブ
スクライブします。
a.

MQTT クライアントの [Subscription] (サブスクリプション)で、[Subscribe to topic] (トピックへの
サブスクライブ) を選択します。

b.

[Subscription topic] (サブスクリプショントピック) で、入力トピックフィルター device/+/
data のトピックを入力します。

c.

残りのフィールドはデフォルト設定のままにします。

d.

[Subscribe to topic] を選択します。
[Subscriptions] (サブスクリプション) 列の [Publish to a topic] (トピックへの発行) の下に
device/+/data が表示されます。

2.

特定のデバイス ID device/32/data を使用して入力トピックにメッセージを発行します。ワイルド
カード文字を含む MQTT トピックには発行できません。
a.

MQTT クライアントの [Subscription] (サブスクリプション)で、[Publish to topic] (トピックに発
行) を選択します。

b.

[Publish] (発行) フィールドに、入力トピック名 device/32/data を入力します。

c.

ここに表示されているサンプルデータをコピーし、トピック名の下にある編集ボックスにサンプ
ルデータを貼り付けます。
{

}

d.
3.

"temperature": 38,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
"wind": {
"velocity": 22,
"bearing": 255
}

[Publish to topic] (トピックに発行) を選択して、MQTT メッセージを発行します。

テキストメッセージが送信されたことを確認します。
a.

MQTT クライアントの [Subscriptions] (サブスクリプション) の下に、以前にサブスクライブした
トピックの隣に緑色のドットが表示されます。
緑色のドットは、最後にメッセージを表示してから 1 つ以上の新しいメッセージが受信されたこ
とを示します。

b.

[Subscriptions] (サブスクリプション) で [device/+/data] を選択して、メッセージペイロードが今
発行したものと一致し、次のようになっていることを確認します。
{

"temperature": 38,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
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}

c.

"wind": {
"velocity": 22,
"bearing": 255
}

SNS トピックのサブスクライブに使用した電話を確認し、メッセージペイロードの内容が次のよ
うになっていることを確認します。
{"device_id":"32","reported_temperature":38,"max_temperature":30}

device_id 値は引用符で囲まれた文字列で、temperature 値は数値であることに注意してく
ださい。これは、topic() 関数が入力メッセージのトピック名から文字列を抽出している一方
で、temperature 値は入力メッセージのペイロードの数値を使用することによるものです。
device_id 値を数値にしたい場合は、ルールクエリステートメントで topic(2) を次のように
置き換えます。
cast(topic(2) AS DECIMAL)

topic(2) 値を数値にキャストすると、トピックのその部分に数字のみが含まれている場合にの
み DECIMAL 値が機能することに注意してください。
4.

温度が制限を超えていない MQTT メッセージの送信を試みます。
a.

MQTT クライアントの [Subscription] (サブスクリプション)で、[Publish to topic] (トピックに発
行) を選択します。

b.

[Publish] (発行) フィールドに、入力トピック名 device/33/data を入力します。

c.

ここに表示されているサンプルデータをコピーし、トピック名の下にある編集ボックスにサンプ
ルデータを貼り付けます。
{

}

d.

"temperature": 28,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
"wind": {
"velocity": 22,
"bearing": 255
}

MQTT メッセージを送信するには、[Publish to topic] (トピックに発行) を選択します。

device/+/data サブスクリプションで送信したメッセージが表示されます。ただし、温度値がルー
ルクエリステートメントの最大温度を下回っているため、テキストメッセージは受信されません。
正しい動作が確認できない場合は、トラブルシューティングのヒントを確認してください。

SNS メッセージルールのトラブルシューティング
想定する結果が得られない場合に備えて、確認すべき事項をいくつか示します。
• エラーバナーが表示された
入力メッセージの発行時にエラーが発生した場合は、まずそのエラーを修正してください。次の手順
は、このエラーを修正するのに役立つ場合があります。
• MQTT クライアントで入力メッセージが表示されない
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手順で説明されているように device/+/data トピックフィルターをサブスクライブした場合、入力
メッセージを device/22/data トピックに発行するたびに、そのメッセージが MQTT クライアントに
表示されます。

確認すべき事項
• サブスクライブしたトピックフィルターを確認する
手順の説明に従って入力メッセージのトピックをサブスクライブした場合は、発行するたびに入力
メッセージのコピーが表示されます。
メッセージが表示されない場合は、サブスクライブしたトピック名を確認し、発行したトピックと比
較します。トピック名は大文字と小文字が区別されます。サブスクライブしたトピックは、メッセー
ジペイロードを発行したトピックと同一である必要があります。
• メッセージ発行機能を確認する
MQTT クライアントの [Subscriptions] (サブスクリプション) で、[device/+/data] を選択し、パブリッ
シュ メッセージのトピックを確認してから、[Publish to topic] (トピックに発行) を選択します。ト
ピックの下にある編集ボックスからメッセージペイロードがメッセージリストに表示されるのを確認
できるはずです。
• SMS メッセージが届かない
ルールが機能するには、メッセージの受信と SNS 通知の送信を許可する正しいポリシーを有しており、
メッセージを受信する必要があります。

確認すべき事項
• MQTT クライアントの AWS リージョン と作成したルールを確認する
MQTT クライアントを実行しているコンソールは、作成したルールと同じ AWS リージョンにある必
要があります。
• メッセージペイロードの温度値がテストしきい値を超えていることを確認します。
ルールクエリステートメントで定義されている温度値が 30 以下の場合、ルールはそのアクションを
実行しません。
• ルールクエリステートメントの入力メッセージのトピックを確認する
ルールが機能するためには、ルールクエリステートメントの FROM 句のトピックフィルターに一致す
るトピック名を持つメッセージを受信する必要があります。
ルールクエリステートメントのトピックフィルターの綴りを、MQTT クライアントのトピックフィル
ターの綴りと照らし合わせて確認します。トピック名では大文字と小文字が区別され、メッセージの
トピックはルールクエリステートメントのトピックフィルターと一致する必要があります。
• 入力メッセージペイロードの内容を確認する
ルールが機能するためには、SELECT ステートメントで宣言されているメッセージペイロード内の
データフィールドを見つける必要があります。
ルールクエリステートメントの temperature フィールドの綴りを、MQTT クライアントのメッセー
ジペイロードの綴りと照らし合わせて確認します。フィールド名では大文字と小文字が区別され、
ルールクエリステートメントの temperature フィールドはメッセージペイロードの temperature
フィールドと同じである必要があります。
メッセージペイロード内の JSON ドキュメントが正しくフォーマットされていることを確認しま
す。JSON にコンマがないなどのエラーがある場合、ルールはそれを読み取ることができません。
• ルールアクションで再発行されたメッセージトピックを確認する
210

AWS IoT Core デベロッパーガイド
デバイスデータを他のサービスにルー
ティングする AWS IoT ルールの作成

再発行ルールアクションが新しいメッセージを発行するトピックは、MQTT クライアントでサブスク
ライブしたトピックと一致する必要があります。
コンソールで作成したルールを開き、ルールアクションがメッセージを再発行するトピックを確認し
ます。
• ルールによって使用されているロールを確認する
ルールのアクションには、元のトピックを受け取り、新しいトピックを発行するためのアクセス許可
が必要です。
ルールがメッセージデータを受信して再発行することを許可するポリシーは、使用されるトピック
に固有です。メッセージデータの再発行に使用するトピックを変更する場合は、ルールアクションの
ロールを更新して、現在のトピックに一致するようにポリシーを更新する必要があります。
これが問題であると思われる場合は、再発行ルールアクションを編集して、新しいロールを作成しま
す。ルールアクションによって作成された新しいロールは、これらのアクションを実行するために必
要な権限を受け取ります。

ステップ 4: 結果と次のステップを確認する
このチュートリアルでは、次の作業を行いました。
• Amazon SNS 通知トピックとサブスクリプションを作成し、テストしました。
• ルールクエリステートメントでシンプルな SQL クエリと関数を使用して、通知用の新しいメッセージを
作成しました。
• カスタマイズされたメッセージペイロードを使用した Amazon SNS 通知を送信する AWS IoT ルールを
作成しました。
• MQTT クライアントを使用して AWS IoT ルールをテストしました。
次のステップ
このルールを使用していくつかのテキストメッセージを送信した後、チュートリアルの一部を変更する
と、メッセージと送信される場合にどのような影響があるかを試してみてください。手始めにいくつかア
イデアをご紹介します。
• をに変更device_idと入力し、テキストメッセージの内容に生じる影響を確認します。
• ルールクエリステートメントで選択したフィールドを変更し、テキストメッセージの内容に生じる影響
を確認します。
• ルールクエリステートメントのテストを変更して、最高温度ではなく最低温度をテストしま
す。max_temperature の名前を変更することを忘れないでください!
• SNS 通知の送信時に MQTT メッセージを送信する再発行ルールアクションを追加します。
• このシリーズの次のチュートリアルを試して、チュートリアル: デバイスデータの DynamoDB テーブル
への保存 (p. 211) の方法を学びましょう。

チュートリアル: デバイスデータの DynamoDB テーブルへの保
存
このチュートリアルでは、メッセージデータを DynamoDB テーブルに送信する AWS IoT ルールを作成す
る方法を示します。
このチュートリアルでは、架空の気象センサーデバイスから DynamoDB テーブルにメッセージデータを
送信するルールを作成します。このルールは、多くの気象センサーからのデータをフォーマットして、単
一のデータベーステーブルに追加できるようにします。
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このチュートリアルで学習する内容
• DynamoDB テーブルの作成方法
• AWS IoT ルールから DynamoDB テーブルにメッセージデータを送信する方法
• AWS IoT ルールで置換テンプレートを使用する方法
• ルールクエリステートメントでシンプルな SQL クエリと関数を使用する方法
• MQTT クライアントを使用して AWS IoT ルールをテストする方法
このチュートリアルの完了には 30 分ほどかかります。
このチュートリアルでは、次の作業を行います。
• ステップ 1: このチュートリアルの DynamoDB テーブルを作成する (p. 212)
• ステップ 2: DynamoDB テーブルにデータを送信する AWS IoT ルールを作成する (p. 213)
• ステップ 3: AWS IoT ルールと DynamoDB テーブルをテストする (p. 214)
• ステップ 4: 結果と次のステップを確認する (p. 217)

このチュートリアルを開始する前に、以下の要件を満たしていることを確認してください。
• AWS アカウント のセットアップ (p. 19)
このチュートリアルを完了するには、AWS アカウント と AWS IoT コンソールが必要です。
• AWS IoT MQTT クライアントでデバイスの MQTT メッセージを表示する (p. 67) を確認したこと
トピックにサブスクライブおよび発行するために MQTT クライアントを使用できることを確認してくだ
さい。この手順では、MQTT クライアントを使用して新しいルールをテストします。
• Amazon DynamoDB の概要を確認しました
これまで DynamoDB を使用したことがない場合は、DynamoDB の開始方法を確認して、DynamoDB の
基本的な概念と操作に慣れてください。

ステップ 1: このチュートリアルの DynamoDB テーブルを作成する
このチュートリアルでは、これらの属性を持つ DynamoDB テーブルを作成し、架空の気象センサーデバ
イスのデータを記録します。
• sample_time はプライマリキーで、サンプルが記録された時間を記述します。
• device_id はソートキーで、サンプルを提供したデバイスを記述します
• device_data は、デバイスから受信され、ルールクエリステートメントによってフォーマットされた
データです

このチュートリアルの DynamoDB テーブルを作成するには
1.

DynamoDB コンソールを開き、[Create table] (テーブルの作成) を選択します。

2.

Create table (テーブルの作成) の
a.

[Table name] (テーブル名) で、テーブル名 wx_data を入力します。

b.

[Partition key] (パーティションキー) で sample_time と入力し、フィールドの横にあるオプショ
ンリストで Number を選択します。

c.

[Sort key] (ソートキー) で device_id と入力します。フィールドの横にあるオプションリストで
Number を選択します。
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d.

ページの下部で、[Create] (作成) を選択します。

後で DynamoDB ルールアクションを設定するときに device_data を定義します。

ステップ 2: DynamoDB テーブルにデータを送信する AWS IoT ルールを作成する
このステップでは、ルールクエリステートメントを使用して、架空の気象センサーデバイスからのデータ
をフォーマットし、データベーステーブルに書き込みます。
気象センサーデバイスから受信したサンプルメッセージペイロードは、次のようになります。
{

}

"temperature": 28,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
"wind": {
"velocity": 22,
"bearing": 255
}

データベースエントリでは、ルールクエリステートメントを使用して、メッセージペイロードの構造を次
のようにフラット化します。
{

}

"temperature": 28,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
"wind_velocity": 22,
"wind_bearing": 255

このルールでは、いくつかの 置換テンプレート (p. 625) も使用します。置換テンプレートは、関数およ
びメッセージデータから動的値を挿入することを可能にする式です。

DynamoDB テーブルにデータを送信する AWS IoT ルールを作成するには
1.

AWS IoT コンソールの [Rules] (ルール) ハブを開きます。

2.

[Rules] (ルール) で新しいルールの作成を開始するには、[Create rule] (ルールの作成) を選択します。

3.

[Rule properties] (ルールのプロパティ) の
a.

[Rule name] (ルール名) で wx_data_ddb と入力します。
ルール名は、AWS アカウント とリージョン内で一意である必要があります。また、スペースを
含めることはできません。この名前にアンダースコア文字を使用して、ルールの名前の 2 つの単
語を区切りました。

b.

[Rule description] (ルールの説明) で、ルールを説明します。
わかりやすい説明を使用すると、このルールの動作と作成した理由を簡単に思い出すことができ
ます。説明は必要なだけ長くすることができるので、できるだけ詳述してください。

4.

[Next] (次へ) を選択して続行します。

5.

[SQL statement] (SQL ステートメント) の
a.

[SQL version] (SQL バージョン) で、2016-03-23 を選択します。

b.

[SQL statement] (SQL ステートメント) 編集ボックスで、ステートメントを入力します。
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SELECT temperature, humidity, barometer,
wind.velocity as wind_velocity,
wind.bearing as wind_bearing,
FROM 'device/+/data'

このステートメント:
• device/+/data トピックフィルターに一致するトピックを持つ MQTT メッセージをリッスン
します。
• wind 属性の要素を個々の属性としてフォーマットします。
• temperature、humidity、および barometer 属性を変更せずに渡します。
6.

[Next] (次へ) を選択して続行します。

7.

[Rule actions] (ルールのアクション) で
a.

このルールのルールアクションのリストを開くには、[Action 1] (アクション 1) で DynamoDB を選
択します。

b.

[Table name] (テーブル名) で、前の手順で作成した DynamoDB テーブルの名前 wx_data を選択
します。
[Partition key type] (パーティションキータイプ) および [Sort key type] (ソートキータイプ) の
フィールドには、DynamoDB テーブルの値が入力されます。

c.

[パーティションキー] に「sample_time」と入力します。

d.

[パーティションキーの値] に「${timestamp()}」と入力します。
これは、このルールで使用する 置換テンプレート (p. 625) の最初のものです。メッセージペ
イロードの値を使用する代わりに、timestamp 関数から返された値を使用します。詳細について
は、AWS IoT Core デベロッパーガイドの 「タイムスタンプ (p. 617)」を参照してください。

e.

[Sort key] (ソートキー) に「device_id」と入力します。

f.

[ソートキー値] に「${cast(topic(2) AS DECIMAL)}」と入力します。
これは、このルールで使用する 置換テンプレート (p. 625) の 2 番目のものです。キーの数値
形式と一致するように DECIMAL 値にキャストした後、デバイスの ID である [topic] (トピック)
名の 2 番目の要素の値を挿入します。トピックの詳細については、AWS IoT Core デベロッパー
ガイドの「トピック (p. 617)」を参照してください。または、キャスティングの詳細について
は、AWS IoT Core デベロッパーガイドの「キャスト (p. 587)」を参照してください。

g.

[この列にメッセージデータを書き込む] に device_data と入力します。
これにより、DynamoDB テーブルに device_data 列が作成されます。

8.

h.

[オペレーション] は空白のままにします。

i.

IAM role (IAM ロール) で wx_ddb_role を選択します。

j.

ページの最下部にある [Next] を選択します。

[Review and create] (確認と作成) ページの最下部で、[Create] (作成) を選択して、ルールを作成しま
す。

ステップ 3: AWS IoT ルールと DynamoDB テーブルをテストする
新しいルールをテストするには、MQTT クライアントを使用して、このテストで使用した MQTT メッセー
ジを発行し、これにサブスクライブします。
新しいウィンドウの AWS IoT コンソールで MQTT クライアントを開きます。これにより、MQTT クライ
アントの設定を失うことなくルールを編集できます。MQTT クライアントは、サブスクリプションやメッ
セージログをコンソール内の別のページに移動するために残しておいても、それらを保持しません。ま
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た、AWS IoT コンソールの DynamoDB Tables ハブに対して別のコンソールウィンドウを開いて、ルール
が送信する新しいエントリを表示する必要があります。

MQTT クライアントを使用してルールをテストするには
1.

2.

AWS IoT コンソールの MQTT クライアントで、入力トピック device/+/data をサブスクライブし
ます。
a.

MQTT クライアントで、[Subscribe to topic] (トピックへのサブスクライブ) を選択します。

b.

[Topic filter] (トピックフィルター) に、入力トピックフィルター device/+/data のトピックを
入力します。

c.

[Subscribe] (サブスクライブ) を選択します。

特定のデバイス ID device/22/data を使用して入力トピックにメッセージを発行します。ワイルド
カード文字を含む MQTT トピックには発行できません。
a.

MQTT クライアントで、[Publish to a topic] (トピックへの発行) を選択します。

b.

[Topic name] (トピック名) に、入力トピックの名前 device/22/data を入力します。

c.

[Message payload] (メッセージペイロード) に、次のサンプルデータを入力します。
{

}

3.

"temperature": 28,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
"wind": {
"velocity": 22,
"bearing": 255
}

d.

MQTT メッセージを発行するには、[Publish] (発行) を選択します。

e.

MQTT クライアントで、[Subscribe to a topic] (トピックへのサブスクライブ) を選択します。
[Subscribe] (サブスクライブ) 列で、device/+/data サブスクリプションを選択します。前のス
テップのサンプルデータがそこに表示されていることを確認します。

ルールが作成した DynamoDB テーブルの行を確認します。
a.

AWS IoT コンソールの [DynamoDB Tables] (DynamoDB テーブル) ハブで、[wx_data] を選択して
から、[Items] (項目) タブを選択します。
[Items] (アイテム) タブを既に開いている場合は、テーブルのヘッダーの右上にある更新アイコン
を選択して、表示を更新する必要がある場合があります。

b.

テーブルの sample_time 値はリンクであり、オープンであることに注意してください。最初の
メッセージを送ったばかりの場合は、そのメッセージだけがリストに表示されます。
このリンクには、テーブルのその行のすべてのデータが表示されます。

c.

device_data エントリを展開して、ルールクエリステートメントの結果のデータを表示します。

d.

この表示で使用できるデータのさまざまな表現を詳しく確認します。このディスプレイでデータ
を編集することもできます。

e.

このデータ行の確認が終了したら、加えた変更を保存するには [Save] (保存) を選択し、変更を保
存せずに終了するには [Cancel] (キャンセル) を選択します。

正しい動作が確認できない場合は、トラブルシューティングのヒントを確認してください。

DynamoDB ルールのトラブルシューティング
想定する結果が表示されない場合に備えて、確認すべき事項をいくつかご紹介します。
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• エラーバナーが表示された
入力メッセージの発行時にエラーが発生した場合は、まずそのエラーを修正してください。次の手順
は、このエラーを修正するのに役立つ場合があります。
• MQTT クライアントで入力メッセージが表示されない
手順で説明されているように device/+/data トピックフィルターをサブスクライブした場合、入力
メッセージを device/22/data トピックに発行するたびに、そのメッセージが MQTT クライアントに
表示されます。

確認すべき事項
• サブスクライブしたトピックフィルターを確認する
手順の説明に従って入力メッセージのトピックをサブスクライブした場合は、発行するたびに入力
メッセージのコピーが表示されます。
メッセージが表示されない場合は、サブスクライブしたトピック名を確認し、発行したトピックと比
較します。トピック名は大文字と小文字が区別されます。サブスクライブしたトピックは、メッセー
ジペイロードを発行したトピックと同一である必要があります。
• メッセージ発行機能を確認する
MQTT クライアントの [Subscriptions] (サブスクリプション) で、[device/+/data] を選択し、パブリッ
シュ メッセージのトピックを確認してから、[Publish to topic] (トピックに発行) を選択します。ト
ピックの下にある編集ボックスからメッセージペイロードがメッセージリストに表示されるのを確認
できるはずです。
• DynamoDB テーブルにデータが表示されない
まず、テーブルのヘッダーの右上にある更新アイコンを選択して、表示を更新します。探しているデー
タが表示されない場合は、以下を確認してください。

確認すべき事項
• MQTT クライアントの AWS リージョン と作成したルールを確認する
MQTT クライアントを実行しているコンソールは、作成したルールと同じ AWS リージョンにある必
要があります。
• ルールクエリステートメントの入力メッセージのトピックを確認する
ルールが機能するためには、ルールクエリステートメントの FROM 句のトピックフィルターに一致す
るトピック名を持つメッセージを受信する必要があります。
ルールクエリステートメントのトピックフィルターの綴りを、MQTT クライアントのトピックフィル
ターの綴りと照らし合わせて確認します。トピック名では大文字と小文字が区別され、メッセージの
トピックはルールクエリステートメントのトピックフィルターと一致する必要があります。
• 入力メッセージペイロードの内容を確認する
ルールが機能するためには、SELECT ステートメントで宣言されているメッセージペイロード内の
データフィールドを見つける必要があります。
ルールクエリステートメントの temperature フィールドの綴りを、MQTT クライアントのメッセー
ジペイロードの綴りと照らし合わせて確認します。フィールド名では大文字と小文字が区別され、
ルールクエリステートメントの temperature フィールドはメッセージペイロードの temperature
フィールドと同じである必要があります。
メッセージペイロード内の JSON ドキュメントが正しくフォーマットされていることを確認しま
す。JSON にコンマがないなどのエラーがある場合、ルールはそれを読み取ることができません。
• ルールアクションで使用されるキー名とフィールド名を確認する
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トピックルールで使用されるフィールド名は、発行メッセージの JSON メッセージペイロードにある
フィールド名と一致する必要があります。
コンソールで作成したルールを開き、そのルールを持つ MQTT クライアントで使用されているルール
アクション設定のフィールド名を確認します。
• ルールによって使用されているロールを確認する
ルールのアクションには、元のトピックを受け取り、新しいトピックを発行するためのアクセス許可
が必要です。
ルールにメッセージデータの受信と DynamoDB テーブルの更新を許可するポリシーは、使用される
トピックに固有のものです。ルールで使用されるトピックまたは DynamoDB テーブル名を変更した
場合は、ルールアクションのロールを更新して、ポリシーが一致するように更新する必要がありま
す。
これが問題であると疑われる場合は、ルールのアクションを編集し、新しいロールを作成します。
ルールアクションによって作成された新しいロールは、これらのアクションを実行するために必要な
権限を受け取ります。

ステップ 4: 結果と次のステップを確認する
このルールを使用して DynamoDB テーブルにいくつかのメッセージを送信した後、チュートリアルから
いくつかの側面を変更すると、テーブルに書き込まれるデータにどのように影響するかを試してみてくだ
さい。手始めにいくつかアイデアをご紹介します。
• 入力メッセージのトピックの device_id を変更し、データへの影響を観察します。これを使用して、
複数の気象センサーからのデータ受信をシミュレートできます。
• ルールクエリステートメントで選択したフィールドを変更し、データへの影響を確認します。これを使
用すると、テーブルに保存されたデータをフィルタリングできます。
• 再発行ルールアクションを追加して、テーブルに追加された各行について MQTT メッセージを送信しま
す。これをデバッグに使用することができます。
このチュートリアルを完了したら、the section called “AWS Lambda 関数を使用して通知をフォーマット
する” (p. 217) を確認してください。

チュートリアル: AWS Lambda 関数を使用して通知をフォーマッ
トする
このチュートリアルでは、MQTT メッセージデータを AWS Lambda アクションに送信し、フォーマッ
トして別の AWS のサービスに送信する方法を示します。このチュートリアルでは、AWS Lambda アク
ションは AWS SDK を使用して、the section called “Amazon SNS 通知の送信” (p. 204) の方法に関する
チュートリアルで作成した Amazon SNS トピックにフォーマットされたメッセージを送信します。
the section called “Amazon SNS 通知の送信” (p. 204) の方法に関するチュートリアルでは、ルールのク
エリステートメントから生成された JSON ドキュメントがテキストメッセージの本文として送信されまし
た。その結果、次の例のようなテキストメッセージが表示されました。
{"device_id":"32","reported_temperature":38,"max_temperature":30}

このチュートリアルでは、AWS Lambda ルールアクションを使用して、ルールクエリステートメントの
データを、次の例のようにわかりやすい形式にフォーマットする AWS Lambda 関数を呼び出します。
Device 32 reports a temperature of 38, which exceeds the limit of 30.
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このチュートリアルで作成する AWS Lambda 関数は、ルールクエリステートメントからのデータを使用
してメッセージ文字列をフォーマットし、AWS SDK の SNS 発行関数を呼び出して通知を作成します。

このチュートリアルで学習する内容
• AWS Lambda 関数を作成してテストする方法
• AWS Lambda 関数で AWS SDK を使用して Amazon SNS 通知を発行する方法
• ルールクエリステートメントでシンプルな SQL クエリと関数を使用する方法
• MQTT クライアントを使用して AWS IoT ルールをテストする方法
このチュートリアルの完了には 45 分ほどかかります。
このチュートリアルでは、次の作業を行います。
• ステップ 1: テキストメッセージを送信する AWS Lambda 関数を作成する (p. 218)
• ステップ 2: AWS Lambda ルールアクションの AWS IoT ルールを作成する (p. 220)
• ステップ 3: AWS IoT ルールと AWS Lambda ルールアクションをテストする (p. 222)
• ステップ 4: 結果と次のステップを確認する (p. 225)

このチュートリアルを開始する前に、以下の要件を満たしていることを確認してください。
• AWS アカウント のセットアップ (p. 19)
このチュートリアルを完了するには、AWS アカウント と AWS IoT コンソールが必要です。
• AWS IoT MQTT クライアントでデバイスの MQTT メッセージを表示する (p. 67) を確認したこと
トピックにサブスクライブおよび発行するために MQTT クライアントを使用できることを確認してくだ
さい。この手順では、MQTT クライアントを使用して新しいルールをテストします。
• このセクションのその他のルールチュートリアルを完了しました
このチュートリアルでは、the section called “Amazon SNS 通知の送信” (p. 204) の方法に関する
チュートリアルで作成した SNS 通知トピックが必要です。また、このセクションの他のルール関連の
チュートリアルを完了していることも前提としています。
• AWS Lambda の概要を確認する
これまで AWS Lambda を使用したことがない場合は、AWS Lambda と Lambda の開始方法を確認し
て、その用語と概念を確認してください。

ステップ 1: テキストメッセージを送信する AWS Lambda 関数を作成する
このチュートリアルの AWS Lambda 関数は、ルールクエリステートメントの結果を受け取り、要素をテ
キスト文字列に挿入し、得られた文字列を通知に含まれるメッセージとして Amazon SNS に送信します。
AWS IoT ルールアクションを使用して通知を送信する、the section called “Amazon SNS 通知の送
信” (p. 204) の方法に関するチュートリアルとは異なり、このチュートリアルでは、AWS SDK の関数
を使用して Lambda 関数から通知を送信します。ただし、このチュートリアルで使用されている実際の
Amazon SNS 通知トピックは、the section called “Amazon SNS 通知の送信” (p. 204) の方法に関する
チュートリアルで使用したものと同じです。

テキストメッセージを送信する AWS Lambda 関数を作成するには
1.

新しい AWS Lambda 関数を作成する
a.

AWS Lambda コンソールで、[関数の作成] を選択します。

b.

[Create function] (関数の作成) で、[Use a blueprint] (ブループリントを使用) を選択します。
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hello-world-python ブループリントを検索して選択し、[Configure] (設定) を選択します。
c.

2.

[Basic information] (基本的な情報) で、次の操作を実行します。
i.

[Function name] (関数名) で、関数の名前 format-high-temp-notification を入力しま
す。

ii.

[Execution role] (実行ロール) で、[Create a new role from AWS policy templates] (AWS ポリ
シーテンプレートから新しいロールを作成) を選択します。

iii.

[Role name] (ロール名) で、新しいロールの名前 format-high-temp-notificationrole を入力します。

iv.

[Policy templates - optional] (ポリシーテンプレート - オプション) で、[Amazon SNS publish
policy] (Amazon SNS 発行ポリシー) を検索して選択します。

v.

[Create function] (関数の作成) を選択します。

ブループリントコードを変更して、Amazon SNS 通知をフォーマットして送信します。
a.

関数を作成すると、format-high-temp-notification の詳細ページが表示されます。表示されない場
合は、[Lambda Functions] (Lambda 関数) ページから開きます。

b.

format-high-temp-notification の詳細ページで、[Configuration] (設定) タブを選択し、[Function
code] (関数コード) パネルまでスクロールします。

c.

[Function code] (関数コード) ウィンドウの [Environment] (環境) ペインで、Python ファイル
lambda_function.py を選択します。

d.

[Function code] (関数コード) ウィンドウで、ブループリントから元のプログラムコードをすべて
削除し、このコードに置き換えます。
import boto3
#
#
expects event parameter to contain:
#
{
#
"device_id": "32",
#
"reported_temperature": 38,
#
"max_temperature": 30,
#
"notify_topic_arn": "arn:aws:sns:us-east-1:57EXAMPLE833:high_temp_notice"
#
}
#
#
sends a plain text string to be used in a text message
#
#
"Device {0} reports a temperature of {1}, which exceeds the limit of {2}."
#
#
where:
#
{0} is the device_id value
#
{1} is the reported_temperature value
#
{2} is the max_temperature value
#
def lambda_handler(event, context):
# Create an SNS client to send notification
sns = boto3.client('sns')
# Format text message from data
message_text = "Device {0} reports a temperature of {1}, which exceeds the
limit of {2}.".format(
str(event['device_id']),
str(event['reported_temperature']),
str(event['max_temperature'])
)
# Publish the formatted message
response = sns.publish(
TopicArn = event['notify_topic_arn'],
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Message = message_text

return response

e.
3.

4.

[デプロイ] を選択します。

新しいウィンドウで、the section called “Amazon SNS 通知の送信” (p. 204) の方法に関するチュー
トリアルから、Amazon SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN) を検索します。
a.

新しいウィンドウで、Amazon SNS コンソールの [Topics] (トピック) ページを開きます。

b.

[Topics] (トピック) ページで、Amazon SNS トピックのリストから high_temp_notice 通知トピッ
クを見つけます。

c.

次のステップで使用する high_temp_notice 通知トピックの ARN を見つけます。

Lambda 関数のテストケースを作成します。
a.

コンソールの [Lambda Functions] (Lambda 関数) ページの format-high-temp-notification ページ
で、ページの右上にある (無効に見える) [Select a test event] (テストイベントの選択) を選択し、
[Configure test events] (テストイベントの設定) を選択します。

b.

[Configure test event] (テストイベントの設定) で、[Create new test event] (新しいテストイベント
の作成) を選択します。

c.

[Event name] (イベント名) で、SampleRuleOutput と入力します。

d.

[Event name] (イベント名) の下の JSON エディタで、このサンプル JSON ドキュメントを貼り付
けます。これは、AWS IoT ルールが Lambda 関数に送信する内容の例です。
{

}

"device_id": "32",
"reported_temperature": 38,
"max_temperature": 30,
"notify_topic_arn": "arn:aws:sns:us-east-1:57EXAMPLE833:high_temp_notice"

e.

high_temp_notice 通知トピックの ARN があるウィンドウを参照し、ARN 値をコピーします。

f.

JSON エディターの notify_topic_arn 値を通知トピックの ARN に置き換えます。
AWS IoT ルールを作成するときにこの ARN 値を再度使用できるように、このウィンドウを開い
たままにします。

g.
5.

[Create] を選択します。

サンプルデータを使用して関数をテストします。
a.

format-high-temp-notification の詳細ページの右上で、SampleRuleOutput が [Test] (テスト) ボタ
ンの横に表示されていることを確認します。表示されない場合は、利用可能なテストイベントの
リストから選択します。

b.

サンプルルール出力メッセージを関数に送信するには、[Test] (テスト) を選択します。

関数と通知の両方が機能した場合は、通知にサブスクライブした電話でテキストメッセージが受信されま
す。
電話でテキストメッセージが受信されない場合は、操作の結果を確認してください。[Function code] (関数
コード) パネルの [Execution result] (実行結果) タブで、応答を確認して、発生したエラーを見つけます。
関数が電話に通知を送信できるようになるまで、次のステップに進まないでください。

ステップ 2: AWS Lambda ルールアクションの AWS IoT ルールを作成する
このステップでは、ルールクエリステートメントを使用して、架空の気象センサーデバイスからのデータ
をフォーマットして Lambda 関数に送信します。この関数は、テキストメッセージをフォーマットして送
信します。
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気象装置から受信したサンプルメッセージペイロードは、次のようになります。
{

}

"temperature": 28,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
"wind": {
"velocity": 22,
"bearing": 255
}

このルールでは、ルールクエリステートメントを使用して、次のような Lambda 関数のメッセージペイ
ロードを作成します。
{

}

"device_id": "32",
"reported_temperature": 38,
"max_temperature": 30,
"notify_topic_arn": "arn:aws:sns:us-east-1:57EXAMPLE833:high_temp_notice"

これには、Lambda 関数が正しいテキストメッセージをフォーマットして送信するために必要なすべての
情報が含まれます。

Lambda 関数を呼び出す AWS IoT ルールを作成するには
1.

AWS IoT コンソールの [Rules] (ルール) ハブを開きます。

2.
3.

[Rules] (ルール) で新しいルールの作成を開始するには、[Create] (作成) を選択します。
[Create a rule] (ルールを作成) の上部で、次のように操作します。
a.

[Name] (名前) で、ルールの名前 wx_friendly_text を入力します。

b.

ルール名は、AWS アカウント とリージョン内で一意である必要があります。また、スペースを
含めることはできません。この名前にアンダースコア文字を使用して、ルールの名前の 2 つの単
語を区切りました。
[Description] (説明) で、ルールの説明を入力します。
わかりやすい説明を使用すると、このルールの動作と作成した理由を簡単に思い出すことができ
ます。説明は必要なだけ長くすることができるので、できるだけ詳述してください。

4.

[Create a rule] (ルールを作成) の [Rule query statement] (ルールクエリステートメント) で、以下を実
行します。
a.
b.

[Using SQL version] (SQL バージョンの使用) で、2016-03-23 を選択します。
[Rule query statement] (ルールクエリステートメント) 編集ボックスで、ステートメントを入力し
ます。
SELECT
cast(topic(2) AS DECIMAL) as device_id,
temperature as reported_temperature,
30 as max_temperature,
'arn:aws:sns:us-east-1:57EXAMPLE833:high_temp_notice' as notify_topic_arn
FROM 'device/+/data' WHERE temperature > 30

このステートメント:
• device/+/data トピックフィルターに一致し、temperature 値が 30 より大きいトピック
を含む MQTT メッセージをリッスンします。
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• トピック文字列から 2 番目の要素を選択し、それを 10 進数に変換してから、device_id
フィールドに割り当てます。
• メッセージペイロードから temperature フィールドの値を選択し、それを
reported_temperature フィールドに割り当てます。
• 制限値を表す定数値 30 を作成し、それを max_temperature フィールドに割り当てます。
• notify_topic_arn フィールドの定数値を作成します。

5.

6.

c.

high_temp_notice 通知トピックの ARN があるウィンドウを参照し、ARN 値をコピーします。

d.

ルールクエリステートメントエディタの ARN 値 (arn:aws:sns:useast-1:57EXAMPLE833:high_temp_notice) を通知トピックの ARN に置き換えます。

[Set one or more actions] (1 つ以上のアクションを設定) で、以下を実行します。
a.

このルールのルールアクションのリストを開くには、[Add action] (アクションの追加) を選択しま
す。

b.

[Select an action] (アクションを選択してください) で、[Send a message to a Lambda function]
(Lambda 関数にメッセージを送信する) を選択します。

c.

選択したアクションの設定ページを開くには、アクションリストの下部にある [Configure action]
(アクションの設定) を選択します。

[Configure action] (アクションの設定) で、次のとおり実行します。
a.

[Function name] (関数名) で、[Select] (選択) を選択します。

b.

format-high-temp-notification を選択します。

c.

[Configure action] (アクションの設定) の下部で、[Add action] (アクションの追加) を選択します。

d.

ルールを作成するには、[Create a rule] (ルールの作成) の下部にある [Create rule] (ルールの作成)
を選択します。

ステップ 3: AWS IoT ルールと AWS Lambda ルールアクションをテストする
新しいルールをテストするには、MQTT クライアントを使用して、このルールで使用される MQTT メッ
セージを発行して、これにサブスクライブします。
新しいウィンドウの AWS IoT コンソールで MQTT クライアントを開きます。これで、MQTT クライアン
トの設定を失うことなくルールを編集できるようになりました。コンソールの別のページに移動するため
に MQTT クライアントを残すと、サブスクリプションやメッセージログは失われます。

MQTT クライアントを使用してルールをテストするには
1.

AWS IoT コンソールの MQTT クライアントで、入力トピック (この場合は device/+/data) をサブ
スクライブします。
a.

MQTT クライアントの [Subscription] (サブスクリプション)で、[Subscribe to topic] (トピックへの
サブスクライブ) を選択します。

b.

[Subscription topic] (サブスクリプショントピック) で、入力トピックフィルター device/+/
data のトピックを入力します。

c.

残りのフィールドはデフォルト設定のままにします。

d.

[Subscribe to topic] を選択します。
[Subscriptions] (サブスクリプション) 列の [Publish to a topic] (トピックへの発行) の下に
device/+/data が表示されます。

2.

特定のデバイス ID device/32/data を使用して入力トピックにメッセージを発行します。ワイルド
カード文字を含む MQTT トピックには発行できません。
a.

MQTT クライアントの [Subscription] (サブスクリプション)で、[Publish to topic] (トピックに発
行) を選択します。
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b.

[Publish] (発行) フィールドに、入力トピック名 device/32/data を入力します。

c.

ここに表示されているサンプルデータをコピーし、トピック名の下にある編集ボックスにサンプ
ルデータを貼り付けます。
{

}

d.
3.

"temperature": 38,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
"wind": {
"velocity": 22,
"bearing": 255
}

MQTT メッセージを発行するには、[Publish to topic] (トピックに発行) を選択します。

テキストメッセージが送信されたことを確認します。
a.

MQTT クライアントの [Subscriptions] (サブスクリプション) の下に、以前にサブスクライブした
トピックの隣に緑色のドットが表示されます。
緑色のドットは、最後にメッセージを表示してから 1 つ以上の新しいメッセージが受信されたこ
とを示します。

b.

[Subscriptions] (サブスクリプション) で [device/+/data] を選択して、メッセージペイロードが今
発行したものと一致し、次のようになっていることを確認します。
{

}

c.

"temperature": 38,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
"wind": {
"velocity": 22,
"bearing": 255
}

SNS トピックのサブスクライブに使用した電話を確認し、メッセージペイロードの内容が次のよ
うになっていることを確認します。
Device 32 reports a temperature of 38, which exceeds the limit of 30.

メッセージトピックのトピック ID 要素を変更する場合、topic(2) 値を数値にキャストするこ
とは、メッセージトピックのその要素に数字のみが含まれている場合にのみ機能することに注意
してください。
4.

温度が制限を超えていない MQTT メッセージの送信を試みます。
a.

MQTT クライアントの [Subscription] (サブスクリプション)で、[Publish to topic] (トピックに発
行) を選択します。

b.

[Publish] (発行) フィールドに、入力トピック名 device/33/data を入力します。

c.

ここに表示されているサンプルデータをコピーし、トピック名の下にある編集ボックスにサンプ
ルデータを貼り付けます。
{

"temperature": 28,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
"wind": {
"velocity": 22,
"bearing": 255
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}

d.

}

MQTT メッセージを送信するには、[Publish to topic] (トピックに発行) を選択します。

device/+/data サブスクリプションで送信したメッセージが表示されますが、温度値がルールクエ
リステートメントの最大温度を下回っているため、テキストメッセージは受信されません。
正しい動作が確認できない場合は、トラブルシューティングのヒントを確認してください。

AWS Lambda ルールと通知のトラブルシューティング
想定する結果が得られない場合に備えて、確認すべき事項をいくつか示します。
• エラーバナーが表示された
入力メッセージの発行時にエラーが発生した場合は、まずそのエラーを修正してください。次の手順
は、このエラーを修正するのに役立つ場合があります。
• MQTT クライアントで入力メッセージが表示されない
手順で説明されているように device/+/data トピックフィルターをサブスクライブした場合、入力
メッセージを device/32/data トピックに発行するたびに、そのメッセージが MQTT クライアントに
表示されます。

確認すべき事項
• サブスクライブしたトピックフィルターを確認する
手順の説明に従って入力メッセージのトピックをサブスクライブした場合は、発行するたびに入力
メッセージのコピーが表示されます。
メッセージが表示されない場合は、サブスクライブしたトピック名を確認し、発行したトピックと比
較します。トピック名は大文字と小文字が区別されます。サブスクライブしたトピックは、メッセー
ジペイロードを発行したトピックと同一である必要があります。
• メッセージ発行機能を確認する
MQTT クライアントの [Subscriptions] (サブスクリプション) で、[device/+/data] を選択し、パブリッ
シュ メッセージのトピックを確認してから、[Publish to topic] (トピックに発行) を選択します。ト
ピックの下にある編集ボックスからメッセージペイロードがメッセージリストに表示されるのを確認
できるはずです。
• SMS メッセージが届かない
ルールが機能するには、メッセージの受信と SNS 通知の送信を許可する正しいポリシーを有しており、
メッセージを受信する必要があります。

確認すべき事項
• MQTT クライアントの AWS リージョン と作成したルールを確認する
MQTT クライアントを実行しているコンソールは、作成したルールと同じ AWS リージョンにある必
要があります。
• メッセージペイロードの温度値がテストしきい値を超えていることを確認します。
ルールクエリステートメントで定義されている温度値が 30 以下の場合、ルールはそのアクションを
実行しません。
• ルールクエリステートメントの入力メッセージのトピックを確認する
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ルールが機能するためには、ルールクエリステートメントの FROM 句のトピックフィルターに一致す
るトピック名を持つメッセージを受信する必要があります。
ルールクエリステートメントのトピックフィルターの綴りを、MQTT クライアントのトピックフィル
ターの綴りと照らし合わせて確認します。トピック名では大文字と小文字が区別され、メッセージの
トピックはルールクエリステートメントのトピックフィルターと一致する必要があります。
• 入力メッセージペイロードの内容を確認する
ルールが機能するためには、SELECT ステートメントで宣言されているメッセージペイロード内の
データフィールドを見つける必要があります。
ルールクエリステートメントの temperature フィールドの綴りを、MQTT クライアントのメッセー
ジペイロードの綴りと照らし合わせて確認します。フィールド名では大文字と小文字が区別され、
ルールクエリステートメントの temperature フィールドはメッセージペイロードの temperature
フィールドと同じである必要があります。
メッセージペイロード内の JSON ドキュメントが正しくフォーマットされていることを確認しま
す。JSON にコンマがないなどのエラーがある場合、ルールはそれを読み取ることができません。
• Amazon SNS 通知を確認する
ステップ 1: SMS テキストメッセージを送信する Amazon SNS トピックを作成する (p. 205) で
は、Amazon SNS 通知をテストする方法を説明するステップ 3 を参照し、通知をテストして通知が機
能することを確認します。
• Lambda 関数を確認する
ステップ 1: テキストメッセージを送信する AWS Lambda 関数を作成する (p. 218) では、テスト
データを使用して Lambda 関数をテストする方法を説明するステップ 5 を参照し、Lambda 関数をテ
ストします。
• ルールによって使用されているロールを確認する
ルールのアクションには、元のトピックを受け取り、新しいトピックを発行するためのアクセス許可
が必要です。
ルールがメッセージデータを受信して再発行することを許可するポリシーは、使用されるトピック
に固有です。メッセージデータの再発行に使用するトピックを変更する場合は、ルールアクションの
ロールを更新して、現在のトピックに一致するようにポリシーを更新する必要があります。
これが問題であると思われる場合は、再発行ルールアクションを編集して、新しいロールを作成しま
す。ルールアクションによって作成された新しいロールは、これらのアクションを実行するために必
要な権限を受け取ります。

ステップ 4: 結果と次のステップを確認する
このチュートリアルでは、次の作業を行いました。
• カスタマイズされたメッセージペイロードを使用した Amazon SNS 通知を送信する Lambda 関数を呼
び出す AWS IoT ルールを作成しました。
• ルールクエリステートメントでシンプルな SQL クエリと関数を使用して、Lambda 関数の新しいメッ
セージペイロードを作成しました。
• MQTT クライアントを使用して AWS IoT ルールをテストしました。
次のステップ
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このルールを使用していくつかのテキストメッセージを送信した後、チュートリアルの一部を変更する
と、メッセージと送信される場合にどのような影響があるかを試してみてください。手始めにいくつかア
イデアをご紹介します。
• をに変更device_idと入力し、テキストメッセージの内容に生じる影響を確認します。
• ルールクエリステートメントで選択したフィールドを変更し、Lambda 関数を更新して新しいメッセー
ジで使用し、テキストメッセージの内容に生じる影響を確認します。
• ルールクエリステートメントのテストを変更して、最高温度ではなく最低温度をテストしま
す。Lambda 関数を更新して新しいメッセージをフォーマットし、max_temperature の名前を変更す
ることを忘れないでください。
• AWS IoT ルールの開発および使用中に発生する可能性のあるエラーを見つける方法の詳細について
は、AWS IoT のモニタリング (p. 436) を参照してください。

デバイスがオフラインになっている間にデバイスの状
態をデバイスシャドウで保持する
これらのチュートリアルでは、AWS IoT Device Shadow サービスを使用してデバイスの状態情報を保存
および更新する方法を示します。JSON ドキュメントである Shadow ドキュメントは、デバイス、ロー
カルアプリケーション、またはサービスによって発行されたメッセージに基づいて、デバイスの状態の変
化を示します。このチュートリアルでは、Shadow ドキュメントが電球の色の変化を示します。これらの
チュートリアルでは、デバイスがインターネットから切断されている場合でもシャドウがこの情報を保存
し、オンラインに戻ってこの情報をリクエストしたときに最新の状態情報をデバイスに返す方法も示して
います。
ここに示されている順序でこれらのチュートリアルを試すことをお勧めします。この順序は、作成が必要
な AWS IoT リソースと必要なハードウェアのセットアップから始まります。これは、概念を段階的に学
ぶのにも役立ちます。これらのチュートリアルでは、AWS IoT で使用するために Raspberry Pi デバイス
を設定して接続する方法を示します。必要なハードウェアがない場合は、選択したデバイスに適応させる
か、Amazon EC2 で仮想デバイスを作成 (p. 43)して、これらのチュートリアルに従うことができます。
チュートリアルのシナリオの概要
これらのチュートリアルのシナリオは、電球の色を変更し、そのデータを予約済みのシャドウトピックに
発行するローカルアプリケーションまたはサービスです。これらのチュートリアルは、インタラクティブ
な開始方法のチュートリアル (p. 21)で説明されている Device Shadow 機能に似ており、Raspberry Pi デ
バイスに実装されています。このセクションのチュートリアルでは、名前付きのシャドウまたは複数のデ
バイスに対応する方法を示しつつ、単一のクラシックシャドウに焦点を当てます。
次のチュートリアルは、AWS IoT Device Shadow サービスの使用方法を学ぶのに役立ちます。
• チュートリアル: シャドウアプリケーションを実行するための Raspberry Pi の準備 (p. 228)
このチュートリアルでは、AWS IoT に接続するために Raspberry Pi デバイスをセットアップする方法を
示します。また、AWS IoT ポリシードキュメントとモノのリソースを作成し、証明書をダウンロードし
て、そのモノのリソースにポリシーをアタッチします。このチュートリアルの完了には 30 分ほどかか
ります。
• チュートリアル: Device SDK のインストールと Device Shadows のサンプルアプリケーションの実
行 (p. 233)
このチュートリアルでは、必要なツール、ソフトウェア、AWS IoT Device SDK for Python をインス
トールし、サンプルの Shadow アプリケーションを実行する方法を示します。このチュートリアル
は、Raspberry Pi または別のデバイスを接続する (p. 58) に示されている概念に基づいており、完了まで
に 20 分かかります。
• チュートリアル: サンプルアプリケーションと MQTT テストクライアントを使用した Device Shadow と
のやり取り (p. 239)
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このチュートリアルでは、shadow.py サンプルアプリケーションと AWS IoT コンソールを使用し
て、AWS IoT Device Shadows と電球の状態変化の間のインタラクションを観察する方法を示します。
このチュートリアルでは、MQTT メッセージを Device Shadow の予約済みトピックに送信する方法も示
しています。このチュートリアルの完了には 45 分間を要する場合があります。
AWS IoT Device Shadow の概要
Device Shadow は、AWS IoT レジストリで作成するモノのリソース (p. 268)によって管理されるデバイ
スの永続的な仮想表現です。Shadow ドキュメントは、デバイスの現在の状態の情報を保存および取得す
るために使用される JSON または JavaScript 表記のドキュメントです。シャドウを使用すれば、デバイス
がインターネットに接続されているかどうかにかかわらず、MQTT トピックまたは HTTP REST API を介
してデバイスの状態を取得および設定できます。
シャドウのドキュメントには、デバイスの状態の次の側面を説明する state プロパティが含まれていま
す。
• desired: アプリケーションは、desired オブジェクトを更新することによって、デバイスプロパティ
の desired 状態を指定します。
• reported: デバイスは、reported オブジェクト内の現在の状態を報告します。
• delta: AWS IoTは、delta オブジェクト内の desired 状態と reported 状態の違いを報告します。
これは、Shadow 状態ドキュメントの例です。
{

}

"state": {
"desired": {
"color": "green"
},
"reported": {
"color": "blue"
},
"delta": {
"color": "green"
}
}

デバイスの Shadow ドキュメントを更新するには、予約済みの MQTT トピック (p. 115)、HTTP で
GET、UPDATE、および DELETE オペレーションをサポートする Device Shadow REST API (p. 655)、な
らびに AWS IoT CLI を使用できます。
前の例で、desired 色を yellow に変更したいとします。これを行うに
は、UpdateThingShadow (p. 657) API にリクエストを送信するか、Update (p. 662) トピック $aws/
things/THING_NAME/shadow/update にメッセージを発行します。
{

}

"state": {
"desired": {
"color": yellow
}
}

更新は、リクエストで指定したフィールドにのみ反映されます。Device Shadow を正常に更新した
後、AWS IoT は新しい desired 状態を delta トピック $aws/things/THING_NAME/shadow/delta
に発行します。この場合の Shadow ドキュメントは次のようになります。
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{

}

"state": {
"desired": {
"color": yellow
},
"reported": {
"color": green
},
"delta": {
"color": yellow
}
}

その後、新しい状態は、次の JSON メッセージで Update トピック $aws/things/THING_NAME/
shadow/update を使用して AWS IoT Device Shadow に報告されます。
{

}

"state": {
"reported": {
"color": yellow
}
}

現在の状態情報を取得する場合は、GetThingShadow (p. 656) API にリクエストを送信するか、MQTT
メッセージを Get (p. 660) トピック $aws/things/THING_NAME/shadow/get に発行します。
Device Shadow サービスの使用の詳細については、AWS IoT Device Shadow サービス (p. 630) を参照し
てください。
デバイス、アプリケーション、およびサービスでの Device Shadow の使用の詳細については、デバイス
でのシャドウの使用 (p. 634) および アプリとサービスでのシャドウの使用 (p. 637) を参照してくださ
い。
AWS IoT Shadlow の操作については、シャドウとの相互作用 (p. 649) を参照してください。
MQTT の予約済みトピックおよび HTTP REST API については、Device Shadow MQTT トピッ
ク (p. 660) および Device Shadow の REST API (p. 655) を参照してください。

チュートリアル: シャドウアプリケーションを実行するための
Raspberry Pi の準備
このチュートリアルでは、Raspberry Pi デバイスをセットアップして設定し、デバイスが接続して MQTT
メッセージを交換するために必要な AWS IoT リソースを作成する方法を示します。

Note
the section called “Amazon EC2 を使用して仮想デバイスを作成する” (p. 43) する予定がある場合
は、このページをスキップして the section called “デバイスを設定する” (p. 43) に進むことができ
ます。仮想のモノを作成するときに、これらのリソースを作成します。Raspberry Pi の代わりに
別のデバイスを使用したい場合は、選択したデバイスに合わせてこれらのチュートリアルに従っ
てみてください。

このチュートリアルの学習内容は次のとおりです。
• Raspberry Pi デバイスをセットアップし、AWS IoT で使用できるように設定します。
• デバイスが AWS IoT サービスとインタラクションすることを承認する AWS IoT ポリシードキュメント
を作成します。

228

AWS IoT Core デベロッパーガイド
デバイスがオフラインになっている間にデ
バイスの状態をデバイスシャドウで保持する

• AWS IoT でモノのリソースを作成し、X.509 デバイス証明書を作成してから、ポリシードキュメントを
アタッチします。
モノは、AWS IoT レジストリ内のデバイスの仮想表現です。証明書はデバイスを AWS IoT Core に対し
て認証し、ポリシードキュメントはデバイスが AWS IoT とインタラクションすることを許可します。
このチュートリアルを実行する方法
Device Shadows の shadow.py サンプルアプリケーションを実行するには、AWS IoT に接続する
Raspberry Pi デバイスが必要です。ここに示されている順序でこのチュートリアルに従うことをお勧めし
ます。この順序では、最初に Raspberry Pi とその付属内容を設定してから、ポリシーを作成し、作成した
モノのリソースにポリシーをアタッチします。その後、Raspberry Pi でサポートされているグラフィカル
ユーザーインターフェイス (GUI) を使用してこのチュートリアルを実行し、デバイスのウェブブラウザで
AWS IoT コンソールを開くことができます。これにより、AWS IoT に接続するために証明書を Raspberry
Pi に直接ダウンロードすることも簡単になります。

このチュートリアルを開始する前に、以下の要件を満たしていることを確認してください。
• AWS アカウント。お持ちでない場合は、続行する前に、AWS アカウント のセットアップ (p. 19) に記
載されている手順を完了してください。このチュートリアルを完了するには、AWS アカウント と AWS
IoT コンソールが必要です。
• Raspberry Pi とその必要な付属内容。次が必要になります。
• Raspberry Pi 3 モデル B 以降の最新のモデル。このチュートリアルは、Raspberry Pi の以前のバー
ジョンでも機能する可能性がありますが、テストはしていません。
• Raspberry Pi OS (32 ビット) 以降。Raspberry Pi OS の最新バージョンを使用することをお勧めしま
す。以前のバージョンの OS でも動作する可能性がありますが、テストはしていません。
• イーサネットまたは Wi-Fi 接続。
• キーボード、マウス、モニタ、ケーブル、および電源。
このチュートリアルの完了には 30 分ほどかかります。

ステップ 1: Raspberry Pi デバイスをセットアップおよび設定する
このセクションでは、AWS IoT で使用する Raspberry Pi デバイスを設定します。

Important
これらの指示を他のデバイスやオペレーティングシステムに合わせて適用するのが難しい場合が
あります。これらの指示を解釈してご利用のデバイスに適用するには、そのデバイスを十分に理
解する必要があります。問題が発生した場合は、Amazon EC2 を使用して仮想デバイスを作成す
る (p. 43) または Windows もしくは Linux PC、または Mac を AWS IoT デバイスとして使用す
る (p. 51) など、他のデバイスオプションのいずれかを代替策として試してください。
Raspberry Pi を設定して、オペレーティングシステム (OS) を起動し、インターネットに接続し、コ
マンドラインインターフェイスで Raspberry Pi とインタラクションできるようにする必要がありま
す。Raspberry Pi でサポートされているグラフィカルユーザーインターフェイス (GUI) を使用して AWS
IoT コンソールを開き、このチュートリアルの残りを実行することもできます。

Raspberry Pi をセットアップするには
1. SD カードを Raspberry Pi の MicroSD カードスロットに挿入します。一部の SD カードには、ボード
の起動後に OS をインストールするためのメニューを表示するインストールマネージャーがプリロード
されています。Raspberry Pi イメージャーを使用して、カードに OS をインストールすることもできま
す。
2. Raspberry Pi の HDMI ポートに接続する HDMI ケーブルに、HDMI TV またはモニターを接続します。
3. キーボードとマウスを Raspberry Pi の USB ポートに接続し、電源アダプタをつないでボードを起動し
ます。
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Raspberry Pi の起動後、SD カードにインストールマネージャーがプリロードされている場合は、オペ
レーティングシステムをインストールするためのメニューが表示されます。OS のインストールに問題が
ある場合は、次の手順を試すことができます。Raspberry Pi のセットアップの詳細については、Setting up
your Raspberry Pi を参照してください。

Raspberry Pi のセットアップで問題が発生している場合は、以下の操作を実行します。
• ボードを起動する前に、SD カードを挿入したかどうかを確認してください。ボードを起動した後に SD
カードを差し込むと、インストールメニューが表示されない場合があります。
• テレビまたはモニタの電源が入っていて、正しい入力が選択されていることを確認してください。
• Raspberry Pi と互換性のあるソフトウェアを使用していることを確認します。
Raspberry Pi の OS をインストールして設定したら、Raspberry Pi のウェブブラウザを開いて AWS IoT
Core コンソールに移動し、このチュートリアルの残りの手順を続行します。
AWS IoT Core コンソールを開くことができれば、Raspberry Pi の準備ができていて、the section called
“AWS IoT でのデバイスのプロビジョニング ” (p. 230) に進むことができます。
問題がある場合や、さらにサポートが必要な場合は、「Getting help for your Raspberry Pi」を参照してく
ださい。

チュートリアル: AWS IoT でのデバイスのプロビジョニング
このセクションでは、チュートリアルで使用する AWS IoT Core リソースを作成します。
AWS IoT でデバイスをプロビジョニングする手順
• ステップ 1: Device Shadow の AWS IoT ポリシーを作成する (p. 230)
• ステップ 2: モノのリソースを作成し、ポリシーをモノにアタッチする (p. 232)
• ステップ 3: 結果と次のステップを確認する (p. 232)

ステップ 1: Device Shadow の AWS IoT ポリシーを作成する
X.509 証明書により、デバイスが AWS IoT Core で認証されます。AWS IoT ポリシーは、Device Shadow
サービスによって使用される MQTT 予約トピックへのサブスクライブまたは発行など、デバイスが AWS
IoT オペレーションを実行することを許可する証明書にアタッチされます。デバイスは AWS IoT Core に
接続してメッセージを送信するときに、証明書を提示します。
この手順では、サンプルプログラムの実行に必要な AWS IoT オペレーションをデバイスが実行できるよう
にするポリシーを作成します。タスクの実行に必要なアクセス許可のみを付与するポリシーを作成するこ
とをお勧めします。最初に AWS IoT ポリシーを作成し、後で作成するデバイス証明書にアタッチします。

AWS IoT ポリシーを作成するには
1.
2.

左のメニューで、[Secure] (安全性)、[Policies] (ポリシー) の順に選択します。アカウントに既存のポ
リシーがある場合は、[Create] (作成) を選択します。それ以外の場合は、[You don't have a policy yet]
(ポリシーがまだありません) ページで [Create a policy] (ポリシーの作成) を選択します。
[ポリシーの作成] ページで、以下の手順を実行します。
a.

[Name] (名前) フィールドに、ポリシーの名前 (My_Device_Shadow_policy など) を入力しま
す。ポリシー名で個人を特定できる情報を使用しないでください。

b.

ポリシードキュメントでは、MQTT 予約トピックを発行およびサブスクライブするアクセス許
可をデバイスに付与する接続、サブスクライブ、受信、および発行アクションについて説明しま
す。
以下のサンプルポリシーをコピーして、ポリシードキュメントに貼り付けます。thingname は
作成するモノの名前 (例: My_light_bulb)、region はサービスを使用している AWS IoT リー
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ジョン、account は AWS アカウント 番号に置き換えます。AWS IoT ポリシーの詳細について
は、「AWS IoT Core ポリシー (p. 335)」を参照してください。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingname/shadow/get",
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingname/shadow/update"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingname/shadow/get/
accepted",
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingname/shadow/get/
rejected",
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingname/shadow/update/
accepted",
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingname/shadow/update/
rejected",
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingname/shadow/update/
delta"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/thingname/shadow/get/
accepted",
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/thingname/shadow/get/
rejected",
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/thingname/shadow/
update/accepted",
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/thingname/shadow/
update/rejected",
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/thingname/shadow/
update/delta"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:Connect",
"Resource": "arn:aws:iot:region:account:client/test-*"
}
]
}
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ステップ 2: モノのリソースを作成し、ポリシーをモノにアタッチする
AWS IoT に接続されたデバイスは、AWS IoT レジストリ内のモノのリソースで表すことができます。モノ
のリソースは、このチュートリアルの電球など、特定のデバイスまたは論理エンティティを表します。
AWS IoT でモノを作成する方法を学習するには、モノのオブジェクトを作成する (p. 42) で説明されてい
る手順に従います。そのチュートリアルの手順に従うときに注意すべき重要な点がいくつかあります。
1. [Create a single thing] (単一のモノを作成する) を選択し、[Name] (名前) フィールドに、以前にポリシー
を作成したときに指定した thingname と同じモノの名前 (例: My_light_bulb) を入力します。
モノを作成した後に名前を変更することはできません。thingname 以外の名前を付けた場合
は、thingname という名前の新しいモノを作成し、古いモノを削除します。

Note
モノの名前で個人を特定できる情報を使用しないでください。モノの名前は、暗号化されてい
ない通信やレポートに表示されることがあります。
2. [Certificate created!] (証明書が作成されました!) ページの各証明書ファイルを見つけやすい場所にダウ
ンロードすることをお勧めします。サンプルアプリケーションを実行するには、これらのファイルをイ
ンストールする必要があります。
Raspberry Pi の home ディレクトリ内の certs サブディレクトリにファイルをダウンロードし、次の
表に示されているように、各ファイルに簡素な名前を付けることをお勧めします。

証明書ファイル名
ファイル

ファイルパス

ルート CA 証明書

~/certs/Amazon-root-CA-1.pem

デバイス証明書

~/certs/device.pem.crt

プライベートキー

~/certs/private.pem.key

3. AWS IoT への接続を有効にするために証明書を有効化したら、[Attach a policy] (ポリシーをアタッチ)
を選択し、前に作成したポリシー (例: My_Device_Shadow_policy) をモノにアタッチします。
モノを作成すると、AWS IoT コンソールのモノのリストにモノのリソースが表示されます。

ステップ 3: 結果と次のステップを確認する
このチュートリアルで学習した内容は次のとおりです。
• Raspberry Pi デバイスをセットアップおよび設定します。
• デバイスが AWS IoT サービスとインタラクションすることを承認する AWS IoT ポリシードキュメント
を作成します。
• モノのリソースと関連する X.509 デバイス証明書を作成し、それにポリシードキュメントをアタッチし
ます。
次のステップ
これで、AWS IoT Device SDK for Python をインストールし、shadow.py サンプルアプリケーションを
実行し、Device Shadow を使用して状態を制御できます。このチュートリアルの実行方法の詳細につい
ては、チュートリアル: Device SDK のインストールと Device Shadows のサンプルアプリケーションの実
行 (p. 233) を参照してください。
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チュートリアル: Device SDK のインストールと Device Shadows
のサンプルアプリケーションの実行
このセクションでは、必要なソフトウェアと AWS IoT Device SDK for Python をインストール
し、shadow.py サンプルアプリケーションを実行して Shadow ドキュメントを編集し、Shadow の状態
を制御する方法を示します。

このチュートリアルの学習内容は次のとおりです。
• インストールされたソフトウェアと AWS IoT Device SDK for Python を使用して、サンプルアプリケー
ションを実行します。
• サンプルアプリケーションを使用して値を入力すると、どのように AWS IoT コンソールで目的の値が発
行されるかについて説明します。
• shadow.py サンプルアプリケーションと、MQTT プロトコルを使用してシャドウの状態を更新する方
法を確認してください。
このチュートリアルを実行する前に:
AWS アカウント を設定し、Raspberry Pi デバイスを設定し、Device Shadow サービスの MQTT 予約ト
ピックを発行およびサブスクライブするためのアクセス許可をデバイスに与える AWS IoT モノとポリシー
を作成しておく必要があります。詳細については、「」を参照してくださいチュートリアル: シャドウアプ
リケーションを実行するための Raspberry Pi の準備 (p. 228)
Git、Python、AWS IoT Device SDK for Python もインストールされている必要があります。このチュー
トリアルは、チュートリアル Raspberry Pi または別のデバイスを接続する (p. 58) で提示された概念に
基づいています。そのチュートリアルをまだ試していない場合は、そのチュートリアルで説明されてい
る手順に従って証明書ファイルと Device SDK をインストールしてから、このチュートリアルに戻って
shadow.py サンプルアプリケーションを実行することをお勧めします。
このチュートリアルでは、次の作業を行います。
• ステップ 1: shadow.py サンプルアプリケーションを実行する (p. 233)
• ステップ 2: shadow.py Device SDK サンプルアプリケーションを確認する (p. 236)
• ステップ 3: shadow.py サンプルアプリケーションの問題をトラブルシューティングする (p. 237)
• ステップ 4: 結果と次のステップを確認する (p. 239)
このチュートリアルの完了には 20 分ほどかかります。

ステップ 1: shadow.py サンプルアプリケーションを実行する
shadow.py サンプルアプリケーションを実行する前に、インストールした証明書ファイルの名前と場所
に加えて、次の情報が必要です。

アプリケーションパラメータ値
Parameter

値がある場所

your-iot-thing-name

the section called “ステップ 2: モノのリソースを作
成し、ポリシーをモノにアタッチする” (p. 232)
で以前に作成した AWS IoT モノの名前。
この値を見つけるには、AWS IoT コンソールで
[Manage] (管理) を選択し、[Things] (モノ) を選択
します。
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Parameter

値がある場所

your-iot-endpoint

your-iot-endpoint 値
の形式は endpoint_idats.iot.region.amazonaws.com
(例: a3qj468EXAMPLE-ats.iot.uswest-2.amazonaws.com) です。この値を検索す
るには:
1. AWS IoT コンソールで、[Manage] (管理)、
[Things] (モノ) の順に選択します。
2. デバイス用に作成した IoT モノである
My_light_bulb (以前に使用しました) を選択して
から、[Interact] (操作) を選択します。モノの詳
細ページの [HTTPS] セクションにエンドポイン
トが表示されます。

サンプルアプリケーションをインストールして実行する
1.

サンプルアプリディレクトリに移動します。
cd ~/aws-iot-device-sdk-python-v2/samples

2.

コマンドラインウィンドウで、示されているように your-iot-endpoint と your-iot-thingname を置き換えて、このコマンドを実行します。
python3 shadow.py --ca_file ~/certs/Amazon-root-CA-1.pem --cert ~/certs/device.pem.crt
--key ~/certs/private.pem.key --endpoint your-iot-endpoint --thing_name your-iotthing-name

3.

サンプルアプリケーションが次のようになっていることを観察します。
1. アカウントの AWS IoT サービスに接続します。
2. Delta イベントと Update および Get 応答をサブスクライブします。
3. ターミナルに必要な値を入力するように求められます。
4. 次のような出力を表示します。

Connecting to a3qEXAMPLEffp-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com with client ID
'test-0c8ae2ff-cc87-49d2-a82a-ae7ba1d0ca5a'...
Connected!
Subscribing to Delta events...
Subscribing to Update responses...
Subscribing to Get responses...
Requesting current shadow state...
Launching thread to read user input...
Finished getting initial shadow state.
Shadow contains reported value 'off'.
Enter desired value:

Note
shadow.py サンプルアプリケーションの実行に問題がある場合は、the section called “ステップ
3: shadow.py サンプルアプリケーションの問題をトラブルシューティングする” (p. 237) を確
認してください。問題の修正に役立つ可能性のある追加情報を取得するには、コマンドラインに
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--verbosity debug パラメータを追加して、サンプルアプリケーションが実行内容に関する詳
細メッセージを表示するようにします。
値を入力し、Shadow ドキュメントの更新を観察する
ターミナルに desired 値を入力して値を指定すると、reported 値も更新されます。ターミナルで色
yellow を入力するとします。reported 値も色 yellow に更新されます。ターミナルに表示されるメッ
セージを次に示します。
Enter desired value:
yellow
Changed local shadow value to 'yellow'.
Updating reported shadow value to 'yellow'...
Update request published.
Finished updating reported shadow value to 'yellow'.

この更新リクエストを発行すると、AWS IoT はモノのリソースのデフォルトのクラシックシャドウを
作成します。作成したモノのリソース (例: My_light_bulb) の Shadow ドキュメントを参照するこ
とで、AWS IoT コンソールの reported および desired 値に発行した更新リクエストを確認できま
す。Shadow ドキュメントで更新を表示するには、次の操作を行います。
1. AWS IoT コンソールで、[Manage] (管理)、[Things] (モノ) の順に選択します。
2. 表示されるモノのリストで、作成したモノを選択し、[Shadows] (シャドウ) を選択してから、[Classic
Shadow] (クラシックシャドウ) を選択します。
Shadow ドキュメントは次のようになり、色 yellow に設定された reported と desired の値が表示さ
れます。これらの値は、ドキュメントの Shadow の状態のセクションに表示されます。
{
"desired": {
"welcome": "aws-iot",
"color": "yellow"
},
"reported": {
"welcome": "aws-iot",
"color": "yellow"
}
}

リクエストのタイムスタンプ情報とバージョン番号を含む [Metadata] (メタデータ) セクションも表示され
ます。
状態ドキュメントのバージョンを使用して、デバイスのシャドウのドキュメントの最新バージョンを更新
していることを確認できます。別の更新リクエストを送信すると、バージョン番号が 1 ずつ増えます。更
新リクエストでバージョンを渡したとき、そのバージョンと状態ドキュメントの現在のバージョンとが一
致しない場合、サービスは HTTP 409 conflict レスポンスコードでリクエストを拒否します。
{
"metadata": {
"desired": {
"welcome": {
"timestamp": 1620156892
},
"color": {
"timestamp": 1620156893
}
},
"reported": {
"welcome": {
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"timestamp": 1620156892
},
"color": {
"timestamp": 1620156893
}

}
},
"version": 10
}

Shadow ドキュメントについてさらに学び、状態情報の変化を観察するには、このチュートリアルの ス
テップ 4: 結果と次のステップを確認する (p. 239) セクションで説明されている次のチュートリアル
チュートリアル: サンプルアプリケーションと MQTT テストクライアントを使用した Device Shadow との
やり取り (p. 239) に進んでください。必要に応じて、次のセクションで shadow.py サンプルコードと
それが MQTT プロトコルを使用する方法について学ぶこともできます。

ステップ 2: shadow.py Device SDK サンプルアプリケーションを確認する
このセクションでは、このチュートリアルで使用されている AWS IoT Device SDK v2 for Python の
shadow.py サンプルアプリケーションを確認します。ここでは、MQTT および MQTT over WSS プロト
コルを使用して AWS IoT Core に接続する方法を確認します。AWS 共通ランタイム (AWS-CRT) ライブラ
リは、低レベルの通信プロトコルサポートを提供し、AWS IoT Device SDK v2 for Python に含まれていま
す。
このチュートリアルでは MQTT と MQTT over WSS を使用していますが、AWS IoT は HTTPS リクエス
トを発行するデバイスをサポートしています。デバイスから HTTP メッセージを送信する Python プログ
ラムの例については、Python の requests ライブラリを使用した HTTPS コード例 (p. 97)を参照してく
ださい。
デバイス通信に使用するプロトコルについて十分な情報に基づいた決定を行う方法については、デバイス
通信用のプロトコルの選択 (p. 85) を確認してください。
MQTT
shadow.py サンプルでは、mqtt_connection_builder の mtls_from_path (ここに表示
されています) を呼び出して、MQTT プロトコルを使用して AWS IoT Core との接続を確立しま
す。mtls_from_path は、X.509 証明書と TLS v1.2 を使用してデバイスを認証します。AWS-CRT ライ
ブラリは、その接続の下位レベルの詳細を処理します。
mqtt_connection = mqtt_connection_builder.mtls_from_path(
endpoint=args.endpoint,
cert_filepath=args.cert,
pri_key_filepath=args.key,
ca_filepath=args.ca_file,
client_bootstrap=client_bootstrap,
on_connection_interrupted=on_connection_interrupted,
on_connection_resumed=on_connection_resumed,
client_id=args.client_id,
clean_session=False,
keep_alive_secs=6
)

• endpoint は、コマンドラインから渡された AWS IoT エンドポイントであり、client_id は、AWS
リージョン でこのデバイスを一意に識別する ID です。
• cert_filepath、pri_key_filepath、および ca_filepath は、デバイスの証明書とプライベート
キーファイル、およびルート CA ファイルへのパスです。
• client_bootstrap は、ソケット通信アクティビティを処理する共通のラ
ンタイムオブジェクトであり、は、 の呼び出しの前にインスタンス化されま
す。mqtt_connection_builder.mtls_from_path
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• on_connection_interrupted および on_connection_resumed は、デバイスの接続が中断されて
再開されるときに呼び出すコールバック関数です。
• clean_session は、新しい永続セッションを開始するか、既存のセッションに再接続するか (存在す
る場合) です。keep_alive_secs は、CONNECT リクエストで送信するキープアライブ値 (秒単位) で
す。この間隔で ping が自動的に送信されます。サーバーは、この値の 1.5 倍の時間が経過しても ping
を受信しなかった場合、接続が失われたとみなします。
この shadow.py サンプルでは、WSS 経由で MQTT プロトコルを使用して AWS IoT Core との接続を確
立するために mqtt_connection_builder の websockets_with_default_aws_signing も呼び出
します。MQTT over WSS も MQTT と同じパラメータを使用し、次の追加パラメータを受け取ります。
• region は、署名 V4 認証で使用される AWS 署名リージョンであり、credentials_provider
は、認証に使用するために提供される AWS 認証情報です。リージョンは
コマンドラインから渡され、credentials_provider オブジェクトは
mqtt_connection_builder.websockets_with_default_aws_signing の呼び出しの直前にイ
ンスタンス化されます。
• websocket_proxy_options は、プロキシホストを使用する場合の HTTP プ
ロキシオプションです。shadow.py サンプルアプリケーションでは、この値は
mqtt_connection_builder.websockets_with_default_aws_signing の呼び出しの直前にイ
ンスタンス化されます。
Shadow トピックとイベントをサブスクライブする
shadow.py サンプルは接続の確立を試み、完全に接続されるまで待機します。接続されていない場合、
コマンドはキューに入れられます。接続されると、サンプルはデルタイベントをサブスクライブし、メッ
セージを更新および取得し、サービスの品質 (QoS) レベル 1 (mqtt.QoS.AT_LEAST_ONCE) でメッセージ
を発行します。
デバイスが QoS レベル 1 のメッセージをサブスクライブすると、メッセージブローカーは、デバイスに
送信できるようになるまで、デバイスがサブスクライブしているメッセージを保存します。メッセージブ
ローカーは、デバイスから PUBACK 応答を受信するまでメッセージを再送信します。
MQTT プロトコルの詳細については、MQTT プロトコルを確認する (p. 180) および MQTT (p. 86) を参照
してください。
このチュートリアルで使用される MQTT、MQTT over WSS、永続セッション、および QoS レベルの詳細
については、pubsub.py Device SDK サンプルアプリケーションを確認する (p. 181) を参照してくださ
い。

ステップ 3: shadow.py サンプルアプリケーションの問題をトラブルシューティ
ングする
shadow.py サンプルアプリケーションを実行すると、ターミナルにいくつかのメッセージが表示さ
れ、desired 値を入力するように求められます。プログラムがエラーをスローした場合、エラーをデバッ
グするには、まずシステムに対して正しいコマンドを実行したかどうかを確認します。
場合によっては、エラーメッセージは接続の問題を示し、Host name was invalid for dns
resolution または Connection was closed unexpectedly のようになることがあります。このよ
うな場合、次のことを確認してみてください。
• コマンド内のエンドポイントアドレスを確認する
サンプルアプリケーションを実行するために入力したコマンドの endpoint 引数 (例:
a3qEXAMPLEffp-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com) を確認し、AWS IoT コンソールでこの値
を確認します。
正しい値を使用したかどうかを確認するには、次の手順に従います。
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1. AWS IoT コンソールで、[Manage] (管理)、[Things] (モノ) の順に選択します。
2. サンプルアプリケーション用に作成したモノ (例: My_light_bulb) を選択してから、[Interact] (操作) を
選択します。
モノの詳細ページで エンドポイントは、[HTTPS] セクションに表示されます。また、以下を記載した
メッセージも表示されます: This thing already appears to be connected.。
• 証明書の有効化を確認する
証明書は、AWS IoT Core でデバイスを認証します。
証明書がアクティブかどうかを確認するには、次の手順に従います。
1. AWS IoT コンソールで、[Manage] (管理)、[Things] (モノ) の順に選択します。
2. サンプルアプリケーション用に作成したモノ (例: My_light_bulb) を選択してから、[Security] (セキュ
リティ) を選択します。
3. 証明書を選択し、証明書の詳細ページで [Select the certificate] (証明書の選択) を選択してから、証明
書の詳細ページで [Actions] (アクション) を選択します。
ドロップダウンリストで [Activate] (有効化) が使用できず、[Deactivate] (無効化) しか選択できない場
合、証明書は有効です。そうでない場合は、[Activate] (有効化) を選択し、サンプルプログラムを再実行
します。
それでもプログラムが実行されない場合は、certs フォルダ内の証明書ファイル名を確認してくださ
い。
• モノのリソースにアタッチされているポリシーを確認する
証明書がデバイスを認証している間、AWS IoT ポリシーはデバイスが MQTT 予約トピックへのサブス
クライブや発行などの AWS IoT オペレーションを実行することを許可します。
正しいポリシーがアタッチされているかどうかを確認するには、次の手順に従います。
1. 前述したとおりに証明書を検索し、[Policies] (ポリシー) を選択します。
2. 表示されたポリシーを選択し、デバイスに MQTT 予約トピックへ発行およびサブスクライブするため
のアクセス許可を付与する connect、subscribe、receive、および publish アクションが説明
されているかどうかを確認します。
サンプルポリシーについては、ステップ 1: Device Shadow の AWS IoT ポリシーを作成す
る (p. 230) を参照してください。
AWS IoT への接続に問題があることを示すエラーメッセージが表示される場合は、ポリシーに使用して
いるアクセス許可が原因である可能性があります。その場合は、AWS IoT リソースへのフルアクセスを
提供するポリシーから始めて、サンプルプログラムを再実行することをお勧めします。現在のポリシー
を編集するか、現在のポリシーを選択して [Detach] (デタッチ) を選択し、フルアクセスを提供する別の
ポリシーを作成してモノのリソースにアタッチすることができます。後で、プログラムの実行に必要な
アクションとポリシーのみにポリシーを制限できます。
{

}

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

• Device SDK のインストールを確認する
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それでもプログラムが実行されない場合は、Device SDK を再インストールして、SDK のインストール
が完了していて正しいことを確認できます。

ステップ 4: 結果と次のステップを確認する
このチュートリアルで学習した内容は次のとおりです。
• 必要なソフトウェア、ツール、AWS IoT Device SDK for Python をインストールします。
• サンプルアプリケーション shadow.py が、シャドウの現在の状態を取得および更新するために MQTT
プロトコルを使用する方法を理解します。
• Device Shadows のサンプルアプリケーションを実行し、AWS IoT コンソールで Shadow ドキュメント
の更新を確認します。また、プログラムの実行時に問題をトラブルシューティングし、エラーを修正す
る方法も学びました。
次のステップ
これで、shadow.py サンプルアプリケーションを実行し、Device Shadow を使用して状態を制御できま
す。AWS IoT コンソールで Shadow ドキュメントの更新を観察し、サンプルアプリケーションが応答する
デルタイベントを観察できます。MQTT テストクライアントを使用して、予約済みのシャドウトピックに
サブスクライブし、サンプルプログラムの実行時にトピックが受信するメッセージを観察できます。この
チュートリアルの実行方法の詳細については、チュートリアル: サンプルアプリケーションと MQTT テス
トクライアントを使用した Device Shadow とのやり取り (p. 239) を参照してください。

チュートリアル: サンプルアプリケーションと MQTT テストクラ
イアントを使用した Device Shadow とのやり取り
shadow.py サンプルアプリケーションを操作するには、desired の値のためにターミナルに値を入力し
ます。例えば、信号機に似た色を指定すると、AWS IoT はリクエストに応答し、報告された値を更新しま
す。

このチュートリアルの学習内容は次のとおりです。
• shadow.py サンプルアプリケーションを使用して、必要な状態を指定し、シャドウの現在の状態を更
新します。
• Shadow ドキュメントを編集して、デルタイベントと、shadow.py サンプルアプリケーションがそれに
どのように応答するかを観察します。
• MQTT テストクライアントを使用して、シャドウトピックをサブスクライブし、サンプルプログラムを
実行するときに更新を確認します。
このチュートリアルを実行する前に、以下の条件を満たす必要があります。
AWS アカウント を設定し、Raspberry Pi デバイスを設定して、AWS IoT のモノとポリシーを作成しまし
た。また、必要なソフトウェア、Device SDK、証明書ファイルをインストールし、ターミナルでサンプル
プログラムを実行する必要があります。詳細については、前のチュートリアルの チュートリアル: シャド
ウアプリケーションを実行するための Raspberry Pi の準備 (p. 228) および ステップ 1: shadow.py サン
プルアプリケーションを実行する (p. 233) を参照してください。これらのチュートリアルをまだ完了し
ていない場合は、完了する必要があります。
このチュートリアルでは、次の作業を行います。
• ステップ 1: shadow.py サンプルアプリケーションを使用して、必要な値と報告された値を更新す
る (p. 240)
• ステップ 2: MQTT テストクライアントで shadow.py サンプルアプリケーションからのメッセージを
表示する (p. 241)

239

AWS IoT Core デベロッパーガイド
デバイスがオフラインになっている間にデ
バイスの状態をデバイスシャドウで保持する

• ステップ 3: Device Shadow インタラクションに関するエラーをトラブルシューティングす
る (p. 245)
• ステップ 4: 結果と次のステップを確認する (p. 246)
このチュートリアルの完了には 45 分ほどかかります。

ステップ 1: shadow.py サンプルアプリケーションを使用して、必要な値と報告
された値を更新する
前のチュートリアル ステップ 1: shadow.py サンプルアプリケーションを実行する (p. 233) では、セク
ション チュートリアル: Device SDK のインストールと Device Shadows のサンプルアプリケーションの実
行 (p. 233) で説明されているように、必要な値を入力したときに AWS IoT コンソールの Shadow ドキュ
メントに発行されたメッセージを観察する方法を学びました。
前の例では、目的の色を yellow に設定しました。各値を入力すると、ターミナルは別の desired 値を
入力するように求めます。同じ値 (yellow) をもう一度入力すると、アプリケーションはこれを認識し、
新しい desired 値を入力するように求めます。
Enter desired value:
yellow
Local value is already 'yellow'.
Enter desired value:

色 green を入力したとします。AWS IoT はリクエストに応答し、reported 値 を green に更新しま
す。これは、desired 状態が reported 状態と異なる場合に更新が行われる方法であり、デルタが発生
します。

shadow.py サンプルアプリケーションが Device Shadow インタラクションをシミュレートする
方法:
1. ターミナルに desired 値 (例: yellow) を入力して、目的の状態を発行します。
2. desired 状態が reported 状態 (色 green など) と異なるため、デルタが発生し、デルタにサブスク
ライブしているアプリケーションがこのメッセージを受信します。
3. アプリケーションはメッセージに応答し、その状態を desired 値 yellow に更新します。
4. その後、アプリケーションはデバイスの状態 yellow の新しい報告値を含む更新メッセージを発行しま
す。
以下は、更新リクエストがどのように発行されるかを示す、ターミナルに表示されるメッセージを示して
います。
Enter desired value:
green
Changed local shadow value to 'green'.
Updating reported shadow value to 'green'...
Update request published.
Finished updating reported shadow value to 'green'.

AWS IoT コンソールでは、Shadow ドキュメントは reported フィールドと desired フィールドの両
方のために green に更新された値を反映し、バージョン番号は 1 ずつ増加します。例えば、以前のバー
ジョン番号が 10 と表示されていた場合、現在のバージョン番号は 11 と表示されます。

Note
シャドウを削除しても、バージョン番号は 0 にリセットされません。更新リクエストを発行する
か、同じ名前で別のシャドウを作成すると、シャドウバージョンが 1 ずつ増加することがわかり
ます。
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Shadow ドキュメントを編集してデルタイベントを観察する
shadow.py サンプルアプリケーションも delta イベントにサブスクライブしており、desired 値が変
更されると応答します。例えば、desired 値を色 red に変更できます。これを行うには、AWS IoT コン
ソールで [Edit] (編集) をクリックして Shadow ドキュメントを編集し、reported 値を green に設定した
まま、JSON で desired 値を red に設定します。変更を保存する際には Raspberry Pi のターミナルを開
いたままにしておきます。変更が発生するとターミナルにメッセージが表示されます。
{
"desired": {
"welcome": "aws-iot",
"color": "red"
},
"reported": {
"welcome": "aws-iot",
"color": "green"
}
}

新しい値を保存すると、shadow.py サンプルアプリケーションはこの変更に応答し、デルタを示すメッ
セージをターミナルに表示します。desired 値を入力するためのプロンプトの下に、次のメッセージが表
示されます。
Enter desired value:
Received shadow delta event.
Delta reports that desired value is 'red'. Changing local value...
Changed local shadow value to 'red'.
Updating reported shadow value to 'red'...
Finished updating reported shadow value to 'red'.
Enter desired value:
Update request published.
Finished updating reported shadow value to 'red'.

ステップ 2: MQTT テストクライアントで shadow.py サンプルアプリケーション
からのメッセージを表示する
AWS IoT コンソールで MQTT テストクライアントを使用して、AWS アカウント で渡される MQTT メッ
セージをモニタリングできます。Device Shadow サービスで使用される予約済みの MQTT トピックにサブ
スクライブすることで、サンプルアプリケーションの実行時にトピックが受信するメッセージを観察でき
ます。
MQTT テストクライアントをまだ使用していない場合は、AWS IoT MQTT クライアントでデバイスの
MQTT メッセージを表示する (p. 67) を確認できます。これは、AWS IoT コンソールで MQTT テストクラ
イアントを使用して、メッセージブローカーを通過する MQTT メッセージを表示する方法を学ぶのに役立
ちます。
1.

MQTT テストクライアントを開く

2.

AWS IoT コンソールの新しいウィンドウで MQTT テストクライアントを開きます。これによ
り、MQTT テストクライアントの設定を失うことなく、MQTT トピックによって受信されたメッセー
ジを観察できます。MQTT テストクライアントからコンソールの別のページに移動すると、サブスク
リプションまたはメッセージログは保持されません。チュートリアルのこのセクションでは、AWS
IoT モノの Shadow ドキュメントと MQTT テストクライアントを別のウィンドウで開いて、Device
Shadow とのインタラクションをより簡単に観察できます。
MQTT 予約済み Shadow トピックをサブスクライブする
MQTT テストクライアントを使用して、Device Shadow の MQTT 予約済みトピックの名前を入力
し、サブスクライブして、shadow.py サンプルアプリケーションの実行時に更新を受け取ることが
できます。トピックにサブスクライブするには:
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a.

AWS IoT コンソールの MQTT テストクライアントで、[Subscribe to a topic] (トピックへサブスク
ライブする) を選択します。

b.

[Topic filter] (トピックフィルター) のセクションで、$aws/things/thingname/shadow/update/
# と入力します。ここで、thingname は以前に作成したモノのリソースの名前です (例:
My_light_bulb)。

c.

追加の構成設定はデフォルト値のままにして、[Subscribe] (サブスクライブ) を選択します。

トピックサブスクリプションで # ワイルドカードを使用すると、複数の MQTT トピックを同時にサブ
スクライブし、デバイスとその Shadow の間で交換されるすべてのメッセージを単一のウィンドウで
観察できます。ワイルドカード文字とその使用の詳細については、MQTT トピック (p. 100) を参照し
てください。
3.

shadow.py サンプルプログラムを実行してメッセージを観察する
Raspberry Pi のコマンドラインウィンドウで、プログラムを切断した場合は、サンプルアプリケー
ションを再度実行し、AWS IoT コンソールの MQTT テストクライアントのメッセージを確認しま
す。
a.

次のコマンドを実行して、サンプルプログラムを再起動します。your-iot-thing-name と
your-iot-endpoint を、以前に作成した AWS IoT モノの名前 (例: My_light_bulb) と、デバ
イスとインタラクションするエンドポイントに置き換えます。
cd ~/aws-iot-device-sdk-python-v2/samples
python3 shadow.py --ca_file ~/certs/Amazon-root-CA-1.pem --cert ~/certs/
device.pem.crt --key ~/certs/private.pem.key --endpoint your-iot-endpoint -thing_name your-iot-thing-name

その後、shadow.py サンプルアプリケーションが実行され、現在のシャドウ状態が取得されま
す。シャドウを削除したか、現在の状態をクリアした場合、プログラムは現在の値を off に設定
し、desired 値を入力するように求めます。
Connecting to a3qEXAMPLEffp-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com with client ID
'test-0c8ae2ff-cc87-49d2-a82a-ae7ba1d0ca5a'...
Connected!
Subscribing to Delta events...
Subscribing to Update responses...
Subscribing to Get responses...
Requesting current shadow state...
Launching thread to read user input...
Finished getting initial shadow state.
Shadow document lacks 'color' property. Setting defaults...
Changed local shadow value to 'off'.
Updating reported shadow value to 'off'...
Update request published.
Finished updating reported shadow value to 'off'...
Enter desired value:

一方、プログラムが実行されていて、それを再起動した場合、ターミナルで最新の色の値が報告
されるのを確認できます。MQTT テストクライアントでは、トピック $aws/things/thingname/
shadow/get および $aws/things/thingname/shadow/get/accepted の更新が表示されます。
報告された最新の色が green であるとします。以下は、$aws/things/thingname/shadow/get/
accepted JSON ファイルの内容を示しています。
{
"state": {
"desired": {
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"welcome": "aws-iot",
"color": "green"
},
"reported": {
"welcome": "aws-iot",
"color": "green"
}

},
"metadata": {
"desired": {
"welcome": {
"timestamp": 1620156892
},
"color": {
"timestamp": 1620161643
}
},
"reported": {
"welcome": {
"timestamp": 1620156892
},
"color": {
"timestamp": 1620161643
}
}
},
"version": 10,
"timestamp": 1620173908
}

b.

yellow など、ターミナルに desired 値を入力します。shadow.py サンプルアプリケーション
は応答し、reported 値の yellow への変更を示す次のメッセージをターミナルに表示します。
Enter desired value:
yellow
Changed local shadow value to 'yellow'.
Updating reported shadow value to 'yellow'...
Update request published.
Finished updating reported shadow value to 'yellow'.

AWS IoT コンソール の [MQTT test client] (MQTT テストクライアント) の [Subscriptions] (サブス
クリプション) で、次のトピックがメッセージを受信したことがわかります。
• $aws/things/thingname/shadow/update: desired と updated 値の両方が色 yellow に変化
することを示しています。
• $aws/things/thingname/shadow/update/accepted: desired および reported 状態の現在の
値、およびそれらのメタデータとバージョン情報を表示します。
• $aws/things/thingname/shadow/update/documents: desired および reported 状態の以前の
値と現在の値、およびそれらのメタデータとバージョン情報を表示します。
ドキュメント $aws/things/thingname/shadow/update/documents にも他の 2 つのトピックに含
まれる情報が含まれているため、これで状態情報を確認できます。以前の状態は、green に設定
された報告された値、そのメタデータとバージョン情報、および yellow に更新された、報告さ
れた値を示す現在の状態を示しています。
{
"previous": {
"state": {
"desired": {
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"welcome": "aws-iot",
"color": "green"

},
"reported": {
"welcome": "aws-iot",
"color": "green"
}
},
"metadata": {
"desired": {
"welcome": {
"timestamp": 1617297888
},
"color": {
"timestamp": 1617297898
}
},
"reported": {
"welcome": {
"timestamp": 1617297888
},
"color": {
"timestamp": 1617297898
}
}
},
"version": 10

},
"current": {
"state": {
"desired": {
"welcome": "aws-iot",
"color": "yellow"
},
"reported": {
"welcome": "aws-iot",
"color": "yellow"
}
},
"metadata": {
"desired": {
"welcome": {
"timestamp": 1617297888
},
"color": {
"timestamp": 1617297904
}
},
"reported": {
"welcome": {
"timestamp": 1617297888
},
"color": {
"timestamp": 1617297904
}
}
},
"version": 11
},
"timestamp": 1617297904
}

c.

ここで、別の desired 値を入力すると、reported 値のさらなる変更と、これらのトピックで
受信したメッセージの更新が表示されます。バージョン番号も 1 ずつ増分します。例えば、値
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green を入力すると、以前の状態が値 yellow を報告し、現在の状態が値 green を報告しま
す。
4.

Shadow ドキュメントを編集してデルタイベントを観察する
デルタトピックへの変更を観察するには、AWS IoT コンソールで Shadow ドキュメントを編集しま
す。例えば、desired 値を色 red に変更できます。これを行うには、AWS IoT コンソールで [Edit]
(編集) を選択し、reported 値を green に設定したまま、JSON で desired 値を赤に設定します。
変更を保存する際はターミナルを開いたままにしておいてください。ターミナルに報告されたデルタ
メッセージが表示されます。
{
"desired": {
"welcome": "aws-iot",
"color": "red"
},
"reported": {
"welcome": "aws-iot",
"color": "green"
}
}

shadow.py サンプルアプリケーションはこの変更に応答し、デルタを示すメッセージをターミナル
に表示します。MQTT テストクライアントでは、update トピックは、desired および reported
値の変更を示すメッセージを受け取ります。
また、トピック $aws/things/thingname/shadow/update/delta がメッセージを受信したこともわかり
ます。メッセージを表示するには、[Subscriptions] (サブスクリプション) の下にリストされているこ
のトピックを選択します。
{
"version": 13,
"timestamp": 1617318480,
"state": {
"color": "red"
},
"metadata": {
"color": {
"timestamp": 1617318480
}
}
}

ステップ 3: Device Shadow インタラクションに関するエラーをトラブルシュー
ティングする
Shadow サンプルアプリケーションを実行すると、Device Shadow サービスとのインタラクションの観察
に関する問題が発生する場合があります。
プログラムが正常に実行され、desired 値を入力するように求められた場合は、前述のように Shadow
ドキュメントと MQTT テストクライアントを使用して、Device Shadow のインタラクションを観察できる
はずです。ただし、インタラクションが表示されない場合は、次のことを確認できます。
• AWS IoT コンソールでモノの名前とそのシャドウを確認する
Shadow ドキュメントにメッセージが表示されない場合は、コマンドを確認して、AWS IoT コンソー
ルのモノの名前と一致していることを確認してください。モノのリソースを選択してから [Shadows]
(シャドウ) を選択することで、クラシックシャドウがあるかどうかを確認することもできます。この
チュートリアルは、主にクラシックシャドウとのインタラクションに焦点を当てています。
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使用したデバイスがインターネットに接続されていることも確認できます。AWS IoT コンソールで、以
前に作成したモノを選択してから、[Interact] (操作) を選択します。モノの詳細ページに、次を記載した
メッセージが表示されます: This thing already appears to be connected.。
• サブスクライブした MQTT 予約済みトピックを確認する
メッセージが MQTT テストクライアントに表示されない場合は、サブスクライブしたトピック
の形式が正しいかどうかを確認してください。MQTT Device Shadow トピックの形式は $aws/
things/thingname/shadow/ であり、シャドウで実行するアクションに応じて、update、get、または
delete がそれに続く場合があります。このチュートリアルでは、トピック $aws/things/thingname/
shadow/# を使用しているため、テストクライアントの [Topic filter] (トピックフィルター) セクションで
トピックをサブスクライブするときに、正しく入力したことを確認してください。
トピック名を入力するときは、thingname が、前に作成した AWS IoT モノの名前と同じであるこ
とを確認してください。追加の MQTT トピックにサブスクライブして、更新が正常に実行されたか
どうかを確認することもできます。例えば、接続の問題をデバッグできるように、トピック $aws/
things/thingname/shadow/update/rejected にサブスクライブして、更新リクエストが失敗したときに
メッセージを受信します。予約されているトピックの詳細については、the section called “シャドウト
ピック” (p. 115) および Device Shadow MQTT トピック (p. 660) を参照してください。

ステップ 4: 結果と次のステップを確認する
このチュートリアルで学習した内容は次のとおりです。
• shadow.py サンプルアプリケーションを使用して、必要な状態を指定し、シャドウの現在の状態を更
新します。
• Shadow ドキュメントを編集して、デルタイベントと、shadow.py サンプルアプリケーションがそれに
どのように応答するかを観察します。
• MQTT テストクライアントを使用して、シャドウトピックをサブスクライブし、サンプルプログラムを
実行するときに更新を確認します。
次のステップ
追加の MQTT 予約トピックにサブスクライブして、シャドウアプリケーションの更新を監視できます。例
えば、トピック $aws/things/thingname/shadow/update/accepted のみをサブスクライブする場合、更新
が正常に実行されると、現在の状態情報のみが表示されます。
追加のシャドウトピックにサブスクライブして、問題をデバッグしたり、Device Shadow のインタラク
ションの詳細を確認したり、Device Shadow のインタラクションに関する問題をデバッグしたりすること
もできます。詳細については、「the section called “シャドウトピック” (p. 115)」および「Device Shadow
MQTT トピック (p. 660)」を参照してください。
名前付きシャドウを使用するか、LED 用に Raspberry Pi に接続された追加のハードウェアを使用してアプ
リケーションを拡張し、ターミナルから送信されたメッセージを使用して状態の変化を観察することもで
きます。
Device Shadow サービス、デバイスでのサービスの使用、アプリケーションの使用、およびサービス
の使用の詳細については、AWS IoT Device Shadow サービス (p. 630)、デバイスでのシャドウの使
用 (p. 634)、および アプリとサービスでのシャドウの使用 (p. 637) を参照してください。
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チュートリアル: AWS IoT Core のカスタムオーソライ
ザーの作成
このチュートリアルでは、AWS CLI を使用してカスタム認証を作成、検証、使用する手順を示します。オ
プションで、このチュートリアルを使用して、HTTP Publish API を使用して AWS IoT Core にデータを送
信するために Postman を使用できます。
このチュートリアルでは、トークン署名が有効な create-authorizer 呼び出しを使用して、承認および認証
ロジックとカスタムオーソライザーを実装するサンプル Lambda 関数を作成する方法を示します。その
後、オーソライザーは test-invoke-authorizer を使用して検証されます。これで、テスト MQTT トピック
に対して HTTP Publish API を使用してデータを AWS IoT Core に送信できます。サンプルリクエストで
は、x-amz-customauthorizer-name ヘッダーを使用して呼び出すオーソライザーを指定し、トークン
キー名と x-amz-customauthorizer-signature をリクエストヘッダーで渡します。

このチュートリアルでは、次の内容を学習します。
• カスタムオーソライザーハンドラーとなる Lambda 関数を作成する方法
• トークン署名を有効にした状態で AWS CLI を使用してカスタムオーソライザーを作成する方法
• test-invoke-authorizer コマンドを使用してカスタムオーソライザーをテストする方法
• Postman を使用して MQTT トピックを発行し、カスタムオーソライザーでリクエストを検証する方法
このチュートリアルの完了には 60 分ほどかかります。
このチュートリアルでは、次の作業を行います。
• ステップ 1: カスタムオーソライザー用の Lambda 関数を作成する (p. 248)
• ステップ 2: カスタムオーソライザーのパブリックキーとプライベートキーのペアを作成す
る (p. 250)
• ステップ 3: カスタマーオーソライザーリソースとその承認を作成する (p. 251)
• ステップ 4: test-invoke-authorizer を呼び出してオーソライザーをテストする (p. 254)
• ステップ 5: Postman を使用して MQTT メッセージの発行をテストする (p. 255)
• ステップ 6: MQTT テストクライアントでメッセージを表示する (p. 257)
• ステップ 7: 結果と次のステップを確認する (p. 257)
• ステップ 8: クリーンアップする (p. 258)

このチュートリアルを開始する前に、以下の要件を満たしていることを確認してください。
• AWS アカウント のセットアップ (p. 19)
このチュートリアルを完了するには、AWS アカウント と AWS IoT コンソールが必要です。
このチュートリアルで使用するアカウントは、少なくとも次の AWS マネージドポリシーが含まれてい
る場合に最適に機能します。
• IAMFullAccess
• AWSIoTFullAccess
• AWSLambda_FullAccess

Important
このチュートリアルで使用される IAM ポリシーは、本稼働環境で従うべきものよりも許容度が
高いです。本稼働環境で、アカウントポリシーとリソースポリシーが必要なアクセス許可のみ
を付与していることを確認します。
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本稼働用の IAM ポリシーを作成する場合は、ユーザーとロールに必要なアクセスを判断し、次
にそれらのタスクのみの実行を許可するポリシーを設計します。
詳細については、IAM 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 CLI をインストールする
AWS CLI のインストール方法の詳細については、「AWS CLI のインストール」を参照してください。
このチュートリアルでは、AWS CLI バージョン aws-cli/2.1.3 Python/3.7.4 Darwin/18.7.0
exe/x86_64 以降が必要です。
• OpenSSL ツール
このチュートリアルの例では、LibreSSL 2.6.5 を使用しています。このチュートリアルでは、OpenSSL
v1.1.1i ツールを使用することもできます。
• 「AWS Lambda の概要」を確認します。
これまで AWS Lambda を使用したことがない場合は、AWS Lambda と Lambda の開始方法を確認し
て、その用語と概念を確認してください。
• Postman でリクエストを作成する方法を見直しました
詳細については、リクエストのビルドを参照してください。
• 以前のチューターからカスタムオーソライザーを削除しました
AWS アカウント で一度に設定できるカスタムオーソライザーの数は限られています。カスタムオーソ
ライザーの削除方法の詳細については、the section called “ステップ 8: クリーンアップする” (p. 258)
を参照してください。

ステップ 1: カスタムオーソライザー用の Lambda 関数を作成す
る
AWS IoT Core のカスタム認証は、クライアントを認証および承認するために作成したオーソライザーリ
ソースを使用します。このセクションで作成する関数は、クライアントが AWS IoT Core に接続して AWS
IoT リソースにアクセスするときに、クライアントを認証および承認します。
Lambda 関数は以下を実行します。
• リクエストが test-invoke-authorizer からのものである場合、Deny アクションを含む IAM ポリシーを返
します。
• リクエストが HTTP を使用して Passport から送信され、actionToken パラメータの値が allow の場
合、Allow アクションを使用して IAM ポリシーを返します。それ以外の場合は、Deny アクションを含
む IAM ポリシーを返します。

カスタムオーソライザー用の Lambda 関数を作成するには
1.

Lambda コンソールで、[Functions] (関数) を開きます。

2.

[Create function] を選択します。

3.

[Author from scratch] (一から作成) が選択されていることを確認します。

4.

[Basic information]:

5.

a.

[関数名] に custom-auth-function と入力します。

b.

ランタイムで、Node.js 14.x を確認します

[Create function] を選択します。
Lambda により、Node.js の関数と実行ロールが作成され、ログをアップロードするためのアクセス許
可が関数に付与されます。この Lambda 関数は、ユーザーの関数が呼び出される際に実行ロールを引
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き受け、そのロールを使用して AWS SDK のための認証情報を作成し、イベントソースからのデータ
の読み取りを行います。
6.

AWS Cloud9 エディタで関数のコードと設定を表示するには、デザイナーウィンドウで [custom-authfunction] を選択し、エディタのナビゲーションペインで [index.js] を選択します。
Node.js などのスクリプト言語では、Lambda には成功のレスポンスを返す基本関数が含まれていま
す。ソースコードが 3 MB を超えない限り、AWS Cloud9 エディタを使用して関数を編集できます。

7.

エディタの index.js コードを次のコードに置き換えます。
// A simple Lambda function for an authorizer. It demonstrates
// How to parse a CLI and Http password to generate a response.
exports.handler = function(event, context, callback) {
//Http parameter to initiate allow/deny request
const HTTP_PARAM_NAME='actionToken';
const ALLOW_ACTION = 'Allow';
const DENY_ACTION = 'Deny';
//Event data passed to Lambda function
var event_str = JSON.stringify(event);
console.log('Complete event :'+ event_str);
//Read protocolData from the event json passed to Lambda function
var protocolData = event.protocolData;
console.log('protocolData value---> ' + protocolData);
//Get the dynamic account ID from function's ARN to be used
// as full resource for IAM policy
var ACCOUNT_ID = context.invokedFunctionArn.split(":")[4];
console.log("ACCOUNT_ID---"+ACCOUNT_ID);
//Get the dynamic region from function's ARN to be used
// as full resource for IAM policy
var REGION = context.invokedFunctionArn.split(":")[3];
console.log("REGION---"+REGION);
//protocolData data will be undefined if testing is done via CLI.
// This will help to test the set up.
if (protocolData === undefined) {
//If CLI testing, pass deny action as this is for testing purpose only.
console.log('Using the test-invoke-authorizer cli for testing only');
callback(null, generateAuthResponse(DENY_ACTION,ACCOUNT_ID,REGION));
} else{
//Http Testing from Postman
//Get the query string from the request
var queryString = event.protocolData.http.queryString;
console.log('queryString values -- ' + queryString);
/*
global URLSearchParams
*/
const params = new URLSearchParams(queryString);
var action = params.get(HTTP_PARAM_NAME);
if(action!=null && action.toLowerCase() === 'allow'){
callback(null, generateAuthResponse(ALLOW_ACTION,ACCOUNT_ID,REGION));
}else{
callback(null, generateAuthResponse(DENY_ACTION,ACCOUNT_ID,REGION));
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}
}
};
// Helper function to generate the authorization IAM response.
var generateAuthResponse = function(effect,ACCOUNT_ID,REGION) {
var full_resource = "arn:aws:iot:"+ REGION + ":" + ACCOUNT_ID + ":*";
console.log("full_resource---"+full_resource);
var authResponse = {};
authResponse.isAuthenticated = true;
authResponse.principalId = 'principalId';
var policyDocument = {};
policyDocument.Version = '2012-10-17';
policyDocument.Statement = [];
var statement = {};
statement.Action = 'iot:*';
statement.Effect = effect;
statement.Resource = full_resource;
policyDocument.Statement[0] = statement;
authResponse.policyDocuments = [policyDocument];
authResponse.disconnectAfterInSeconds = 3600;
authResponse.refreshAfterInSeconds = 600;
console.log('custom auth policy function called from http');
console.log('authResponse --> ' + JSON.stringify(authResponse));
console.log(authResponse.policyDocuments[0]);
}

return authResponse;

8.

[デプロイ] を選択します。

9.

[Changes deployed] (変更がデプロイされました) がエディタの上に表示されたら、次の操作を実行し
ます。
a.

エディタの上にある [Function overview] (関数の概要) セクションまでスクロールします。

b.

このチュートリアルの後半で使用するために、Function ARN をコピーして保存します。

10. 関数をテストします。
a.

[Test] (テスト) タブを選択します。

b.

デフォルトのテスト設定を使用して、[Invoke] (呼び出し) を選択します。

c.

テストが成功した場合は、[Execution results] (実行結果) で [Details] (詳細) ビューを開きます。関
数が返したポリシードキュメントが表示されます。
テストが失敗した場合、またはポリシードキュメントが表示されない場合は、コードを確認し、
エラーを見つけて修正します。

ステップ 2: カスタムオーソライザーのパブリックキーとプライ
ベートキーのペアを作成する
カスタムオーソライザーでは、認証にパブリックキーとプライベートキーが必要です。このセクションの
コマンドは、OpenSSL ツールを使用してこのキーペアを作成します。
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カスタムオーソライザーのパブリックキーとプライベートキーのペアを作成するには
1.

プライベートキーファイルを作成します。
openssl genrsa -out private-key.pem 4096

2.

先ほど作成したプライベートキーファイルを検証します。
openssl rsa -check -in private-key.pem -noout

コマンドがエラーを表示しない場合、プライベートキーファイルは有効です。
3.

パブリックキーファイルを作成します。
openssl rsa -in private-key.pem -pubout -out public-key.pem

4.

パブリックキーファイルを確認します。
openssl pkey -inform PEM -pubin -in public-key.pem -noout

コマンドがエラーを表示しない場合、パブリックキーファイルは有効です。

ステップ 3: カスタマーオーソライザーリソースとその承認を作
成する
AWS IoT カスタムオーソライザーは、前のステップで作成されたすべての要素を結び付けるリソースで
す。このセクションでは、カスタムオーソライザーリソースを作成し、以前に作成した Lambda 関数を実
行するためのアクセス許可を付与します。カスタムオーソライザーリソースを作成するために、AWS IoT
コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用できます。
このチュートリアルでは、1 つのカスタムオーソライザーを作成するだけで済みます。このセクションで
は、AWS IoT コンソールと AWS CLI を使用して作成する方法について説明します。最も便利な方法を使
用してください。どちらの方法でも作成されたカスタムオーソライザーリソースには違いはありません。

カスタマーオーソライザーリソースを作成する
オプションを選択してカスタムオーソライザーリソースを作成する
• AWS IoTコンソールを使用してカスタムオーソライザーを作成する (p. 251)
• を使用してカスタムオーソライザーを作成するAWS CLI (p. 252)

カスタムオーソライザーを作成するには (コンソール)
1.

AWS IoT コンソールの [Custom authorizer] (カスタムオーソライザー) ページを開き、[Create] (作成)
を選択します。

2.

[Create custom authorizer] (カスタムオーソライザーを作成) で、次のように操作します。
a.

[Name your custom authorizer] (カスタムオーソライザーに名前を付ける) で、my-newauthorizer を入力します。

b.

[Authorizer function] (オーソライザー関数) で、前に作成した Lambda 関数を選択します。

c.

[Token validation - optional] (トークン検証 - オプション) で次の操作を実行します。
i.

[Enable token signing] (トークン署名を有効化) にチェックを入れます。
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ii.

[Token header name (optional)] (トークンヘッダー名 (オプション)) で、tokenKeyName と入
力します。

iii.

[Key name] (キー名) で FirstKey を入力します。

iv.

[Value] (値) で、public-key.pem ファイルの内容を入力します。-----BEGIN PUBLIC
KEY----- と -----END PUBLIC KEY----- を含むファイルの行を必ず含め、ライン
フィード、キャリッジリターン、またはその他の文字をファイルの内容に追加したり、ファ
イルの内容から削除したりしないでください。入力する文字列は、この例のように表示され
ます。
-----BEGIN PUBLIC KEY----MIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAvEBzOk4vhN+3LgslvEWt
sLCqNmt5Damas3bmiTRvq2gjRJ6KXGTGQChqArAJwL1a9dkS9+maaXC3vc6xzx9z
QPu/vQOe5tyzz1MsKdmtFGxMqQ3qjEXAMPLEOmqyUKPP5mff58k6ePSfXAnzBH0q
lg2HioefrpU5OSAnpuRAjYKofKjbc2Vrn6N2G7hV+IfTBvCElf0csalS/Rk4phD5
oa4Y0GHISRnevypg5C8n9Rrz91PWGqP6M/q5DNJJXjMyleG92hQgu1N696bn5Dw8
FhedszFa6b2x6xrItZFzewNQkPMLMFhNrQIIyvshtT/F1LVCS5+v8AQ8UGGDfZmv
QeqAMAF7WgagDMXcfgKSVU8yid2sIm56qsCLMvD2Sq8Lgzpey9N5ON1o1Cvldwvc
KrJJtgwW6hVqRGuShnownLpgG86M6neZ5sRMbVNZO8OzcobLngJ0Ibw9KkcUdklW
gvZ6HEJqBY2XE70iEXAMPLETPHzhqvK6Ei1HGxpHsXx6BNft582J1VpgYjXha8oa
/NN7l7Zbj/euAb41IVtmX8JrD9z613d1iM5L8HluJlUzn62Q+VeNV2tdA7MfPfMC
8btGYladFAnitThaz6+F0VSBJPu7pZQoLnqyEp5zLMtF+kFl2yOBmGAP0RBivRd9
JWBUCG0bqcLQPeQyjbXSOfUCAwEAAQ==
-----END PUBLIC KEY-----

3.

[Activate authorizer] (オーソライザーを有効化) にチェックを入れます。

4.

[Create authorizer] (オーソライザーの作成) を選択します。

5.

カスタムオーソライザーリソースが作成された場合は、カスタムオーソライザーのリストが表示さ
れ、新しいカスタムオーソライザーがそのリストに表示されます。これで、次のセクションに進んで
テストできます。
エラーが表示された場合は、エラーを確認し、カスタムオーソライザーを再度作成して、エントリを
再確認してください。各カスタムオーソライザーリソースには一意の名前が必要であることに注意し
てください。

カスタムオーソライザーを作成するには (AWS CLI)
1.

authorizer-function-arn と token-signing-public-keys の値を置き換えてから、次のコ
マンドを実行します。
aws iot create-authorizer \
--authorizer-name "my-new-authorizer" \
--token-key-name "tokenKeyName" \
--status ACTIVE \
--no-signing-disabled \
--authorizer-function-arn "arn:aws:lambda:Region:57EXAMPLE833:function:custom-authfunction" \
--token-signing-public-keys FirstKey="-----BEGIN PUBLIC KEY----MIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAvEBzOk4vhN+3LgslvEWt
sLCqNmt5Damas3bmiTRvq2gjRJ6KXGTGQChqArAJwL1a9dkS9+maaXC3vc6xzx9z
QPu/vQOe5tyzz1MsKdmtFGxMqQ3qjEXAMPLEOmqyUKPP5mff58k6ePSfXAnzBH0q
lg2HioefrpU5OSAnpuRAjYKofKjbc2Vrn6N2G7hV+IfTBvCElf0csalS/Rk4phD5
oa4Y0GHISRnevypg5C8n9Rrz91PWGqP6M/q5DNJJXjMyleG92hQgu1N696bn5Dw8
FhedszFa6b2x6xrItZFzewNQkPMLMFhNrQIIyvshtT/F1LVCS5+v8AQ8UGGDfZmv
QeqAMAF7WgagDMXcfgKSVU8yid2sIm56qsCLMvD2Sq8Lgzpey9N5ON1o1Cvldwvc
KrJJtgwW6hVqRGuShnownLpgG86M6neZ5sRMbVNZO8OzcobLngJ0Ibw9KkcUdklW
gvZ6HEJqBY2XE70iEXAMPLETPHzhqvK6Ei1HGxpHsXx6BNft582J1VpgYjXha8oa
/NN7l7Zbj/euAb41IVtmX8JrD9z613d1iM5L8HluJlUzn62Q+VeNV2tdA7MfPfMC
8btGYladFAnitThaz6+F0VSBJPu7pZQoLnqyEp5zLMtF+kFl2yOBmGAP0RBivRd9
JWBUCG0bqcLQPeQyjbXSOfUCAwEAAQ==
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-----END PUBLIC KEY-----"

各パラメータの意味は次のとおりです。
• authorizer-function-arn 値は、カスタムオーソライザー用に作成した Lambda 関数の
Amazon リソースネーム (ARN) です。
• token-signing-public-keys 値には、キーの名前 FirstKey、および public-key.pem ファ
イルの内容が含まれます。-----BEGIN PUBLIC KEY----- と -----END PUBLIC KEY----を含むファイルの行を必ず含め、ラインフィード、キャリッジリターン、またはその他の文字を
ファイルの内容に追加したり、ファイルの内容から削除したりしないでください。
注: パブリックキーの値を変更すると使用できなくなるため、パブリックキーの入力には注意してく
ださい。
2.

カスタムオーソライザーが作成されている場合、コマンドは次のような新しいリソースの名前と ARN
を返します。
{
}

"authorizerName": "my-new-authorizer",
"authorizerArn": "arn:aws:iot:Region:57EXAMPLE833:authorizer/my-new-authorizer"

次のステップで使用するために authorizerArn 値を保存します。
各カスタムオーソライザーリソースには一意の名前が必要であることに注意してください。

カスタムオーソライザーリソースを承認する
このセクションでは、作成したカスタムオーソライザーリソースに、Lambda 関数を実行するためのアク
セス許可を付与します。

AWS CLI を使用して Lambda 関数にアクセス許可を付与する
1.

値を挿入したら、次のコマンドを入力します。statement-id 値は一意でなければならな
いことに注意してください。このチュートリアルを以前に実行したことがある場合、または
ResourceConflictException エラーが発生した場合は、Id-1234 を別の値に置き換えてくださ
い。
aws lambda add-permission \
--function-name "custom-auth-function" \
--principal "iot.amazonaws.com" \
--action "lambda:InvokeFunction" \
--statement-id "Id-1234" \
--source-arn authorizerArn

2.

コマンドが成功すると、この例のようなアクセス許可ステートメントが返されます。次のセクション
に進んで、カスタムオーソライザーをテストできます。
{

"Statement": "{\"Sid\":\"Id-1234\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"Service
\":\"iot.amazonaws.com\"},\"Action\":\"lambda:InvokeFunction\",\"Resource\":
\"arn:aws:lambda:Region:57EXAMPLE833:function:custom-auth-function\",\"Condition\":
{\"ArnLike\":{\"AWS:SourceArn\":\"arn:aws:lambda:Region:57EXAMPLE833:function:customauth-function\"}}}"
}

コマンドが成功しない場合は、この例のようなエラーが返されます。続行する前に、エラーを確認し
て修正する必要があります。
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An error occurred (AccessDeniedException) when calling the AddPermission operation:
User: arn:aws:iam::57EXAMPLE833:user/EXAMPLE-1 is not authorized to perform:
lambda:AddPer
mission on resource: arn:aws:lambda:Region:57EXAMPLE833:function:custom-auth-function

ステップ 4: test-invoke-authorizer を呼び出してオーソライザー
をテストする
すべてのリソースを定義したら、このセクションでは、コマンドラインから test-invoke-authorizer を呼び
出して、認証パスをテストします。
コマンドラインからオーソライザーを呼び出す場合、protocolData は定義されていないため、オーソラ
イザーは常に DENY ドキュメントを返すことに注意してください。ただし、このテストは、Lambda 関数
を完全にテストしなくても、カスタムオーソライザーと Lambda 関数が正しく設定されていることを確認
します。

AWS CLI を使用してカスタムオーソライザーとその Lambda 関数をテストするには
1.

前の手順で作成した private-key.pem ファイルがあるディレクトリで、次のコマンドを実行しま
す。
echo -n "tokenKeyValue" | openssl dgst -sha256 -sign private-key.pem | openssl base64 A

このコマンドは、次のステップで使用する署名文字列を作成します。署名文字列は次のようになりま
す。
dBwykzlb+fo+JmSGdwoGr8dyC2qB/IyLefJJr+rbCvmu9Jl4KHAA9DG+V
+MMWu09YSA86+64Y3Gt4tOykpZqn9mn
VB1wyxp+0bDZh8hmqUAUH3fwi3fPjBvCa4cwNuLQNqBZzbCvsluv7i2IMjEg
+CPY0zrWt1jr9BikgGPDxWkjaeeh
bQHHTo357TegKs9pP30Uf4TrxypNmFswA5k7QIc01n4bIyRTm90OyZ94R4bdJsHNig1JePgnuOBvMGCEFE09jGjj
szEHfgAUAQIWXiVGQj16BU1xKpTGSiTAwheLKUjITOEXAMPLECK3aHKYKY
+d1vTvdthKtYHBq8MjhzJ0kggbt29V
QJCb8RilN/P5+vcVniSXWPplyB5jkYs9UvG08REoy64AtizfUhvSul/r/F3VV8ITtQp3aXiUtcspACi6ca
+tsDuX
f3LzCwQQF/YSUy02u5XkWn+sto6KCkpNlkD0wU8gl3+kOzxrthnQ8gEajd5Iylx230iqcXo3osjPha7JDyWM5o
+K
EWckTe91I1mokDr5sJ4JXixvnJTVSx1li49IalW4en1DAkc1a0s2U2UNm236EXAMPLELotyh7h
+flFeloZlAWQFH
xRlXsPqiVKS1ZIUClaZWprh/orDJplpiWfBgBIOgokJIDGP9gwhXIIk7zWrGmWpMK9o=

この署名文字列をコピーして、次の手順で使用します。余分な文字を含めたり、省略したりしないよ
うに注意してください。
2.

このコマンドで、token-signature 値を前のステップの署名文字列に置き換え、このコマンドを実
行してオーソライザーをテストします。

aws iot test-invoke-authorizer \
--authorizer-name my-new-authorizer \
--token tokenKeyValue \
--token-signature dBwykzlb+fo+JmSGdwoGr8dyC2qB/IyLefJJr
+rbCvmu9Jl4KHAA9DG+V+MMWu09YSA86+64Y3Gt4tOykpZqn9mnVB1wyxp
+0bDZh8hmqUAUH3fwi3fPjBvCa4cwNuLQNqBZzbCvsluv7i2IMjEg
+CPY0zrWt1jr9BikgGPDxWkjaeehbQHHTo357TegKs9pP30Uf4TrxypNmFswA5k7QIc01n4bIyRTm90OyZ94R4bdJsHNig1JePg
+d1vTvdthKtYHBq8MjhzJ0kggbt29VQJCb8RilN/P5+vcVniSXWPplyB5jkYs9UvG08REoy64AtizfUhvSul/
r/F3VV8ITtQp3aXiUtcspACi6ca+tsDuXf3LzCwQQF/YSUy02u5XkWn
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+sto6KCkpNlkD0wU8gl3+kOzxrthnQ8gEajd5Iylx230iqcXo3osjPha7JDyWM5o
+KEWckTe91I1mokDr5sJ4JXixvnJTVSx1li49IalW4en1DAkc1a0s2U2UNm236EXAMPLELotyh7h
+flFeloZlAWQFHxRlXsPqiVKS1ZIUClaZWprh/orDJplpiWfBgBIOgokJIDGP9gwhXIIk7zWrGmWpMK9o=

コマンドが成功すると、この例のように、カスタマーオーソライザー関数によって生成された情報が
返されます。
{

"isAuthenticated": true,
"principalId": "principalId",
"policyDocuments": [
"{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Action\":\"iot:*\",\"Effect\":
\"Deny\",\"Resource\":\"arn:aws:iot:Region:57EXAMPLE833:*\"}]}"
],
"refreshAfterInSeconds": 600,
"disconnectAfterInSeconds": 3600
}

コマンドからエラーが返された場合は、エラーを確認し、このセクションで使用したコマンドを再度
確認します。

ステップ 5: Postman を使用して MQTT メッセージの発行をテス
トする
1.

コマンドラインからデバイスデータエンドポイントを取得するには、ここに示すように describeendpoint を呼び出します
aws iot describe-endpoint --output text --endpoint-type iot:Data-ATS

このアドレスを保存して、後のステップで device_data_endpoint_address として使用します。
2.

3.

新しい Postman ウィンドウを開き、新しい HTTP POST リクエストを作成します。
a.

コンピュータで、Postman アプリケーションを開きます。

b.

Postman の [File] (ファイル) メニューで、[New...] (新規) を選択します。

c.

[New] (新規) ダイアログボックスで、[Request] (リクエスト) を選択します。

d.

[Save] (保存) リクエストで、
i.

[Request name] (リクエスト名) で、Custom authorizer test request と入力します。

ii.

[Select a collection or folder to save to:] (保存先のコレクションまたはフォルダを選択:) で、
このリクエストを保存するコレクションを選択または作成します。

iii.

[Save to collection_name] (collection_name に保存) を選択します。

カスタムオーソライザーをテストするための POST リクエストを作成します。
a.

URL フィールドの横にあるリクエストメソッドセレクターで、POST を選択します。

b.

URL フィールドで、前のステップの describe-endpoint コマンドの
device_data_endpoint_address とともに次の URL を使用して、リクエスト用の URL を作成しま
す。
https://device_data_endpoint_address:443/topics/test/cust-auth/topic?
qos=0&actionToken=allow

この URL には、AWS IoT へのアクセスを許可するポリシードキュメントを返すように Lambda
関数に指示する actionToken=allow クエリパラメータが含まれていることに注意してくださ
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い。URL を入力すると、Postman の [Params] (パラメータ) タブにもクエリパラメータが表示さ
れます。
c.

[Auth] (認証) タブの [Type] (タイプ) フィールドで、[No Auth] (認証なし) を選択します。

d.

[Headers] (ヘッダー) タブで次の操作を行います。

e.

i.

チェックが入っている [Host] (ホスト) キーがある場合は、このチェックを解除します。

ii.

ヘッダーのリストの一番下に、これらの新しいヘッダーを追加し、チェックが入っている
ことを確認します。Host 値を device_data_endpoint_address に置き換え、x-amzcustomauthorizer-signature 値を前のセクションの test-invoke-authorize コマンドで
使用した署名文字列に置き換えます。
キー

値

x-amz-customauthorizer-name

my-new-authorizer

Host

device_data_endpoint_address

tokenKeyName

tokenKeyValue

x-amz-customauthorizer-signature

dBwykzlb+fo+JmSGdwoGr8dyC2qB/
IyLefJJr+rbCvmu9Jl4KHAA9DG+V
+MMWu09YSA86+64Y3Gt4tOykpZqn9mnVB1wyxp
+0bDZh8hmqUAUH3fwi3fPjBvCa4cwNuLQNqBZzbCvslu
+CPY0zrWt1jr9BikgGPDxWkjaeehbQHHTo357TegKs9p
+d1vTvdthKtYHBq8MjhzJ0kggbt29VQJCb8RilN/
P5+vcVniSXWPplyB5jkYs9UvG08REoy64AtizfUhvSul
r/F3VV8ITtQp3aXiUtcspACi6ca
+tsDuXf3LzCwQQF/YSUy02u5XkWn
+sto6KCkpNlkD0wU8gl3+kOzxrthnQ8gEajd5Iylx230
+KEWckTe91I1mokDr5sJ4JXixvnJTVSx1li49IalW4en
+flFeloZlAWQFHxRlXsPqiVKS1ZIUClaZWprh/
orDJplpiWfBgBIOgokJIDGP9gwhXIIk7zWrGmWpMK9o=

[Body] (本文) タブで、次の操作を行います。
i.

データ形式オプションボックスで、[Raw] を選択します。

ii.

データ型リストで、JavaScript を選択します。

iii.

テキストフィールドで、テストメッセージ用の次の JSON メッセージペイロードを入力しま
す。
{

}

4.

"data_mode": "test",
"vibration": 200,
"temperature": 40

[Send] (送信) を選択してリクエストを送信します。
リクエストが成功した場合、次を返します。
{
}

"message": "OK",
"traceId": "ff35c33f-409a-ea90-b06f-fbEXAMPLE25c"

成功した応答は、カスタムオーソライザーが AWS IoT への接続を許可し、テストメッセージが AWS
IoT Core のブローカーに配信されたことを示します。
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エラーが返された場合は、エラーメッセージ、device_data_endpoint_address、署名文字列、
およびその他のヘッダー値を確認してください。
次のセクションで使用するために、このリクエストを Postman で保持します。

ステップ 6: MQTT テストクライアントでメッセージを表示する
前のステップでは、Postman を使用して AWS IoT にシミュレートされたデバイスメッセージを送信し
ました。成功した応答は、カスタムオーソライザーが AWS IoT への接続を許可し、テストメッセージが
AWS IoT Core のブローカーに配信されたことを示しました。このセクションでは、AWS IoT コンソール
で MQTT テストクライアントを使用して、他のデバイスやサービスと同様に、そのメッセージのメッセー
ジコンテンツを表示します。

カスタムオーソライザーによって承認されたテストメッセージを表示するには
1.

AWS IoT コンソールで MQTT テストクライアントを開きます。

2.

[Subscribe to topic] (トピックへのサブスクライブ) タブの [Topic filter] (トピックフィルター) で、前の
セクションの Postman の例で使用されているメッセージトピックである test/cust-auth/topic
を入力します。

3.

[Subscribe] を選択します。
次のステップのために、このウィンドウを表示したままにします。

4.

Postman で、前のセクションで作成したリクエストで、[Send] (送信) を選択します。
応答を確認して、正常に完了したことを確認します。そうでない場合は、前のセクションで説明した
ようにエラーをトラブルシューティングします。

5.

MQTT テストクライアントに、メッセージトピックを示す新しいエントリが表示され、展開される
と、Postman から送信したリクエストからのメッセージペイロードが表示されます。
MQTT テストクライアントにメッセージが表示されない場合は、次の点を確認してください。
• Postman リクエストが正常に返されたことを確認します。AWS IoT が接続を拒否してエラーを返す
場合、リクエスト内のメッセージはメッセージブローカーに渡されません。
• AWS IoT コンソールを開くために使用される AWS アカウント と AWS リージョン が、Postman
URL で使用しているのと同じであることを確認してください。
• MQTT テストクライアントにトピックを正しく入力したことを確認してください。トピックフィル
ターでは、大文字と小文字が区別されます。疑わしい場合は、# トピックにサブスクライブするこ
ともできます。このトピックは、AWS IoT コンソールを開くために使用されたメッセージブロー
カー AWS アカウント と AWS リージョン を通過するすべての MQTT メッセージにサブスクライブ
します。

ステップ 7: 結果と次のステップを確認する
このチュートリアルでは、次の作業を行いました。
• Lambda 関数をカスタムオーソライザーハンドラーとして作成しました
• トークン署名を有効にしてカスタムオーソライザーを作成しました
• test-invoke-authorizer コマンドを使用してカスタムオーソライザーをテストしました
• Postman を使用して MQTT トピックを発行し、カスタムオーソライザーでリクエストを検証しました
• Postman テストから送信されたメッセージを表示するために MQTT テストクライアントを使用しました
次のステップ
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Postman からメッセージを送信してカスタムオーソライザーが機能していることを確認したら、この
チュートリアルのさまざまな側面を変更すると結果にどのように影響するかを実験してみてください。手
始めにいくつか例を紹介します。
• 署名文字列を変更して、不正な接続の試みがどのように処理されるかを確認できないようにします。こ
のようなエラー応答が返され、メッセージは MQTT テストクライアントに表示されないはずです。
{
}

"message": "Forbidden",
"traceId": "15969756-a4a4-917c-b47a-5433e25b1356"

• AWS IoT ルールの開発および使用中に発生する可能性のあるエラーを見つける方法の詳細について
は、AWS IoT のモニタリング (p. 436) を参照してください。

ステップ 8: クリーンアップする
このチュートリアルを繰り返したい場合は、カスタムオーソライザーの一部を削除する必要がありま
す。AWS アカウント に一度に設定できるカスタムオーソライザーの数は限られており、既存のカスタム
オーソライザーを削除せずに新しいオーソライザーを追加しようとすると、LimitExceededException
が返されることがあります。

カスタムオーソライザーを削除するには (コンソール)
1.

AWS IoT コンソールの [Custom authorizer] (カスタムオーソライザー) ページを開き、カスタムオーソ
ライザーのリストで、削除するカスタムオーソライザーを見つけます。

2.

[Custom authorizer details] (カスタムオーソライザーの詳細) ページを開き、[Actions] (アクション) メ
ニューから [Edit] (編集) を選択します。

3.

[Activate authorizer] (オーソライザーを有効化) のチェックを解除し、[Update] (更新) を選択します。
アクティブなカスタムオーソライザーを削除することはできません。

4.

[Custom authorizer details] (カスタムオーソライザーの詳細) ページで、[Actions] (アクション) メ
ニューを開き、[Delete] (削除) を選択します。

カスタムオーソライザーを削除するには (AWS CLI)
1.

インストールしたカスタムオーソライザーの一覧を表示し、削除するカスタムオーソライザーの名前
を見つけます。
aws iot list-authorizers

2.

Custom_Auth_Name を削除するカスタムオーソライザーの authorizerName に置き換えた後、こ
のコマンドを実行してカスタムオーソライザーを inactive に設定します。
aws iot update-authorizer --status INACTIVE --authorizer-name Custom_Auth_Name

3.

Custom_Auth_Name を削除するカスタムオーソライザーの authorizerName に置き換えた後、こ
のコマンドを実行してカスタムオーソライザーを削除します。
aws iot delete-authorizer --authorizer-name Custom_Auth_Name

258

AWS IoT Core デベロッパーガイド
AWS IoT および Raspberry Pi を
使用した土壌湿度のモニタリング

チュートリアル: AWS IoT および Raspberry Pi を使用
した土壌湿度のモニタリング
このチュートリアルでは、Raspberry Pi、湿度センサー、および AWS IoT を使用して、鉢植え植物や庭
の土壌湿度をモニタリングする方法を示します。Raspberry Pi は、センサーから湿度レベルと温度を読
み取り、そのデータを AWS IoT に送信するコードを実行します。湿度レベルがしきい値を下回ったとき
に、Amazon SNS トピックにサブスクライブしているアドレスに E メールを送信するルールを AWS IoT
で作成します。

Note
このチュートリアルは最新ではない可能性があります。このトピックの最初の公開以降に、いく
つかの参照が置き換えられている可能性があります。
目次
• 前提条件 (p. 259)
• のセットアップAWS IoT (p. 259)
• ステップ 1: AWS IoT ポリシーを作成する (p. 260)
• ステップ 2: AWS IoT のモノ、証明書、およびプライベートキーを作成する (p. 261)
• ステップ 3: Amazon SNS トピックおよびサブスクリプションを作成する (p. 262)
• ステップ 4: E メールを送信する AWS IoT ルールを作成する (p. 262)
• Raspberry Pi と湿度センサーのセットアップ (p. 263)

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。
• 管理者権限を持つ IAM ユーザー。
• AWS IoT コンソール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。
• 最新の Raspbian OS を実行する Raspberry Pi 3B または 4B。インストール手順については、Rasberry
Pi ウェブサイトの「Installing operating system images」を参照してください。
• Raspberry Pi 用のモニター、キーボード、マウス、Wi-Fi ネットワークまたはイーサネット接続。
• Raspberry Pi 対応の湿度センサー。このチュートリアルで使用するセンサーは、Adafruit STEMMA I2C
容量性湿度センサーで、JST 4 ピンからメスソケットへのケーブルヘッダーを備えています。

のセットアップAWS IoT
このチュートリアルを完了するには、次のリソースを作成する必要があります。デバイスを AWS IoT に接
続するには、IoT モノ、デバイス証明書、および AWS IoT ポリシーを作成します。
• AWS IoT のモノ
モノは物理デバイス (この場合は Rasberry Pi) を表し、デバイスに関する静的メタデータを含みます。
• デバイス証明書。
AWS IoT に接続して認証するには、すべてのデバイスにデバイス証明書が必要です。
• AWS IoT ポリシー。
各デバイス証明書には、1 つ以上の AWS IoT ポリシーが関連付けられています。これらのポリシーによ
り、デバイスがアクセスできる AWS IoT リソースが決まります。
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• AWS IoT ルート CA 証明書。
デバイスや他のクライアントは、AWS IoT ルート CA 証明書を使用して、通信先の AWS IoT サーバー
を認証します。詳細については、「サーバー認証 (p. 297)」を参照してください。
• AWS IoT ルール。
ルールには、クエリと 1 つ以上のルールアクションが含まれます。クエリは、デバイスメッセージから
データを抽出して、メッセージデータを処理する必要があるかどうかを判断します。ルールアクション
により、データがクエリに一致する場合の処理が指定されます。
• Amazon SNS トピックおよびトピックサブスクリプション。
このルールでは、Raspberry Pi からの湿度データがリッスンされます。値がしきい値を下回る場
合、Amazon SNS トピックにメッセージを送信します。Amazon SNS は、トピックにサブスクライブし
ているすべての E メールアドレスにそのメッセージを送信します。

ステップ 1: AWS IoT ポリシーを作成する
Raspberry Pi が AWS IoT に接続してメッセージを送信することを許可する AWS IoT ポリシーを作成しま
す。
1.

AWS IoT コンソールで、[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。それ以外
の場合は、サービスナビゲーションペインで [安全性] を展開し、[ポリシー] を選択します。

2.

[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。

3.

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

4.

[Add statements (ステートメントの追加)] セクションで、既存のポリシーを次の JSON に置き換えま
す。region および account をお客様の AWS リージョン と AWS アカウント の番号に置き換えま
す。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:Connect",
"Resource": "arn:aws:iot:region:account:client/RaspberryPi"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:Publish",
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/RaspberryPi/shadow/update",
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/RaspberryPi/shadow/delete",
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/RaspberryPi/shadow/get"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:Receive",
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/RaspberryPi/shadow/update/
accepted",
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/RaspberryPi/shadow/delete/
accepted",
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/RaspberryPi/shadow/get/
accepted",
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/RaspberryPi/shadow/update/
rejected",
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"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/RaspberryPi/shadow/delete/

rejected"
},
{

]

"Effect": "Allow",
"Action": "iot:Subscribe",
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/RaspberryPi/shadow/
update/accepted",
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/RaspberryPi/shadow/
delete/accepted",
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/RaspberryPi/shadow/get/
accepted",
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/RaspberryPi/shadow/
update/rejected",
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/RaspberryPi/shadow/
delete/rejected"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:GetThingShadow",
"iot:UpdateThingShadow",
"iot:DeleteThingShadow"
],
"Resource": "arn:aws:iot:region:account:thing/RaspberryPi"

}

5.

]

}

[Create] を選択します。

ステップ 2: AWS IoT のモノ、証明書、およびプライベートキーを作成する
Raspberry Pi を表すモノを AWS IoT レジストリに作成します。
1.

AWS IoT コンソールのナビゲーションペインで、[管理]、[モノ] の順に選択します。

2.

[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、[モノの登録] を選択します。それ
以外の場合は、[Create (作成)] を選択します。

3.

[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。

4.

[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、IoT モノ
の名前 (例: RaspberryPi) を入力し、[次へ] を選択します。作成後にモノの名前は変更できません。
モノの名前を変更するには、新しいモノを作成して、新しい名前を付け、古いモノを削除する必要が
あります。

5.

[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。

6.

[ダウンロード] リンクを選択して、証明書、プライベートキー、ルート CA 証明書をダウンロードし
ます。

Important
これは、証明書とプライベートキーをダウンロードできる唯一の時間です。
7.

証明書を有効にするには、[Activate] (有効化) を選択します。デバイスが AWS IoT に接続するには、
証明書がアクティブである必要があります。

8.

[ポリシーのアタッチ] を選択します。
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9.

[Add a policy for your thing (モノのポリシーを追加)] で、[MoistureSensorPolicy]、[Register Thing (モ
ノの登録)] の順に選択します。

ステップ 3: Amazon SNS トピックおよびサブスクリプションを作成する
Amazon SNS トピックおよびサブスクリプションを作成します。
1.

AWS SNS コンソールのナビゲーションペインで [Topics] (トピック) を選択し、[Create topic] (トピッ
クの作成) を選択します。

2.

[名前] に、トピックの名前を入力します (例: MoistureSensorTopic)。

3.

トピックの表示名を入力します（例: Moisture Sensor Topic）。これは、Amazon SNS コンソー
ルでトピックに表示される名前です。

4.

[トピックの作成] を選択します。

5.

Amazon SNS トピックの詳細ページで、[Create subscription] (サブスクリプションの作成) を選択し
ます。

6.

[Protocol] で [Email] を選択します。

7.

[エンドポイント] に E メールアドレスを入力します。

8.

[Create subscription] を選択します。

9.

E メールクライアントを開き、MoistureSensorTopic という件名のメッセージを探します。E メー
ルを開き、[サブスクリプションを確認] リンクを選択します。

Important
サブスクリプションを確認するまで、この Amazon SNS トピックからの E メールアラート
は受信されません。
入力したテキストが記載された E メールメッセージが届きます。

ステップ 4: E メールを送信する AWS IoT ルールを作成する
AWS IoT ルールでは、デバイスからメッセージを受信したときに実行するクエリと 1 つ以上のアクション
を定義します。AWS IoT ルールエンジンは、デバイスから送信されたメッセージをリッスンし、メッセー
ジ内のデータを使用して、何らかのアクションを実行する必要があるかどうかを判断します。詳細につい
ては、「AWS IoT のルール (p. 480)」を参照してください。
このチュートリアルでは、Raspberry Pi が aws/things/RaspberryPi/shadow/update にメッセー
ジを発行します。これは、デバイスと Thing Shadow サービスで使用される内部 MQTT トピックで
す。Raspberry Pi は、次の形式のメッセージを発行します。
{

}

"reported": {
"moisture" : moisture-reading,
"temp" : temperature-reading
}

受信メッセージから湿度と温度データを抽出するクエリを作成します。また、湿度の読み取り値がしきい
値を下回っている場合、データを受け取り、そのデータを Amazon SNS トピックのサブスクライバーに送
信する Amazon SNS アクションも作成します。

Amazon SNS ルールを作成する
1.

AWS IoT コンソールのナビゲーションペインで、[ACT] を選択します。[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。
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2.

[ルールの作成] ページに、このルールの名前を入力します (例: MoistureSensorRule)。

3.

[説明] に、このルールの短い説明を入力します (例: Sends an alert when soil moisture
level readings are too low)。

4.

[Rule query statement (ルールのクエリステートメント)] で、SQL バージョン 2016-03-23 を選択し、
次の AWS IoT SQL クエリステートメントを入力します。

SELECT * FROM '$aws/things/RaspberryPi/shadow/update/accepted' WHERE
state.reported.moisture < 400

このステートメントは、moisture の読み取り値が 400 より小さい場合にルールアクションをトリ
ガーします。

Note
別の値の使用が必要になる場合があります。Raspberry Pi でコードを実行したら、センサー
に触れたり、水に入れたり、プランター内に置いたりすることで、センサーから取得した値
を表示できます。
5.

[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。

6.

[アクションを選択してください] ページで、[SNS プッシュ通知としてメッセージを送信する] を選択
します。

7.

ページの末尾までスクロールし、[アクションの設定] を選択します。

8.

[アクションの設定] ページの [SNS ターゲット] で、[選択]、[LowMoistureTopic] の順に選択します。

9.

[Message format] で、[RAW] を選択します。

10. [このアクションを実行するための AWS IoT アクセス権限を付与するロールを選択または作成します]
で、[ロールの作成] を選択します。ロールの名前 (例: LowMoistureTopicRole) を入力し、[ロール
の作成] を選択します。
11. [Add action] を選択します。
12. [Create rule] を選択します。

Raspberry Pi と湿度センサーのセットアップ
microSD カードを Raspberry Pi に挿入し、モニター、キーボード、マウスを接続し、Wi-Fi を使用してい
ない場合はイーサネットケーブルも接続します。電源ケーブルはまだ接続しないでください。
JST ジャンパーケーブルを湿度センサーに接続します。ジャンパーの反対側には次の 4 本のワイヤがあり
ます。
• 緑: I2C SCL
• 白: I2C SDA
• 赤: 電源 (3.5 V)
• 黒: アース
右側にあるイーサネットジャックで Raspberry Pi を保持します。この向きでは、上部に 2 列の GPIO ピン
があります。次の順序で、湿度センサーのワイヤをピンの下の列に接続します。左端のピンから、赤 (電
源)、白 (SDA)、緑 (SCL) を接続します。1 つのピンをスキップし、黒い (アース) ワイヤを接続します。詳
細については、「Python Computer Wiring」を参照してください。
電源ケーブルを Raspberry Pi に接続し、もう一方の端をコンセントに接続して電源を入れます。
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Raspberry Pi を設定します。
1.

[Welcome to Raspberry Pi] で、[Next] を選択します。

2.

国、言語、タイムゾーン、キーボードレイアウトを選択します。[Next (次へ)] を選択します。

3.

Raspberry Pi のパスワードを入力し、[Next] を選択します。

4.

Wi-Fi ネットワークを選択し、[Next] を選択します。Wi-Fi ネットワークを使用していない場合は、
[Skip] を選択します。

5.

[Next] を選択して、ソフトウェアの更新を確認します。更新が完了したら、[Restart] を選択して
Raspberry Pi を再起動します。

Raspberry Pi が起動したら、I2C インターフェイスを有効にします。
1.

Raspbian デスクトップの左上隅にある Raspberry アイコンをクリックし、[Preferences]、[Raspberry
Pi Configuration] の順に選択します。

2.

[Interfaces] タブの [I2C] で、[Enable] を選択します。

3.

[OK] をクリックします。

Adafruit STEMMA 湿度センサーのライブラリは、CircuitPython 向けに記述されています。それらのライブ
ラリを Raspberry Pi で実行するには、最新バージョンの Python 3 をインストールする必要があります。
1.

コマンドプロンプトから次のコマンドを実行して、Raspberry Pi ソフトウェアを更新します。
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

2.

次のコマンドを実行して、Python 3 のインストールを更新します。
sudo pip3 install --upgrade setuptools

3.

次のコマンドを実行して、Raspberry Pi GPIO ライブラリをインストールします。
pip3 install RPI.GPIO

4.

次のコマンドを実行して、Adafruit Blinka ライブラリをインストールします。
pip3 install adafruit-blinka
詳細については、「Installing CircuitPython Libraries on Raspberry Pi」を参照してください。

5.

次のコマンドを実行して、Adafruit Seesaw ライブラリをインストールします。
sudo pip3 install adafruit-circuitpython-seesaw

6.

次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

これで、必要なすべてのライブラリが Raspberry Pi にインストールされました。moistureSensor.py
という名前のファイルを作成し、次の Python コードをファイルにコピーします。

from adafruit_seesaw.seesaw import Seesaw
from AWSIoTPythonSDK.MQTTLib import AWSIoTMQTTShadowClient
from board import SCL, SDA
import
import
import
import

logging
time
json
argparse
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import busio
# Shadow JSON schema:
#
# {
#
"state": {
#
"desired":{
#
"moisture":<INT VALUE>,
#
"temp":<INT VALUE>
#
}
#
}
# }
# Function called when a shadow is updated
def customShadowCallback_Update(payload, responseStatus, token):
# Display status and data from update request
if responseStatus == "timeout":
print("Update request " + token + " time out!")
if responseStatus == "accepted":
payloadDict = json.loads(payload)
print("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~")
print("Update request with token: " + token + " accepted!")
print("moisture: " + str(payloadDict["state"]["reported"]["moisture"]))
print("temperature: " + str(payloadDict["state"]["reported"]["temp"]))
print("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n\n")
if responseStatus == "rejected":
print("Update request " + token + " rejected!")
# Function called when a shadow is deleted
def customShadowCallback_Delete(payload, responseStatus, token):
# Display status and data from delete request
if responseStatus == "timeout":
print("Delete request " + token + " time out!")
if responseStatus == "accepted":
print("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~")
print("Delete request with token: " + token + " accepted!")
print("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n\n")
if responseStatus == "rejected":
print("Delete request " + token + " rejected!")
# Read in command-line parameters
def parseArgs():
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("-e", "--endpoint", action="store", required=True, dest="host",
help="Your device data endpoint")
parser.add_argument("-r", "--rootCA", action="store", required=True, dest="rootCAPath",
help="Root CA file path")
parser.add_argument("-c", "--cert", action="store", dest="certificatePath",
help="Certificate file path")
parser.add_argument("-k", "--key", action="store", dest="privateKeyPath", help="Private
key file path")
parser.add_argument("-p", "--port", action="store", dest="port", type=int, help="Port
number override")
parser.add_argument("-n", "--thingName", action="store", dest="thingName",
default="Bot", help="Targeted thing name")
parser.add_argument("-id", "--clientId", action="store", dest="clientId",
default="basicShadowUpdater", help="Targeted client id")
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args = parser.parse_args()
return args
# Configure logging
# AWSIoTMQTTShadowClient writes data to the log
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)
# Parse command line arguments
args = parseArgs()
if not args.certificatePath or not args.privateKeyPath:
parser.error("Missing credentials for authentication.")
exit(2)
# If no --port argument is passed, default to 8883
if not args.port:
args.port = 8883
# Init AWSIoTMQTTShadowClient
myAWSIoTMQTTShadowClient = None
myAWSIoTMQTTShadowClient = AWSIoTMQTTShadowClient(args.clientId)
myAWSIoTMQTTShadowClient.configureEndpoint(args.host, args.port)
myAWSIoTMQTTShadowClient.configureCredentials(args.rootCAPath, args.privateKeyPath,
args.certificatePath)
# AWSIoTMQTTShadowClient connection configuration
myAWSIoTMQTTShadowClient.configureAutoReconnectBackoffTime(1, 32, 20)
myAWSIoTMQTTShadowClient.configureConnectDisconnectTimeout(10) # 10 sec
myAWSIoTMQTTShadowClient.configureMQTTOperationTimeout(5) # 5 sec
# Initialize Raspberry Pi's I2C interface
i2c_bus = busio.I2C(SCL, SDA)
# Intialize SeeSaw, Adafruit's Circuit Python library
ss = Seesaw(i2c_bus, addr=0x36)
# Connect to AWS IoT
myAWSIoTMQTTShadowClient.connect()
# Create a device shadow handler, use this to update and delete shadow document
deviceShadowHandler = myAWSIoTMQTTShadowClient.createShadowHandlerWithName(args.thingName,
True)
# Delete current shadow JSON doc
deviceShadowHandler.shadowDelete(customShadowCallback_Delete, 5)
# Read data from moisture sensor and update shadow
while True:
# read moisture level through capacitive touch pad
moistureLevel = ss.moisture_read()
# read temperature from the temperature sensor
temp = ss.get_temp()
# Display moisture and temp readings
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print("Moisture Level: {}".format(moistureLevel))
print("Temperature: {}".format(temp))
# Create message payload
payload = {"state":{"reported":{"moisture":str(moistureLevel),"temp":str(temp)}}}
# Update shadow
deviceShadowHandler.shadowUpdate(json.dumps(payload), customShadowCallback_Update, 5)
time.sleep(1)

このファイルを、見つけられる場所に保存します。以下のパラメータを使用して、コマンドラインから
moistureSensor.py を実行します。
エンドポイント
カスタム AWS IoT エンドポイント 詳細については、「Device Shadow の REST API (p. 655)」を参
照してください。
rootCA
AWS IoT ルート CA 証明書への完全パス。
cert
AWS IoT デバイス証明書の完全パス。
key
AWS IoT デバイス証明書のプライベートキーの完全パス。
thingName
モノの名前 (この場合は RaspberryPi)。
clientId
MQTT クライアント ID。RaspberryPi を使用します。
コマンドラインは次のようになります。
python3 moistureSensor.py --endpoint your-endpoint --rootCA ~/certs/
AmazonRootCA1.pem --cert ~/certs/raspberrypi-certificate.pem.crt --key ~/certs/
raspberrypi-private.pem.key --thingName RaspberryPi --clientId RaspberryPi
センサーに触れたり、プランター内に置いたり、コップの水に入れたりして、センサーがさまざまなレベ
ルの湿気にどのように反応するかを確認します。必要に応じて、MoistureSensorRule でしきい値を変
更できます。湿度センサーの読み取り値がルールの SQL クエリステートメントで指定された値を下回る
と、AWS IoT は Amazon SNS トピックにメッセージを発行します。湿度と温度データが含まれた E メー
ルメッセージが届きます。
Amazon SNS からの E メールメッセージの受信を確認したら、Ctrl+C を押して Python プログラムを停止
します。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。
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AWS IoT によるデバイスの管理
AWS IoT では、モノの管理に役立つレジストリが提供されます。"モノ" とは、特定のデバイスまたは論理
エンティティを表します。物理的なデバイスやセンサー (電球や壁のスイッチなど) は、モノとして扱うこ
とができます。また、アプリケーションのインスタンスなどの論理エンティティや、直接的には接続され
ておらず AWS IoT に接続されている他のデバイスと関連している物理エンティティ (エンジンセンサーや
コントロールパネルがある自動車など) も、モノとして処理できます。
モノに関する情報は、JSON データとして Registry に保存されます。モノの例を次に示します。
{

}

"version": 3,
"thingName": "MyLightBulb",
"defaultClientId": "MyLightBulb",
"thingTypeName": "LightBulb",
"attributes": {
"model": "123",
"wattage": "75"
}

モノは、名前で識別します。モノには、属性を指定することもできます。属性とは、モノに関する情報
(シリアルナンバーやメーカー名) を格納するために使用する、名前と値のペアです。
一般的なデバイスのユースケースでは、デフォルトの MQTT クライアント ID としてモノの名前が使用
されます。MQTT クライアント ID、証明書、またはシャドウ状態をモノのレジストリ名として使用する
というマッピングは強制されませんが、レジストリと Device Shadow サービスの両方で、モノの名前を
MQTT クライアント ID として使用することをお勧めします。こうすることで、デバイスの証明書モデル
や Shadows の柔軟性を失うことなく、IoT 群の秩序や利便性を維持することができます。
AWS IoT にデバイスを接続するために、レジストリでモノを作成する必要はありません。レジストリにモ
ノを追加すると、デバイスの管理や検索が容易になります。

レジストリによるモノの管理方法
レジストリを操作するには、AWS IoT コンソール、AWS IoT API、または AWS CLI を使用します。以下
の各セクションでは、CLI を使用して Registry を操作する方法を示します。

モノのオブジェクトに名前を付ける場合:
• モノの名前で個人を特定できる情報を使用しないでください。モノの名前は、暗号化されていない通信
やレポートに表示されることがあります。
• モノの名前にコロン文字 (:) を使用しないでください。他の AWS IoT サービスではコロン文字が区切り
文字として使用されているため、モノの名前を含む文字列が誤って解析される可能性があります。

モノの作成
次のコマンドは、CLI で AWS IoT の CreateThing コマンドを使用してモノを作成する方法を示していま
す。モノの作成後に名前を変更することはできません。モノの名前を変更するには、新しいモノを作成し
て、新しい名前を付け、古いモノを削除する必要があります。
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$ aws iot create-thing --thing-name "MyLightBulb" --attribute-payload "{\"attributes\":
{\"wattage\":\"75\", \"model\":\"123\"}}"

CreateThing コマンドを実行すると、新しいモノの名前と Amazon リソースネーム (ARN) が表示されま
す。
{

}

"thingArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/MyLightBulb",
"thingName": "MyLightBulb",
"thingId": "12345678abcdefgh12345678ijklmnop12345678"

Note
モノの名前に個人を特定できる情報を使用することはお勧めしません。
詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「create-thing」を参照してください。

モノのリスト表示
ListThings コマンドを使用すると、アカウント内のモノをすべてリスト表示できます。
$ aws iot list-things

{

}

"things": [
{
"attributes": {
"model": "123",
"wattage": "75"
},
"version": 1,
"thingName": "MyLightBulb"
},
{
"attributes": {
"numOfStates":"3"
},
"version": 11,
"thingName": "MyWallSwitch"
}
]

ListThings コマンドを使用して、特定のモノタイプのすべてのものを検索できます。
$

{

aws iot list-things --thing-type-name "LightBulb"

"things": [
{
"thingTypeName": "LightBulb",
"attributes": {
"model": "123",
"wattage": "75"
},
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},
{

}

]

}

"version": 1,
"thingName": "MyRGBLight"
"thingTypeName": "LightBulb",
"attributes": {
"model": "123",
"wattage": "75"
},
"version": 1,
"thingName": "MySecondLightBulb"

ListThings コマンドを使用して、特定の属性値を持つすべてのモノを検索できます。このコマンドは、最
大 3 つの属性を検索します。
$

{

}

aws iot list-things --attribute-name "wattage" --attribute-value "75"

"things": [
{
"thingTypeName": "StopLight",
"attributes": {
"model": "123",
"wattage": "75"
},
"version": 3,
"thingName": "MyLightBulb"
},
{
"thingTypeName": "LightBulb",
"attributes": {
"model": "123",
"wattage": "75"
},
"version": 1,
"thingName": "MyRGBLight"
},
{
"thingTypeName": "LightBulb",
"attributes": {
"model": "123",
"wattage": "75"
},
"version": 1,
"thingName": "MySecondLightBulb"
}
]

詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「list-things」を参照してください。

モノを記述する
DescribeThing コマンドを使用して、モノに関するより詳細な情報を表示できます。
$ aws iot describe-thing --thing-name "MyLightBulb"
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{

}

"version": 3,
"thingName": "MyLightBulb",
"thingArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/MyLightBulb",
"thingId": "12345678abcdefgh12345678ijklmnop12345678",
"defaultClientId": "MyLightBulb",
"thingTypeName": "StopLight",
"attributes": {
"model": "123",
"wattage": "75"
}

詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「describe-thing」を参照してください。

モノの更新
UpdateThing コマンドを使用すると、モノを更新できます。このコマンドはモノの属性だけを更新する点
に注意してください。モノの名前を変更することはできません。モノの名前を変更するには、新しいモノ
を作成して、新しい名前を付け、古いモノを削除する必要があります。
$ aws iot update-thing --thing-name "MyLightBulb" --attribute-payload "{\"attributes\":
{\"wattage\":\"150\", \"model\":\"456\"}}"

UpdateThing コマンドでは、出力が生成されません。DescribeThing コマンドを使用して、結果を表示で
きます。
$ aws iot describe-thing --thing-name "MyLightBulb"
{
"attributes": {
"model": "456",
"wattage": "150"
},
"version": 2,
"thingName": "MyLightBulb"
}

詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「update-thing」を参照してください。

モノの削除
DeleteThing コマンドを使用すると、モノを削除できます。
$ aws iot delete-thing --thing-name "MyThing"

このコマンドは、削除が成功した場合、または存在しないモノが指定された場合、エラーなしで正常に終
了します。
詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「delete-thing」を参照してください。

モノにプリンシパルをアタッチする
物理デバイスが AWS IoT と通信するには X.509 証明書を持っている必要があります。Registry 内でデバ
イスを表しているモノと、デバイスの証明書を関連付けることができます。証明書をモノにアタッチする
には、AttachThingPrincipal コマンドを使用します。
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$ aws iot attach-thing-principal --thing-name "MyLightBulb" --principal "arn:aws:iot:useast-1:123456789012:cert/a0c01f5835079de0a7514643d68ef8414ab739a1e94ee4162977b02b12842847"

AttachThingPrincipal コマンドでは、出力が生成されません。
詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「attach-thing-principal」を参照してください。

モノからプリンシパルをデタッチする
DetachThingPrincipal コマンドを使用すると、モノから証明書をデタッチできます。
$ aws iot detach-thing-principal --thing-name "MyLightBulb" --principal "arn:aws:iot:useast-1:123456789012:cert/a0c01f5835079de0a7514643d68ef8414ab739a1e94ee4162977b02b12842847"

DetachThingPrincipal コマンドでは、出力が生成されません。
詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「detach-thing-principal」を参照してください。

モノのタイプ
モノのタイプを使用すると、同じタイプに関連付けられているすべてのモノに共通した説明および設定情
報を格納できます。これにより、Registry でのモノの管理が単純化されます。たとえば、LightBulb という
タイプを定義することができます。LightBulb というタイプに関連付けられているすべてのモノは、同じ属
性 (シリアルナンバー、メーカー名、ワット数) を使用します。LightBulb というタイプのモノを作成 (また
は、既存のモノのタイプを LightBulb に変更) する際に、LightBulb タイプで定義されている各属性の値を
指定できます。
モノのタイプはオプションですが、使用すると、モノを検出しやすくなります。
• モノのタイプが関連付けられたモノの場合は、最大 50 個の属性を指定できます。
• モノのタイプが関連付けられていないモノの場合は、最大 3 個の属性を指定できます。
• 1 つのモノを関連付けることができるモノのタイプは 1 つだけです。
• アカウント内で作成できるモノのタイプの数に制限はありません。
モノのタイプは変更不可能です。モノのタイプを作成した後に名前を変更することはできません。特定
のタイプに新しいモノが関連付けられないようにするには、いつでもそのタイプを非推奨にできます。ま
た、モノが 1 つも関連付けられていないタイプは、削除できます。

モノのタイプを作成する
CreateThingType コマンドを使用すると、モノのタイプを作成できます。
$ aws iot create-thing-type
--thing-type-name "LightBulb" --thing-type-properties
"thingTypeDescription=light bulb type, searchableAttributes=wattage,model"

CreateThingType コマンドは、モノのタイプおよび ARN を含む応答を返します。
{

"thingTypeName": "LightBulb",
"thingTypeId": "df9c2d8c-894d-46a9-8192-9068d01b2886",
"thingTypeArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thingtype/LightBulb"
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}

モノのタイプをリスト表示する
ListThingTypes コマンドを使用すると、モノのタイプをリスト表示できます。
$ aws iot list-thing-types

ListThingTypes コマンドは、AWS アカウント に定義されているモノのタイプのリストを返します。
{

}

"thingTypes": [
{
"thingTypeName": "LightBulb",
"thingTypeProperties": {
"searchableAttributes": [
"wattage",
"model"
],
"thingTypeDescription": "light bulb type"
},
"thingTypeMetadata": {
"deprecated": false,
"creationDate": 1468423800950
}
}
]

モノのタイプを記述する
DescribeThingType コマンドを使用すると、モノのタイプに関する情報を取得できます。
$ aws iot describe-thing-type --thing-type-name "LightBulb"

DescribeThingType コマンドは、指定されたタイプに関する情報を返します。
{

}

"thingTypeProperties": {
"searchableAttributes": [
"model",
"wattage"
],
"thingTypeDescription": "light bulb type"
},
"thingTypeId": "df9c2d8c-894d-46a9-8192-9068d01b2886",
"thingTypeArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thingtype/LightBulb",
"thingTypeName": "LightBulb",
"thingTypeMetadata": {
"deprecated": false,
"creationDate": 1544466338.399
}

モノのタイプをモノに関連付ける
CreateThing コマンドを使用すると、モノを作成する際にタイプを指定できます。
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$ aws iot create-thing --thing-name "MyLightBulb" --thing-type-name "LightBulb" -attribute-payload "{\"attributes\": {\"wattage\":\"75\", \"model\":\"123\"}}"

UpdateThing コマンドを使用すると、モノに関連付けるモノのタイプをいつでも変更できます。
$ aws iot update-thing --thing-name "MyLightBulb"
--thing-type-name "LightBulb" --attribute-payload
{\"wattage\":\"75\", \"model\":\"123\"}}"

"{\"attributes\":

UpdateThing コマンドを使用すると、モノのタイプとモノとの関連付けを解除することもできます。

モノのタイプを非推奨にする
モノのタイプは変更不可能です。定義した後に変更することはできません。ただし、特定のタイプにユー
ザーが新しいモノを関連付けないようにするには、そのタイプを非推奨にすることができます。そのタイ
プに関連付けられている既存のモノはすべて、変更されません。
モノのタイプを非推奨にするには、DeprecateThingType コマンドを使用します。
$ aws iot deprecate-thing-type --thing-type-name "myThingType"

DescribeThingType コマンドを使用して、結果を表示できます。
$ aws iot describe-thing-type --thing-type-name "StopLight":

{

}

"thingTypeName": "StopLight",
"thingTypeProperties": {
"searchableAttributes": [
"wattage",
"numOfLights",
"model"
],
"thingTypeDescription": "traffic light type",
},
"thingTypeMetadata": {
"deprecated": true,
"creationDate": 1468425854308,
"deprecationDate": 1468446026349
}

モノのタイプの廃止は、操作を元に戻すことができます。--undo-deprecate フラッグを
DeprecateThingType CLI コマンドと共に使用して、廃止を取り消すことができます。
$ aws iot deprecate-thing-type --thing-type-name "myThingType" --undo-deprecate

DescribeThingType CLI コマンドを使用して、結果を表示できます。
$ aws iot describe-thing-type --thing-type-name "StopLight":

{

"thingTypeName": "StopLight",
"thingTypeArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thingtype/StopLight",
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}

"thingTypeId": "12345678abcdefgh12345678ijklmnop12345678"
"thingTypeProperties": {
"searchableAttributes": [
"wattage",
"numOfLights",
"model"
],
"thingTypeDescription": "traffic light type"
},
"thingTypeMetadata": {
"deprecated": false,
"creationDate": 1468425854308,
}

モノのタイプを削除する
モノのタイプを削除するには、あらかじめそのタイプを非推奨にしておく必要があります。モノのタイプ
を削除にするには、DeleteThingType コマンドを使用します。
$ aws iot delete-thing-type --thing-type-name "StopLight"

Note
モノのタイプを削除するには、廃止にしてから 5 分ほど待つ必要があります。

モノの静的グループ
モノの静的グループはこれらをグループに分類することで、複数のモノを一度に管理できるようにしま
す。モノの静的グループには、コンソール、CLI、または API を使用して管理されるモノのグループが含
まれます。一方、動的なモノのグループ (p. 284)には、指定したクエリに一致するモノが含まれます。
モノの静的グループには、他のモノの静的グループを含めることもできます。グループの階層を構築でき
ます。親グループにポリシーを付加することができ、その子グループ、およびそのグループと子グループ
内のすべてのモノに継承されます。これにより、多数のモノに対するアクセス許可の制御が容易になりま
す。
次に､モノの静的グループで実施可能な操作をご紹介します。
• グループを作成､説明､または削除する｡
• モノをグループに追加するか、複数のグループに追加する｡
• グループからモノを削除する。
• 作成したグループを一覧表示する。
• グループのすべての子のグループを一覧表示する (直接の子孫と間接の子孫)。
• 子グループ内のすべてのものを含め、グループ内のものを一覧表示する。
• グループのすべての先祖のグループを一覧表示する (直接の先祖と間接の先祖)。
• グループの属性を追加、削除または更新します。(属性は、グループに関する情報を格納するのに使用で
きる名前と値のペアです。)
• グループにポリシーをアタッチまたはデタッチする。
• グループにアタッチされるポリシーを一覧表示する。
• モノによって継承されたポリシーを一覧表示する (そのグループまたはその親グループの 1 つにアタッ
チされたポリシーによって)。
• グループ内のモノのログ記録オプションを設定する。「」を参照してくださいAWS IoT のログ記録の設
定 (p. 436)
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• グループとその子グループのすべてのモノに送信され実行されるジョブを作成する。「」を参照してく
ださいジョブ (p. 678)
モノの静的グループのいくつかの制限があります｡
• グループは、最大 1 つの直接の親を持つことができます。
• グループが別のグループの子である場合は、作成時に指定する必要があります。
• グループの親は後から変更できません。そのため、グループ階層は入念に計画し、親グループを作成し
てから、その親グループに含む子グループを作成してください
•

モノが属することができるグループの最大数は、限られています。

• 1 つのモノを同じ階層の複数のグループに追加することはできません。(つまり、共通の親を共有する 2
つのグループにモノを追加することはできません)。
• グループ名を変更することはできません。
• モノのグループ名には、û、é、ñ などの国際文字を含めることはできません。
• モノのグループ名に個人を特定できる情報を使用しないでください。モノのグループ名は、暗号化され
ていない通信やレポートに表示される可能性があります。
• モノのグループ名にコロン文字 (:) を使用しないでください。他の AWS IoT サービスではコロン文字が
区切り文字として使用されているため、モノのグループ名を含む文字列が誤って解析される可能性があ
ります。
グループにポリシーをアタッチおよびデタッチすると、AWS IoT オペレーションのセキュリティをいくつ
かの重要な方法で強化できます。ポリシーに証明書をアタッチしてからモノにアタッチするような､デバ
イスごとの方法は時間がかかり、多数のデバイスにわたってポリシーを迅速に更新または変更することが
困難です。モノのグループにポリシーをアタッチすると、証明書をモノに回す際のステップが節約されま
す。また、ポリシーはグループメンバーシップを変更すると動的に適用されるため、デバイスがグループ
のメンバーシップを変更するたびに複雑なアクセス許可セットを再作成する必要はありません。

モノの静的グループの作成
モノの静的グループを作成するには CreateThingGroup コマンドを使用します。
$ aws iot create-thing-group --thing-group-name LightBulbs

CreateThingGroup コマンドは、モノの静的グループの名前、ID、および ARN を含むレスポンスを返しま
す。
{

}

"thingGroupName": "LightBulbs",
"thingGroupId": "abcdefgh12345678ijklmnop12345678qrstuvwx",
"thingGroupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/LightBulbs"

Note
モノのグループ名に個人を特定できる情報を使用することはお勧めしません。
作成されたときのモノのグループの親を指定している例を次に示します。
$ aws iot create-thing-group --thing-group-name RedLights --parent-group-name LightBulbs

前と同様に、CreateThingGroup コマンドは、モノの静的グループの名前、ID、および ARN を含むレスポ
ンスを返します。
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{

}

"thingGroupName": "RedLights",
"thingGroupId": "abcdefgh12345678ijklmnop12345678qrstuvwx",
"thingGroupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/RedLights",

Important
モノのグループ階層を作成するときは、次の制限事項に留意してください。
• モノのグループは、直接の親を 1 つだけ持つことができます。
• モノのグループが持つことができる直接の子グループの数は、限られています。
• グループの階層の最大深度は限られています。
• モノのグループが持つことのできる属性の数は、限られています。(属性は、グループに関する
情報を格納するのに使用できる名前と値のペアです。) 各属性名と各値の長さも限られていま
す。

モノのグループの説明
DescribeThingGroup コマンドを使用すると、モノのグループに関する情報を取得できます。
$ aws iot describe-thing-group --thing-group-name RedLights

DescribeThingGroup コマンドは、指定されたグループに関する情報を返します。
{

}

"thingGroupName": "RedLights",
"thingGroupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/RedLights",
"thingGroupId": "12345678abcdefgh12345678ijklmnop12345678",
"version": 1,
"thingGroupMetadata": {
"creationDate": 1478299948.882
"parentGroupName": "Lights",
"rootToParentThingGroups": [
{
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/ShinyObjects",
"groupName": "ShinyObjects"
},
{
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/LightBulbs",
"groupName": "LightBulbs"
}
]
},
"thingGroupProperties": {
"attributePayload": {
"attributes": {
"brightness": "3400_lumens"
},
},
"thingGroupDescription": "string"
},

モノの静的グループにモノを追加する
AddThingToThingGroup コマンドを使用して、モノの静的グループにモノを追加できます。
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$ aws iot add-thing-to-thing-group --thing-name MyLightBulb --thing-group-name RedLights

AddThingToThingGroup コマンドでは、出力が生成されません。

Important
最大 10 個のグループにモノを追加できます。ただし､1 つのモノを同じ階層の複数のグループに
追加することはできません。(つまり、共通の親を共有する 2 つのグループにモノを追加すること
はできません。)
1 つのモノができる限り多くのモノのグループに属していて、それらのグループの 1 つ以上がモ
ノの動的グループである場合、overrideDynamicGroups フラグを使用して、静的グループが動的
グループより優先されるように指定できます。

モノの静的グループからモノを削除する
RemoveThingFromThingGroup コマンドを使用すると、グループからモノを削除できます。
$ aws iot remove-thing-from-thing-group --thing-name MyLightBulb --thing-group-name
RedLights

RemoveThingFromThingGroup コマンドでは、出力が生成されません。

モノのグループ内のモノを一覧表示する
ListThingsInThingGroup コマンドを使用して、グループに属するモノを一覧表示できます。
$ aws iot list-things-in-thing-group --thing-group-name LightBulbs

この ListThingsInThingGroup コマンドは、指定されたグループ内のモノのリストを返します。
{

}

"things":[
"TestThingA"
]

--recursive パラメータを使用すると、グループに属するモノとその子グループに属するモノを一覧表
示することができます
$ aws iot list-things-in-thing-group --thing-group-name LightBulbs --recursive

{

}

"things":[
"TestThingA",
"MyLightBulb"
]

Note
このオペレーションは結果整合性があります。言い換えれば、モノのグループへの変更は直ちに
反映されない可能性があります。
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モノのグループの一覧表示
ListThingGroups コマンドを使用して、アカウントのモノのグループを一覧表示できます。
$ aws iot list-thing-groups

ListThingGroups コマンドは、AWS アカウント に定義されているモノのグループのリストを返します。
{

"thingGroups": [
{
"groupName": "LightBulbs",
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/LightBulbs"
},
{
"groupName": "RedLights",
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/RedLights"
},
{
"groupName": "RedLEDLights",
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/RedLEDLights"
},
{
"groupName": "RedIncandescentLights",
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/
RedIncandescentLights"
}
{
"groupName": "ReplaceableObjects",
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/ReplaceableObjects"
}
]
}

オプションのフィルタを使用して、指定された接頭辞 (--parent-group) で始まる名前を持つ､特定の
グループを親 (--name-prefix-filter) またはグループとして持つグループを一覧表示します｡ -recursive パラメータを指定すると、モノのグループの直接の子グループだけでなく、すべての子グ
ループを一覧表示できます。
$ aws iot list-thing-groups --parent-group LightBulbs

この場合、ListThingGroups コマンドは、AWS アカウント で定義されたモノのグループの直の子グループ
のリストを返します。
{

}

"childGroups":[
{
"groupName": "RedLights",
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/RedLights"
}
]

--recursive コマンドで ListThingGroups パラメータを使用すると、モノのグループの直接の子グルー
プだけでなく、すべての子グループを一覧表示できます。
$ aws iot list-thing-groups --parent-group LightBulbs --recursive
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この ListThingGroups コマンドは､を使用すると、モノのグループのすべての子グループのリストを返しま
す。
{

"childGroups":[
{
"groupName": "RedLights",
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/RedLights"
},
{
"groupName": "RedLEDLights",
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/RedLEDLights"
},
{
"groupName": "RedIncandescentLights",
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/
RedIncandescentLights"
}
]
}

Note
このオペレーションは結果整合性があります。言い換えれば、モノのグループへの変更は直ちに
反映されない可能性があります。

モノが属するグループを一覧表示する
ListThingGroupsForThing コマンドを使用して、モノが属する直接グループを一覧表示できます。
$ aws iot list-thing-groups-for-thing --thing-name MyLightBulb

ListThingGroupsForThing コマンドは、このモノが属する直接モノグループのリストを返します。
{

}

"thingGroups":[
{
"groupName": "LightBulbs",
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/LightBulbs"
},
{
"groupName": "RedLights",
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/RedLights"
},
{
"groupName": "ReplaceableObjects",
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/ReplaceableObjects"
}
]

モノの静的グループの更新
UpdateThingGroup コマンドを使用すると、モノの静的グループの属性を更新できます。
$ aws iot update-thing-group --thing-group-name "LightBulbs" --thing-group-properties
"thingGroupDescription=\"this is a test group\", attributePayload=\"{\"attributes
\"={\"Owner\"=\"150\",\"modelNames\"=\"456\"}}"
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UpdateThingGroup コマンドは、更新後にグループのバージョン番号を含むレスポンスを返します。
{
}

"version": 4

Note
モノが持つことができる属性の数は、限られています。

モノのグループを削除する
モノのグループを削除するには、DeleteThingGroup コマンドを使用します。
$ aws iot delete-thing-group --thing-group-name "RedLights"

DeleteThingGroup コマンドでは、出力が生成されません。

Important
子グループを持つモノのグループを削除しようとすると、次のようなエラーが発生します。
A client error (InvalidRequestException) occurred when calling the
DeleteThingGroup
operation: Cannot delete thing group : RedLights when there are still child groups
attached to it.

グループを削除する前に、そのすべての子グループを削除する必要があります。
子のモノを持つグループは削除できますが、そのグループのメンバーシップによって付与されているすべ
てのアクセス許可は適用されなくなります。ポリシーが設定されているグループを削除する前に、それら
のアクセス許可を削除してもグループ内の機能が正しく機能しなくなることはありません。また、クラウ
ド内のレコードが更新されている間は、モノが属しているグループを示すコマンド (ListGroupsForThing
など) で、そのグループが表示され続けることがあります。

モノの静的グループにポリシーをアタッチする
AttachPolicy コマンドを使用して、モノの静的グループにポリシーをアタッチすることができます。その
ため、そのグループ内のすべてのモノやその子グループのモノに拡張機能を割り当てることができます。
$ aws iot attach-policy \
--target "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/LightBulbs" \
--policy-name "myLightBulbPolicy"

AttachPolicy コマンドでは、出力が生成されません。

Important
1 つのグループにアタッチできるポリシーは最大 2 つです。

Note
ポリシー名に個人を特定できる情報を使用することはお勧めしません。
--target パラメータは、モノのグループ ARN (上記に示す)、証明書の ARN または Amazon Cognito ID
とすることができます。ポリシー、証明書、および認証の詳細については、「」を参照してください認
証 (p. 296)
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詳細については、「AWS IoT Core ポリシー」を参照してください。

モノの静的グループからポリシーをデタッチする
DetachPolicy コマンドを使用して、モノのグループからポリシーをデタッチすることができます。そのた
め、そのグループ内のすべてのモノやその子グループのモノに拡張機能を割り当てることができます。
$ aws iot detach-policy --target "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/LightBulbs"
--policy-name "myLightBulbPolicy"

DetachPolicy コマンドでは、出力が生成されません。

モノの静的グループにアタッチされているポリシーを
一覧表示する
ListAttachedPolicies コマンドを使用すると、モノの静的グループにアタッチされたポリシーを一覧表示で
きます｡
$ aws iot list-attached-policies --target "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/
RedLights"

--target パラメータは、モノのグループ ARN (上記に示す)、証明書の ARN または Amazon Cognito ID
とすることができます。
オプションの --recursive パラメータを追加して、グループの親グループにアタッチされたすべてのポ
リシーを含めます。
ListAttachedPolicies コマンドは､ポリシーのリストを返します。
{

}

"policies": [
"MyLightBulbPolicy"
...
]

ポリシーのグループを一覧表示する
ListTargetsForPolicy コマンドを使用して、ポリシーがアタッチされているすべてのグループを含むター
ゲットを一覧表示できます。
$ aws iot list-targets-for-policy --policy-name "MyLightBulbPolicy"

オプションの --page-size number パラメータを追加して返される結果の最大数を指定します｡該当す
る場合は､各クエリの後続の呼び出しで --marker string パラメータを追加して次の結果セットを取得
します。
ListTargetsForPolicy コマンドは、より多くの結果を取得するために使用するターゲットとトークンのリス
トを返します。
{

"nextMarker": "string",
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}

"targets": [ "string" ... ]

モノの有効なポリシーを取得する
GetEffectivePolicies コマンドを使用して、(グループが直接の親であるか間接的な祖先であるかにかかわら
ず) 所属するグループにアタッチされたポリシーを含め、モノで有効なポリシーを一覧表示できます｡
$ aws iot get-effective-policies \
--thing-name "MyLightBulb" \
--principal "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:cert/
a0c01f5835079de0a7514643d68ef8414ab739a1e94ee4162977b02b12842847"

--principal パラメータを使用して、モノにアタッチされた証明書の ARN を指定します。Amazon
Cognito ID 認証を使用している場合は、--cognito-identity-pool-id パラメータを使用し、オプ
ションで --principal パラメータを追加して、特定の Amazon Cognito ID を指定します。--cognitoidentity-pool-id のみを指定すると、認証されていないユーザーのアイデンティティプールのロール
に関連付けられたポリシーが返されます。両方を使用すると、認証されたユーザーの ID プールのロールに
関連付けられたポリシーが返されます。
この --thing-name パラメータはオプションで､--principal パラメータの代わりに使用できます。使
用すると、そのモノが属するグループにアタッチされているポリシーと、これらのグループの親グループ
(階層内のルートグループまで) にアタッチされているポリシーが返されます。
GetEffectivePolicies コマンドは､ポリシーのリストを返します。
{

}

"effectivePolicies": [
{
"policyArn": "string",
"policyDocument": "string",
"policyName": "string"
}
...
]

MQTT アクションテストの認可
TestAuthorization コマンドを使用して、あるモノに対して MQTT アクション (Publish、Subscribe) が
許可されているかどうかをテストできます。
aws iot test-authorization \
--principal "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:cert/
a0c01f5835079de0a7514643d68ef8414ab739a1e94ee4162977b02b12842847" \
--auth-infos "{\"actionType\": \"PUBLISH\", \"resources\": [ \"arn:aws:iot:useast-1:123456789012:topic/my/topic\"]}"

--principal パラメータを使用して、モノにアタッチされた証明書の ARN を指定します。Amazon
Cognito ID を使用している場合は、Cognito ID を --principal として指定するか、--cognitoidentity-pool-id パラメータまたはその両方を使用します。--cognito-identity-pool-idだけを
指定すると、認証されていないユーザーの ID のロールに関連付けられたポリシーが考慮されます。両方を
使用すると、認証されたユーザーの ID プールのロールに関連付けられたポリシーが考慮されます。
--auth-infos パラメータの後にリソースおよびアクションタイプをリストすることによって、テス
トする 1 つ以上の MQTT アクションを指定します。この actionType フィールドには「PUBLISH」、
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「SUBSCRIBE」、「RECEIVE」、または「CONNECT」が含まれます｡ resources フィールドに
は、リソース ARN のリストが含まれている必要があります。詳細については、「AWS IoT Core ポリ
シー (p. 335)」を参照してください。
--policy-names-to-add パラメータを指定することで、ポリシーを追加する効果をテストできます。
または、--policy-names-to-skip パラメータを使用してポリシーを削除する効果をテストできます。
オプションの --client-id パラメータを使用して、結果をさらに絞り込むこともできます。
TestAuthorization コマンドは、指定した --auth-infos クエリの各セットに対して許可または拒否され
ているアクションに関する詳細を返します。
{

}

"authResults": [
{
"allowed": {
"policies": [
{
"policyArn": "string",
"policyName": "string"
}
]
},
"authDecision": "string",
"authInfo": {
"actionType": "string",
"resources": [ "string" ]
},
"denied": {
"explicitDeny": {
"policies": [
{
"policyArn": "string",
"policyName": "string"
}
]
},
"implicitDeny": {
"policies": [
{
"policyArn": "string",
"policyName": "string"
}
]
}
},
"missingContextValues": [ "string" ]
}
]

モノの動的グループ
モノの動的グループでは、検索クエリによってグループのメンバーシップが更新されます。モノの動的グ
ループを使用すると、接続、レジストリ、シャドウ、または Device Defender 違反データに応じて、モノ
とやり取りする方法を変更できます。モノの動的グループはフリートインデックスに結び付けられてい
るため、動的グループを使用するにはフリートインデックス作成サービスを有効にしておく必要がありま
す。フリートインデックス作成の検索クエリを使用してグループを作成する前に、モノの動的グループに
属するモノをプレビューできます。詳細については、「フリートインデックス作成 (p. 839)」および「ク
エリ構文 (p. 859)」を参照してください。
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モノの動的グループをジョブのターゲットとして指定できます。そのジョブを実行できるのは、そのモノ
の動的グループを定義する条件を満たしているモノだけです。
たとえば、デバイスのファームウェアを更新する場合に、その更新が中断される可能性を最小限に抑える
ために、バッテリー残量が 80% を超えているデバイスでのみファームウェアを更新するとします。80%
を超えるバッテリー残量が報告されているデバイスだけが含まれているモノの動的グループを作成し、そ
のモノの動的グループをファームウェア更新ジョブのターゲットとして使用できます。バッテリー残量の
条件を満たすデバイスだけがファームウェア更新を受け取ります。80% というバッテリー残量の条件に達
したデバイスは、そのモノの動的グループに追加されて、ファームウェア更新を受け取ります。
ジョブターゲットとしてモノのグループを指定する方法については、「CreateJob」を参照してくださ
い。
モノの動的グループは、以下の点でモノの静的グループと異なります。
• モノのメンバーシップが明示的には定義されていません。モノの動的グループを作成するには、グルー
プのメンバーシップを定義するクエリ文字列 (p. 860)を定義する必要があります。
• モノの動的グループを階層の一部にすることはできません。
• モノの動的グループにはポリシーを適用できません。
• モノの動的グループを作成、更新、および削除するには、異なる一連のコマンドを使用します。その他
のオペレーションでは、モノの静的グループとやり取りするために使用するのと同じコマンドを使用し
て、モノの動的グループとやり取りできます。
• 1 つのアカウントが持つことができる動的グループの数は、限られています。
• モノのグループ名に個人を特定できる情報を使用しないでください。モノのグループ名は、暗号化され
ていない通信やレポートに表示される可能性があります。
• モノのグループ名にコロン文字 (:) を使用しないでください。他の AWS IoT サービスではコロン文字が
区切り文字として使用されているため、モノのグループ名を含む文字列が誤って解析される可能性があ
ります。
モノの静的グループの詳細については、「モノの静的グループ (p. 275)」を参照してください。
この例では、倉庫内の気温が華氏 60 度を超えるすべての部屋を含む動的なグループを作成します。温度
が 61 度以上になった部屋は、RoomTooWarm 動的モノグループに追加されます。RoomTooWarm 動的モ
ノグループのすべての部屋では、冷却ファンがオンになります。温度が 60 度以下に下がった部屋は、動
的なモノのグループから削除され、ファンはオフになります。

モノの動的グループを作成する
モノの動的グループを作成するには CreateDynamicThingGroup コマンドを使用します。熱すぎる部屋の
シナリオ用に動的なモノのグループを作成するには、create-dynamic-thing-group CLI コマンドを使用しま
す。
$ aws iot create-dynamic-thing-group --thing-group-name "RoomTooWarm" --query-string
"attributes.temperature>60"

Note
モノの動的グループ名に個人を特定できる情報を使用することはお勧めしません。
CreateDynamicThingGroup コマンドは、次のように、インデックス名、クエリ文字列、クエリバージョ
ン、モノのグループ名、モノのグループ ID、モノのグループの Amazon リソースネーム (ARN) が含まれ
ているレスポンスを返します。
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{

}

"indexName": "AWS_Things",
"queryVersion": "2017-09-30",
"thingGroupName": "RoomTooWarm",
"thingGroupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/RoomTooWarm",
"queryString": "attributes.temperature>60\n",
"thingGroupId": "abcdefgh12345678ijklmnop12345678qrstuvwx"

モノの動的グループの作成は即時には行われません。モノの動的グループのバックフィルは完了するまで
に時間がかかります。モノの動的グループが作成されると、そのグループの状態は BUILDING に設定され
ます。バックフィルが完了すると、ステータスは ACTIVE に変わります。モノの動的グループのステータ
スを確認するには DescribeThingGroup コマンドを使用します。

モノの動的グループを記述する
モノの動的グループに関する情報を取得するには DescribeThingGroup コマンドを使用します。
$ aws iot describe-thing-group --thing-group-name "RoomTooWarm"

DescribeThingGroup コマンドは、指定されたグループに関する情報を返します。
{

}

"status": "ACTIVE",
"indexName": "AWS_Things",
"thingGroupName": "RoomTooWarm",
"thingGroupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/RoomTooWarm",
"queryString": "attributes.temperature>60\n",
"version": 1,
"thingGroupMetadata": {
"creationDate": 1548716921.289
},
"thingGroupProperties": {},
"queryVersion": "2017-09-30",
"thingGroupId": "84dd9b5b-2b98-4c65-84e4-be0e1ecf4fd8"

モノの動的グループに対して DescribeThingGroup を実行すると、モノの動的グループに固有の属性
(queryString やステータスなど) が返されます。
モノの動的グループのステータスは次のいずれかの値です。
ACTIVE
モノの動的グループは使用する準備ができています。
BUILDING
モノの動的グループは作成中であり、モノのメンバーシップが処理中です。
REBUILDING
モノの動的グループは、グループの検索クエリの調整が済んで、メンバーシップが更新中です。

Note
モノの動的グループを作成した後は、そのステータスに関係なくそのグループを使用できます。
ステータスが ACTIVE であるモノの動的グループには、そのモノの動的グループの検索クエリに
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一致するすべてモノが含まれています。ステータスが BUILDING または REBUILDING であるモ
ノの動的グループには、検索クエリに一致するモノがすべて含まれているとは限りません。

モノの動的グループを更新する
モノの動的グループの属性 (グループの検索クエリなど) を更新するには UpdateDynamicThingGroup コマ
ンドを使用します。次のコマンドは、モノのグループの説明とクエリ文字列を更新し、メンバーの条件を
65 度を超える温度に変更します。
$ aws iot update-dynamic-thing-group --thing-group-name "RoomTooWarm" --thing-groupproperties "thingGroupDescription=\"This thing group contains rooms warmer than 65F.\"" -query-string "attributes.temperature>65"

UpdateDynamicThingGroup コマンドは、更新後にグループのバージョン番号を含むレスポンスを返しま
す。
{
}

"version": 2

モノの動的グループの更新は即時には行われません。モノの動的グループのバックフィルは完了するま
でに時間がかかります。モノの動的グループが更新されてグループのメンバーシップが更新されている
間は、グループのステータスは REBUILDING に変わります。バックフィルが完了すると、ステータスは
ACTIVE に変わります。モノの動的グループのステータスを確認するには DescribeThingGroup コマンド
を使用します。

モノの動的グループを削除する
モノの動的グループを削除するには DeleteDynamicThingGroup コマンドを使用します。
$ aws iot delete-dynamic-thing-group --thing-group-name "RoomTooWarm"

DeleteDynamicThingGroup コマンドでは、出力が生成されません。
クラウド内のレコードが更新されている間は、モノが属しているグループを示すコマンド
(ListGroupsForThing など) で、そのグループが表示され続けることがあります。

制限事項と競合
モノの動的グループでは、モノの静的グループと次の制限が共有されます。
• モノのグループが持つことのできる属性の数は、限られています。
• モノが属することができるグループの最大数は、限られています。
• モノのグループの名前を変更することはできません。
• モノのグループ名には、û、é、ñ などの国際文字を含めることはできません。
モノの動的グループを使用する際には以下の点に注意してください。

フリートインデックス作成サービスが有効になっている必要があ
ります。
モノの動的グループを作成および使用する前に、フリートインデックス作成サービスが有効になってい
て、フリートインデックス作成のバックフィルが完了している必要があります。フリートインデックス作
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成サービスを有効にした後に、時間の余裕を想定しておく必要があります。バックフィルが完了するまで
に時間がかかることがあります。登録済みのモノの数が多いほど、バックフィルプロセスにかかる時間は
長くなります。フリートインデックス作成サービスをモノの動的グループに対して有効にした後は、モノ
の動的グループをすべて削除するまでは無効にできません。

Note
フリートインデックスに対してクエリを実行するアクセス許可があるユーザーは、フリート全体
でモノのデータにアクセスできます。

モノの動的グループの数が限られている
動的グループの数は限られています。

コマンドが成功するとエラーをログに記録できる
モノの動的グループを作成または更新するときに、モノの動的グループに追加する対象となる可能性があ
るが、まだ追加されていないモノが存在する可能性があります。ただし、モノの動的グループを作成また
は更新するコマンドは、エラーをログに記録してAddThingToDynamicThingGroupsFailed メトリク
ス (p. 447)を生成しているときでも成功します。
対象となるモノをモノの動的グループに追加できない場合、またはモノを別のグループに追加するために
モノが動的グループから削除された場合、モノごとに CloudWatch ログのエラーログエントリが作成され
ます。モノを動的グループに追加できない場合も、AddThingToDynamicThingGroupsFailed メトリ
クス (p. 447)が作成されますが、1 つのメトリクスが複数のログエントリを表していることもあります。
モノがモノの動的グループに追加される対象になると、次のことが考慮されます。
• 既に最大限のグループに追加されていますか? (「制限」を参照してください)
• いいえ: モノはモノの動的グループに追加されます。
• はい: モノはモノの動的グループのメンバーですか?
• いいえ: モノをモノの動的グループに追加することはできず、エラーがログに記録さ
れ、AddThingToDynamicThingGroupsFailed メトリクス (p. 447)が生成されます。
• はい: 参加するモノの動的グループは、そのモノが既にメンバーになっているモノの動的グループよ
りも古いものですか?
• いいえ: モノをモノの動的グループに追加することはできず、エラーがログに記録さ
れ、AddThingToDynamicThingGroupsFailed メトリクス (p. 447)が生成されます。
• はい: メンバーとなっている最新のモノの動的グループからモノを削除して、エラーをログに記録
し、モノをモノの動的グループに追加します。これにより、モノが削除されたモノの動的グルー
プのエラーと AddThingToDynamicThingGroupsFailedメトリクス (p. 447)が生成されま
す。
モノの動的グループ内のモノが検索クエリに一致しなくなると、モノの動的グループから削除されます。
同様に、モノが更新されてモノの動的グループの検索クエリを満たすようになると、前述のようにそのモ
ノがそのグループに追加されます。このような追加と削除は正常であり、エラーログエントリは生成され
ません。

overrideDynamicGroups が有効になっている場合は、静的グ
ループの方が動的グループより優先されます。
モノが属することができるグループの最大数は、限られています。AddThingToThingGroup また
は UpdateThingGroupsForThing コマンドを使用してモノのメンバーシップを更新した場合、-overrideDynamicGroups パラメータを追加するとモノの動的グループよりモノの静的グループの方が
優先されます。
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モノをモノの静的グループに追加する場合、次のことが考慮されます。
• モノは既にグループの最大数に属していますか?
• いいえ: モノがモノの静的グループに追加されます。
• はい: モノは動的グループに属していますか?
• いいえ: モノをモノのグループに追加することができません。コマンドにより例外が発生します。
• はい: --overrideDynamicGroups は有効になっていましたか?
• いいえ: モノをモノのグループに追加することができません。コマンドにより例外が発生します。
• はい: モノは最も新しく作成されたモノの動的グループから削除されて、エラーがログに記録さ
れ、モノが削除されたモノの動的グループのAddThingToDynamicThingGroupsFailed メト
リクス (p. 447)が生成されます。その後、モノがモノの静的グループに追加されます。

作成日時が古いモノの動的グループの方が優先されます。
モノが属することができるグループの最大数は、限られています。作成操作または更新操作によってモノ
がモノの動的グループに追加される対象となり、そのモノが既に最大限のグループに属している場合は、
別のモノの動的グループから削除するとこの追加を有効にすることができます。この動作の詳細について
は、「コマンドが成功するとエラーをログに記録できる (p. 288)」と「overrideDynamicGroups が有
効になっている場合は、静的グループの方が動的グループより優先されます。 (p. 288)」で例を参照して
ください。
モノがモノの動的グループから削除されると、エラーがログに記録され、イベントが発生します。

モノの動的グループにポリシーを適用することはできません。
モノの動的グループにポリシーを適用しようとすると、例外が生成されます。

モノの動的グループのメンバーシップには結果整合性がありま
す。
レジストリでは、モノの最終的な状態のみが評価されます。複数の状態が急速に更新された場合、中間の
状態はスキップされることがあります。ルールまたはジョブを、メンバーシップが中間的な状態に応じて
変化するモノの動的グループと関連付けないでください。
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AWS IoT リソースのタグ付け
モノのグループ、モノのタイプ、トピックルール、ジョブ、スケジュールによる監査、およびセキュリ
ティプロファイルを管理および整理しやすくするために、これらのリソースのそれぞれにタグという形式
で独自のメタデータをオプションで割り当てることができます。このセクションでは、タグとその作成方
法について説明します。
モノに関連するコストを管理しやすくするために、モノが含まれる請求グループ (p. 293)を作成できま
す。その後、その請求グループそれぞれに、メタデータが含まれているタグを割り当てることができま
す。このセクションでは、請求グループ、および請求グループの作成および管理に使用できるコマンドに
ついても説明します。

タグの基本
タグを使用すると、AWS IoT リソースをさまざまな方法 (目的、所有者、環境など) で分類することができ
ます。同じ型のリソースが多い場合に役立ちます。割り当てたタグに基づいて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値で構成され、どちらもユーザーが定義します。た
とえば、デバイスをタイプ別に追跡しやすくするために、モノのタイプに対して一連のタグを定義できま
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。一貫性のあ
るタグキーセットを使用することで、リソースの管理が容易になります。
追加または適用したタグに基づいて、リソースを検索およびフィルター処理できます。また、請求グルー
プタグを使用して、コストを分類および追跡することもできます。また、「IAM ポリシーでのタグの使
用 (p. 291)」で説明しているように、タグを使用してリソースへのアクセスを制御することもできます。
使いやすいように、AWS マネジメントコンソールのタグエディタでは、統一された方法で一元的にタグを
作成および管理できます。詳細については、AWS マネジメントコンソールの使用のタグエディタの使用を
参照してください。
また、AWS CLI および AWS IoT API を使用してタグを操作することもできます。モノのグループ、モノ
のタイプ、トピックルール、ジョブ、セキュリティプロファイル、ポリシー、および請求グループの作成
時に、以下のコマンドで Tags フィールドを使用してタグを関連付けることができます。
• CreateBillingGroup
• CreateDestination
• CreateDeviceProfile
• CreateDynamicThingGroup
• CreateJob
• CreateOTAUpdate
• CreatePolicy
•
•
•
•
•

CreateScheduledAudit
CreateSecurityProfile
CreateServiceProfile
CreateStream
CreateThingGroup

•
•
•
•

CreateThingType
CreateTopicRule
CreateWirelessGateway
CreateWirelessDevice
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以下のコマンドを使用して、タグ付けがサポートされている既存のリソースに対してタグを追加、変更、
または削除できます。
• TagResource
• ListTagsForResource
• UntagResource
タグのキーと値は編集でき、タグはリソースからいつでも削除できます。タグの値を空の文字列に設定す
ることはできますが、タグの値を null に設定することはできません。特定のリソースについて既存のタグ
と同じキーを持つタグを追加した場合、古い値は新しい値によって上書きされます。リソースを削除する
と、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。

タグの制約と制限
タグには以下のような基本制限があります。
• リソースあたりのタグの最大数: 50
• キーの最大長: 127 文字 (Unicode) (UTF-8)
• 値の最大長: 255 文字 (Unicode) (UTF-8)
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• タグの名前または値に「aws:」プレフィックスは使用しないでください。AWS の利用のために予約さ
れています。このプレフィックスが含まれるタグの名前または値は編集または削除できません。このプ
レフィックスを持つタグは、リソースあたりのタグ数の制限にはカウントされません。
• 複数のサービス間およびリソース間でタグ付けスキーマを使用する場合、他のサービスでも許可される
文字に制限が適用されることがあるため注意ください。使用できる文字は、UTF-8 で表現できる文字、
スペース、および数字と、特殊文字 +、-、=、.、_、:、/、@ です。

IAM ポリシーでのタグの使用
AWS IoT API アクションに対して使用する IAM ポリシーで、タグベースのリソースレベルアクセス許可
を適用することができます。これにより、ユーザーがどのリソースを作成、変更、または使用できるかを
制御しやすくなります。IAM ポリシーの以下の条件コンテキストのキーと値とともに Condition 要素
(Condition ブロックとも呼ばれる) を使用して、リソースのタグに基づいてユーザーアクセス (アクセス
許可) を制御できます。
• 特定のタグを持つリソースに対してユーザーアクションを許可または拒否するに
は、aws:ResourceTag/tag-key: tag-value を使用します。
• タグが許可されているリソースを作成または変更する API リクエストを作成する場合に、特定のタグ
が使用されている (または、使用されていない) ことを要求するには、aws:RequestTag/tag-key:
tag-value を使用します。
• タグが許可されているリソースを作成または変更する API リクエストを作成する場合に、特定の一連
のタグが使用されている (または、使用されていない) ことを要求するには、aws:TagKeys: [tagkey, ...] を使用します。

Note
IAM ポリシーの条件コンテキストのキーと値は、タグ付け可能なリソースの ID が必須パラメータ
である AWS IoT アクションにのみ適用されます。例えば、DescribeEndpoint を使用しても、こ
のリクエストではタグ付け可能なリソース (モノのグループ、モノのタイプ、トピックルール、
ジョブ、またはセキュリティプロファイル) が参照されていないため、条件コンテキストのキーと
値に基づいて許可または拒否されることはありません。AWS IoTタグ付け可能なリソースとそれ
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らがサポートする条件キーについての詳細は、AWS IoT用
参照してください。

アクション、リソース、条件キーを

タグの使用の詳細については、[AWS Identity and Access ManagementUser Guide](ユーザーガイド)の
[Controlling Access Using Tags](タグを使用したアクセスの制御)を参照してください。そのガイドの[IAM
JSON Policy Reference](IAM JSON ポリシーリファレンス)セクションには、IAM での JSON ポリシーの
要素、変数、および評価ロジックの詳細な構文、説明、および例が記載されています。
次のポリシー例では、ThingGroup アクションにタグベースの 2 つの制約が適用されています。このポリ
シーによって制限されている IAM ユーザー
• モノグループにタグ「env=prod」を作成する事はできません (この例の"aws:RequestTag/env" :
"prod"の行を参照)。
• 既存のタグ "env=prod" を持つモノグループに対しては、変更またはアクセスできません (この例の
"aws:ResourceTag/env" : "prod" の行を参照)。

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": "iot:CreateThingGroup",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/env": "prod"
}
}
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iot:CreateThingGroup",
"iot:DeleteThingGroup",
"iot:DescribeThingGroup",
"iot:UpdateThingGroup"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/env": "prod"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:CreateThingGroup",
"iot:DeleteThingGroup",
"iot:DescribeThingGroup",
"iot:UpdateThingGroup"
],
"Resource": "*"
}
]

次のように、タグ値を1 つのリストとして指定して、1 つのタグキーに対して複数のタグ値を指定するこ
ともできます。
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"StringEquals" : {
"aws:ResourceTag/env" : ["dev", "test"]
}

Note
タグに基づい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ことを明示的に拒否することを検討する必
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。

請求グループ
AWS IoT では、個々のモノにタグを直接適用することはできませんが、モノを請求グループに配置して、
そのグループにタグを適用することができます。AWS IoT では、タグに基づいたコスト配分と使用状況
データは、請求グループだけに制限されています。
AWS IoT Coreワイヤレスデバイスやゲートウェイなどの for LoRaWAN リソースは、請求グループに追加
できません。ただし、これらは AWS IoT モノに関連付けることができ、これを請求グループに追加するこ
とはできます。
以下のコマンド使用できます。
• AddThingToBillingGroup は、モノを請求グループに追加します。
• CreateBillingGroup は請求グループを作成します。
• DeleteBillingGroup は請求グループを削除します。
• DescribeBillingGroup は請求グループに関する情報を返します。
• ListBillingGroups は作成済みの請求グループをリスト化します。
• ListThingsInBillingGroup 指定された請求グループにユーザーが追加したモノをリスト化します。
• RemoveThingFromBillingGroup は指定されたモノを請求グループから削除します。
• UpdateBillingGroup は請求グループに関する情報を更新します。
• CreateThing を使用すると、モノを作成するときにその請求グループを指定できます。
• DescribeThing は、モノが属する請求グループ (存在する場合) も含めて、モノの説明を返します。
AWS IoT Wireless API は、ワイヤレスデバイスとゲートウェイを AWS IoT モノに関連付けるためのこれ
らのアクションを提供します。
• AssociateWirelessDeviceWithThing
• AssociateWirelessGatewayWithThing

コスト配分と使用状況データの表示
請求グループタグを使用して、コストを分類および追跡できます。ユーザーが請求グループ (そのグルー
プに含まれているモノ) にタグを適用すると、AWS は使用量とコストをタグ別に集計したカンマ区切り値
(CSV) ファイルとしてコスト配分レポートを作成します。自社のカテゴリ (たとえばコストセンター、アプ
リケーション名、所有者) を表すタグを適用すると、複数のサービスにわたってコストを分類することが
できます。コスト割り当てでのタグの使用の詳細については、「AWS 請求とコスト管理ユーザーガイド」
の「コスト割り当てタグの使用」を参照してください。

Note
使用状況やコストのデータを、請求グループに配置したモノと正確に関連付けるには、各デバイ
スおよびアプリケーションが以下の要件を満たしている必要があります。
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• AWS IoT にモノとして登録されている。詳細については、「AWS IoT によるデバイスの管
理 (p. 268)」を参照してください。
• モノの名前だけをクライアント ID として使用して MQTT 経由で AWS IoT メッセージブロー
カーに接続します。詳細については、「the section called “デバイス通信プロトコル” (p. 83)」
を参照してください。
• モノに関連付けられているクライアント証明書を使用して認証されている。
請求グループでは (請求グループと関連付けられているモノのアクティビティに基づいて) 以下の価格ディ
メンションを利用できます。
• 接続 (接続するクライアント ID として使用されたモノの名前に基づく)。
• メッセージング (モノからのインバウンドメッセージおよびモノへのアウトバウンドメッセージに基づ
く。MQTT のみ)。
• シャドウオペレーション (シャドウ更新をトリガーしたメッセージの発信元のモノに基づく)。
• トリガーされたルール (インバウンドメッセージがルールをトリガーしたモノに基づく。MQTT のライ
フサイクルイベントによってトリガーされたルールには適用されない)。
• モノのインデックス更新 (インデックスに追加されたモノに基づく)。
• リモートアクション (モノの更新に基づく)。
• 検出 (p. 993) レポート (アクティビティが報告されたモノに基づく)。
タグに基づく (および、請求グループに対してレポートされた) コストと使用状況のデータには、以下のア
クティビティは反映されません。
• デバイスレジストリオペレーション (モノ、モノのグループ、モノのタイプの更新を含む)。詳細につい
ては、AWS IoT によるデバイスの管理 (p. 268) を参照してください。)
• モノのグループインデックス更新 (モノのグループを追加した場合)。
• インデックス検索クエリ。
• デバイスプロビジョニング (p. 805).
• Audit (p. 931) レポート。
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AWS IoT 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して説明しています。
• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで 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 に適用され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 – お客様の責任は、使用する AWS のサービスに応じて判断されます。ま
た、お客様は、お客様のデータの機密性、企業の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要
因についても責任を担います。
このドキュメントは、 を使用する際に共有責任モデルを適用する方法を理解するのに役立ちますAWS IoT
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 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 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 のセキュリティ (p. 295)
• 認証 (p. 296)
• 認証 (p. 333)
• AWS IoT Core でのデータ保護 (p. 384)
• AWS IoT のためのアイデンティティおよびアクセス管理 (p. 387)
• ロギングとモニタリング (p. 424)
• AWS IoT Core のコンプライアンス検証 (p. 425)
• AWS IoT Core の耐障害性 (p. 426)
• AWS IoT Core とインターフェイス VPC エンドポイントの使用 (p. 426)
• AWS IoT でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 429)
• AWS IoT Core を使用した実稼働フリートまたはデバイスのセキュリティモニタリング (p. 429)
• AWS IoT Coreでのセキュリティのベストプラクティス (p. 430)
• AWS のトレーニングと認定 (p. 435)

AWS IoT のセキュリティ
接続された各デバイスまたはクライアントには、AWS IoT と対話する認証情報が必要です。AWS IoT で送
受信されるすべてのトラフィックは Transport Layer Security (TLS) を介して安全に送信されます。AWS
クラウドのセキュリティメカニズムは、データが AWS IoT、およびその他の AWS のサービスの間を行き
来する際に保護します。
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• AWS IoT では、デバイスの認証情報 (X.509 証明書、AWS 認証情報、Amazon Cognito アイデンティ
ティ、フェデレーティッドアイデンティティ、またはカスタム認証トークン) とポリシーを管理する責
任があります。詳細については、「AWS IoT のキーの管理 (p. 386)」を参照してください。また、各
デバイスへの一意の ID の割り当て、各デバイスまたはデバイスグループに対するアクセス許可の管理も
担当します。
• デバイスは、セキュリティで保護された TLS 接続を介して X.509 証明書または Amazon Cognito ID を
使用して AWS IoT に接続します。研究および開発中、および API コールを行うか WebSockets を使用
する一部のアプリケーション用に、IAM ユーザーとグループ、またはカスタム認証トークンを使用して
認証することもできます。詳細については、「IAM ユーザー、グループ、ロール (p. 320)」を参照して
ください。
• AWS IoT 認証を使用する場合、メッセージブローカーは、デバイスの認証、デバイスデータの安全な取
り込み、 AWS IoT ポリシーを使用してデバイスに対して指定したアクセス許可の付与または拒否を行い
ます。
• カスタム認証を使用する場合、カスタム認証は、デバイスの認証と、AWS IoT または IAM ポリシーを使
用してデバイスに対して指定したアクセス許可の付与または拒否を担当します。
• AWS IoT ルールエンジンは、定義されたルールに従って、他のデバイスまたは他の AWS のサービスに
デバイスデータを転送します。AWS Identity and Access Management を使用して、その最終的な送信先
にデータを安全に転送します。詳細については、「AWS IoT のためのアイデンティティおよびアクセス
管理 (p. 387)」を参照してください。

認証
認証は、クライアントまたはサーバーの ID を確認するメカニズムです。サーバー認証は、デバイスまたは
他のクライアントが実際の AWS IoT エンドポイントと通信していることを確認するプロセスです。クライ
アント認証は、デバイスまたは他のクライアントが AWS IoT で自身を認証するプロセスです。

AWS のトレーニングと認定
次のコースを受講して、AWS IoT の認証について学習してください: 「Deep Dive into AWS IoT
Authentication and Authorization」。

X.509 証明書の概要
X.509 証明書は、X.509 パブリックキーインフラストラクチャ規格を使用して、パブリックキーと証明書
内の ID を関連付けるための、デジタル証明書です。X.509 証明書は、認証機関 (CA) と呼ばれる信頼済み
エンティティによって発行されます。CA は、CA 証明書と呼ばれる 1 つ以上の特別な証明書を管理してお
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り、この証明書は X.509 証明書を発行するために使用されます。認証機関にのみ CA 証明書に対するアク
セス許可があります。X.509 証明書チェーンは、クライアントによるサーバー認証とサーバーによるクラ
イアント認証の両方に使用されます。

サーバー認証
デバイスまたは他のクライアントが AWS IoT Core に接続を試みると、AWS IoT Core サーバーはデバ
イスがサーバーを認証するために使用する X.509 証明書を送信します。認証は、X.509 証明書チェー
ン (p. 300)の検証により TLS レイヤーで行われます。これは、HTTPS URL にアクセスしたときにブ
ラウザで使用される方法と同じです。独自の認証機関からの証明書を使用する場合は、「CA 証明書の管
理 (p. 304)」を参照してください。
デバイスまたは他のクライアントが AWS IoT Core エンドポイントへの TLS 接続を確立すると、AWS IoT
Core はデバイスが AWS IoT Core を偽装する別のサーバーではなく AWS IoT Core と通信していること
を確認するために使用する証明書チェーンを提示します。表示されるチェーンは、デバイスが接続してい
るエンドポイントのタイプと、TLS ハンドシェイク中にクライアントと AWS IoT Core がネゴシエートし
た暗号スイート (p. 385)の組み合わせによって異なります。

エンドポイントタイプ
AWS IoT Core は、iot:Data と iot:Data-ATS の 2 つの異なるデータエンドポイントタイプをサポー
トしています。iot:Data エンドポイントは、VerVeriSign Class 3 Public Primary G5 Root CA 証明書に
よって署名された証明書を提供します。iot:Data-ATS エンドポイントは、Amazon Trust Services CA
によって署名されたサーバー証明書を提供します。
ATS エンドポイントによって提示された証明書は、Starfield によってクロス署名されています。一部の
TLS クライアント実装では、信頼のルートを検証する必要があり、Starfield CA 証明書がクライアントの
信頼ストアにインストールされている必要があります。

Warning
証明書全体（発行者名など）をハッシュする証明書固定方法を使用することはお勧めしません。
これは、提供する ATS 証明書が Starfield によってクロス署名され、発行者名が異なるため、証
明書の検証に失敗するためです。
デバイスが Symantec または Verisign CA 証明書を必要としない限り、iot:Data-ATS エンドポイントを
使用します。Symantec および Verisign 証明書は廃止され、ほとんどのウェブブラウザでサポートされな
くなりました。
describe-endpoint コマンドを使用して ATS エンドポイントを作成できます。
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS

この describe-endpoint コマンドは、次の形式でエンドポイントを返します。
account-specific-prefix.iot.your-region.amazonaws.com

describe-endpoint が初めて呼び出されると、エンドポイントが作成されます。以降の describeendpoint への呼び出しはすべて、同じエンドポイントを返します。
下位互換性のために、AWS IoT Core は引き続き Symantec のエンドポイントをサポートします。詳細に
ついては、「AWS IoT Core による Symantec 認証局が今後信頼されなくなることに伴う問題への対応方
法」を参照してください。ATS エンドポイントで動作しているデバイスは、同じアカウントの Symantec
エンドポイントで動作しているデバイスと完全に相互運用性を備えているため、どのような再登録も必要
ありません。
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Note
iot:Data-ATS コンソールに AWS IoT Core エンドポイントを表示するには、[設定] を選択
します。コンソールには iot:Data-ATS エンドポイントのみが表示されます。デフォルトで
は、describe-endpoint コマンドは下位互換性のために iot:Data エンドポイントを表示し
ます。iot:Data-ATS エンドポイントを表示するには、前の例のように --endpointType パラ
メータを指定します。

IotDataPlaneClient SDK for Java を使用した AWS の作成
デフォルトでは、AWS SDK for Java - バージョン 2 では、IotDataPlaneClient エンドポイントを使用
して iot:Data が作成されます。iot:Data-ATS エンドポイントを使用するクライアントを作成するに
は、以下を実行する必要があります。
• DescribeEndpoint API を使用して iot:Data-ATS エンドポイントを作成します。
• IotDataPlaneClient を作成するときに、そのエンドポイントを指定します。
次の例では、これらのオペレーションの両方を実行します。
public void setup() throws Exception {
IotClient client =
IotClient.builder().credentialsProvider(CREDENTIALS_PROVIDER_CHAIN).region(Region.US_EAST_1).build();
String endpoint = client.describeEndpoint(r -> r.endpointType("iot:DataATS")).endpointAddress();
iot = IotDataPlaneClient.builder()
.credentialsProvider(CREDENTIALS_PROVIDER_CHAIN)
.endpointOverride(URI.create("https://" + endpoint))
.region(Region.US_EAST_1)
.build();
}

サーバー認証用の CA 証明書
使用しているデータエンドポイントのタイプとネゴシエートした暗号スイートに応じて、AWS IoT Core
サーバー認証証明書は次のルート CA 証明書のいずれかによって署名されます。
VeriSign エンドポイント (レガシー)
• RSA 2048 ビットキー: VeriSign クラス 3 Public Primary G5 ルート CA 証明書
Amazon Trust Services エンドポイント (推奨)

Note
場合によって、以下のリンクを右クリックし、[Save link as...] (名前を付けてリンク先を保存) を
選択して、これらの証明書をファイルとして保存する必要があります。
• RSA 2048 ビットキー: Amazon Root CA 1。
• RSA 4096 ビットキー: Amazon Root CA 2。将来の利用のために予約されています。
• ECC 256 ビットキー: Amazon Root CA 3。
• ECC 384 ビットキー: Amazon Root CA 4。将来の利用のために予約されています。
これらの証明書はすべて、 Starfield ルート CA 証明書によってクロス署名されています。アジアパシ
フィック (ムンバイ) リージョンの AWS IoT Core の 2018 年 5 月 9 日の立ち上げにより開始されたすべて
の新しい AWS IoT Core リージョンは、ATS 証明書のみを提供します。
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サーバー認証のガイドライン
AWS IoT Core サーバー認証証明書を検証するデバイスの機能に影響を与える可能性のある多くの変数が
あります。たとえば、デバイスのメモリ制限が大きすぎてルート CA 証明書をすべて保持できない場合
や、デバイスが証明書検証の標準以外の方法を実装している場合があります。これらの理由から、次のガ
イドラインに従うことをお勧めします。
• ATS エンドポイントを使用して、サポートされているすべての Amazon Root CA 証明書をインストール
することをお勧めします。
• これらの証明書をすべてデバイスに保存できず、デバイスが ECC ベースの検証を使用していない場合
は、Amazon Root CA 3 および Amazon Root CA 4 ECC 証明書を省略できます。デバイスが RSA ベー
スの証明書検証を実装していない場合は、Amazon Root CA 1 および Amazon Root CA 2 RSA 証明書を
省略できます。場合によって、以下のリンクを右クリックし、[Save link as... (名前を付けてリンク先を
保存)] を選択して、これらの証明書をファイルとして保存する必要があります。
• ATS エンドポイントに接続するときにサーバー証明書の検証の問題が発生した場合は、関連するクロス
署名付き Amazon ルート CA 証明書を信頼ストアに追加してみてください。場合によって、以下のリン
クを右クリックし、[Save link as... (名前を付けてリンク先を保存)] を選択して、これらの証明書をファ
イルとして保存する必要があります。
• 相互署名済み Amazon Root CA 1
• 相互署名済みの Amazon Root CA 2 - 将来の使用のために予約済みです。
• 相互署名済み Amazon Root CA 3
• 相互署名済みの Amazon Root CA 4 - 将来の使用のために予約済みです。
• サーバー証明書の検証の問題が発生した場合は、デバイスがルート CA を明示的に信頼する必要がある
可能性があります。Starfield Root CA Certificate を信頼ストアに追加してみてください。
• 上記の手順を実行しても問題が解決しない場合は、AWS デベロッパーサポートにお問い合わせくださ
い。

Note
CA 証明書には有効期限があり、その後、サーバー証明書の検証には使用できません。有効期限
が切れる前に CA 証明書を交換する必要がある場合があります。すべてのデバイスまたはクライ
アントにインストールされているルート CA 証明書をアップデートして、進行中の接続を安全に
し、セキュリティベストプラクティスを最新の状態に保つ必要があります。

Note
デバイスコードで AWS IoT Core に接続するときは、接続に使用している API に証明書を渡し
ます。使用する API は SDK によって異なります。詳細については、「AWS IoT Core デバイス
SDK (p. 1303)」を参照してください。

クライアント認証
AWS IoT では、デバイスまたはクライアント認証用に 3 種類の ID プリンシパルがサポートされていま
す。
• X.509 クライアント証明書 (p. 300)
• IAM ユーザー、グループ、ロール (p. 320)
• Amazon Cognito ID (p. 321)
これらの ID は、デバイス、モバイル、ウェブ、またはデスクトップアプリケーションで使用できま
す。AWS IoT コマンドラインインターフェイス (CLI) コマンドを入力するユーザーでも使用できます。
通常、AWS IoT デバイスは X.509 証明書を使用し、モバイルアプリケーションは Amazon Cognito ID
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を使用します。ウェブアプリケーションとデスクトップアプリケーションでは、IAM またはフェデレー
テッドアイデンティティを使用します。AWS CLI コマンドは IAM を使用します。IAM ID の詳細について
は、AWS IoT のためのアイデンティティおよびアクセス管理 (p. 387) を参照してください。

X.509 クライアント証明書
X.509 証明書には、AWS IoT でクライアントとデバイスの接続を認証する機能があります。クライアント
が AWS IoT と通信できるようにするには、クライアント証明書を AWS IoT に登録する必要があります。
クライアント証明書を同じ AWS リージョン 内の複数の AWS アカウント に登録すると、同じリージョン
内の AWS アカウント 間でデバイスの移動が可能になります。詳細については、「マルチアカウント登録
による複数の AWS アカウント での X.509 クライアント証明書の使用 (p. 301)」を参照してください。
証明書が失効した場合などにきめ細かくクライアント管理アクションを有効にできるように、各デバイス
またはクライアントで一意の証明書を指定することをお勧めします。証明書失効時にオペレーションを円
滑に行うために、デバイスまたはクライアントが証明書のローテーションおよび置換に対応している必要
もあります。
X.509 証明書を使用して複数のデバイスをサポートする方法については、デバイスプロビジョニン
グ (p. 805) を参照して、AWS IoT がサポートするさまざまな証明書管理およびプロビジョニングオプ
ションを確認してください。

AWS IoT は、次のタイプの X.509 クライアント証明書をサポートしています。
• AWS IoT によって生成された X.509 証明書
• AWS IoT に登録された CA によって署名された X.509 証明書。
• AWS IoT に登録されていない CA によって署名された X.509 証明書。
このセクションでは、AWS IoT で X.509 証明書を管理する方法について説明します。AWS IoT コンソー
ルまたは AWS CLI を使用して、次の証明書オペレーションを実行できます。
• AWS IoT クライアント証明書を作成する (p. 302)
• 独自のクライアント証明書を作成する (p. 303)
• クライアント証明書の登録 (p. 310)
• クライアント証明書を有効または無効する (p. 314)
• クライアント証明書の取り消し (p. 316)
これらのオペレーションを実行する AWS CLI コマンドの詳細については、「AWS IoT CLI リファレン
ス」を参照してください。

X.509 クライアント証明書の使用
X.509 証明書は、AWS IoT へのクライアントおよびデバイス接続を認証します。X.509 証明書には、他の
識別および認証メカニズムに比べて、いくつかの利点があります。X.509 証明書では、非対称キーをデバ
イスで使用できます。たとえば、プライベートキーをデバイス上の安全なストレージに書き込むと、デバ
イスから機密の暗号化情報が持ち出されることがないようにすることができます。X.509 証明書により、
ユーザー名とパスワード、ベアラートークンなどの他のスキーマよりも、強力なクライアント認証が可能
になります。これは、プライベートキーがデバイスから持ち出されることがないためです。
AWS IoT では、TLS プロトコルのクライアント認証モードを使用してクライアント証明書を認証しま
す。TLS サポートは、多くのプログラミング言語とオペレーティングシステムに対応しており、データ
の暗号化に一般に使用されます。AWS IoT では、TLS クライアント認証時に X.509 クライアント証明書
をリクエストし、証明書のレジストリに対して証明書のステータスと AWS アカウント を検証します。
続いて、証明書に含まれるパブリックキーに対応するプライベートキーの所有権の証明として、クライア
ントにチャレンジを送ります。AWS IoT では、クライアントが Server Name Indication (SNI) 拡張機能を
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Transport Layer Security (TLS) プロトコルに送信する必要があります。SNI 拡張機能の設定の詳細につい
ては、「AWS IoT でのトランスポートセキュリティ (p. 385)」を参照してください。
X.509 証明書は、信頼された証明機関 (CA) に対して検証できます。Amazon ルート CA を使用するクライ
アント証明書を作成し、別の CA によって署名された独自のクライアント証明書を使用できます。独自の
X.509 証明書の使用の詳細については、「独自のクライアント証明書を作成する (p. 303)」を参照してく
ださい。
CA 証明書によって署名された証明書の有効期限が切れる日付と時刻は、証明書の作成時に設定されま
す。AWS IoT によって生成された X.509 証明書の有効期限は、2049 年 12 月 31 日の午前 0 時 (UTC)
(2049-12-31T23:59:59Z) に切れます。AWS IoT コンソールを使用して Amazon ルート CA を使用する証明
書を作成する方法の詳細については、「AWS IoT クライアント証明書を作成する (p. 302)」を参照して
ください。

マルチアカウント登録による複数の AWS アカウント での X.509 クライアント証
明書の使用
マルチアカウント登録により、同じリージョン内、または異なるリージョン内の AWS アカウント 間で、
デバイスの移動が可能になります。実稼働前のアカウントでデバイスを登録、テスト、設定した後、実稼
働アカウントで同じデバイスとデバイス証明書を登録して使用することができます。AWS IoT に登録され
ている CA なしで、デバイスにクライアント証明書またはデバイス証明書を登録することもできます。詳
細については、「登録していない CA によって署名したクライアント証明書を登録する (CLI) (p. 312)」
を参照してください。

Note
マルチアカウント登録に使用される証明書は、iot:Data-ATS、iot:Data (レガ
シー)、iot:Jobs、および iot:CredentialProvider エンドポイントタイプでサポートされ
ています。AWS IoT デバイスエンドポイントの詳細については、「AWS IoT デバイスデータと
サービスエンドポイント (p. 80)」を参照してください。
マルチアカウント登録を使用するデバイスは、AWS IoT に接続するときに、Server Name Indication (SNI)
拡張を Transport Layer Security (TLS) プロトコルに送信し、host_name フィールドに完全なエンドポイ
ントアドレスを提供する必要があります。AWS IoT は host_name のエンドポイントアドレスを使用して
接続を正しい AWS IoT アカウントにルーティングします。host_name で有効なエンドポイントアドレス
を送信しなかった既存デバイスは、引き続き動作しますが、この情報を必要とする機能を使用することは
できません。SNI 拡張の詳細と、 host_name フィールドのエンドポイントアドレスを特定する方法につ
いては、「AWS IoT でのトランスポートセキュリティ (p. 385)」を参照してください。

マルチアカウント登録を使用するには
1.

CA を指定してデバイス証明書を登録することができます。署名 CA を SNI_ONLY モードで複数の
アカウントに登録し、その CA を使用して同じクライアント証明書を複数のアカウントに登録できま
す。詳細については、「SNI_ONLY モードでの CA 証明書の登録 (CLI) (p. 306)」を参照してくださ
い。

2.

デバイス証明書は CA を指定せずに登録することができます。「登録していない CA によって署名し
たクライアント証明書を登録する (CLI) (p. 312)」を参照してください。CA の登録はオプションで
す。デバイス証明書に署名した CA は AWS IoT に登録する必要はありません。

AWS IoT でサポートされている証明書署名アルゴリズム
AWS IoT では、以下の証明書署名アルゴリズムがサポートされています。
• SHA256WITHRSA
• SHA384WITHRSA
• SHA512WITHRSA
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• DSA_WITH_SHA256
• ECDSA-WITH-SHA256
• ECDSA-WITH-SHA384
• ECDSA-WITH-SHA512

AWS IoT クライアント証明書を作成する
AWS IoT は、Amazon ルート認証局 (CA) によって署名されたクライアント証明書を提供します。
このトピックでは、Amazon ルート認証局によって署名されたクライアント証明書を作成し、証明書ファ
イルをダウンロードする方法について説明します。クライアント証明書ファイルを作成したら、クライア
ントにインストールする必要があります。

Note
AWS IoT によって提供される各 X.509 クライアント証明書は、証明書の作成時に設定された発行
者とサブジェクトの属性を保持します。証明書の属性は、証明書が作成された後にのみイミュー
タブルです。
AWS IoT コンソールまたは AWS CLI を使用して、Amazon ルート認証局によって署名された AWS IoT 証
明書を作成できます。

AWS IoT 証明書の作成 (コンソール)
AWS IoT コンソールを使用して AWS IoT 証明書を作成するには
1.

AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS IoT コンソールを開きます。

2.

左のナビゲーションペインで、[Secure] (安全性) を選択し、[Certificates] (証明書) を選択してから
[Create] (作成) を選択します。

3.

[1-Click 証明書作成 (推奨)] - [証明書の作成] を選択します。

4.

[証明書が作成されました!] ページで、モノ、パブリックキー、およびプライベートキーのクライアン
ト証明書ファイルを安全な場所にダウンロードします。AWS IoT によって生成されたこれらの証明書
は、AWS IoT のサービスでのみ使用できます。
Amazon ルート CA 証明書ファイルも必要であれば、このページにダウンロードできるページへのリ
ンクがあります。

5.

これで、クライアント証明書が作成され、AWS IoT に登録されました。証明書をクライアントで使用
する前に、証明書をアクティブ化する必要があります。
[Activate] (有効化) を選択して、クライアント証明書を今すぐ有効化します。今すぐ証明書をアクティ
ブ化しない場合、クライアント証明書のアクティブ化 (コンソール) (p. 314) に証明書を後でアク
ティブ化する方法の説明があります。

6.

証明書にポリシーをアタッチする場合は、[Attach a policy] (ポリシーをアタッチ) を選択します。
ポリシーを今すぐアタッチしない場合は、[Done] (完了) を選択して完了します。ポリシーは後でア
タッチできます。

手順が完了したら、証明書ファイルをクライアントにインストールします。

AWS IoT 証明書の作成 (CLI)
AWS CLI には、Amazon ルート認証局によって署名されたクライアント証明書を作成する create-keysand-certificate コマンドが用意されています。ただし、このコマンドでは Amazon ルート CA 証明書ファ
イルはダウンロードされません。Amazon ルート CA 証明書ファイルは、 からダウンロードできますサー
バー認証用の CA 証明書 (p. 298)
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このコマンドは、プライベートキー、パブリックキー、および X.509 証明書ファイルを作成し、AWS IoT
で証明書を登録してアクティブ化します。
aws iot create-keys-and-certificate \
--set-as-active \
--certificate-pem-outfile certificate_filename.pem \
--public-key-outfile public_filename.key \
--private-key-outfile private_filename.key

証明書の作成と登録時に証明書を有効化しない場合、このコマンドはプライベートキー、パブリック
キー、および X.509 証明書ファイルを作成し、証明書を登録しますが、有効化しません。クライアント証
明書のアクティブ化 (CLI) (p. 315) では、証明書を後で有効化する方法について説明します。
aws iot create-keys-and-certificate \
--no-set-as-active \
--certificate-pem-outfile certificate_filename.pem \
--public-key-outfile public_filename.key \
--private-key-outfile private_filename.key

証明書ファイルをクライアントにインストールします。

独自のクライアント証明書を作成する
AWS IoT は、任意のルートまたは中間認証局 (CA) によって署名されたクライアント証明書をサポートし
ます。AWS IoT は、証明書の所有権を確認するために CA 証明書を使用します。Amazon の CA ではない
CA によって署名されたデバイス証明書を使用するには、デバイス証明書の所有権を確認できるように、
その CA の証明書を AWS IoT に登録する必要があります。
AWS IoT は、独自の証明書の持ち込み (BYOC) を実現するための複数の方法をサポートしています。
• まず、クライアント証明書の署名に使用する CA を登録し、次に個々のクライアント証明書を登録しま
す。デバイスやクライアントが最初に AWS IoT に接続したときにそのクライアント証明書を登録する
(ジャストインタイムのプロビジョニングとも呼ばれます) 場合、AWS IoT に署名用 CA を登録して自動
登録を有効にする必要があります。
• 署名 CA を登録できない場合は、CA なしでクライアント証明書を登録することを選択できます。CA な
しで登録されたデバイスの場合、AWS IoT への接続時に Server Name Indication (SNI) を提示する必要
があります。

Note
CA を使用してクライアント証明書を登録するには、階層内の他の CA ではなく、AWS IoT に対
して署名 CA を登録する必要があります。

Note
CA 証明書は、リージョン内の 1 つのアカウントでのみ DEFAULT モードで登録できます。CA 証
明書は、リージョン内の複数のアカウントで SNI_ONLY モードで登録できます。
X.509 証明書を使用して複数のデバイスをサポートする方法の詳細については、「デバイスプロビジョニ
ング (p. 805)」を参照して、AWS IoT がサポートするさまざまな証明書管理およびプロビジョニングオ
プションを確認してください。
トピック
• CA 証明書の管理 (p. 304)
• CA 証明書を使用してクライアント証明書を作成する (p. 309)
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CA 証明書の管理
このセクションでは、独自の認証局 (CA) 証明書を管理するための一般的なタスクについて説明します。
AWS IoT で AWS IoT を認識しない CA によって署名されたクライアント証明書を使用している場合は、
認証局 (CA) の登録が必要になることがあります。
クライアントが最初の接続時に AWS IoT にクライアント証明書を自動的に登録する場合は、クライアント
証明書に署名した CA を AWS IoT に登録する必要があります。それ以外の場合は、クライアント証明書に
署名した CA 証明書を登録する必要はありません。

Note
CA 証明書は、リージョン内の 1 つのアカウントでのみ DEFAULT モードで登録できます。CA 証
明書は、リージョン内の複数のアカウントで SNI_ONLY モードで登録できます。
• CA 証明書を作成する (p. 304) (必要な場合)
次の手順で必要な証明書およびキーファイルを作成します。
• CA 証明書の登録 (p. 304)
AWS IoT を使用した CA 証明書の登録
• CA 証明書の非アクティブ化 (p. 308)

CA 証明書を作成する
CA 証明書がない場合は、OpenSSL v1.1.1i ツールを使用して作成できます。

Note
AWS IoT コンソールでは、この手順を実行できません。

OpenSSL v1.1.1i ツールを使用して CA 証明書を作成するには
1.

キーペアを生成します。
openssl genrsa -out root_CA_key_filename.key 2048

2.

キーペアのプライベートキーを使用して CA 証明書を生成します。
openssl req -x509 -new -nodes \
-key root_CA_key_filename.key \
-sha256 -days 1024 \
-out root_CA_cert_filename.pem

CA 証明書の登録
次の手順では、AWS IoT を使用して CA 証明書を登録する方法について説明します。

CA 証明書の登録 (コンソール)
Note
コンソールで CA 証明書を登録するには、[Register CA certificate] (CA 証明書の登録) をコンソー
ルで開始します。

CA 証明書の登録 (CLI)
CA 証明書を DEFAULT モードまたは SNI_ONLY モードで登録できます。CA 証明書の詳細については、
「certificateMode」を参照してください。
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DEFAULT モードでの CA 証明書の登録 (CLI)
続行する前に、コンピュータで次のものが揃っていることを確認してください。
• ルート CA の証明書ファイル (以下 root_CA_cert_filename.pem と表記します)
• ルート CA 証明書のプライベートキーファイル (以下 root_CA_key_filename.key と表記します)
• OpenSSL v1.1.1i またはそれ以降

AWS CLI を使用して CA 証明書を DEFAULT モードで登録するには
1.

get-registration-code を使用して、AWS IoT から登録コードを取得します。プライベートキー検証証
明書の Common Name として使用するために、返された registrationCode を保存します。詳細に
ついては、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「get-registration-code」を参照してください。
aws iot get-registration-code

2.

プライベートキー検証証明書のキーペアを生成します。
openssl genrsa -out verification_cert_key_filename.key 2048

3.

プライベートキー検証証明書の証明書署名リクエスト (CSR) を作成します。証明書の Common Name
フィールドに、registrationCode によって返された get-registration-code を設定します。
openssl req -new \
-key verification_cert_key_filename.key \
-out verification_cert_csr_filename.csr

証明書に関するいくつかの情報 (例: Common Name) の入力を求められます。
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
----Country Name (2 letter code) [AU]:
State or Province Name (full name) []:
Locality Name (for example, city) []:
Organization Name (for example, company) []:
Organizational Unit Name (for example, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:your_registration_code
Email Address []:
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

4.

CSR を使用して、プライベートキー検証証明書を作成します。
openssl x509 -req \
-in verification_cert_csr_filename.csr \
-CA root_CA_cert_filename.pem \
-CAkey root_CA_key_filename.key \
-CAcreateserial \
-out verification_cert_filename.pem \
-days 500 -sha256
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5.

AWS IoT に CA 証明書を登録します。次のように、CA 証明書のファイル名とプライベートキー検証
証明書のファイル名を register-ca-certificate コマンドに渡します。詳細については、「AWS CLI コマ
ンドリファレンス」の「register-ca-certificate」を参照してください。
aws iot register-ca-certificate \
--ca-certificate file://root_CA_cert_filename.pem \
--verification-cert file://verification_cert_filename.pem

成功した場合、このコマンドは certificateId を返します。
6.

この時点で、CA 証明書は AWS IoT に登録されていますが、アクティブではありません。CA 証明書
によって署名されたクライアント証明書を登録できるようにするには、CA 証明書をアクティブにす
る必要があります。
このステップにより CA 証明書がアクティブ化されます。
CA 証明書をアクティブ化するには、次のように update-certificate コマンドを使用します。詳細につ
いては、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「update-certificate」を参照してください。
aws iot update-ca-certificate \
--certificate-id certificateId \
--new-status ACTIVE

CA 証明書のステータスを表示するには、describe-ca-certificate コマンドを使用します。詳細について
は、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「describe-ca-certificate」を参照してください。

SNI_ONLY モードでの CA 証明書の登録 (CLI)
続行する前に、コンピュータで次のものが揃っていることを確認してください。
• ルート CA の証明書ファイル (以下 root_CA_cert_filename.pem と表記します)
• OpenSSL v1.1.1i またはそれ以降

AWS CLI を使用して CA 証明書を SNI_ONLY モードで登録するには
1.

AWS IoT に CA 証明書を登録します。CA 証明書ファイル名を register-ca-certificate コマンドに渡し
ます。詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「register-ca-certificate」を参照して
ください。
aws iot register-ca-certificate \
--ca-certificate file://root_CA_cert_filename.pem \
--certificate-mode SNI_ONLY

2.

成功した場合、このコマンドは certificateId を返します。
この時点で、CA 証明書は AWS IoT に登録されていますが、アクティブではありません。CA 証明書
によって署名されたクライアント証明書を登録できるようにするには、CA 証明書をアクティブにす
る必要があります。
このステップにより CA 証明書がアクティブ化されます。
CA 証明書をアクティブ化するには、次のように update-certificate コマンドを使用します。詳細につ
いては、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「update-certificate」を参照してください。
aws iot update-ca-certificate \
--certificate-id certificateId \
--new-status ACTIVE
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CA 証明書のステータスを表示するには、describe-ca-certificate コマンドを使用します。詳細について
は、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「describe-ca-certificate」を参照してください。

コンソールに CA 証明書を登録するための CA 検証証明書を作成する
Note
この手順は、AWS IoT コンソールから CA 証明書を登録している場合にのみ使用します。
AWS IoT コンソールからこの手順に進んでいない場合は、CA 証明書の登録 の CA 証明書の登録
プロセスをコンソールで開始します。
続行する前に、同じコンピュータで次のものが揃っていることを確認してください :
• ルート CA の証明書ファイル (以下 root_CA_cert_filename.pem と表記します)
• ルート CA 証明書のプライベートキーファイル (以下 root_CA_key_filename.key と表記します)
• OpenSSL v1.1.1i またはそれ以降

コマンドラインインターフェイスを使用して CA 検証証明書を作成し、コンソールに CA 証明書
を登録するには
1.

verification_cert_key_filename.key を作成する検証証明書キーファイルの名前で置き換え
ます。例えば、verification_cert.key。次にこのコマンドを実行して、プライベートキー検証証
明書のキーペア を生成します。
openssl genrsa -out verification_cert_key_filename.key 2048

2.

verification_cert_key_filename.key をステップ 1 で作成したキーファイルの名前で置き換
えます。
verification_cert_csr_filename.csr を作成する証明書署名リクエスト (CSR) ファイルの名
前で置き換えます。例えば、verification_cert.csr です。
このコマンドを実行して、CSR ファイルを作成します。
openssl req -new \
-key verification_cert_key_filename.key \
-out verification_cert_csr_filename.csr

このコマンドでは、後で説明する追加情報の入力を求めるプロンプトが表示されます。
3.

AWS IoT コンソールの [Verification certificate] (検証証明書) コンテナで、登録コードをコピーしま
す。

4.

openssl コマンドが入力を求める情報を以下の例に示します。Common Name フィールド以外では、独
自の値を入力することも、空白のままにすることもできます。
Common Name フィールドに、前のステップでコピーした登録コードを貼り付けます。
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
----Country Name (2 letter code) [AU]:
State or Province Name (full name) []:
Locality Name (for example, city) []:
Organization Name (for example, company) []:
Organizational Unit Name (for example, section) []:
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Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:your_registration_code
Email Address []:
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

終了すると、コマンドによって CSR ファイルが作成されます。
5.

verification_cert_csr_filename.csr を前のステップで使用した
verification_cert_csr_filename.csr で置き換えます。
root_CA_cert_filename.pem を登録する CA 証明書のファイル名で置き換えます。
root_CA_key_filename.key を CA 証明書のプライベートキーファイルのファイル名で置き換え
ます。
verification_cert_filename.pem を作成する検証証明書のファイル名で置き換えます。例え
ば、verification_cert.pem です。
openssl x509 -req \
-in verification_cert_csr_filename.csr \
-CA root_CA_cert_filename.pem \
-CAkey root_CA_key_filename.key \
-CAcreateserial \
-out verification_cert_filename.pem \
-days 500 -sha256

6.

openssl コマンドが完了したら、コンソールに戻ったときにこれらのファイルを使用できるようにな
ります。
• CA 証明書ファイル (前のコマンドで使用した root_CA_cert_filename.pem)
• 前のステップで作成した検証証明書 (前のコマンドで使用した
verification_cert_filename.pem)

CA 証明書の非アクティブ化
認証局 (CA) 証明書でクライアント証明書の自動登録が有効になっている場合、AWS IoT は、クライアン
ト証明書の署名に使用する CA 証明書をチェックして、CA が ACTIVE であることを確認します。CA 証明
書が INACTIVE の場合、AWS IoT はクライアント証明書の登録を許可しません。
CA 証明書を INACTIVE に設定すると、CA によって発行された新しいクライアント証明書が自動的に登
録されなくなります。

Note
疑わしい CA 証明書によって署名された登録済みのクライアント証明書は、明示的にそれぞれの
クライアント証明書が取り消されるまで、引き続き使用されます。

CA 証明書の非アクティブ化 (コンソール)
AWS IoT コンソールを使用して CA 証明書を非アクティブ化するには
1.

AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS IoT コンソールを開きます。

2.

左のナビゲーションペインで、[安全性]、[CA] の順に選択します。

3.

認証局の一覧で、非アクティブ化する認証局を探し、省略記号アイコンを使用してオプションメ
ニューを開きます。

4.

オプションメニューで、[無効化] を選択します。
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認証局は、リストに [非アクティブ] と表示されます。

Note
AWS IoT コンソールには、非アクティブ化した CA によって署名された証明書を一覧表示する方
法はありません。これらの証明書を一覧表示する AWS CLI オプションについては、CA 証明書の
非アクティブ化 (CLI) (p. 309) を参照してください。

CA 証明書の非アクティブ化 (CLI)
AWS CLI には、CA 証明書を非アクティブ化するための update-ca-certificate コマンドが用意されていま
す。
aws iot update-ca-certificate \
--certificate-id certificateId \
--new-status INACTIVE

list-certificates-by-ca コマンドを使用して、指定した CA によって署名されたすべての登録済みクライ
アント証明書のリストを取得します。指定した CA 証明書によって署名されたクライアント証明書ごと
に、update-certificate コマンドを使用します。これによってクライアント証明書が失効し、使用できなく
なります。
CA 証明書のステータスを表示するには、describe-ca-certificate コマンドを使用します。

CA 証明書を使用してクライアント証明書を作成する
独自の認証局 (CA) を使用してクライアント証明書を作成できます。クライアント証明書は使用前に AWS
IoT に登録する必要があります。クライアント証明書の登録オプションの詳細については、 を参照してく
ださいクライアント証明書の登録 (p. 310)

クライアント証明書の作成 (CLI)
Note
AWS IoT コンソールでは、この手順を実行できません。

AWS CLI を使用してクライアント証明書を作成するには
1.

キーペアを生成します。
openssl genrsa -out device_cert_key_filename.key 2048

2.

クライアント証明書の CSR を作成します。
openssl req -new \
-key device_cert_key_filename.key \
-out device_cert_csr_filename.csr

以下に示しているように、いくつかの情報の入力を求められます。
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
----Country Name (2 letter code) [AU]:
State or Province Name (full name) []:
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Locality Name (for example, city) []:
Organization Name (for example, company) []:
Organizational Unit Name (for example, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:
Email Address []:
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

3.

CSR からクライアント証明書を作成します。
openssl x509 -req \
-in device_cert_csr_filename.csr \
-CA root_CA_cert_filename.pem \
-CAkey root_CA_key_filename.key \
-CAcreateserial \
-out device_cert_filename.pem \
-days 500 -sha256

この時点で、クライアント証明書は作成されていますが、まだ AWS IoT に登録されていません。クラ
イアント証明書を登録する方法とタイミングについては、 を参照してくださいクライアント証明書の登
録 (p. 310)

クライアント証明書の登録
クライアントと AWS IoT の間の通信を有効にするには、クライアント証明書を AWS IoT に登録する必要
があります。各クライアント証明書を手動で登録することも、クライアントが AWS IoT に初めて接続した
ときに自動的に登録されるようにクライアント証明書を構成することもできます。
クライアントとデバイスが最初に接続するときにクライアント証明書を登録する場合は、CA 証明書の登
録 (p. 304) を使用するリージョンで AWS IoT を使用してクライアント証明書に署名する必要がありま
す。Amazon ルート CA は、AWS IoT に自動的に登録されます。
クライアント証明書は、AWS アカウント アカウントとリージョンで共有できます。これらのトピックの
手順は、クライアント証明書を使用する各アカウントおよびリージョンで実行する必要があります。ある
アカウントまたはリージョンでのクライアント証明書の登録は、別のアカウントでは自動的に認識されま
せん。

Note
AWS IoT への接続に Transport Layer Security (TLS) プロトコルを使用するクライアントは、TLS
に対する Server Name Indication (SNI) 拡張機能をサポートしている必要があります。詳細につい
ては、「AWS IoT でのトランスポートセキュリティ (p. 385)」を参照してください。
トピック
• クライアント証明書を手動で登録する (p. 310)
• クライアントが AWS IoT ジャストインタイム登録 (JITR) に接続するときにクライアント証明書を登
録する (p. 313)

クライアント証明書を手動で登録する
AWS IoT コンソールおよび AWS CLI を使用して、クライアント証明書を手動で登録できます。
使用する登録手順は、証明書を AWS アカウントおよびリージョンで共有するかどうかによって異なりま
す。あるアカウントまたはリージョンでのクライアント証明書の登録は、別のアカウントでは自動的に認
識されません。
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このトピックの手順は、クライアント証明書を使用する各アカウントおよびリージョンで実行する必要が
あります。クライアント証明書は AWS アカウント とリージョンで共有できますが、クライアント証明書
が AWS IoT に登録されていない認証局 (CA) によって署名されている場合に限ります。

登録した CA によって署名したクライアント証明書を登録する (コンソール)
Note
この手順を実行する前に、クライアント証明書の.pem ファイルがあり、クライアント証明書が
AWS IoT に登録した (p. 304) CA によって署名されていることを確認してください。

コンソールを使用して既存の証明書を AWS IoT に登録するには
1.
2.

AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS IoT コンソールを開きます。
ナビゲーションペインの [Manage] (管理) セクションで、[Security] (セキュリティ)、[Certificates] (証
明書) の順に選択します。

3.

[Certificates] (証明書) ページの [Certificates] (証明書) ダイアログボックスで、[Add certificate] (証明書
を追加)、[Register certificates] (証明書を登録) の順に選択します。

4.

[Register certificate] (証明書を登録) ページの [Certificates to upload] (アップロードする証明書) ダイア
ログボックスで、次の操作を行います。
• [CA is registered with AWS IoT] (CA が AWS IoT に登録されています) を選択します。
• [Choose a CA certificate] (CA 証明書を選択) から [Certification authority] (認証機関) を選択します。
• AWS IoT に登録されていない新しい認証機関を登録するには、[Register a new CA] (新しい CA
を登録) を選択します。
• 認証機関として Amazon ルート認証機関を使用する場合は、[Choose a CA certificate] (CA 証明書
を選択) を空白のままにします。
• アップロードして AWS IoT に登録する証明書を最大 10 個選択します。
• 「AWS IoT クライアント証明書を作成する (p. 302)」と「CA 証明書を使用してクライアント証
明書を作成する (p. 309)」で作成した証明書ファイルを使用します。
• [Activate] (有効化) または [Deactivate] (無効化) を選択します。[Deactive] (無効化) を選択すると、
証明書の登録後に証明書を有効化する方法についての説明が クライアント証明書を有効または無効
する (p. 314) に表示されます。
• [Register]] (登録) を選択します。

[Certificates] (証明書) ページの [Certificates] (証明書) ダイアログボックスに、登録した証明書が表示され
ます。

登録していない CA によって署名したクライアント証明書を登録する (コンソール)
Note
この手順を実行する前に、クライアント証明書の.pem ファイルがあることを確認してください。

コンソールを使用して既存の証明書を AWS IoT に登録するには
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS IoT コンソールを開きます。
左のナビゲーションペインで、[安全性] を選択し、[証明書] を選択してから [作成] を選択します。
[Create a certificate] (証明書を作成する) で、[Use my certificate] (お持ちの証明書を使用する) エント
リを見つけて、[Get started] (今すぐ始める) を選択します。
[Select a CA] (CA の選択) で、[Next] (次へ) を選択します。
[Register existing device certificates] (既存のデバイス証明書を登録する) で [Select certificates] (証明
書の選択) を選択し、登録する証明書ファイルを最大 10 個選択します。
ファイルダイアログボックスを閉じた後、クライアント証明書を登録するときにアクティブ化するか
取り消すかどうかを選択します。
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登録時に証明書をアクティブ化しない場合、後で証明書をアクティブ化する方法については、「クラ
イアント証明書のアクティブ化 (コンソール) (p. 314)」で説明します。
登録時に証明書が失効した場合、後でアクティブ化することはできません。
登録する証明書ファイルを選択し、登録後に実行するアクションを選択したら、[Register
certificates(証明書の登録) ] を選択します。
正常に登録されたクライアント証明書が証明書の一覧に表示されます。

登録した CA によって署名したクライアント証明書を登録する (CLI)
Note
この手順を実行する前に、認証局 (CA) .pem とクライアント証明書の.pem ファイルがあることを
確認してください。クライアント証明書は、AWS IoT に登録した (p. 304)認証局 (CA) によって
署名されている必要があります。
register-certificate コマンドを使用して、クライアント証明書を登録します (アクティブ化しません)。
aws iot register-certificate \
--certificate-pem file://device_cert_filename.pem \
--ca-certificate-pem file://ca_cert_filename.pem

クライアント証明書は AWS IoT に登録されていますが、まだアクティブではありません。後で有効化する
方法については、「クライアント証明書のアクティブ化 (CLI) (p. 315)」を参照してください。
このコマンドを使用して、クライアント証明書を登録するときにクライアント証明書をアクティブ化する
こともできます。
aws iot register-certificate \
--set-as-active \
--certificate-pem file://device_cert_filename.pem \
--ca-certificate-pem file://ca_cert_filename.pem

AWS IoT への接続に使用できるように証明書をアクティブ化する方法の詳細については、「クライアント
証明書を有効または無効する (p. 314)」を参照してください。

登録していない CA によって署名したクライアント証明書を登録する (CLI)
Note
この手順を実行する前に、証明書の.pem ファイルがあることを確認してください。
register-certificate-without-ca コマンドを使用して、クライアント証明書を登録します (アクティブ化しま
せん)。
aws iot register-certificate-without-ca \
--certificate-pem file://device_cert_filename.pem

クライアント証明書は AWS IoT に登録されていますが、まだアクティブではありません。後で有効化する
方法については、「クライアント証明書のアクティブ化 (CLI) (p. 315)」を参照してください。
このコマンドを使用して、クライアント証明書を登録するときにクライアント証明書をアクティブ化する
こともできます。
aws iot register-certificate-without-ca \
--status ACTIVE \
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--certificate-pem file://device_cert_filename.pem

AWS IoT への接続に使用できるように証明書をアクティブにする方法の詳細については、クライアント証
明書を有効または無効する (p. 314)を参照してください。

クライアントが AWS IoT ジャストインタイム登録 (JITR) に接続するときにクライアント証明書
を登録する
CA 証明書を設定して、クライアントが初めて AWS IoT に接続したときに、署名したクライアント証明書
が AWS IoT に自動的に登録されるようにできます。
クライアントが AWS IoT に初めて接続するときにクライアント証明書を登録するには、CA 証明書の自動
登録を有効にし、必要な証明書を提供するようにクライアントによる最初の接続を構成する必要がありま
す。

自動登録をサポートするための CA 証明書の設定 (コンソール)
AWS IoT コンソールを使用してクライアント証明書の自動登録をサポートするように CA 証明書
を設定するには
1.

AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS IoT コンソールを開きます。

2.
3.

左のナビゲーションペインで、[安全性]、[CA] の順に選択します。
認証局のリストで、自動登録を有効にする認証局を探し、省略記号アイコンを使用してオプションメ
ニューを開きます。
オプションメニューで、[自動登録を有効にする] を選択します。

4.

Note
自動登録ステータスは、認証局の一覧に表示されません。認証局の自動登録ステータスを表示す
るには、認証局の [詳細] ページを開く必要があります。

自動登録をサポートするための CA 証明書の設定 (CLI)
すでに CA 証明書を AWS IoT に登録している場合は、update-ca-certificate コマンドを使用して CA 証明
書の autoRegistrationStatus を ENABLE に設定します。
aws iot update-ca-certificate \
--certificate-id caCertificateId \
--new-auto-registration-status ENABLE

CA 証明書を登録するときに autoRegistrationStatus を有効にする場合は、register-ca-certificate コ
マンドを使用します。
aws iot register-ca-certificate \
--allow-auto-registration \
--ca-certificate file://root_CA_cert_filename.pem \
--verification-cert file://verification_cert_filename.pem

CA 証明書のステータスを表示するには、describe-ca-certificate コマンドを使用します。

自動登録のためのクライアントによる最初の接続の設定します
クライアントは AWS IoT への初回接続を試みる際は、CA 証明書によって署名されたクライアント証明書
を TLS ハンドシェイクの一部として含むファイルを提示する必要があります。
クライアントが AWS IoT に接続するときに、client_certificate_filename ファイルを証明書ファ
イルとして使用します。AWS IoT は、CA 認定を登録済みの CA 認定として認識し、クライアント証明書
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を登録し、そのステータスを PENDING_ACTIVATION に設定します。これは、クライアント証明書が自
動的に登録され、アクティベーションの待機中という事です。クライアント証明書が ACTIVE 状態になる
と、AWS IoT への接続に使用できるようになります。

Note
デバイスのプロビジョニングは、デバイスの AWS IoT Core への最初の接続時に信頼チェーン全
体を送信する必要なく、AWS IoT Core ジャストインタイム登録 (JITR) 機能を使って行う事が可
能です。CA 証明書の提示はオプションですが、[Server Name Indication (SNI)](サーバーネームイ
ンディケーション (SNI)) エクステンションを接続する時にそれらを送信するために、そのデバイ
スが必要です。
AWS IoT の証明書の自動登録時、またはクライアントが PENDING_ACTIVATION 状態の証明書を提示す
る時に、AWS IoT は以下の MQTT トピックにメッセージを発行します。
$aws/events/certificates/registered/caCertificateId
ここで、caCertificateId は、クライアント証明書を発行した CA 認定の ID です。
このトピックに発行されたメッセージには、以下の構造があります。
{

}

"certificateId": "certificateId",
"caCertificateId": "caCertificateId",
"timestamp": timestamp,
"certificateStatus": "PENDING_ACTIVATION",
"awsAccountId": "awsAccountId",
"certificateRegistrationTimestamp": "certificateRegistrationTimestamp"

このトピックをリッスンし、いくつかのアクションを実行するルールを作成できます。クライアン
ト証明書が証明書失効リスト (CRL) に含まれていないことを確認し、証明書を有効にし、ポリシー
を作成して、証明書にアタッチする、Lambda ルールを作成することをお勧めします。ポリシーに
よって、クライアントがアクセスできるリソースが決まります。$aws/events/certificates/
registered/caCertificateID トピックでリッスンして該当アクションを実行する Lambda ルール
の作成方法については、「Just-in-Time Registration of Client Certificates on AWS IoT」を参照してくださ
い。
エラーや例外がクライアント証明書の自動登録中に発生した場合、AWS IoT はイベントまたはメッ
セージを CloudWatch Logs のログに送信します。アカウントのログ設定の詳細については、Amazon
CloudWatch のドキュメントを参照してください。

クライアント証明書を有効または無効する
AWS IoT は、接続の認証時にクライアント証明書がアクティブであることを確認します。
クライアント証明書をアクティブ化せずに作成および登録できるため、使用するときまで使用されないよ
うにすることができます。アクティブなクライアント証明書を無効にして、一時的に無効にすることもで
きます。最後に、クライアント証明書を取り消して、今後の使用を防ぐことができます。

クライアント証明書のアクティブ化 (コンソール)
AWS IoT コンソールを使用してクライアント証明書をアクティブ化するには
1.
2.
3.
4.

AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS IoT コンソールを開きます。
左のナビゲーションペインで、[安全性] を選択し、[証明書] を選択します。
証明書の一覧で、アクティブ化する証明書を探し、省略記号アイコンを使用してオプションメニュー
を開きます。
オプションメニューで、[有効化] を選択します。
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証明書の一覧で、証明書が [アクティブ] と表示されます。

クライアント証明書の非アクティブ化 (コンソール)
AWS IoT コンソールを使用してクライアント証明書を非アクティブ化するには
1.

AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS IoT コンソールを開きます。

2.

左のナビゲーションペインで、[安全性] を選択し、[証明書] を選択します。

3.

証明書の一覧で、非アクティブ化する証明書を探し、省略記号アイコンを使用してオプションメ
ニューを開きます。

4.

オプションメニューで、[無効化] を選択します。

証明書のリストでは、証明書が [非アクティブ] と表示されます。

クライアント証明書のアクティブ化 (CLI)
AWS CLI には、証明書をアクティブ化する update-certificate コマンドが用意されています。
aws iot update-certificate \
--certificate-id certificateId \
--new-status ACTIVE

コマンドが成功した場合、証明書の状態は ACTIVE になります。describe-certificate を実行して、証明書
のステータスを確認します。
aws iot describe-certificate \
--certificate-id certificateId

クライアント証明書の非アクティブ化 (CLI)
AWS CLI には、証明書を非アクティブ化するための update-certificate コマンドが用意されています。
aws iot update-certificate \
--certificate-id certificateId \
--new-status INACTIVE

コマンドが成功した場合、証明書の状態は INACTIVE になります。describe-certificate を実行して、証明
書のステータスを確認します。
aws iot describe-certificate \
--certificate-id certificateId

クライアント証明書へのモノまたはポリシーのアタッチ
AWS IoT のモノとは別に証明書を作成して登録する場合、その証明書には AWS IoT オペレーションを許
可するポリシーも AWS IoT モノオブジェクトとの関連付けもありません。このセクションでは、登録済み
の証明書にこれらの関連付けを追加する方法について説明します。

Important
これらの手順を完了するには、証明書にアタッチするモノまたはポリシーを事前に作成しておく
必要があります。
証明書は、接続できるように AWS IoT でデバイスを認証します。モノのリソースに証明書をアタッチする
と、デバイスとモノのリソースとの関係が (証明書を介して) 確立されます。デバイスが接続したり、メッ

315

AWS IoT Core デベロッパーガイド
クライアント認証

セージを発行したりするのを許可するなど、AWS IoT アクションの実行をデバイスに許可するには、適切
なポリシーをデバイスの証明書にアタッチする必要があります。

クライアント証明書へのモノのアタッチ (コンソール)
この手順を完了するには、モノオブジェクトの名前が必要です。

登録済み証明書にモノオブジェクトをアタッチするには
1.

AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS IoT コンソールを開きます。

2.
3.

左のナビゲーションペインで、[安全性] を選択し、[証明書] を選択します。
証明書のリストで、ポリシーをアタッチする証明書を見つけ、省略記号アイコンを選択して証明書の
オプションメニューを開き、[モノをアタッチ] を選択します。

4.

ポップアップで、証明書にアタッチするモノの名前を見つけ、そのチェックボックスをオンにして
[Attach] (アタッチ) を選択します。

これで、モノオブジェクトが証明書の詳細ページのモノリストに表示されます。

クライアント証明書へのポリシーのアタッチ (コンソール)
この手順を完了するには、ポリシーオブジェクトの名前が必要です。

登録済みの証明書にポリシーオブジェクトをアタッチするには
1.
2.

AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS IoT コンソールを開きます。
左のナビゲーションペインで、[安全性] を選択し、[証明書] を選択します。

3.

証明書のリストで、ポリシーをアタッチする証明書を見つけ、省略記号アイコンを選択して証明書の
オプションメニューを開き、[ポリシーをアタッチ] を選択します。

4.

ポップアップで、証明書にアタッチするポリシーの名前を見つけ、そのチェックボックスをオンにし
て [Attach] (アタッチ) を選択します。

これで、ポリシーオブジェクトが証明書の詳細ページのポリシーリストに表示されます。

クライアント証明書へのモノのアタッチ (CLI)
AWS CLI には、モノオブジェクトを証明書にアタッチする attach-thing-principal コマンドが用意されてい
ます。
aws iot attach-thing-principal \
--principal certificateArn \
--thing-name thingName

クライアント証明書へのポリシーのアタッチ (CLI)
AWS CLI には、ポリシーオブジェクトを証明書にアタッチする attach-policy コマンドが用意されていま
す。
aws iot attach-policy \
--target certificateArn \
--policy-name policyName

クライアント証明書の取り消し
登録済みのクライアント証明書で不審なアクティビティを検出した場合は、再使用できないように無効に
することができます。
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クライアント証明書の取り消し (コンソール)
AWS IoT コンソールを使用してクライアント証明書を取り消すには
1.

AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS IoT コンソールを開きます。

2.

左のナビゲーションペインで、[安全性] を選択し、[証明書] を選択します。

3.

証明書の一覧で、取り消す証明書を探し、省略記号アイコンを使用してオプションメニューを開きま
す。

4.

オプションメニューで [取り消し] を選択します。

証明書が正常に取り消された場合、証明書の一覧に [失効済み] と表示されます。

クライアント証明書 (CLI) の取り消し
AWS CLI には、証明書を取り消すための update-certificate コマンドが用意されています。
aws iot update-certificate \
--certificate-id certificateId \
--new-status REVOKED

コマンドが成功した場合、証明書の状態は REVOKED になります。describe-certificate を実行して、証明書
のステータスを確認します。
aws iot describe-certificate \
--certificate-id certificateId

別のアカウントに証明書を移転する
ある AWS アカウント アカウントに属する X.509 証明書は、別の AWS アカウント に転送できます。

ある AWS アカウント から別のアカウントに X.509 証明書を転送するには
1.

the section called “証明書の転送を開始する” (p. 317)
転送を開始する前に、証明書を非アクティブにし、すべてのポリシーとモノからデタッチする必要が
あります。

2.

the section called “証明書の転送を承諾または拒否する” (p. 319)
受信側のアカウントは、転送された証明書を明示的に承諾または拒否する必要があります。受信側の
アカウントが証明書を承諾したら、使用前に証明書を有効化する必要があります。

3.

the section called “証明書の転送をキャンセルする” (p. 319)
証明書が承諾されない場合、元のアカウントは転送をキャンセルできます。

証明書の転送を開始する
AWS IoT コンソールまたは AWS CLI を使用して、別の AWS アカウント への証明書の転送を開始できま
す。

証明書の転送を開始する (コンソール)
この手順を完了するには、転送する証明書の ID が必要です。
転送する証明書を持つアカウントからこの手順を実行します。
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別の AWS アカウント への証明書の転送を開始するには
1.

AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS IoT コンソールを開きます。

2.

左のナビゲーションペインで、[安全性] を選択し、[証明書] を選択します。
ステータスが [Active] (アクティブ) または [Inactive] (無効) である、転送する証明書を選択し、その詳
細ページを開きます。

3.

証明書の [Details] (詳細) ページの [Actions] (アクション) メニューで、[Deactivate] (無効化) オプショ
ンが使用可能な場合は、[Deactivate] (無効化) オプションを選択して証明書を無効化します。

4.

証明書の [Details] (詳細) ページの左側のメニューで、[Policies] (ポリシー) を選択します。

5.

証明書の [Policies] (ポリシー) ページで、証明書にポリシーがアタッチされている場合は、ポリシーの
オプションメニューを開いて [Detach] (デタッチ) を選択し、各ポリシーをデタッチします。
続行する前に、証明書にポリシーがアタッチされていてはなりません。

6.

証明書の [Policies] (ポリシー) ページの左側のメニューで、[Things] (モノ) を選択します。

7.

証明書の [Things] (モノ) ページで、証明書にモノがアタッチされている場合は、モノのオプションメ
ニューを開いて [Detach] (デタッチ) を選択し、各モノをデタッチします。
続行する前に、証明書にモノがアタッチされていてはなりません。

8.

証明書の [Things] (モノ) ページの左側のメニューで、[Details] (詳細) を選択します。

9.

証明書の [Details] (詳細) ページの [Actions] (アクション) メニューで、[Start transfer] (転送を開始す
る) を選択して [Start transfer] (転送を開始する) ダイアログボックスを開きます。

10. [Start transfer] (転送を開始する) ダイアログボックスで、証明書を受け取るアカウントの AWS アカウ
ント 番号と任意で短いメッセージを入力します。
11. [Start transfer] (転送を開始する) を選択して、証明書を転送します。
転送の成功または失敗を示すメッセージがコンソールに表示されます。転送が開始された場合、証明書の
ステータスは [Transferred] (転送済み) に更新されます。

証明書の転送を開始する (CLI)
この手順を完了するには、転送する証明書の certificateId と certificateArn が必要です。
転送する証明書を持つアカウントからこの手順を実行します。

別の AWS アカウントへの証明書の転送を開始するには
1.

update-certificate コマンドを使用して証明書を非アクティブ化します。
aws iot update-certificate --certificate-id certificateId --new-status INACTIVE

2.

すべてのポリシーをデタッチします。
1. list-attached-policies コマンドを使用して、証明書にアタッチされているポリシーを一覧表示しま
す。
aws iot list-attached-policies --target certificateArn

2. アタッチされたポリシーごとに、detach-policy コマンドを使用してポリシーをデタッチします。
aws iot detach-policy --target certificateArn --policy-name policy-name

3.

すべてのモノをデタッチします。
1. list-principal-things コマンドを使用して、証明書にアタッチされているモノを一覧表示します。
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aws iot list-principal-things --principal certificateArn

2. アタッチされた各モノに対して detach-thing-principal コマンドを実行してモノをデタッチします。
aws iot detach-thing-principal --principal certificateArn --thing-name thing-name

4.

transfer-certificate コマンドを使用して、証明書の転送を開始します。
aws iot transfer-certificate --certificate-id certificateId --target-awsaccount account-id

証明書の転送を承諾または拒否する
AWS IoT コンソールまたは AWS CLI を使用して、別の AWS アカウント から AWS アカウント に転送さ
れた証明書を承認または拒否できます。

証明書の転送を承諾または拒否する (コンソール)
この手順を完了するには、アカウントに転送された証明書の ID が必要です。
転送された証明書を受信するアカウントからこの手順を実行します。

AWS アカウント に転送された証明書を承諾または拒否するには
1.

AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS IoT コンソールを開きます。

2.

左のナビゲーションペインで、[安全性] を選択し、[証明書] を選択します。
承認または拒否するステータスが [Pending Transfer] (転送を保留中) の証明書を選択し、その詳細
ページを開きます。

3.

証明書の [Details] (詳細) ページの [Actions] (アクション) メニューで、次の操作を実行します。
• 証明書を受け入れるには、[Accept transfer] (転送を許可する) を選択します。
• 証明書を承諾しない場合は、[Reject transfer] (転送を拒否する) を選択します。

証明書の転送を承諾または拒否する (CLI)
この手順を完了するには、承認または拒否する証明書の転送の certificateId が必要です。
転送された証明書を受信するアカウントからこの手順を実行します。

AWS アカウント に転送された証明書を承諾または拒否するには
1.

accept-certificate-transfer コマンドを使用して証明書を受け入れます。
aws iot accept-certificate-transfer --certificate-id certificateId

2.

reject-certificate-transfer コマンドを使用して証明書を拒否します。
aws iot reject-certificate-transfer --certificate-id certificateId

証明書の転送をキャンセルする
AWS IoT コンソールまたは AWS CLI を使用して、承認される前に証明書の転送をキャンセルできます。
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証明書の転送をキャンセルする (コンソール)
この手順を完了するには、キャンセルする証明書の転送の ID が必要です。
証明書の転送を開始したアカウントから、この手順を実行します。

証明書の転送をキャンセルするには
1.

AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS IoT コンソールを開きます。

2.

左のナビゲーションペインで、[安全性] を選択し、[証明書] を選択します。
転送をキャンセルする [Transferred] (転送済み) のステータスの証明書を選択し、そのオプションメ
ニューを開きます。

3.

証明書のオプションメニューで、[Revoke transfer] (転送を取り消す) オプションを選択して、証明書
の転送をキャンセルします。

Important
[Revoke transfer] (転送を取り消す) オプションと [Revoke] (取り消し) オプションを間違えな
いように注意してください。
[Revoke transfer] (転送を取り消す) オプションは証明書の転送をキャンセルしますが、
[Revoke] (取り消し) オプションは証明書を AWS IoT で不可逆的に使用できなくします。

証明書の転送をキャンセルする (CLI)
この手順を完了するには、キャンセルする証明書の転送の certificateId が必要です。
証明書の転送を開始したアカウントから、この手順を実行します。
cancel-certificate-transfer コマンドを使用して、証明書の転送をキャンセルします。
aws iot cancel-certificate-transfer --certificate-id certificateId

IAM ユーザー、グループ、ロール
IAM ユーザー、グループ、ロールは、AWS で ID と認証を管理するための標準的なメカニズムです。これ
らは、AWS SDK および AWS CLI を使用して、AWS IoT の HTTP インターフェイスに接続できます。
また、IAM ロールでは、ユーザーに代わって、AWS IoT でアカウントの他の AWS リソースにアクセス
できます。例えば、デバイスが DynamoDB テーブルに自らの状態を発行する場合、IAM ロールは、AWS
IoT が Amazon DynamoDB とインタラクションすることを許可します。詳細については、「IAM ロール」
を参照してください。
HTTP 経由のメッセージブローカーへの接続では、AWS IoT は署名バージョン 4 の署名プロセスを使用し
て、IAM ユーザー、グループ、ロールを認証します。詳細については、「AWS API リクエストのサイン
アップ」を参照してください。
AWS IoT で AWS 署名バージョン 4 を使用する場合、クライアントの TLS 実装で以下のすべてがサポート
されている必要があります。
• TLS 1.2、TLS 1.1、TLS 1.0
• SHA-256 RSA 証明書の署名の検証
• サポートされているいずれかの TLS 暗号スイート
詳細については、AWS IoT のためのアイデンティティおよびアクセス管理 (p. 387) を参照してくださ
い。
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Amazon Cognito ID
Amazon Cognito アイデンティティを使用すると、モバイルアプリケーションやウェブアプリケーション
で使用するための、権限が制限された一時的な AWS 認証情報を作成できます。Amazon Cognito ID を使
用する場合、ユーザーに対して一意の ID を作成し、Login with Amazon、Facebook、Google などの ID プ
ロバイダーで認証する ID プールを作成します。独自のデベロッパーが認証した ID で Amazon Cognito ID
を使用することもできます。詳細については、Amazon Cognito ID を参照してください。
Amazon Cognito ID を使用するには、IAM ロールに関連付けられた Amazon Cognito ID プールを定義しま
す。IAM ロールは、AWS のサービスの呼び出しなどの AWS リソースにアクセスするためのアクセス許可
を ID プールから付与する IAM ポリシーに関連付けられます。
Amazon Cognito ID では、認証されていない ID と認証された ID が作成されます。認証されていない ID
は、サインインせずにアプリを使用するモバイルアプリケーションまたはウェブアプリケーションのゲス
トユーザーに使用されます。認証されていないユーザーには、ID プールに関連付けられた IAM ポリシーで
指定されているアクセス許可のみが付与されます。
認証済み ID を使用する場合、ID プールにアタッチされた IAM ポリシーに加えて、AttachPolicy API を使
用して AWS IoT ポリシーを Amazon Cognito ID にアタッチし、AWS IoT アプリケーションの個々のユー
ザーにアクセス許可を与える必要があります。AWS IoTポリシーを使用して、特定のお客様とそのデバイ
スに詳細なアクセス許可を割り当てます。
認証されたユーザーと未認証のユーザーは、異なる ID タイプです。AWS IoT ポリシーを Amazon Cognito
ID にアタッチしない場合、認証されたユーザーが AWS IoT での認証に失敗し、AWS IoT リソースとアク
ションにアクセスできません。Amazon Cognito ID のポリシー作成の詳細については、パブリッシュ/サブ
スクライブポリシーの例 (p. 353) および Amazon Cognito ID を使用した承認 (p. 377) を参照してくだ
さい。

カスタム認証
AWS IoT Core では、独自のクライアントの認証と認可を管理できるように、カスタムオーソライザーを
定義できます。これは、AWS IoT Core がネイティブにサポートする認証メカニズム以外の認証メカニズ
ムを使用する必要がある場合に便利です。(ネイティブでサポートされているメカニズムの詳細について
は、the section called “クライアント認証” (p. 299) を参照してください)。
例えば、フィールド内の既存のデバイスを AWS IoT Core に移行し、これらのデバイスがカスタムベア
ラートークンまたは MQTT ユーザー名とパスワードを使用して認証する場合、新しい ID をプロビジョ
ニングしなくても AWS IoT Core に移行できます。カスタム認証は、AWS IoT Core がサポートする任意
の通信プロトコルで使用できます。AWS IoT Core がサポートするプロトコルの詳細については、「the
section called “デバイス通信プロトコル” (p. 83)」を参照してください。
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トピック
•
•
•
•

カスタム認証ワークフローについて (p. 322)
カスタムオーソライザーの作成と管理 (p. 323)
カスタム認証を使用した AWS IoT Core への接続 (p. 328)
オーソライザーのトラブルシューティング (p. 330)

カスタム認証ワークフローについて
カスタム認証を使用すると、オーソライザーリソースを使用してクライアントを認証および承認する方
法を定義できます。 各オーソライザーには、カスタマー管理の Lambda 関数への参照、デバイスの認証
情報を検証するためのオプションのパブリックキー、および追加の設定情報が含まれています。次の図
は、AWS IoT Core でのカスタム認証の承認ワークフローを示しています。

AWS IoT Core カスタム認証と承認ワークフロー
次のリストでは、カスタム認証および承認ワークフローの各ステップについて説明します。
1. デバイスは、サポートされているいずれかの the section called “デバイス通信プロトコル” (p. 83) を使
用して、お客様の AWS IoT Core データエンドポイントに接続します。デバイスは、リクエストのヘッ
ダーフィールドまたはクエリパラメータ (HTTP Publish または MQTT over WebSocket プロトコルの場
合)、または MQTT CONNECT メッセージのユーザー名とパスワードフィールド (MQTT および MQTT
over WebSockets プロトコルの場合) で認証情報を渡します。
2. AWS IoT Core は、次の 2 つの条件のいずれかをチェックします。
• 受信リクエストはオーソライザーを指定します。
• リクエストを受信する AWS IoT Core データエンドポイントには、デフォルトのオーソライザーが設
定されています。
AWS IoT Core がこれらのいずれかの方法でオーソライザーを見つけた場合、AWS IoT Core はオーソ
ライザーに関連付けられた Lambda 関数をトリガーします。
3. (オプション) トークン署名を有効にしている場合、AWS IoT Core は、Lambda 関数をトリガーする前
に、オーソライザーに保存されているパブリックキーを使用してリクエストの署名を検証します。検証
が失敗した場合、AWS IoT Core は Lambda 関数を呼び出さずにリクエストを停止します。
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4. Lambda 関数は、リクエスト内の認証情報と接続メタデータを受け取り、認証の可否を判断します。
5. Lambda 関数は、認証の可否の判断の結果と、接続で許可されるアクションを指定する AWS IoT Core
ポリシードキュメントを返します。Lambda 関数は、Lambda 関数を呼び出して AWS IoT Core がリク
エストの認証情報を再検証する頻度を指定する情報も返します。
6. AWS IoT Core は、Lambda 関数から受け取ったポリシーに照らして、接続のアクティビティを評価し
ます。

スケーリングに関する考慮事項
Lambda 関数はオーソライザーの認証と承認を処理するため、関数は Lambda の料金とサービスの制限
(同時実行率など) の対象となります。Lambda の料金の詳細については、「Lambda の料金」を参照して
ください。Lambda 関数の応答の refreshAfterInSeconds および disconnectAfterInSeconds パ
ラメータを調整することで、Lambda 関数の負荷を管理できます。Lambda 関数のレスポンスの内容の詳
細については、the section called “Lambda 関数の定義” (p. 324) を参照してください。

Note
署名を有効にしておくと、認識されないクライアントによる Lambda の過度なトリガーを防ぐこ
とができます。オーソライザーで署名を無効にする前に、これを考慮してください。

Note
カスタムオーソライザーの Lambda 関数のタイムアウト制限は 5 秒です。

カスタムオーソライザーの作成と管理
AWS IoT Core は、オーソライザーリソースを使用してカスタム認証および承認スキームを実装します。
各オーソライザーは、次のコンポーネントで構成されています。
• 名前: オーソライザーを識別する一意のユーザー定義文字列。
• Lambda 関数 ARN: 承認および認証ロジックを実装する Lambda 関数の Amazon リソースネーム
(ARN)。
• トークンキー名: 署名の検証を実行するために、HTTP ヘッダー、クエリパラメータ、または MQTT
CONNECT ユーザー名からトークンを抽出するために使用されるキー名。オーソライザーで署名が有効
になっている場合、この値は必須です。
• 署名無効フラグ (オプション): 認証情報の署名要件を無効にするかどうかを指定するブール値。これ
は、MQTT ユーザー名とパスワードを使用する認証スキームなど、認証情報への署名が意味をなさない
シナリオで役立ちます。デフォルト値は false であるため、署名はデフォルトで有効になっています。
• トークン署名パブリックキー: AWS IoT Core がトークン署名を検証するために使用するパブリック
キー。最小長は 2,048 ビットです。オーソライザーで署名が有効になっている場合、この値は必須で
す。
Lambda では、Lambda 関数の実行回数と、関数内のコードの実行にかかった時間に対する請求が発生し
ます。Lambda の料金の詳細については、「Lambda の料金」を参照してください。Lambda 関数の作成
の詳細については、Lambda デベロッパーガイドを参照してください。

Note
署名を有効にしておくと、認識されないクライアントによる Lambda の過度なトリガーを防ぐこ
とができます。オーソライザーで署名を無効にする前に、これを考慮してください。

Note
カスタムオーソライザーの Lambda 関数のタイムアウト制限は 5 秒です。
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Lambda 関数の定義
AWS IoT Core がオーソライザーを呼び出すと、次の JSON オブジェクトを含むイベントで、オーソラ
イザーに関連付けられている Lambda をトリガーします。サンプルの JSON オブジェクトには、可能な
フィールドがすべて含まれています。接続リクエストに関係のないフィールドは含まれていません。

{

"token" :"aToken",
"signatureVerified": Boolean, // Indicates whether the device gateway has validated the
signature.
"protocols": ["tls", "http", "mqtt"], // Indicates which protocols to expect for the
request.
"protocolData": {
"tls" : {
"serverName": "serverName" // The server name indication (SNI) host_name
string.
},
"http": {
"headers": {
"#{name}": "#{value}"
},
"queryString": "?#{name}=#{value}"
},
"mqtt": {
"username": "myUserName",
"password": "myPassword", // A base64-encoded string.
"clientId": "myClientId" // Included in the event only when the device sends
the value.
}
},
"connectionMetadata": {
"id": UUID // The connection ID. You can use this for logging.
},

}

Lambda 関数は、この情報を使用して着信接続を認証し、接続で許可されるアクションを決定する必要が
あります。関数は、次の値を含む応答を送信する必要があります。
• isAuthenticated: リクエストが認証されるかどうかを示すブール値。
• principalId: カスタム認証リクエストによって送信されるトークンの識別子として機能する英数字
の文字列。値は、1～128 文字以内の英数字の文字列で、正規表現 (regex) パターン ([a-zA-Z0-9])
{1,128} と一致する必要があります。
• policyDocuments: JSON 形式の AWS IoT Core ポリシードキュメントのリスト。AWS IoT Core ポリ
シーの作成の詳細については、「the section called “AWS IoT Core ポリシー” (p. 335)」を参照してく
ださい。ポリシードキュメントの最大数は 10 個です。各ポリシードキュメントでは最大 2,048 文字を
使用できます。
• disconnectAfterInSeconds: AWS IoT Core ゲートウェイへの接続の最大期間 (秒単位) を指定する
整数。最小値は 300 秒で、最大値は 86,400 秒です。
• refreshAfterInSeconds: ポリシーの更新の間隔を指定する整数。この時間間隔が経過すると、AWS
IoT Core が Lambda 関数を呼び出してポリシーの更新を許可します。最小値は 300 秒で、最大値は
86,400 秒です。
次の JSON オブジェクトには、Lambda 関数が送信できる応答の例が含まれています。

{
"isAuthenticated":true, //A Boolean that determines whether client can connect.
"principalId": "xxxxxxxx", //A string that identifies the connection in logs.
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"disconnectAfterInSeconds": 86400,
"refreshAfterInSeconds": 300,
"policyDocuments": [
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": "iot:Publish",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iot:us-east-1:<your_aws_account_id>:topic/
customauthtesting"
}
]
}
]
}

policyDocument 値には、有効な AWS IoT Core ポリシードキュメントが含まれている必要が
あります。AWS IoT Core ポリシーの詳細については、「the section called “AWS IoT Core ポリ
シー” (p. 335)」を参照してください。MQTT over TLS および MQTT over WebSockets 接続では、AWS
IoT Core は refreshAfterInSeconds フィールドの値で指定された間隔でこのポリシーをキャッシュ
します。HTTP 接続の場合、オーソライザーの設定時に選択するとキャッシュを有効にできる HTTP 持続
的接続 (HTTP キープアライブまたは HTTP 接続の再利用とも呼ばれる) をデバイスで使用していない限
り、認証リクエストごとに Lambda 関数が呼び出されます。この間隔の間、AWS IoT Core は、Lambda
関数を再度トリガーすることなく、このキャッシュされたポリシーに対して確立された接続内のアク
ションを承認します。カスタム認証中にエラーが発生した場合は、AWS IoT Core は接続を終了しま
す。また、disconnectAfterInSeconds パラメータで指定された値よりも長い時間開かれている場合
も、AWS IoT Core は接続を終了します。
次の JavaScript には、MQTT Connect メッセージ内で値が test のパスワードを検索し、myClientName
という名前のクライアントを使用して AWS IoT Core に接続し、同じクライアント名を含むトピックに発
行するためのアクセス許可を付与するポリシーを返すサンプル Node.js Lambda 関数が含まれます。想定
されるパスワードが見つからない場合、これらの 2 つのアクションを拒否するポリシーを返します。
// A simple Lambda function for an authorizer. It demonstrates
// how to parse an MQTT password and generate a response.
exports.handler = function(event, context, callback) {
var uname = event.protocolData.mqtt.username;
var pwd = event.protocolData.mqtt.password;
var buff = new Buffer(pwd, 'base64');
var passwd = buff.toString('ascii');
switch (passwd) {
case 'test':
callback(null, generateAuthResponse(passwd, 'Allow'));
default:
callback(null, generateAuthResponse(passwd, 'Deny'));
}
};
// Helper function to generate the authorization response.
var generateAuthResponse = function(token, effect) {
var authResponse = {};
authResponse.isAuthenticated = true;
authResponse.principalId = 'TEST123';
var policyDocument = {};
policyDocument.Version = '2012-10-17';
policyDocument.Statement = [];
var publishStatement = {};
var connectStatement = {};
connectStatement.Action = ["iot:Connect"];
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connectStatement.Effect = effect;
connectStatement.Resource = ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/myClientName"];
publishStatement.Action = ["iot:Publish"];
publishStatement.Effect = effect;
publishStatement.Resource = ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/telemetry/
myClientName"];
policyDocument.Statement[0] = connectStatement;
policyDocument.Statement[1] = publishStatement;
authResponse.policyDocuments = [policyDocument];
authResponse.disconnectAfterInSeconds = 3600;
authResponse.refreshAfterInSeconds = 300;
}

return authResponse;

上の Lambda 関数は、MQTT Connect メッセージの test で想定されるパスワードを受け取ると、次の
JSON を返します。password プロパティと principalId プロパティの値は、MQTT Connect メッセー
ジの値です。

{

}

"password": "password",
"isAuthenticated": true,
"principalId": "principalId",
"policyDocuments": [
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": "iot:Connect",
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
},
{
"Action": "iot:Publish",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iot:region:accountId:topic/telemetry/${iot:ClientId}"
},
{
"Action": "iot:Subscribe",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iot:region:accountId:topicfilter/telemetry/${iot:ClientId}"
},
{
"Action": "iot:Receive",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iot:region:accountId:topic/telemetry/${iot:ClientId}"
}
]
}
],
"disconnectAfterInSeconds": 3600,
"refreshAfterInSeconds": 300

オーソライザーを作成する
CreateAuthorizer API を使用してオーソライザーを作成できます。次の例は、このコマンドを示していま
す。
aws iot create-authorizer
--authorizer-name MyAuthorizer
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--authorizer-function-arn arn:aws:lambda:uswest-2:<account_id>:function:MyAuthorizerFunction //The ARN of the Lambda function.
[--token-key-name MyAuthorizerToken //The key used to extract the token from headers.
[--token-signing-public-keys FirstKey=
"-----BEGIN PUBLIC KEY----[...insert your public key here...]
-----END PUBLIC KEY-----"
[--status ACTIVE]
[--tags <value>]
[--signing-disabled | --no-signing-disabled]

signing-disabled パラメータを使用して、オーソライザーの呼び出しごとに署名の検証をオプトア
ウトできます。必要がない限り、署名を無効にしないことを強くお勧めします。署名の検証により、
不明なデバイスからの Lambda 関数の過剰な呼び出しを防ぐことができます。オーソライザーを作
成した後で、signing-disabled ステータスを更新することはできません。この動作を変更するに
は、signing-disabled パラメータの異なる値を持つ別のカスタムオーソライザーを作成する必要があ
ります。
署名を無効にしている場合、tokenKeyName パラメータと tokenSigningPublicKeys パラメータの値
はオプションです。署名が有効になっている場合、これらは必須の値です。
Lambda 関数とカスタムオーソライザーを作成した後、ユーザーに代わって関数を呼び出すためのアクセ
ス許可を明示的に AWS IoT Core サービスに付与する必要があります。次のコマンドでこれを行うことが
できます。
aws lambda add-permission --function-name <lambda_function_name> --principal
iot.amazonaws.com --source-arn <authorizer_arn> --statement-id Id-123 --action
"lambda:InvokeFunction"

オーソライザーのテスト
TestInvokeAuthorizer API を使用して、オーソライザーの呼び出しと戻り値をテストできます。この API
を使用すると、プロトコルメタデータを指定し、オーソライザーで署名の検証をテストできます。
次のタブは、AWS CLI を使用してオーソライザーをテストする方法を示しています。
Unix-like
aws iot test-invoke-authorizer --authorizer-name NAME_OF_AUTHORIZER \
--token TOKEN_VALUE --token-signature TOKEN_SIGNATURE

Windows CMD
aws iot test-invoke-authorizer --authorizer-name NAME_OF_AUTHORIZER ^
--token TOKEN_VALUE --token-signature TOKEN_SIGNATURE

Windows PowerShell
aws iot test-invoke-authorizer --authorizer-name NAME_OF_AUTHORIZER `
--token TOKEN_VALUE --token-signature TOKEN_SIGNATURE

token-signature パラメータの値は署名付きトークンです。この値を取得する方法については、「the
section called “トークンへの署名” (p. 330)」を参照してください。
オーソライザーがユーザー名とパスワードを受け取る場合、--mqtt-context パラメータを使用してこ
の情報を渡すことができます。次のタブは、TestInvokeAuthorizer API を使用して、ユーザー名、パ
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スワード、およびクライアント名を含む JSON オブジェクトをカスタムオーソライザーに送信する方法を
示しています。
Unix-like
aws iot test-invoke-authorizer --authorizer-name NAME_OF_AUTHORIZER
--mqtt-context '{"username": "USER_NAME", "password": "dGVzdA==",
"clientId":"CLIENT_NAME"}'

\

Windows CMD
aws iot test-invoke-authorizer --authorizer-name NAME_OF_AUTHORIZER
--mqtt-context '{"username": "USER_NAME", "password": "dGVzdA==",
"clientId":"CLIENT_NAME"}'

^

Windows PowerShell
aws iot test-invoke-authorizer --authorizer-name NAME_OF_AUTHORIZER
--mqtt-context '{"username": "USER_NAME", "password": "dGVzdA==",
"clientId":"CLIENT_NAME"}'

`

パスワードは base64 でエンコードされている必要があります。次の例は、Unix 系の環境でパスワードを
エンコードする方法を示しています。
echo -n PASSWORD | base64

カスタムオーソライザーの管理
次の API を使用して、オーソライザーを管理できます。
• ListAuthorizers: アカウント内のすべてのオーソライザーを表示します。
• DescribeAuthorizer: 指定されたオーソライザーのプロパティを表示します。これらの値には、作成日、
最終更新日、およびその他の属性が含まれます。
• SetDefaultAuthorizer: AWS IoT Core データエンドポイントのデフォルトのオーソライザーを指定しま
す。デバイスがAWS IoT Core 認証情報を渡さず、オーソライザを指定しない場合は、AWS IoT Core
はこのオーソライザーを使用します。AWS IoT Core 認証情報を使用することについての詳細は、「the
section called “クライアント認証” (p. 299)」を参照してください。
• UpdateAuthorizer: 指定されたオーソライザーのステータス、トークンキー名、またはパブリックキーを
変更します。
• DeleteAuthorizer: 指定されたオーソライザーを削除します。

Note
オーソライザーの署名要件を更新することはできません。これは、署名を必要とする既存のオー
ソライザーでの署名を無効にすることはできないことを意味します。また、署名を必要としない
既存のオーソライザーで署名を要求することもできません。

カスタム認証を使用した AWS IoT Core への接続
デバイスは、AWS IoT Core がデバイスメッセージング用にサポートしている任意のプロトコルでカスタ
ム認証を使用することにより、AWS IoT Core に接続できます。サポートされる通信プロトコルの詳細に
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ついては、the section called “デバイス通信プロトコル” (p. 83) を参照してください。 オーソライザーの
Lambda 関数に渡す接続データは、使用するプロトコルによって異なります。オーソライザーの Lambda
関数の作成の詳細については、「the section called “Lambda 関数の定義” (p. 324)」を参照してくださ
い。次のセクションでは、サポートされている各プロトコルを使用して接続して認証する方法について説
明します。

HTTPS
HTTP Publish API を使用して AWS IoT Core にデータを送信するデバイスは、HTTP POST リクエストの
リクエストヘッダーまたはクエリパラメータを介して認証情報を渡すことができます。デバイスは、xamz-customauthorizer-name ヘッダーまたはクエリパラメータを使用して呼び出すオーソライザー
を指定できます。オーソライザーでトークン署名を有効にしている場合は、リクエストヘッダーまたはク
エリパラメータで token-key-name と x-amz-customauthorizer-signature を渡す必要がありま
す。ブラウザ内から JavaScript を使用する場合、token-signature の値は URL エンコードする必要が
あります。
次のリクエスト例は、これらのパラメータをリクエストヘッダーとクエリパラメータの両方で渡す方法を
示しています。
//Passing credentials via headers
POST /topics/topic?qos=qos HTTP/1.1
Host: your-endpoint
x-amz-customauthorizer-signature: token-signature
token-key-name: token-value
x-amz-customauthorizer-name: authorizer-name
//Passing credentials via query parameters
POST /topics/topic?qos=qos&x-amz-customauthorizer-signature=token-signature&token-keyname=token-value HTTP/1.1

MQTT
MQTT 接続を使用して AWS IoT Core に接続するデバイスは、MQTT メッセージの username フィールド
と password フィールドを介して認証情報を渡すことができます。username の値には、追加の値 (トー
クン、署名、オーソライザー名など) をオーソライザーに渡すクエリ文字列をオプションで含めることも
できます。username と password の値の代わりにトークンベースの認証スキームを使用する場合は、こ
のクエリ文字列を使用できます。

Note
パスワードフィールドのデータは、AWS IoT Core によって base64 エンコードされていま
す。Lambda 関数はそれをデコードする必要があります。
次の例では、トークンと署名を指定する追加のパラメータを含む username 文字列が含まれています。
username?x-amz-customauthorizer-name=authorizer-name&x-amz-customauthorizersignature=token-signature&token-key-name=token-value

オーソライザーを呼び出すには、MQTT とカスタム認証を使用して AWS IoT Core に接続するデバイスが
ポート 443 に接続する必要があります。また、mqtt の値を持つ Application Layer Protocol Negotiation
(ALPN) TLS 拡張と、AWS IoT Core データエンドポイントのホスト名を持つ Server Name Indication
(SNI) 拡張を渡す必要があります。潜在的なエラーを回避するために、x-amz-customauthorizersignature の値は URL エンコードされている必要があります。また、x-amz-customauthorizername と token-key-name の値も URL エンコードすることを強くお勧めします。これらの値の詳細に
ついては、「the section called “デバイス通信プロトコル” (p. 83)」を参照してください。V2 AWS IoT
Device SDK、Mobile SDK、および AWS IoT Device Client (p. 1303) は、これらの拡張の両方を設定でき
ます。
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MQTT over WebSockets
MQTT over WebSockets を使用して AWS IoT Core に接続するデバイスは、次の 2 つの方法のいずれかで
認証情報を渡すことができます。
• HTTP UPGRADE リクエストのリクエストヘッダーまたはクエリパラメータを介して、WebSocket 接続
を確立します。
• MQTT CONNECT メッセージの username フィールドと password フィールド経由。
MQTT 接続メッセージを介して認証情報を渡す場合、ALPN および SNI TLS 拡張が必要です。これらの
拡張の詳細については、「the section called “MQTT” (p. 329)」を参照してください。次の例は、HTTP
Upgrade リクエストを介して認証情報を渡す方法を示しています。
GET /mqtt HTTP/1.1
Host: your-endpoint
Upgrade: WebSocket
Connection: Upgrade
x-amz-customauthorizer-signature: token-signature
token-key-name: token-value
sec-WebSocket-Key: any random base64 value
sec-websocket-protocol: mqtt
sec-WebSocket-Version: websocket version

トークンへの署名
create-authorizer 呼び出しで使用したパブリックキーとプライベートキーのペアのプライベートキー
を使用してトークンに署名する必要があります。次の例では、Unix 系のコマンドと JavaScript を使用して
トークン署名を作成する方法を示します。SHA-256 ハッシュアルゴリズムを使用して、署名をエンコード
します。
Command line
echo -n TOKEN_VALUE | openssl dgst -sha256 -sign PEM encoded RSA private key | openssl
base64

JavaScript

const crypto = require('crypto')
const key = "PEM encoded RSA private key"
const k = crypto.createPrivateKey(key)
let sign = crypto.createSign('SHA256')
sign.write(t)
sign.end()
const s = sign.sign(k, 'base64')

オーソライザーのトラブルシューティング
このトピックでは、カスタム認証ワークフローで問題を引き起こす可能性のある一般的な問題と、それら
を解決するための手順について説明します。問題を最も効果的にトラブルシューティングするには、AWS
IoT Core の CloudWatch ログを有効にし、ログレベルを DEBUG に設定します。AWS IoT Core コンソー
ル (https://console.aws.amazon.com/iot/) で CloudWatch ログを有効にできます。AWS IoT Core のログの

330

AWS IoT Core デベロッパーガイド
カスタム認証

有効化と設定の詳細については、「the section called “AWS IoT のログ記録の設定” (p. 436)」を参照して
ください。

Note
ログレベルを長期間 DEBUG のままにしておくと、CloudWatch は大量のログデータを保存す
る可能性があります。これにより、CloudWatch の料金が増加する可能性があります。リソース
ベースのログ記録を使用して、特定のモノのグループ内のデバイスのみの詳細度を高めることを
検討してください。リソースベースのログ記録の詳細については、「the section called “AWS IoT
のログ記録の設定” (p. 436)」を参照してください。また、トラブルシューティングが完了した
ら、ログレベルの詳細度を引き下げます。
トラブルシューティングを開始する前に、the section called “カスタム認証ワークフローについ
て” (p. 322) でカスタム認証プロセスの概要を確認してください。これは、問題の原因を見つけるのにど
こを確認すればよいかを理解するのに役立ちます。
このトピックでは、調査する次の 2 つの領域について説明します。
• オーソライザーの Lambda 関数に関連する問題。
• デバイスに関連する問題。

オーソライザーの Lambda 関数に問題がないか確認する
次の手順を実行して、デバイスの接続試行が Lambda 関数を呼び出していることを確認します。
1.

オーソライザーに関連付けられている Lambda 関数を確認します。
これを行うには、DescribeAuthorizer API を呼び出すか、AWS IoT Core コンソールの [Secure] (安全
性) セクションで目的のオーソライザーをクリックします。

2.

3.

Lambda 関数の呼び出しメトリクスを確認します。これを行うには、次の手順を実行します。
a.

AWS Lambda コンソール (https://console.aws.amazon.com/lambda/) を開き、オーソライザーに
関連付けられている関数を選択します。

b.

[Monitor] (監視) タブを選択し、問題に関連する時間枠のメトリクスを表示します。

呼び出しが表示されない場合は、AWS IoT Core に Lambda 関数を呼び出すためのアクセス許可が
あることを確認します。呼び出しが表示された場合は、次の手順に進みます。次の手順を実行し
て、Lambda 関数に必要なアクセス許可があることを確認します。
a.

AWS Lambda コンソールで関数の [Permissions] (アクセス許可) タブを選択します。

b.

ページの下部にある [Resource-based Policy] (リソースベースのポリシー) セクションを見つけま
す。Lambda 関数に必要なアクセス許可がある場合、ポリシーは次の例のようになります。
{

"Version": "2012-10-17",
"Id": "default",
"Statement": [
{
"Sid": "Id123",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "iot.amazonaws.com"
},
"Action": "lambda:InvokeFunction",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:111111111111:function:FunctionName",
"Condition": {
"ArnLike": {
"AWS:SourceArn": "arn:aws:iot:us-east-1:111111111111:authorizer/
AuthorizerName"
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}

c.

]

}

}

},
"StringEquals": {
"AWS:SourceAccount": "111111111111"
}

このポリシーは、関数に対する InvokeFunction アクセス許可を AWS IoT Core プリンシパル
に付与します。表示されない場合は、AddPermission API を使用して追加する必要があります。
次の例では、AWS CLI を使用してこの操作を行う方法を示しています。
aws lambda add-permission --function-name FunctionName --principal
iot.amazonaws.com --source-arn AuthorizerARn --statement-id Id-123 --action
"lambda:InvokeFunction"

4.

呼び出しが表示された場合は、エラーがないことを確認します。エラーは、Lambda 関数が AWS IoT
Core から送信される接続イベントを適切に処理していないことを示唆している可能性があります。
Lambda 関数でのイベントの処理については、the section called “Lambda 関数の定義” (p. 324) を参
照してください。AWS Lambda コンソール (https://console.aws.amazon.com/lambda/) のテスト機能
を使用して、関数のテスト値をハードコーディングし、関数がイベントを正しく処理していることを
確認できます。

5.

エラーのない呼び出しが表示されても、デバイスが接続 (またはメッセージを発行、サブスクライ
ブ、および受信) できない場合、問題は、Lambda 関数が返すポリシーが、デバイスが実行しようとし
ているアクションのためのアクセス許可を付与しないことである可能性があります。関数が返すポリ
シーに問題があるかどうかを判断するには、次の手順を実行します。
a.

Amazon CloudWatch Logs Insights クエリを使用して、短期間にログをスキャンし、エラーがな
いか確認します。次のクエリ例では、イベントをタイムスタンプでソートし、エラーを探しま
す。

display clientId, eventType, status, @timestamp | sort @timestamp desc | filter
status = "Failure"

b.
6.

Lambda 関数を更新して、AWS IoT Core に返されるデータと、関数をトリガーするイベントをロ
グに記録します。これらのログを使用して、関数が作成するポリシーを検査できます。

呼び出しにエラーがないにもかからわず、デバイスが接続できない (またはメッセージを発行、サブ
スクライブ、受信できない) 場合は、別の原因として、Lambda 関数がタイムアウト制限を超えている
可能性があります。カスタムオーソライザーの Lambda 関数のタイムアウト制限は 5 秒です。関数の
期間は、CloudWatch ログまたはメトリクスで確認できます。

デバイスの問題の調査
Lambda 関数の呼び出しに問題がない場合や、関数が返すポリシーに問題がない場合は、デバイスの接続
試行に問題がないか確認してください。不正な形式の接続リクエストにより、AWS IoT Core がオーソラ
イザーをトリガーしない可能性があります。接続の問題は、TLS レイヤーとアプリケーションレイヤーの
両方で発生する可能性があります。
考えられる TLS レイヤーの問題:
• お客様は、すべてのカスタム認証リクエストで、ホスト名ヘッダー (HTTP、MQTT over WebSockets)
または Server Name Indication TLS 拡張 (HTTP、MQTT over WebSockets、MQTT) を渡す必要があり
ます。どちらの場合も、渡される値は、アカウントの AWS IoT Core データエンドポイントの 1 つと一
致する必要があります。これらは、次の CLI コマンドを実行したときに返されるエンドポイントです。
• aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS
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• aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data (レガシー VeriSign エンドポイン
ト)
• MQTT 接続にカスタム認証を使用するデバイスは、mqtt の値の Application Layer Protocol Negotiation
(ALPN) TLS 拡張も渡す必要があります。
• カスタム認証は現在、ポート 443 でのみ使用できます。
考えられるアプリケーションレイヤーの問題:
• 署名が有効になっている場合 (オーソライザーで signingDisabled フィールドが false の場合)、次の
署名の問題がないかを確認します。
• x-amz-customauthorizer-signature ヘッダーまたはクエリ文字列パラメータのいずれかでトー
クン署名を渡していることを確認してください。
• サービスがトークン以外の値に署名していないことを確認してください。
• オーソライザーの token-key-name フィールドで指定したヘッダーまたはクエリパラメータでトー
クンを渡すようにしてください。
• x-amz-customauthorizer-name ヘッダーまたはクエリ文字列パラメータで渡すオーソライザー名が
有効であること、またはアカウント用にデフォルトのオーソライザーが定義されていることを確認して
ください。

認証
承認とは、認証された ID にアクセス許可を付与するプロセスです。アクセス許可は、AWS IoT Core およ
び IAM ポリシーを使用して AWS IoT Core に付与します。このトピックでは、AWS IoT Core ポリシーに
ついて説明します。IAM ポリシーの詳細については、AWS IoT のためのアイデンティティおよびアクセス
管理 (p. 387) および AWS IoT で IAM を使用する方法 (p. 391) を参照してください。
AWS IoT Core ポリシーは、認証済みの ID の権限を決定します。認証済みの ID は、デバイス、モバイル
アプリケーション、ウェブアプリケーション、デスクトップアプリケーションで使用されます。認証済み
の ID を使用して、AWS IoT Core の CLI コマンドを入力することもできます。ID が AWS IoT Core オペ
レーションを実行できるのは、それらのオペレーションにアクセス許可が付与されているポリシーを持つ
場合のみです。
AWS IoT Core ポリシーと IAM ポリシーのいずれも、AWS IoT Core で、ID (プリンシパルとも呼ばれる)
が実行できるオペレーションを管理するために使用されます。使用するポリシータイプは、AWS IoT Core
で認証するために使用している ID のタイプによって異なります。
AWS IoT Core オペレーションは、2 つのグループに分けられます。
• コントロールプレーン API では、証明書、モノ、ルールなどの作成または更新などの管理タスクを行う
ことができます。
• データプレーン API では、AWS IoT Core 間でデータを送受信できます。
使用するポリシーのタイプは、コントロールプレーン API とデータプレーン API のどちらを使用している
かによって異なります。
次の表に、ID タイプ、使用しているプロトコル、認証時に使用することのできるポリシータイプを示しま
す。
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AWS IoT Core のデータプレーン API とポリシータイプ
プロトコルと認
SDK
証メカニズム
TLS/TCP
を介した
MQTT、TLS
相互認証 (ポー
ト 8883 または

AWS
IoTDevice SDK

ID のタイプ

ポリシータイプ

X.509 証明書

AWS IoT Core
ポリシー

認証され
た Amazon
Cognito ID

IAM と AWS
IoT Core ポリ
シー

認証されてい
ない Amazon
Cognito ID

IAM ポリシー

† (p. 84)

443)

)

HTTPS/
WebSocket
を介した
MQTT、AWS
SigV4 認証
(ポート 443)

AWS Mobile
SDK

IAM、または
フェデレーテッ IAM ポリシー
ド ID

HTTPS、AWS
署名バージョン
AWS CLI
4 認証 (ポート
443)
HTTPS、TLS
相互認証 (ポー
ト 8443)

Amazon
Cognito、IAM、
IAM ポリシー
またはフェデ
レーテッド ID

SDK はサポー
X.509 証明書
トしていません

カスタム認証を
AWS
介した HTTPS
IoTDevice SDK
(ポート 443)

AWS IoT Core
ポリシー

カスタムオー
カスタムオーソ
ソライザーポリ
ライザー
シー

AWS IoT Core コントロールプレーン API とポリシータイプ
プロトコルと認
SDK
証メカニズム
HTTPS、AWS
署名バージョン
AWS CLI
4 認証 (ポート
443)

ID のタイプ

ポリシータイプ

Amazon
Cognito ID

IAM ポリシー

IAM、または
フェデレーテッ IAM ポリシー
ド ID

AWS IoT Core ポリシーは、X.509 証明書または Amazon Cognito ID にアタッチされます。IAM ポリシー
は、IAM ユーザー、グループ、ロールにアタッチされます。AWS IoT コンソールまたは AWS IoT Core
CLI を使用して (証明書または Amazon Cognito ID に) ポリシーをアタッチする場合、AWS IoT Core ポリ
シーを使用します。それ以外の場合は、IAM ポリシーを使用します。
ポリシーベースの権限付与は強力なツールになります。これにより、デバイス、ユーザー、アプリケー
ションが AWS IoT Core でできることを完全に制御できます。たとえば、証明書を使用して AWS IoT
Core に接続するデバイスがあるとします。この場合、デバイスを使用して、すべての MQTT トピックへ
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のアクセスを許可するか、1 つのトピックにアクセスを制限できます。または、コマンドラインで CLI コ
マンドを入力することもできます。ポリシーを使用すれば、すべてのコマンド、またはユーザーの AWS
IoT Core リソースへのアクセスを許可または拒否できます。また、AWS IoT Core リソースへのアプリ
ケーションのアクセスを制御することもできます。
AWS IoT がポリシードキュメントをキャッシュする方法によっては、ポリシーに加えられた変更が有効
になるまでに数分かかる場合があります。つまり、最近アクセス権が付与されたリソースにアクセスする
には数分かかる場合があり、アクセスが取り消された後、数分間リソースにアクセスできる場合がありま
す。

AWS のトレーニングと認定
AWS IoT Core での認証の詳細については、AWS トレーニングと認定ウェブサイトにある「Deep Dive
into AWS IoT Core Authentication and Authorization」コースを受講してください。

AWS IoT Core ポリシー
AWS IoT Core ポリシーは JSON ドキュメントです。IAM ポリシーと同じルールに従います。AWS IoT
Core では、非常に多くの ID が同じポリシードキュメントを参照できるように、名前付きポリシーがサ
ポートされています。名前付きポリシーは、簡単にロールバックされるようにバージョン管理されます。
AWS IoT Core ポリシーでは、AWS IoT Core のデータプレーンへのアクセスを管理できます。AWS IoT
Core のデータプレーンは、AWS IoT Core メッセージブローカーへの接続、MQTT メッセージの送受信、
デバイスのシャドウの取得または更新を可能にするオペレーションで構成されます。
AWS IoT Core ポリシーは、1 つ以上のポリシーステートメントを含む JSON ドキュメントです。各ス
テートメントには、次の内容が含まれます。
• Effect: アクションが許可されるか拒否されるかを指定します。
• Action では、ポリシーで許可または拒否されているアクションを指定します。
• Resource では、アクションを許可または拒否するリソースを 1 つ以上指定します。
AWS IoT がポリシードキュメントをキャッシュする方法によっては、ポリシーに加えられた変更が有効
になるまでに数分かかる場合があります。つまり、最近アクセス権が付与されたリソースにアクセスする
には数分かかる場合があり、アクセスが取り消された後、数分間リソースにアクセスできる場合がありま
す。
トピック
• AWS IoT Core ポリシーアクション (p. 335)
• AWS IoT Core アクションリソース (p. 337)
• AWS IoT Core ポリシー変数 (p. 339)
• サービス間の混乱した代理の防止 (p. 345)
• AWS IoT Core ポリシーの例 (p. 346)
• Amazon Cognito ID を使用した承認 (p. 377)

AWS IoT Core ポリシーアクション
次のポリシーアクションは、AWS IoT Core によって定義されています。

MQTT ポリシーアクション
iot:Connect
AWS IoT Core メッセージブローカーに接続するアクセス許可を表します。iot:Connectアクセス許
可は、CONNECT リクエストがブローカーに送信される度に確認されます。メッセージブローカーは、
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同じクライアント ID を持つ 2 つのクライアントが同時に接続を維持することを許可しません。2 番目
のクライアントが接続すると、ブローカーは既存の接続を閉じます。iot:Connect アクセス許可を
使い、特定のクライアント ID を使用している権限を持つクライアントのみが接続できる事を確認しま
す。
iot:GetRetainedMessage
保持されている単一のメッセージの内容を取得するためのアクセス許可を表します。保持メッセージ
とは、AWS IoT Core によって設定保管された RETAIN フラッグで発行されたメッセージの事です。
アカウントの保持されているすべてのメッセージのリストを取得するためのアクセス許可について
は、iot:ListRetainedMessages (p. 336)を参照。
iot:ListRetainedMessages
アカウントの保持メッセージの内容ではなく、それに関する概要情報を取得するためのアクセ
ス許可を表します。保持メッセージとは、AWS IoT Core によって設定保管された RETAIN フ
ラッグで発行されたメッセージです。このアクションのために指定されたリソース ARN は*の
はずです。保持されている単一のメッセージの内容を取得するためのアクセス許可について
は、iot:GetRetainedMessage (p. 336) を参照。
iot:Publish
MQTT トピックを発行するためのアクセス許可を表します。このアクセス権限は、PUBLISH リクエ
ストがブローカーに送信される度に確認されます。このアクセス許可を使用して、クライアントが特
定のトピックパターンに対し発行できるようにします。

Note
iot:Publish アクセス許可を付与するには、iot:Connect アクセス許可も付与する必要
があります。
iot:Receive
AWS IoT Core からメッセージを受信するアクセス許可を表します。iot:Receive アクセス許可は、
メッセージがクライアントに配信されるたびに確認されます。このアクセス許可は配信ごとに確認さ
れるため、この権限を利用し、現在トピックにサブスクライブしているクライアントに対してアクセ
ス許可を取り消すことができます。
iot: RetainPublish
設定された RETAIN フラッグで MQTT メッセージを発行するためのアクセス許可を表します。

Note
iot:RetainPublish アクセス許可を付与するには、iot:Publish アクセス許可も付与す
る必要があります。
iot:Subscribe
トピックフィルターにサブスクライブするアクセス権限を表します。このアクセス権限
は、SUBSCRIBE リクエストがブローカーに送信される度に確認されます。このアクセス許可を使用
して、クライアントが、特定のトピックパターンに一致するトピックにサブスクライブできるように
します。

Note
iot:Subscribe アクセス許可を付与するには、iot:Connect アクセス許可も付与する必
要があります。

シャドウポリシーアクション
iot:DeleteThingShadow
thing のデバイスシャドウを削除するアクセス権限を表します。iot:DeleteThingShadow アクセス
権限は、thing のデバイスシャドウのコンテンツの削除リクエストが行われるたびに確認されます。
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iot:GetThingShadow
thing のデバイスシャドウを取得するアクセス権限を表します。iot:GetThingShadow アクセス権限
は、thing のデバイスシャドウコンテンツの取得リクエストが行われるたびに確認されます。
iot:ListNamedShadowsForThing
thing の名前付きのシャドウを削除するアクセス権限を表しま
す。iot:ListNamedShadowsForThing アクセス権限は、thing の名前付きシャドウの一覧表示リク
エストが行われる度に確認されます。
iot:UpdateThingShadow
デバイスのシャドウを更新するアクセス権限を表します。iot:UpdateThingShadow アクセス権限
は、thing のデバイスシャドウコンテンツの更新リクエストが行われるたびに確認されます。

Note
ジョブ実行ポリシーアクションは、HTTP TLS エンドポイントにのみ適用されます。MQTT エン
ドポイントを使用する場合は、このトピックで定義された MQTT ポリシーアクションを使用する
必要があります。
これを示すジョブ実行ポリシーの例については、MQTT プロトコルと連携する the section called
“基本的なジョブポリシーの例” (p. 376) を参照してください。

ジョブ実行 AWS IoT Core ポリシーアクション
iot:DescribeJobExecution
特定のモノのジョブの実行を取得するアクセス権限を表します。iot:DescribeJobExecution ア
クセス許可は、ジョブの実行の取得リクエストが行われるたびに確認されます。
iot:GetPendingJobExecutions
モノの終了のステータスではないジョブのリストを取得するアクセス権限を表しま
す。iot:GetPendingJobExecutions アクセス権限は、リストの取得リクエストが行われるたびに
確認されます。
iot:UpdateJobExecution
ジョブの実行を更新するアクセス権限を表します。iot:UpdateJobExecution アクセス権限は、
ジョブ実行の状態の更新リクエストが行われるたびに確認されます。
iot:StartNextPendingJobExecution
モノに対して保留中の次のジョブ実行を取得および開始するアクセス権限を表します
（つまり、ステータスが QUEUED から IN_PROGRESS であるジョブの実行を更新しま
す）。iot:StartNextPendingJobExecution アクセス許可は、保留中の次のジョブ実行を開始す
るリクエストが行われるたびに確認されます。

AWS IoT Core 認証情報プロバイダーのポリシーアクション
iot:AssumeRoleWithCertificate
証明書ベースの認証で IAM ロールを継承する AWS IoT Core 認証情報プロバイダーを呼び出すアクセ
ス許可を表します。iot:AssumeRoleWithCertificate アクセス許可は、ロールを継承する AWS
IoT Core 認証情報プロバイダーに対してリクエストが行われるたびに確認されます。

AWS IoT Core アクションリソース
AWS IoT Core ポリシーアクションのリソースを指定するには、リソースの ARN を使用する必要がありま
す。リソースの ARN はすべて、次のような形式になります。
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arn:aws:iot:region:AWS-account-ID:Resource-type/Resource-name

以下の表では、アクションタイプごとに指定するリソースを示しています。
アクション

リソースタイプ

リソース名

ARN の例

iot:Connect

client

クライアントのクライ
アント ID

arn:aws:iot:useast-1:123456789012:client/
myClientId

iot:DeleteThingShadow
thing

モノの名前

arn:aws:iot:useast-1:123456789012:thing/
thingOne

iot:DescribeJobExecution
thing

モノの名前

`arn:aws:iot:useast-1:123456789012:thing/
thingOne`

iot:GetPendingJobExecutions
thing

モノの名前

`arn:aws:iot:useast-1:123456789012:thing/
thingOne`

iot:GetRetainedMessage
topic

保持されたメッセージ
トピック。

arn:aws:iot:useast-1:123456789012:topic/
myTopicName

iot:GetThingShadow

モノの名前

arn:aws:iot:useast-1:123456789012:thing/
thingOne

すべて
iot:ListNamedShadowsForThing

すべて

*

すべて
iot:ListRetainedMessages

すべて

*

iot:Publish

topic

トピック文字列

arn:aws:iot:useast-1:123456789012:topic/
myTopicName

iot:Receive

topic

トピック文字列

arn:aws:iot:useast-1:123456789012:topic/
myTopicName

iot:RetainPublish

topic

設定された RETAIN フ
ラッグと一緒に発行す
るためのトピック。

arn:aws:iot:useast-1:123456789012:topic/
myTopicName

iot:StartNextPendingJobExecution
thing

モノの名前

arn:aws:iot:useast-1:123456789012:thing/
thingOne

iot:Subscribe

トピックフィルター文
字列

arn:aws:iot:useast-1:123456789012:topicfilt
myTopicFilter

モノの名前

arn:aws:iot:useast-1:123456789012:thing/
thingOne

thing

topicfilter

iot:UpdateJobExecution
thing
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アクション

リソースタイプ

iot:UpdateThingShadow
thing

リソース名

ARN の例

モノの名前、および該
当する場合はシャドウ
の名前

arn:aws:iot:useast-1:123456789012:thing/
thingOne
arn:aws:iot:useast-1:123456789012:thing/
thingOne/shadowOne

ロール ARN をポイント
するロールエイリアス

iot:AssumeRoleWithCertificate
rolealias

arn:aws:iot:useast-1:123456789012:rolealias
CredentialProviderRole_alias

AWS IoT Core ポリシー変数
AWS IoT Core は、AWS IoT Core または Resource ブロックの Condition ポリシーで使用できるポリ
シー変数を定義します。ポリシーが評価されると、ポリシー変数は実際の値に置き換えられます。たとえ
ば、デバイスがクライアント ID が 100-234-3456 である AWS IoT Core メッセージブローカーに接続され
ている場合、iot:ClientId ポリシー変数は、ポリシードキュメントで 100-234-3456 に置き換えられま
す。
AWS IoT Core ポリシーでは、ワイルドカード文字を使用し、IAM ポリシーと同様の規則に従うことがで
きます。文字列に * (アスタリスク) を挿入すると、任意の文字に一致するワイルドカードとして扱うこと
ができます。例えば、* を使用してポリシーの Resource 属性で複数の MQTT トピック名を記述できま
す。+ と # の文字は、ポリシーの中でリテラル文字列として扱われます。ワイルドカードを使用する方法
を示したポリシー例については、「MQTT クライアントのポリシー (p. 353)」を参照してください。
また、固定値を持つ事前定義されたポリシー変数を使用して、それ以外の場合に特別な意味を持つ文字を
表現することができます。これらの特殊文字には、$(*)、$(?)、および $($) が含まれます。ポリシー
変数と特殊文字の詳細については、「IAM ポリシーの要素: 変数とタグ」および「複数のキーまたは値によ
る条件の作成」を参照してください。
トピック
• 基本的な AWS IoT Core ポリシー変数 (p. 339)
• モノのポリシー変数 (p. 340)
• X.509 証明書の AWS IoT Core ポリシー変数 (p. 341)

基本的な AWS IoT Core ポリシー変数
AWS IoT Core は、次の基本的なポリシー変数を定義します。
• iot:ClientId: このクライアント ID は、AWS IoT Core メッセージブローカーに接続するために使用
されます。
• aws:SourceIp: AWS IoT Core メッセージブローカーに接続されているクライアントの IP アドレスで
す。
次の AWS IoT Core ポリシーは、ポリシー変数を使用するポリシーを示しています。aws:SourceIp をポ
リシーの Condition エレメントで使用して、プリンシパルが特定のアドレス範囲内でのみ API リクエスト
を行うことを許可できます。例については、「AWS IoT ジョブを使用するためにユーザーとクラウドサー
ビスを承認する (p. 761)」を参照してください。
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["iot:Connect"],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123451234510:client/${iot:ClientId}"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["iot:Publish"],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123451234510:topic/my/topic/${iot:ClientId}"
]
}
]

これらの例では、${iot:ClientId} は、ポリシーが評価されるときに AWS IoT Core メッセー
ジブローカーに接続されたクライアントの ID に置き換えられます。${iot:ClientId} などのポ
リシー変数を使用すると、アクセス可能にしないトピックにアクセスすることがあります。たとえ
ば、${iot:ClientId} を使用するポリシーでトピックフィルターを指定する場合です。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": ["iot:Subscribe"],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/my/${iot:ClientId}/topic"
]

クライアントは、クライアント ID として + を使用して接続できます。これにより、ユーザーはトピック
フィルター my/+/topic に一致する任意のトピックにサブスクライブできます。このようなセキュリティ
ギャップから保護するには、iot:Connect ポリシーアクションを使用して、どのクライアント ID が接続
できるかを制御します。たとえば、このポリシーにより、これらのクライアント ID が clientid1 のクラ
イアントのみが接続できるようになります。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["iot:Connect"],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/clientid1"
]
}
]

モノのポリシー変数
モノのポリシー変数では、モノ名、モノのタイプ、モノの属性値のようなモノのプロパティに基づいてア
クセス許可を付与または拒否する AWS IoT Core ポリシーを書き込むことができます。モノのポリシー変
数を使用し、同じポリシーを適用して多くの AWS IoT Core デバイスを制御できます。デバイスのプロビ
ジョニングの詳細については、「デバイスプロビジョニング」を参照してください。モノ名は、モノが
Connect に接続されるときに送信される MQTT AWS IoT Core メッセージのクライアント ID から取得さ
れます。
AWS IoT Core ポリシーで Thing ポリシー変数を使用する場合は、次の点に注意してください。
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• AttachThingPrincipal API を使用して、証明書やプリンシパル (認証済みの Amazon Cognito ID) をモノに
アタッチします。
• モノの名前を Thing ポリシー変数に置き換える場合、MQTT 接続メッセージまたは TLS 接続の
clientId の値がモノの名前と完全に一致している必要があります。
以下のモノのポリシー変数が利用可能です。
• iot:Connection.Thing.ThingName
AWS IoT Core レジストリのモノの名前に解決されます。これに対してポリシーが評価されます。AWS
IoT Core はデバイスを認証する際に提示されるデバイス証明書を使用して、接続の検証に使用するモノ
を決定します。このポリシー変数は、デバイスが MQTT または MQTT over WebSocket プロトコルに接
続するときにのみ使用できます。
• iot:Connection.Thing.ThingTypeName
これは、ポリシーが評価されているモノと関連付けられるモノのタイプに解決されます。MQTT/
WebSocket 接続のクライアント ID は、モノの名前と同じである必要があります。このポリシー変数
は、MQTT または MQTT over WebSocket プロトコルに接続するときにのみ使用できます。
• iot:Connection.Thing.Attributes[attributeName]
これは、ポリシーが評価されているモノと関連付けられる指定した属性値に解決されま
す。モノには最大 50 個の属性を指定できます。各属性はポリシー変数として使用できま
す。iot:Connection.Thing.Attributes[attributeName] attributeName は属性の名前で
す。MQTT/WebSocket 接続のクライアント ID は、モノの名前と同じである必要があります。このポリ
シー変数は、MQTT または MQTT over WebSocket プロトコルに接続するときにのみ使用できます。
• iot:Connection.Thing.IsAttached
iot:Connection.Thing.IsAttached: ["true"] は、AWS IoT に登録され、かつ、プリンシパ
ルにアタッチされているデバイスのみが、ポリシー内のアクセス許可にアクセスできるように強制しま
す。この変数を使用して、デバイスが AWS IoT Core レジストリ内の IoT モノにアタッチされていない
証明書を提示する場合、デバイスが AWS IoT Core に接続できないようにすることができます。この変
数には true または false の値が含まれており、接続しているモノが AttachThingPrincipal API を使用
してレジストリ内の証明書または Amazon Cognito ID にアタッチされていることを示しています。モノ
の名前はクライアント ID として使用されます。

X.509 証明書の AWS IoT Core ポリシー変数
X.509 証明書のポリシー変数は X.509 証明書の属性に基づいてアクセス許可を付与する AWS IoT Core ポ
リシーを書き込むことができます。次のセクションでそれらの証明書のポリシー変数を使用する方法を説
明します。

CertificateId
RegisterCertificate API では、レスポンス本文に certificateId が表示されます。証明書に関する情報
を取得するには、DescribeCertificate で certificateId を使用できます。

発行元の属性
次の AWS IoT Core ポリシー変数は、証明書発行元が設定した証明書の属性に基づいてアクセス権限を許
可、または、拒否することができます。
• iot:Certificate.Issuer.DistinguishedNameQualifier
• iot:Certificate.Issuer.Country
• iot:Certificate.Issuer.Organization
• iot:Certificate.Issuer.OrganizationalUnit
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• iot:Certificate.Issuer.State
• iot:Certificate.Issuer.CommonName
• iot:Certificate.Issuer.SerialNumber
• iot:Certificate.Issuer.Title
• iot:Certificate.Issuer.Surname
• iot:Certificate.Issuer.GivenName
• iot:Certificate.Issuer.Initials
• iot:Certificate.Issuer.Pseudonym
• iot:Certificate.Issuer.GenerationQualifier

件名の属性
次の AWS IoT Core ポリシー変数では、証明書の発行者が設定した証明書の件名属性に基づいて、アクセ
ス許可を付与または拒否することができます。
• iot:Certificate.Subject.DistinguishedNameQualifier
• iot:Certificate.Subject.Country
• iot:Certificate.Subject.Organization
• iot:Certificate.Subject.OrganizationalUnit
• iot:Certificate.Subject.State
• iot:Certificate.Subject.CommonName
• iot:Certificate.Subject.SerialNumber
• iot:Certificate.Subject.Title
• iot:Certificate.Subject.Surname
• iot:Certificate.Subject.GivenName
• iot:Certificate.Subject.Initials
• iot:Certificate.Subject.Pseudonym
• iot:Certificate.Subject.GenerationQualifier
X.509 証明書は、これらの属性が 1 つ以上の値を含むようにします。デフォルトでは、複数値の各属性用
のポリシー変数は最初の値を返します。たとえば、Certificate.Subject.Country 属性には国名のリ
ストが含まれる場合がありますが、ポリシーで評価されると、iot:Certificate.Subject.Country
は最初の国名に置き換えられます。1 から始めるインデックスを使用して、最初の値以外の
特定の属性値をリクエストできます。たとえば、iot:Certificate.Subject.Country.1
は、Certificate.Subject.Country 属性の 2 番目の国名に置き換えられます。存在していないイン
デックス値を指定する場合、(たとえば、属性に割り当てられた値が 2 つのみのとき 3 番目の値を要求する
と) 置き換えはされず、認可は失敗します。ポリシーの変数名で、.List サフィックスを使用して、属性
の値をすべて指定できます。
Registered devices (2)
AWS IoT Core レジストリでモノとして登録されているデバイスの場合、次のポリシーにより、
モノの名前が AWS IoT Core レジストリに登録されたクライアントの接続が許可されます。ただ
し、モノの名前に固有のトピックに発行する権限が、Certificate.Subject.Organization
属性が "Example Corp" または "AnyCompany" に設定された証明書を持つクライアントに制
限されます。この制限は、前述のアクションを許可するために満たす必要がある条件を指定する
"Condition" フィールドを使用して達成できます。この場合の条件は、証明書に関連付けられた
Certificate.Subject.Organization 属性に、リストされた値の 1 つを含める必要があることで
す。
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{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"iot:Connect"
],
"Resource":[
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/${iot:Connection.Thing.ThingName}"
]
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"iot:Publish"
],
"Resource":[
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/my/topic/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"
],
"Condition":{
"ForAllValues:StringEquals":{
"iot:Certificate.Subject.Organization.List":[
"Example Corp",
"AnyCompany"
]
}
}
}
]
}

Unregistered devices (2)
AWS IoT Core レジストリでモノとして登録されていないデバイスの場合、次のポリシー
により、クライアント ID AWS IoT Core、client1、client2 で client3 に接続するア
クセス許可が付与されます。ただし、クライアント ID に固有のトピックに発行する権限
が、Certificate.Subject.Organization 属性が "Example Corp" または "AnyCompany" に
設定された証明書を持つクライアントに制限されます。この制限は、前述のアクションを許可するた
めに満たす必要がある条件を指定する "Condition" フィールドを使用して達成できます。この場合
の条件は、証明書に関連付けられた Certificate.Subject.Organization 属性に、リストされ
た値の 1 つを含める必要があることです。
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"iot:Connect"
],
"Resource":[
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client2",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client3"
]
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"iot:Publish"
],
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}

]

}

"Resource":[
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/my/topic/${iot:ClientId}"
],
"Condition":{
"ForAllValues:StringEquals":{
"iot:Certificate.Subject.Organization.List":[
"Example Corp",
"AnyCompany"
]
}
}

発行元の代替名属性
次の AWS IoT Core ポリシー変数は、証明書の発行者が設定した発行元の代替名前属性に基づいて、アク
セス許可を許可または拒否することができます。
• iot:Certificate.Issuer.AlternativeName.RFC822Name
• iot:Certificate.Issuer.AlternativeName.DNSName
• iot:Certificate.Issuer.AlternativeName.DirectoryName
• iot:Certificate.Issuer.AlternativeName.UniformResourceIdentifier
• iot:Certificate.Issuer.AlternativeName.IPAddress

件名の代替名属性
次の AWS IoT Core ポリシー変数は、証明書の発行者が設定した件名の代替名前属性に基づいてアクセス
許可を許可または拒否することができます。
• iot:Certificate.Subject.AlternativeName.RFC822Name
• iot:Certificate.Subject.AlternativeName.DNSName
• iot:Certificate.Subject.AlternativeName.DirectoryName
• iot:Certificate.Subject.AlternativeName.UniformResourceIdentifier
• iot:Certificate.Subject.AlternativeName.IPAddress

その他の属性
iot:Certificate.SerialNumber を使用して、証明書のシリアルナンバーに基づいて AWS IoT Core
リソースへのアクセスを許可、または、拒否することができます。iot:Certificate.AvailableKeys
ポリシー変数には、値を含むすべての証明書のポリシー変数の名前が含まれます。

X.509 証明書のポリシー変数の制限
次の制限は、X.509 証明書のポリシー変数に適用されます。
ワイルドカード
ワイルドカード文字が証明書の属性にある場合は、ポリシー変数は証明書属性値に置き換えられず、
ポリシードキュメントに ${policy-variable} テキストが残されます。これにより、承認が失敗す
る場合があります。ワイルドカード文字として、*、$、+、?、# を使用できます。
配列フィールド
配列を含む証明書の属性は、5 つの項目に制限されます。追加項目は無視されます。
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文字列の長さ
すべての文字列値は 1024 文字に制限されています。証明書の属性に、文字列が 1024 文字以上
含まれている場合、ポリシー変数は証明書の属性値に置き換えられず、ポリシードキュメントに
${policy-variable} を残します。これにより、承認が失敗する場合があります。
特殊文字
,、"、\、+、=、<、>、; などの特殊文字をポリシー変数で使用する場合は、先頭にバックス
ラッシュ (\) を付ける必要があります。例えば、Amazon Web Services O=Amazon.com Inc.
L=Seattle ST=Washington C=US は Amazon Web Service O\=Amazon.com Inc. L
\=Seattle ST\=Washington C\=US になります。

サービス間の混乱した代理の防止
「混乱した代理」問題は、アクションを実行するためのアクセス許可を持たないエンティティが、より
特権のあるエンティティにアクションの実行を強制できてしまう場合に生じる、セキュリティ上の問題で
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。
AWS IoT が別のサービスに付与する、リソースへのアクセス許可を制限する場合は、リソースポリシー内
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することを
推奨します。両方のグローバル条件コンテキストキーを使用しており、それらが同じポリシーステートメ
ントで使用されるときは、aws:SourceAccount 値と、aws:SourceArn 値のアカウントが同じアカウン
ト ID を使用する必要があります。
「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 Amazon リソース
ネーム (ARN) を指定しながら、グローバル条件コンテキストキー aws:SourceArn を使用することで
す。AWS IoT では、aws:SourceArn が arn:aws:iot:region:account-id:* の形式に従う必要があ
ります。#####がお客様の AWS IoT リージョンと一致し、account-id がお客様のカスタマーアカウン
ト ID と一致することを確認してください。
次の例は、AWS IoT ロール信頼ポリシーで aws:SourceArn および aws:SourceAccount グローバル条
件コンテキストを使用して「混乱した代理」問題を防ぐ方法を示しています。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "iot.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "123456789012"
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:*"
}
}
}
]
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AWS IoT Core ポリシーの例
このセクションのポリシーの例は、AWS IoT Coreで一般的なタスクを完了するために使われるポリシード
キュメントを説明しています。ソリューションのポリシーを作成している際、開始時の例としてそれらが
使用できます。
このセクションの例では、次のポリシー要素が使用されています。
• the section called “AWS IoT Core ポリシーアクション” (p. 335)
• the section called “AWS IoT Core アクションリソース” (p. 337)
• the section called “アイデンティティベースのポリシーの例” (p. 408)
• the section called “基本的な AWS IoT Core ポリシー変数” (p. 339)
• the section called “X.509 証明書の AWS IoT Core ポリシー変数” (p. 341)
このセクションのポリシーの例：
• 接続ポリシーの例 (p. 346)
• パブリッシュ/サブスクライブポリシーの例 (p. 353)
• 接続および公開ポリシーの例 (p. 368)
• 保持されたメッセージポリシーの例 (p. 368)
• 証明書のポリシーの例 (p. 370)
• モノのポリシーの例 (p. 374)
• 基本的なジョブポリシーの例 (p. 376)

接続ポリシーの例
次のポリシーにより、クライアント ID AWS IoT Core で client1 に接続するアクセス許可が付与されま
す。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1"
]
}
]

次のポリシーでは、クライアント ID client1 および client2 で AWS IoT Core に接続するアクセス許
可が拒否され、AWS IoT Core レジストリに登録されたモノの名前に一致するクライアント ID を使用した
接続がデバイスに許可されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
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"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client2"
]

},
{

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/${iot:Connection.Thing.ThingName}"
]

MQTT 永続セッションポリシーの例
connectAttributes を使用すると、PersistentConnect や LastWill などの IAM ポリシーの接続
メッセージで使用する属性を指定できます。詳細については、「connectAttributes の使用 (p. 95)」を参照
してください
次のポリシーは、PersistentConnect 機能との接続を許可します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"iot:ConnectAttributes": [
"PersistentConnect"
]
}
}
}
]

次のポリシーでは PersistentConnect は許可されていませんが、他の機能は許可されています。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringNotEquals": {
"iot:ConnectAttributes": [
"PersistentConnect"
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]

}

}

}

]

上記のポリシーは、StringEquals を使用して表現することもできます。新機能を含む他の機能はすべて
許可されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"iot:ConnectAttributes": [
"PersistentConnect"
]
}
}
}
]

次のポリシーは、PersistentConnect と LastWill の両方による接続を許可します。その他の新機能
は許可されません。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"iot:ConnectAttributes": [
"PersistentConnect",
"LastWill"
]
}
}
}
]

次のポリシーは、LastWill の有無にかかわらず、クライアントによるクリーン接続を許可します。他の
機能は許可されません。
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"iot:ConnectAttributes": [
"LastWill"
]
}
}
}
]

次のポリシーは、デフォルト機能を使用した接続のみを許可します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"iot:ConnectAttributes": [
]
}
}
}
]

次のポリシーでは、PersistentConnect を使用した接続のみが許可されます。接続が
PersistentConnect を使用する限り、新しい機能はすべて許可されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"iot:ConnectAttributes": [
"PersistentConnect"
]
}
}
}
]
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次のポリシーでは、接続には PersistentConnect と LastWill の両方の使用が必要であり、新機能は
許可されないことが示されています。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals":
"iot:ConnectAttributes":
"PersistentConnect",
"LastWill"
]
}
}
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals":
"iot:ConnectAttributes":
"PersistentConnect"
]
}
}
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals":
"iot:ConnectAttributes":
"LastWill"
]
}
}
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals":
"iot:ConnectAttributes":
]
}
}
}
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}

]

次のポリシーには、PersistentConnect を含めることはできませんが、LastWill を含めることはでき
ます。その他の新機能は許可されません。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"iot:ConnectAttributes": [
"PersistentConnect"
]
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"iot:ConnectAttributes": [
"LastWill"
]
}
}
}
]

次のポリシーは、トピック "my/lastwill/topicName" と一緒にLastWill を持つクライアントによる
接続のみを許可します。LastWill トピックを使用する限り、すべての機能が許可されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ArnEquals": {
"iot:LastWillTopic": "arn:aws:iot:*region*:*account-id*:topic/*my/
lastwill/topicName*"
}
}
}
]
}
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次のポリシーは、特定の LastWillTopic を使用したクリーン接続のみを許可します。LastWillTopic
を使用する限り、すべての機能が許可されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ArnEquals": {
"iot:LastWillTopic": "arn:aws:iot:*region*:*account-id*:topic/*my/
lastwill/topicName*"
}
}
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"iot:ConnectAttributes": [
"PersistentConnect"
]
}
}
}
]
}

Registered devices (3)
次のポリシーでは、モノの名前をクライアント ID として使用して接続し、トピックフィルター my/
topic/filter に登録することをデバイスに許可します。デバイスは AWS IoT Core に登録する必要
があります。AWS IoT Core に接続するとき、デバイスは AWS IoT Core レジストリ内の IoT のモノ
に関連付けられた証明書を提供する必要があります。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/${iot:Connection.Thing.ThingName}"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/my/topic/filter"
]
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}

]

}

Unregistered devices (3)
AWS IoT Core レジストリでモノとして登録されていないデバイスの場合、次のポリシーにより、ク
ライアント ID client1 を使用して接続し、トピックフィルタ my/topic にサブスクライブするアク
セス許可が付与されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/my/topic"
]
}
]

パブリッシュ/サブスクライブポリシーの例
使用するポリシーは、AWS IoT Core に接続する方法によって決まります。MQTT クライアント、HTTP、
または WebSocket を使用して、AWS IoT Core に接続できます。MQTT クライアントを使用して接続する
と、X.509 証明書で認証されます。HTTP または WebSocket プロトコルを使用して接続すると、署名バー
ジョン 4 および Amazon Cognito で認証されます。

MQTT クライアントのポリシー
ポリシーの resource 属性に複数のトピック名とトピックフィルターを記述するには、MQTT ワイルド
カード文字の代わりに * と ? ワイルドカード文字を使用します。
MQTT と AWS IoT Core ポリシーではワイルドカード文字が異なるため、慎重に検討した後でのみ選択し
てください。MQTT では、ワイルドカード文字 + および # が MQTT トピックフィルターで使用され、複
数のトピック名にサブスクライブします。AWS IoT Core ポリシーでは、ワイルドカード文字として * お
よび ? が使用され、IAM ポリシーの規則に従います。ポリシードキュメントでは、* は任意の文字の組み
合わせを表し、疑問符 ? は任意の 1 文字を表します。ポリシードキュメントでは、MQTT ワイルドカード
文字である + と # は、特別な意味を持たないこれらの文字として扱われます。
ポリシードキュメントで使用するワイルドカード文字を選択するとき、* 文字は、MQTT トピックフィル
ターでの + 文字のように、単一のトピックレベルに限定されないことを考慮してください。ワイルドカー
ドの仕様を単一の MQTT トピックフィルターレベルに制約するには、複数の ? 文字の使用を検討してくだ
さい。ポリシーリソースでのワイルドカード文字の使用、およびワイルドカード文字が一致するその他の
例については、「リソース ARN でのワイルドカードの使用」を参照してください。
次の表は、MQTT で使用されるさまざまなワイルドカード文字と MQTT クライアントの AWS IoT Core ポ
リシーを示しています。
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ワイルドカー
ド文字

MQTT のワイ
ルドカード文
字

MQTT での例

AWS IoT Core
ポリシーのワ
イルドカード
文字

MQTT クライアントの AWS IoT Core
ポリシーでの例

#

はい

some/#

いいえ

該当なし

+

はい

some/+/
topic

いいえ

該当なし

*

いいえ

該当なし

はい

topicfilter/some/*/topic

?

いいえ

該当なし

はい

topic/some/?????/topic
topicfilter/some/sensor???/
topic

次のポリシーでは、デバイスが同じモノ名で始まるすべてのサブトピックにパブリッシュできるようにし
ます。
Registered devices (5)
AWS IoT Core レジストリでモノとして登録されているデバイスの場合、次のポリシーにより、モノ
の名前に一致するクライアント ID を使用して AWS IoT Core に接続し、モノの名前のプレフィックス
が付いている任意のトピックに発行するアクセス許可が付与されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/*"
]
}
]
}

Unregistered devices (5)
AWS IoT Core レジストリでモノとして登録されていないデバイスの場合、次のポリシーにより、ク
ライアント ID AWS IoT Core、client1、または client2 を使用して client3 に接続し、クライ
アント ID のプレフィックスが付いている任意のトピックに発行するアクセス許可が付与されます。
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client2",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client3"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/${iot:ClientId}/*"
]
}
]

ワイルドカード * は、トピックフィルターの最後に使用することもできます。ワイルドカード文字を使用
すると、意図しない権限を付与することにつながる可能性があるため、慎重に検討した後でのみ使用して
ください。これが役立つ可能性のある 1 つの例として、デバイスがさまざまなトピックを持つメッセージ
にサブスクライブする必要がある状況が考えられます（たとえば、デバイスが複数の場所にある温度セン
サーからの報告にサブスクライブする必要がある場合です）。
Registered devices (6)
AWS IoT Core レジストリでモノとして登録されているデバイスの場合、次のポリシーにより、デ
バイスのモノの名前をクライアント ID として使用して AWS IoT Core に接続し、モノの名前のプレ
フィックスが付き、それに room、さらに任意の文字列が続いているトピックにサブスクライブする
アクセス許可が付与されます。（これらのトピックは、thing1/room1、thing1/room2、などであ
ることが想定されます）。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/room*"
]
},
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"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/room*"
]
}
]
}

Unregistered devices (6)
AWS IoT Core レジストリでモノとして登録されていないデバイスの場合、次のポリシーにより、
クライアント ID AWS IoT Core、client1、client2 を使用して client3 に接続し、クライアン
ト ID のプレフィックスが付き、それに room、さらに任意の文字列が続いているトピックにサブス
クライブするアクセス許可が付与されます。（これらのトピックは、client1/room1、client1/
room2、などであることが想定されます）。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client2",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client3"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/${iot:ClientId}/room*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/${iot:ClientId}/room*"
]
}
]

MQTT クライアントの AWS IoT Core ポリシーでトピックフィルターを指定すると、MQTT ワイルドカー
ド文字 (+) および (#) はリテラル文字列として扱われます。これらの文字を使用すると、予期しない動作
が引き起こされる場合があります。これらは実行時にリテラル文字列として扱われるため、拒否ポリシー
が存在していても、ワイルドカードトピックを介して意図せずにデータを受信する可能性があります。例
えば、アプリケーションでデバイスが a/restricted/... を除く a/ の下にあるすべてのトピックから
メッセージを受信できるようにする場合、次のポリシー例は機能しません。
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{

"Effect": "Allow",
"Action": "iot:Subscribe",
"Resource": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/a/*"

},

{

"Effect": "Deny",
"Action": "iot:Subscribe",
"Resource": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/a/restricted/*"

}

MQTT プロトコルに基づいて、トピックフィルター a/# をサブスクライブすることにより、クライアント
が a/restricted/[any string] で始まるトピックを含むトピックを受信することが許可されます。
デバイスが a/restricted/... を除く a/ の下にあるすべてのトピックからメッセージを受信できるよ
うにするには、別のステートメントを追加します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iot:Receive",
"NotResource": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/a/restricted/*"

サブスクリプションの認証は、Subscribe リクエストが行われるときに発生します。サブスクリプショ
ンを作成した後は、接続が開いている間はメッセージを受信できます。メッセージがデバイスにパブリッ
シュされるたびに、AWS IoT Core は Receive アクションのためにトピックの認証チェックを実行しま
す。既存のサブスクリプションのメッセージをデバイスが受信できないようにするには、iot:Receive
のアクセス許可を拒否してポリシーを更新できます。
次のポリシーは、デバイスがトピック device/update で受信するアクセス許可を拒否し、デバイスがサ
ブスクライブするアクセス許可を与えるものです。
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":"iot:Subscribe",
"Resource":"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/device/update"
},
{
"Effect":"Deny",
"Action":"iot:Receive",
"Resource":"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/device/update"
}
]

Registered devices (4)
AWS IoT Core レジストリでモノとして登録されているデバイスの場合、次のポリシーにより、モノ
の名前に一致するクライアント ID で AWS IoT Core に接続し、トピックフィルタ some/+/topic の
みにサブスクライブするアクセス許可が付与されます。リソース ARN の topicfilter/some/+/
topic では、MQTT クライアントの AWS IoT Core ポリシーで + は文字列として扱われます。つま
り、文字列 some/+/topic のみがトピックフィルターに一致します。
{

"Version": "2012-10-17",
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"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/some/+/topic"
]
}
]
}

AWS IoT Core レジストリでモノとして登録されているデバイスの場合、次のポリシーにより、モノ
の名前に一致するクライアント ID で AWS IoT Core に接続し、トピックフィルタ some/*/topic
にサブスクライブするアクセス許可が付与されます。リソース ARN のtopicfilter/some/*/
topicでは、* は MQTT クライアントの AWS IoT Core ポリシーでワイルドカード文字として扱わ
れ、この文字を含むレベルの文字列がトピックフィルターにマッチすることを意味します。（これら
のトピックは、some/string1/topic、some/string2/topic、などであることが想定されます）
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/some/*/topic"
]
}
]
}

Unregistered devices (4)
AWS IoT Core レジストリでモノとして登録されていないデバイスの場合、次のポリシーにより、ク
ライアント ID client1 で AWS IoT Core に接続し、トピックフィルター some/+/topic のみにサ
ブスクライブするアクセス許可が付与されます。リソース ARN の topicfilter/some/+/topic で
は、MQTT クライアントの AWS IoT Core ポリシーで + は文字列として扱われます。つまり、文字列
some/+/topic のみがトピックフィルターに一致します。
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/some/+/topic"
]
}
]

AWS IoT Core レジストリでモノとして登録されていないデバイスの場合、次のポリシーにより、ク
ライアント ID client1 で AWS IoT Core に接続し、トピックフィルター some/+/topic のみにサ
ブスクライブするアクセス許可が付与されます。リソース ARN のtopicfilter/some/*/topicで
は、* は MQTT クライアントの AWS IoT Core ポリシーでワイルドカード文字として扱われ、この文
字を含むレベルの文字列がトピックフィルターにマッチすることを意味します。（これらのトピック
は、some/string1/topic、some/string2/topic、などであることが想定されます）
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/some/*/topic"
]
}
]

Note
MQTT ワイルドカード + および # は MQTT クライアントの AWS IoT Core ポリシーでリテラル
文字列として扱われます。したがって、MQTT クライアントの AWS IoT Core ポリシーでトピッ
ク名とトピックフィルターにワイルドカード文字を指定するには、* を使用する必要がありま
す。
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Registered devices (7)
AWS IoT Core レジストリでモノとして登録されているデバイスの場合、次のポリシーにより、デバ
イスのモノの名前をクライアント ID として使用して AWS IoT Core に接続し、トピック my/topic
および my/othertopic にサブスクライブするアクセス許可が付与されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/my/topic",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/my/othertopic"
]
}
]
}

Unregistered devices (7)
AWS IoT Core レジストリでモノとして登録されていないデバイスの場合、次のポリシーにより、
クライアント ID AWS IoT Core を使用して client1 に接続し、トピック my/topic および my/
othertopic にサブスクライブするアクセス許可が付与されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/my/topic",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/my/othertopic"
]
}
]
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Registered devices (8)
AWS IoT Core レジストリでモノとして登録されているデバイスの場合、次のポリシーにより、デバ
イスのモノの名前をクライアント ID として使用して AWS IoT Core に接続し、そのモノの名前/クラ
イアント ID に一意なトピックにサブスクライブするアクセス許可が付与されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/my/topic/
${iot:Thing.ThingName}"
]
}
]
}

Unregistered devices (8)
AWS IoT Core レジストリでモノとして登録されていないデバイスの場合、次のポリシーにより、ク
ライアント ID AWS IoT Core を使用して client1 に接続し、そのクライアント ID に一意のトピック
にサブスクライブするアクセス許可が付与されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/my/topic/${iot:ClientId}"
]
}
]
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Registered devices (9)
AWS IoT Core レジストリでモノとして登録されているデバイスの場合、次のポリシーにより、デバ
イスのモノの名前をクライアント ID として使用して AWS IoT Core に接続し、そのモノの名前または
クライアントのプレフィックスが付いた任意のトピック (bar で終わる 1 つのトピックを除く) に接続
するアクセス許可が付与されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/${iot:Thing.ThingName}/*"
]
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/${iot:Thing.ThingName}/bar"
]
}
]
}

Unregistered devices (9)
AWS IoT Core レジストリでモノとして登録されていないデバイスの場合、次のポリシーにより、ク
ライアント ID AWS IoT Core および client1 を使用して client1 に接続し、接続に使用されるク
ライアント ID のプレフィックスが付いた任意のトピック (bar で終わる 1 つのトピックを除く) に接
続するアクセス許可が付与されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client2"
]
},
{
"Effect": "Allow",
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},
{

}

]

}

"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/${iot:ClientId}/*"
]
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/${iot:ClientId}/bar"
]

Registered devices (10)
AWS IoT Core レジストリでモノとして登録されているデバイスの場合、次のポリシーにより、デバ
イスのモノの名前をクライアント ID として使用して AWS IoT Core に接続するアクセス許可が付与さ
れます。デバイスはトピック my/topic にサブスクライブすることはできますが、thing-name /
bar に発行することはできません。ここで thing-name は AWS IoT Core に接続している IoT のモノ
の名前です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/my/topic"
]
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/${iot:Thing.ThingName}/bar"
]
}
]
}
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Unregistered devices (10)
AWS IoT Core レジストリでモノとして登録されていないデバイスの場合、次のポリシーにより、ク
ライアント ID AWS IoT Core を使用して client1 に接続し、トピック my/topic にサブスクライブ
するアクセス許可が付与されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/my/topic"
]
}
]

モノのポリシー変数は、証明書または認証された Amazon Cognito ID がモノにアタッチされているとき
にも置き換えられます。次のポリシーは、クライアント ID AWS IoT Core で client1 に接続し、トピッ
ク iotmonitor/provisioning/987654321098 に発行および受信するためのアクセス許可を付与しま
す。また、証明書所有者がこのトピックにサブスクライブできるようにします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish",
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/iotmonitor/
provisioning/987654321098"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
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],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/iotmonitor/
provisioning/987654321098"
]
}
]
}

HTTP および WebSocket クライアントのポリシー
Amazon Cognito ID は、認証されている場合と認証されていない場合があります。認証された ID は任意の
サポートされている認証プロバイダで認証されたユーザーに属します。認証されていない ID は、通常、ID
プロバイダーで認証しないゲストユーザーに属します。Amazon Cognito は、認証されていない ID をサ
ポートするために、一意の識別子と AWS 認証情報を提供します。
以下のオペレーションに対して、AWS IoT Core は、AttachPolicy API により Amazon Cognito にア
タッチされた AWS IoT Core ポリシーを使用して、認証済みの ID の Amazon Cognito ID プールにアタッ
チされたアクセス許可の適用範囲を制限します。
• iot:Connect
• iot:Publish
• iot:Subscribe
• iot:Receive
• iot:GetThingShadow
• iot:UpdateThingShadow
• iot:DeleteThingShadow
つまり、Amazon Cognito ID には、プールにアタッチされた IAM ロールポリシーと、AWS IoT
CoreAttachPolicy API を介して Amazon Cognito ID にアタッチされた AWS IoT Core ポリシーからの
アクセス許可が必要です。
認証されたユーザーと未認証のユーザーは、異なる ID タイプです。AWS IoT ポリシーを Amazon Cognito
ID にアタッチしない場合、認証されたユーザーが AWS IoT での認証に失敗し、AWS IoT リソースとアク
ションにアクセスできません。

Note
他の AWS IoT Core オペレーションまたは非認証の ID に対して、AWS IoT Core は、Amazon
Cognito ID プールのロールにアタッチされたアクセス権限の適用範囲を制限しません。認証済み
の ID と非認証の ID の両方に対して、これは、Amazon Cognito プールのロールにアタッチする
ことをお勧めする最も緩いポリシーです。
HTTP
非認証の Amazon Cognito ID が Amazon Cognito ID に固有のトピックで HTTP を介してメッセージを発行
できるようにするには、Amazon Cognito ID プールロールに以下の IAM ポリシーをアタッチします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish",
],
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"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/${cognitoidentity.amazonaws.com:sub}"]
}
]
}

認証されたユーザーを許可するには、AWS IoT Core AttachPolicy API を使用して、前述のポリシーを
Amazon Cognito ID プールロールおよび Cognito ID にアタッチします。

Note
Amazon Cognito ID を許可するときに、AWS IoT Core は両方のポリシーを考慮し、指定された最
低限の特権を付与します。アクションは、両方のポリシーで要求されたアクションが許可されて
いる場合にのみ許可されます。いずれかのポリシーでアクションが許可されていない場合、その
アクションは許可されません。
MQTT
非認証の Amazon Cognito ID がアカウントで Amazon Cognito ID に固有のトピックで WebSockets を介
して MQTT メッセージをパブリッシュできるようにするには、Amazon Cognito ID プールロールに以下の
IAM ポリシーをアタッチします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/${cognitoidentity.amazonaws.com:sub}"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/${cognitoidentity.amazonaws.com:sub}"]
}
]
}

認証されたユーザーを許可するには、AWS IoT Core AttachPolicy API を使用して、前述のポリシーを
Amazon Cognito ID プールロールおよび Cognito ID にアタッチします。

Note
Amazon Cognito ID を許可するときに、AWS IoT Core は両方を考慮し、指定された最低限の特権
を付与します。アクションは、両方のポリシーで要求されたアクションが許可されている場合に
のみ許可されます。いずれかのポリシーでアクションが許可されていない場合、そのアクション
は許可されません。

受信ポリシーの例
Registered devices (11)
AWS IoT Core レジストリで登録されているデバイスの場合、次のポリシーにより、モノの名前に一
致するクライアント ID を使用して AWS IoT Core に接続し、my/topic トピックでメッセージへのサ
ブスクライブと受信を行うアクセス許可が付与されます。
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{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/my/topic"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/my/topic"
]
}
]
}

Unregistered devices (11)
AWS IoT Core レジストリで登録されていないデバイスの場合、次のポリシーにより、クライアント
ID AWS IoT Core を使用して client1 に接続し、1 つのトピックでメッセージへのサブスクライブと
受信を行うアクセス許可が付与されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/my/topic"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/my/topic"

367

AWS IoT Core デベロッパーガイド
AWS IoT Core ポリシー

}

]

}

]

接続および公開ポリシーの例
AWS IoT Core レジストリでモノとして登録されているデバイスの場合、次のポリシーにより、モノの名
前に一致するクライアント ID で AWS IoT Core に接続するアクセス許可が付与され、クライアント ID ま
たはモノの名前に固有の MQTT トピックでの発行にデバイスが制限されます。接続が正常に実行されるた
めには、モノの名前が AWS IoT Core レジストリに登録され、モノにアタッチされた ID またはプリンシパ
ルを使用して認証される必要があります。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action":["iot:Publish"],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["iot:Connect"],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"]
}
]
}

AWS IoT Core レジストリーにモノとして登録されていないデバイスの場合、次のポリシーにより、ク
ライアント ID client1で AWS IoT Core に接続するアクセス許可が付与され、クライアント ID 固有の
MQTT トピックでの発行へとデバイスが制限されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action":["iot:Publish"],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/${iot:ClientId}"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["iot:Connect"],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1"]
}
]

保持されたメッセージポリシーの例
保持されているメッセージ (p. 90)の使用には、特定のポリシーが必要です。保持されるメッセージと
は、AWS IoT Coreによって設定保管された RETAIN フラッグで発行される MQTT メッセージです。この
セクションでは、保持されたメッセージの一般的な使用を許可するポリシーの例を紹介します。
このセクションの内容:
• 保持されたメッセージを接続して発行するためのポリシー (p. 369)
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• 保持された Will メッセージを接続して発行するためのポリシー (p. 369)
• 保持されたメッセージを一覧表示して取得するためのポリシー (p. 370)

保持されたメッセージを接続して発行するためのポリシー
デバイスが保持されたメッセージを発行するには、デバイスが、接続、発行 (任意のMQTTメッセージ)、
そして保持されたMQTTメッセージを発行できる必要があります。次のポリシーにより、トピックに対す
るアクセス権限が付与されます。クライアントdevice1にdevice/sample/configuration。接続のア
クセス許可を付与する別の例については、the section called “接続および公開ポリシーの例” (p. 368)を参
照。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/device1"
]
},
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish",
"iot:RetainPublish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/device/sample/configuration"
]
}
]

保持された Will メッセージを接続して発行するためのポリシー
クライアントは、AWS IoT Coreクライアントが予期せず切断した時に発行するメッセージを設定する事が
できます。MQTT はこのようなメッセージをウィルメッセージと呼びます。それらを包括するために、ク
ライアントは、接続許可に追加して追加条件を持つ必要があります。
次のポリシードキュメントは、AWS IoT Coreも保持するであろうトピックwillにより明確になった Will
メッセージに接続発行する権限をすべてのクライアントに付与します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/*"
],
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"iot:ConnectAttributes": [
"LastWill"
]
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}

]

}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish",
"iot:RetainPublish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/will"
]
}

保持されたメッセージを一覧表示して取得するためのポリシー
サービスとアプリケーションは、MQTT クライアントをサポートしなくて
も、ListRetainedMessagesおよびGetRetainedMessageを呼び出す事によって保持されたメッセー
ジにアクセスする事ができます。これらのアクションを呼び出すサービスとアプリケーションは、次の例
のようなポリシーを使用して認証される必要があります。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:ListRetainedMessages"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:GetRetainedMessage"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/foo"
]
}
]

証明書のポリシーの例
AWS IoT Core レジストリに登録されているデバイスの場合、次のポリシーにより、モノの名前に一致
するクライアント ID で AWS IoT Core に接続し、デバイスが自らを認証するために使用した証明書の
certificateId に名前が等しいトピックに発行するアクセス許可が付与されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/${iot:CertificateId}"]
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{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"]
}
]
}

AWS IoT Core レジストリに登録されていないデバイスの場合、次のポリシーにより、クライアント
ID、AWS IoT Core、client1、および client2 で client3 に接続し、デバイスが自らを認証するため
に使用した証明書の certificateId に名前が等しいトピックに発行するアクセス許可が付与されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/${iot:CertificateId}"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client2",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client3"
]
}
]

AWS IoT Core レジストリに登録されているデバイスの場合、次のポリシーにより、モノの名前に一致す
るクライアント ID で AWS IoT Core に接続し、デバイスが自らを認証するために使用した証明書のサブ
ジェクト CommonName フィールドに名前が等しいトピックに発行するアクセス許可が付与されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/
${iot:Certificate.Subject.CommonName}"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"]
}

371

AWS IoT Core デベロッパーガイド
AWS IoT Core ポリシー

}

]

Note
この例では、証明書のサブジェクト共通名が、サブジェクト共通名が登録された各証明書に対し
て一意であることを前提にして、トピック ID として使用されます。複数のデバイス間で証明書が
共有されている場合、サブジェクト共通名は、その証明書を共有するすべてのデバイスで同じに
なります。したがって、複数のデバイスの同じトピックに発行する権限が許可されます（推奨さ
れません）。
AWS IoT Core レジストリに登録されていないデバイスの場合、次のポリシーにより、クライアント ID
AWS IoT Core、client1、および client2 で client3 に接続し、デバイスが自らを認証するために使
用した証明書のサブジェクト CommonName フィールドに名前が等しいトピックに発行するアクセス許可が
付与されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/
${iot:Certificate.Subject.CommonName}"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client2",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client3"
]
}
]
}

Note
この例では、証明書のサブジェクト共通名が、サブジェクト共通名が登録された各証明書に対し
て一意であることを前提にして、トピック ID として使用されます。複数のデバイス間で証明書が
共有されている場合、サブジェクト共通名は、その証明書を共有するすべてのデバイスで同じに
なります。したがって、複数のデバイスの同じトピックに発行する権限が許可されます（推奨さ
れません）。
AWS IoT Core レジストリに登録されているデバイスの場合、次のポリシーにより、モノの名前に一致
するクライアント ID で AWS IoT Core に接続し、デバイスに認証に使用される証明書で、その admin/
フィールドが Subject.CommonName.2 に設定されている場合に、Administrator というプレフィッ
クスが付いた名前のトピックに発行するアクセス許可が付与されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
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"iot:Connect"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/admin/*"],
"Condition": {
"StringEquals": {
"iot:Certificate.Subject.CommonName.2": "Administrator"
}
}
}
]
}

AWS IoT Core レジストリに登録されていないデバイスの場合、次のポリシーにより、クライアン
ト ID、AWS IoT Core、client1、および client2 で client3 に接続し、デバイスに認証に使
用される証明書で、その admin/ フィールドが Subject.CommonName.2 に設定されている場合
に、Administrator というプレフィックスが付いた名前のトピックに発行するアクセス許可が付与され
ます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client2",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client3"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/admin/*"],
"Condition": {
"StringEquals": {
"iot:Certificate.Subject.CommonName.2": "Administrator"
}
}
}
]

AWS IoT Core レジストリに登録されているデバイスの場合、次のポリシーにより、デバイスはモノ
の名前を使用して、デバイスの認証に使用された証明書で、そのいずれかの admin/ フィールドが
ThingName に設定されている場合、Subject.CommonName に続いて Administrator で構成されてい
る特定のトピックで発行することができます。
{

"Version": "2012-10-17",
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"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/admin/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"],
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"iot:Certificate.Subject.CommonName.List": "Administrator"
}
}
}
]
}

AWS IoT Core レジストリに登録されていないデバイスの場合、次のポリシーにより、クライアント
ID、AWS IoT Core、client1、および client2 で client3 に接続し、デバイスに認証に使用される証
明書で、そのいずれかの admin フィールドが Subject.CommonName に設定されている場合に、トピッ
ク Administrator に発行するアクセス許可が付与されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client2",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client3"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/admin"],
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"iot:Certificate.Subject.CommonName.List": "Administrator"
}
}
}
]

モノのポリシーの例
次のポリシーでは、AWS IoT Core を使用して認証するために使用されている証明書が、ポリシーが評価
されているモノにアタッチされている場合に、デバイスの接続が許可されます。
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{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":["iot:Connect"],
"Resource":[ "*" ],
"Condition": {
"Bool": {
"iot:Connection.Thing.IsAttached": ["true"]
}
}
}
]

以下のポリシーでは、証明書が特定のモノのタイプを持つモノにアタッチされ、そのモノが値
attributeValue を持つ attributeName の属性を持つ場合、デバイスの公開を許可します。モノのポ
リシー変数の詳細については、[Thing policy variables] (p. 340) (モノのポリシー変数) を参照してくださ
い。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/device/stats",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iot:Connection.Thing.Attributes[attributeName]": "attributeValue",
"iot:Connection.Thing.ThingTypeName": "Thing_Type_Name"
},
"Bool": {
"iot:Connection.Thing.IsAttached": "true"
}
}
}
]

次のポリシーでは、デバイスはモノの属性で始まるトピックにパブリッシュすることができます。デバイ
ス証明書がモノに関連付けられていない場合、この変数は解決されず、アクセス拒否エラーが発生しま
す。モノのポリシー変数の詳細については、[Thing policy variables] (p. 340) (モノのポリシー変数) を参
照してください。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/
${iot:Connection.Thing.Attributes[attributeName]}/*"
}
]
}
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基本的なジョブポリシーの例
このサンプルでは、単一のデバイスであるジョブターゲットがジョブリクエストを受信し、ジョブ実行ス
テータスを AWS IoT と通信するために必要なポリシーステートメントについて説明します。
us-west-2:57EXAMPLE833 をお客様の AWS リージョン、コロン文字 (:)、および 12 桁の AWS アカウ
ント 番号で置き換えてから、UniqueThingName を AWS IoT のデバイスを表すモノのリソースの名前で
置き換えます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:client/uniqueThingName"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/pubtopic",
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/$aws/events/job/*",
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/$aws/events/jobExecution/*",
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/$aws/things/uniqueThingName/jobs/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topicfilter/test/dc/subtopic",
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/$aws/events/jobExecution/*",
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topicfilter/$aws/things/uniqueThingName/jobs/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/subtopic",
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/$aws/things/uniqueThingName/jobs/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:DescribeJobExecution",
"iot:GetPendingJobExecutions",
"iot:StartNextPendingJobExecution",
"iot:UpdateJobExecution"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/$aws/things/uniqueThingName"
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}

]

}

]

Amazon Cognito ID を使用した承認
Amazon Cognito ID には、未認証と認証済みの 2 種類あります。アプリが認証されていない Amazon
Cognito ID をサポートしている場合、認証が実行されないため、ユーザーが誰であるかを知りません。こ
れらのユーザーには、認証されていない ID プールに IAM ロールをアタッチして、アクセス許可を付与し
ます。不明なユーザーが使用できるようにするそれらのリソースにのみアクセスを許可する必要がありま
す。
アプリが認証された Amazon Cognito ID をサポートしている場合、ユーザーを認証するために、2 つの場
所でポリシーを指定する必要があります。認証された Amazon Cognito ID プールに IAM ポリシーをアタッ
チし、Amazon Cognito ID に AWS IoT Core ポリシーをアタッチします。
認証されたユーザーと未認証のユーザーは、異なる ID タイプです。AWS IoT ポリシーを Amazon Cognito
ID にアタッチしない場合、認証されたユーザーが AWS IoT での認証に失敗し、AWS IoT リソースとアク
ションにアクセスできません。Amazon Cognito ID のポリシー作成の詳細については、パブリッシュ/サブ
スクライブポリシーの例 (p. 353) を参照してください。
次の GitHub でのウェブアプリケーションの例は、認証されたユーザーへのポリシーの添付をユーザーの
サインアップと認証プロセスに組み込む方法を示しています。
• AWS Amplify および AWS IoT Device SDK for JavaScript を使用する MQTT publish/subscribe React
ウェブアプリケーション
• AWS Amplify、AWS IoT Device SDK for JavaScript、および Lambda 関数 を使用する MQTT publish/
subscribe React ウェブアプリケーション
Amplify は、AWS のサービスと統合するウェブアプリケーションやモバイルアプリケーションのビルドに
役立つ、ツールとサービスのセットです。Amplify の詳細については、Amplify Framework Documentation
を参照してください。
どちらの例でも、次の手順を実行します。
1. ユーザーがアカウントにサインアップすると、アプリケーションが Amazon Cognito ユーザープールお
よび ID を作成します。
2. ユーザーが認証されると、アプリケーションがポリシーを作成し、ID にアタッチします。これにより、
ユーザーは発行およびサブスクライブのアクセス許可を与えられます。
3. ユーザーは、アプリケーションを使用して MQTT トピックを発行およびサブスクライブできます。
最初の例では、認証オペレーション内で直接 AttachPolicy API を使用します。次の例は、Amplify およ
び AWS IoT Device SDK for JavaScript を使用する React ウェブアプリケーション内に、この API を実装
する方法を示しています。

function attachPolicy(id, policyName) {
var Iot = new AWS.Iot({region: AWSConfiguration.region, apiVersion:
AWSConfiguration.apiVersion, endpoint: AWSConfiguration.endpoint});
var params = {policyName: policyName, target: id};
console.log("Attach IoT Policy: " + policyName + " with cognito identity id: " + id);
Iot.attachPolicy(params, function(err, data) {
if (err) {
if (err.code !== 'ResourceAlreadyExistsException') {
console.log(err);
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}

});

}
}
else {
console.log("Successfully attached policy with the identity", data);
}

このコードは、AuthDisplay.js ファイルに表示されます。
2 番目の例では、Lambda 関数に AttachPolicy API を実装します。次の例は、Lambda がこの API を使
用する方法を示しています。

iot.attachPolicy(params, function(err, data) {
if (err) {
if (err.code !== 'ResourceAlreadyExistsException') {
console.log(err);
res.json({error: err, url: req.url, body: req.body});
}
}
else {
console.log(data);
res.json({success: 'Create and attach policy call succeed!', url: req.url, body:
req.body});
}
});

このコードは、app.js ファイルの iot.GetPolicy 関数内に表示されます。

Note
Amazon Cognito ID プールを通じて取得した AWS 認証情報を使用して関数を呼び出す場
合、Lambda 関数のコンテキストオブジェクトには context.cognito_identity_id の値が含
まれています。詳細については、以下を参照してください。
• Node.js の AWS Lambdacontext オブジェクト
• Python の AWS Lambda context オブジェクト
• Ruby のAWS Lambdacontext オブジェクト
• Java の AWS Lambda context オブジェクト
• Go の AWS Lambdacontext オブジェクト
• C# の AWS Lambdacontext オブジェクト
• PowerShell の AWS Lambda context オブジェクト

AWS IoT Core認証情報プロバイダーを使用し
て、AWSサービスの直接呼出しを認証
デバイスは、AWS IoT CoreTLS 相互認証プロトコル使用に接続するための X.509 証明書を使用すること
ができます。他の AWS サービスは証明書ベースの認証をサポートしていませんが、AWS 署名バージョン
4 形式の AWS 認証情報を使用して呼び出すことができます。証明書バージョン 4 アルゴリズムは通常、
発信者がアクセスキー ID およびシークレットアクセスキーを所持していることを要求します。AWS IoT
Core には、組み込みのX.509 証明書を一意のデバイス ID として、 AWS リクエストを認証するために使
用することを許可する認証情報プロバイダーがあります。これによって、デバイスにアクセスキー ID およ
びシークレットアクセスキーを保存する必要がなくなります。
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認証情報プロバイダーは、X.509 証明書を使用して発信者を認証し、一時的で制限された権限のセキュリ
ティトークンを発行します。このトークンは、すべての AWS リクエストに署名して認証するために使用
できます。AWS リクエストを認証するこの方法では、AWS Identity and Access Management (IAM) ロー
ルを作成して設定し、ロールに適切な IAM ポリシーをアタッチすることが必要となります。これによっ
て、認証情報プロバイダーは、ユーザーに代わってロールを引き受けることができます。AWS IoT Core
と IAM の詳細については、AWS IoT のためのアイデンティティおよびアクセス管理 (p. 387) を参照して
ください。
次の図は認証情報プロバイダーのワークフローを示しています。

1. AWS IoT Core デバイスは、認証情報プロバイダーにセキュリティトークンへの HTTPS リクエストを
行います。このリクエストには、認証のためのデバイスの X.509 証明書が含まれています。
2. 認証情報プロバイダーは AWS IoT Core 認証および認可モジュールにリクエストを転送して証明書を検
証し、デバイスにセキュリティトークンをリクエストする権限があることを検証します。
3. 証明書が有効であり、セキュリティトークンをリクエストする許可がある場合、AWS IoT Core 認証お
よび認可モジュールは成功を返します。それ以外の場合は、デバイスに例外が送信されます。
4. 証明書の検証が成功したら、認証情報プロバイダーは AWS Security Token Service (AWS STS) を呼び
出して、そのために作成した IAM ロールを引き受けます。
5. AWS STS は、一時的で制限された権限のセキュリティトークンを認証情報プロバイダーに返します。
6. 認証情報プロバイダーは、デバイスにセキュリティトークンを返します。
7. デバイスはこのセキュリティトークンを使用して、AWS 署名バージョン 4 で AWS リクエストに署名
します。
8. リクエストされたサービスは IAM を呼び出して署名を検証し、認証情報プロバイダーに作成した IAM
ロールにアタッチされたアクセスポリシーに対するリクエストを認可します。
9. IAM が署名の検証に成功してリクエストを認可したら、リクエストは成功します。それ以外の場
合、IAM は例外を送信します。
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次のセクションでは、証明書を使用してセキュリティトークンを取得する方法を説明します。これは、す
でにデバイスが登録され、そのデバイスに独自の証明書を作成して有効化していることを前提に記述され
ています。

証明書を使用してセキュリティトークンを取得する方法
1.

デバイスに代わって認証情報プロバイダーが引き受ける IAM ロールを設定します。次の信頼ポリシー
をロールにアタッチします。
{

}

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

呼び出す各 AWS サービスで、ロールにアクセスポリシーをアタッチします。認証情報プロバイダー
は次のポリシー変数をサポートしています。
• credentials-iot:ThingName
• credentials-iot:ThingTypeName
• credentials-iot:AwsCertificateId
デバイスが AWS サービスへのリクエストでモノの名前を提供すると、認証情報プロバイダーは
credentials-iot:ThingName および credentials-iot:ThingTypeName をコンテキスト変
数としてセキュリティトークンに追加します。デバイスがリクエストでモノの名前を提供していなく
ても、認証情報プロバイダーは credentials-iot:AwsCertificateId をコンテキスト変数とし
て提供します。x-amzn-iot-thingname HTTP リクエストヘッダーの値としてモノの名前を渡しま
す。
上記の 3 つの変数は IAM ポリシーのみで機能し、AWS IoT Core ポリシーには使用できません。
2.

次のステップ (ロールエイリアスの作成) を実行するユーザーに新しく作成したロールを AWS IoT
Core に渡す権限があることを確認します。次のポリシーでは、AWS ユーザーに iam:GetRole と
iam:PassRole 許可の両方を付与します。iam:GetRole アクセス許可は、今作成したロールに関す
る情報をユーザーが取得できるようにします。iam:PassRole アクセス許可は、別の AWS サービス
にこのロールを渡す権限をユーザーに付与します。
{

}

3.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole",
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::your AWS ##### id:role/your role name"
}

AWS IoT Core ロールエイリアスを作成します。AWS のサービスを直接呼び出すデバイスは、AWS
IoT Core に接続するときにどの ARN ロールを使用するかを知る必要があります。ロールの ARN の
ロールをハードコーディングすることは、ロールの ARN が変わるたびにデバイスを更新する必要が
あるため、良いソリューションではありません。CreateRoleAlias API を使用してロールの ARN
を指し示すロールエイリアスを作成することが、より優れたソリューションです。ロールの ARN が
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変更された場合には、ロールエイリアスを更新だけです。デバイスに変更を加える必要はありませ
ん。この API には以下のパラメータがあります。
roleAlias
必須。ロールのエイリアスを識別する任意の文字列。これは、ロールエイリアスデータモデルの
プライマリキーとして機能します。これには 1 ~ 128 文字を使用でき、英数字および =、@、- 記
号のみを含めることができます。大文字および小文字のアルファベット文字を使用できます。
roleArn
必須。ロールエイリアスが参照するロールの ARN。
credentialDurationSeconds
オプション。認証情報が有効な時間 (秒単位) です。最小値は 900 秒 (15 分) です。最大値は
43,200 秒 (12 時間) です。デフォルト値は 3,600 秒 (1 時間) です。

Note
AWS IoT Core認証情報プロバイダーは、最大有効時間 43,200 秒 (12 時間) の認証情報が
発行できます。認証情報を最大 12 時間まで有効にすると、クレデンシャルを長くキャッ
シュすることで、クレデンシャルプロバイダーへの呼び出し回数を減らすことができま
す。
credentialDurationSeconds 値は、ロールのエイリアスが参照する IAM ロールの最
長セッション時間と同じかそれ以下である必要があります。
この API の詳細については、「CreateRoleAlias」を参照してください。
4.

ポリシーをデバイス証明書にアタッチします。デバイス証明書にアタッチされているポリシーは、デ
バイスにそのロールを引き受ける権限を付与する必要があります。これを行うには、次の例のよう
に、iot:AssumeRoleWithCertificate アクションへのアクセス許可をロールエイリアスに付与
します。
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":"iot:AssumeRoleWithCertificate",
"Resource":"arn:aws:iot:your region:your_aws_account_id:rolealias/your role
alias"
}
]

}

5.

認証情報プロバイダーにセキュリティトークンを取得する HTTPS リクエストを行います。以下の情
報を提供します。
• Certificate: これは、TLS 相互認証を介した HTTP リクエストであるため、リクエスト作成中に証明
書およびプライベートキーをクライアントに提供する必要があります。AWS IoT Core に証明書を
登録したときに使用したのと同じ証明書およびプライベートキーを使用します。
お使いのデバイスが AWS IoT Core (偽装サービスではなく) と通信していることを確認するには、
「サーバー認証」を参照し、リンクから適切な CA 証明書をダウンロードしてデバイスにこれをコ
ピーしてください。
• RoleAlias: 認証情報プロバイダーに作成したロールエイリアスの名前。
• ThingName: AWS IoT Core モノを登録したときに作成したモノの名前。これは、x-amzn-iotthingname HTTP ヘッダーの値として渡されます。この値は、AWS IoT Core あるいは IAM ポリ
シーのポリシー変数としてモノの属性を使用する場合にのみ必要となります。
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Note
x-amzn-iot-thingname で提供する ThingName は証明書に割り当てられた AWS IoT
Thing リソースの名前と一致する必要があります。一致しない場合は、403 エラーが返さ
れます。
AWS CLI で次のコマンドを実行して、AWS アカウント 用の認証情報プロバイダーエンドポイントを
取得します。この API についての詳細は、「DescribeEndpoint」を参照してください。
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:CredentialProvider

次の JSON オブジェクトは、describe-endpoint コマンドの出力サンプルです。これには、セキュリ
ティトークンをリクエストするために使用する endpointAddress が含まれています。
{

"endpointAddress": "your_aws_account_specific_prefix.credentials.iot.your
region.amazonaws.com"

}

エンドポイントを使用して、セキュリティトークンを返す HTTPS リクエストを認証情報プロバイ
ダーに作成します。次のコマンド例では、curl を使用していますが、任意の HTTP クライアントを
使用できます。
curl --cert your certificate --key your device certificate key pair -H "x-amzn-iotthingname: your thing name" --cacert AmazonRootCA1.pem https://your endpoint /rolealiases/your role alias/credentials

このコマンドは、accessKeyId、secretAccessKey、sessionToken および有効期限を含むセ
キュリティトークンオブジェクトを返します。次の JSON オブジェクトは、curl コマンドの出力サ
ンプルです。

{"credentials":{"accessKeyId":"access key","secretAccessKey":"secret access
key","sessionToken":"session token","expiration":"2018-01-18T09:18:06Z"}}

続いて、accessKeyId、secretAccessKey、および sessionToken 値を使用して、AWS サービ
スへのリクエストに署名します。エンドツーエンドデモについては、AWS セキュリティブログのブロ
グ記事の「AWS IoT 認証情報プロバイダーを使用して、デバイスでハードコードされた AWS 認証の
必要性を消去する方法」を参照してください。

IAM を使用したクロスアカウントアクセス
AWS IoT Core では、プリンシパルによって所有されていない AWS アカウント で定義されているトピッ
クにサブスクライブまたはパブリッシュできます。IAM ポリシーと IAM ロールを作成し、そのポリシーを
そのロールにアタッチすることで、クロスアカウントアクセスを設定します。
最初に、AWS アカウント の他のユーザーと証明書に対して行うのと同様に、「IAM ポリシーの作成」の
説明に従ってカスタマー管理 IAM ポリシーを作成します。
AWS IoT Core レジストリでモノとして登録されているデバイスの場合、次のポリシーにより、デバイス
のモノの名前に一致するクライアント ID を使用して AWS IoT Core に接続し、my/topic/thing-name
に発行するアクセス許可が付与されます。ここで thing-name はデバイスのモノの名前です。
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{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/my/topic/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"],
}
]
}

AWS IoT Core レジストリに登録されていないデバイスの場合、次のポリシーにより、アカウントの
(123456789012) client1 レジストリに登録されたモノの名前 AWS IoT Core を使用して AWS IoT Core
に接続し、my/topic/ というプレフィックスが付いた名前のクライアント ID 固有のトピックに発行する
アクセス許可がデバイスに付与されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/my/topic/${iot:ClientId}"
]
}
]

次に、「IAM ユーザーにアクセス許可を委任するロールの作成」のステップに従います。アクセスを共有
する AWS アカウント のアカウント ID を入力します。最後に、作成したポリシーをロールにアタッチし
ます。後で、アクセス許可を付与する AWS アカウント ID を変更する必要がある場合は、以下の信頼ポリ
シーの形式を使用できます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
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}

]

}

"AWS": "arn:aws:iam:us-east-1:567890123456:user/MyUser"
},
"Action": "sts:AssumeRole"

AWS IoT Core でのデータ保護
AWS責任共有モデルは、AWS IoT Core 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。
• 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 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 URL を
供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報を URL に含めないことを強く
お勧めします。
データ保護の詳細についてはAWS 責任共有モデルと AWS セキュリティブログ GDPR の GDPR ブログ投
稿を参照してください。
AWS IoT デバイスはデータを収集し、そのデータに対して何らかの操作を行い、そのデータを別のウェブ
サービスに送信します。デバイスにデータを短期間保存することを選択することもできます。お客様は、
保管中のデータに対するデータ保護を提供する責任があります。デバイスがデータを AWS IoT に送信する
と、このセクションの後半で説明するように、TLS 接続を介してそのデータを送信します。AWS IoT デバ
イスは、任意の AWS のサービスにデータを送信できます。各サービスのデータセキュリティの詳細につ
いては、そのサービスのドキュメントを参照してください。AWS IoT は、CloudWatch Logs にログを書き
込み、AWS IoT API 呼び出しのログを AWS CloudTrail に記録するように設定できます。これらのサービ
スのデータセキュリティの詳細については、Amazon CloudWatch の認証とアクセスコントロールおよび
AWS KMS で管理されたキーによる CloudTrail ログファイルの暗号化を参照してください。
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AWS IoT でのデータの暗号化
デフォルトでは、転送中および保管中のすべての AWS IoT データが暗号化されます。転送中のデータは
TLS を使用して暗号化され (p. 385)、保管中のデータは AWS が所有するキーを使用して暗号化されま
す。AWS IoT は現在 AWS Key Management Service (AWS KMS) からのカスタマーマネージド AWS KMS
keys (KMS キー) をサポートしませんが、Device Advisor と AWS IoT Wireless は、カスタマーデータの暗
号化に AWS 所有のキー のみを使用します。

AWS IoT でのトランスポートセキュリティ
AWS IoT メッセージブローカーとデバイスシャドウサービスでは、TLS バージョン 1.2 を使用して、転送
中のすべての通信は暗号化されます。TLS は、AWS IoT でサポートされているアプリケーションプロトコ
ル (MQTT、HTTP、および WebSocket) の機密性を確保するために使用されます。TLS サポートは、多く
のプログラミング言語とオペレーティングシステムで使用できます。AWS 内のデータは、特定の AWS の
サービスによって暗号化されます。他の AWS のサービスのデータ暗号化の詳細については、そのサービ
スのセキュリティドキュメントを参照してください。
MQTT 用に、TLS はデバイスとブローカーとの間の接続を暗号化します。TLS クライアント認証は、AWS
IoT によってデバイスの識別に使用されます。HTTP 用に、TLS はデバイスとブローカーとの間の接続を
暗号化します。認証は AWS 署名バージョン 4 に委任されます。
AWS IoT では、デバイスが Server Name Indication (SNI) 拡張を Transport Layer Security (TLS) に送信
し、host_name フィールドに完全なエンドポイントアドレスを指定する必要があります。host_name
フィールドには、呼び出すエンドポイントが含まれている必要があります。次のようになる必要がありま
す。
• endpointAddress によって返される aws iot describe-endpoint --endpoint-type
iot:Data-ATS
または
• domainName によって返される aws iot describe-domain-configuration –-domainconfiguration-name "domain_configuration_name"
正しい host_name 値を持たないデバイスによって試行された接続は失敗し、認証タイプがカスタム認証
の場合、AWS IoT は CloudWatch にエラーをログ記録します。
AWS IoT は SessionTicket TLS 拡張をサポートしていません。

LoRaWAN ワイヤレスデバイスのトランスポートセキュリティ
LoRaWAN デバイスは、LoRaWAN ™ SECURITY: Gemalto、Actility、および Semtech による LoRa
Alliance™ 向けに作成されたホワイトペーパーで説明されているセキュリティ プラクティスに従います。
LoRaWAN デバイスのトランスポートセキュリティの詳細については、「AWS IoT Core for LoRaWAN に
よるデータセキュリティ (p. 1237)」を参照してください。

TLS 暗号スイートのサポート
AWS IoT では、以下の暗号スイートがサポートされています。
• ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 (推奨)
• ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 (推奨)
• ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256
385

AWS IoT Core デベロッパーガイド
データの暗号化

• ECDHE-RSA-AES128-SHA256
• ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
• ECDHE-RSA-AES128-SHA
• ECDHE-ECDSA-AES256- GCM-SHA384
• ECDHE-RSA-AES256- GCM-SHA384
• ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384
• ECDHE-RSA-AES256-SHA384
• ECDHE-RSA-AES256-SHA
• ECDHE-ECDSA-AES256-SHA
• AES128-GCM-SHA256
• AES128-SHA256
• AES128-SHA
• AES256-GCM-SHA384
• AES256-SHA256
• AES256-SHA

AWS IoT でのデータの暗号化
データ保護には、転送時（AWS IoT との間でデータを送受信するとき）のデータを保護するものと、保
管時（デバイス上または 他の AWS のサービスに格納されているとき）のデータを保護するものがありま
す。AWS IoT に送信 されるすべてのデータは、MQTT、HTTPS、WebSocket プロトコルを使用して TLS
接続を介して送信されるため、デフォルトでは送信時はセキュリティで保護されています。AWS IoT デバ
イスはデータを収集し、さらに処理するために他の AWS のサービスに送信します。他の AWS のサービ
スのデータ暗号化の詳細については、そのサービスのセキュリティドキュメントを参照してください。
FreeRTOS は、キーストレージ、暗号化オブジェクトへのアクセス、およびセッションの管理を抽象化す
る PKCS #11 ライブラリを提供します。このライブラリを使用して、デバイスに保存されているデータを
暗号化することはお客様の責任です。詳細については、「FreeRTOS 公開キー暗号化標準 (PKCS) #11 ラ
イブラリ」を参照してください。

Device Advisor
転送時の暗号化
Device Advisor との間で送受信されるデータは、転送中に暗号化されます。Device Advisor API の使用時
にサービスとの間で送受信されるすべてのデータは、署名バージョン 4 を使用して暗号化されます。AWS
API リクエストの署名方法の詳細については、「AWS API リクエストへの署名」を参照してください。テ
ストデバイスから Device Advisor のテストエンドポイントに送信されるすべてのデータは、TLS 接続を介
して送信されるため、転送中はデフォルトで安全です。

AWS IoT のキーの管理
AWS IoT へのすべての接続は TLS を使用して行われるため、初期 TLS 接続にクライアント側の暗号化
キーは必要ありません。
デバイスは、X.509 証明書または Amazon Cognito ID を使用して認証する必要があります。AWS IoT に
証明書を生成させることができます。その場合、パブリックキー/プライベートキーのペアが生成され
ます。AWS IoT コンソールを使用している場合は、証明書とキーをダウンロードするように求められま
す。create-keys-and-certificate CLI コマンドを使用している場合、証明書とキーは CLI コマンド
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によって返されます。証明書とプライベートキーをデバイスにコピーし、安全に保管する責任はお客様が
負います。
AWS IoT は現在 AWS Key Management Service (AWS KMS) からのカスタマーマネージド AWS KMS
keys (KMS キー) をサポートしていませんが、Device Advisor と AWS IoT Wireless は、カスタマーデータ
の暗号化に AWS 所有のキー のみを使用します。

Device Advisor
AWS API の使用時に Device Advisor に送信されるすべてのデータは、保存時に暗号化されます。Device
Advisor は、AWS Key Management Serviceで保存および管理される KMS キーを使用して、保管中の
すべてのデータを暗号化します。Device Advisor は、AWS 所有のキーを使用してデータを暗号化しま
す。AWS 所有のキーの詳細については、AWS 所有のキーを参照してください。

AWS IoT 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 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. 387)
• IAM アイデンティティを使用した認証 (p. 388)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 390)
• AWS IoT で IAM を使用する方法 (p. 391)
• AWS IoT アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 408)
• AWS IoT の AWS マネージドポリシー (p. 411)
• AWS IoT 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. 422)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、AWS IoT で行う作業によって異なります。
サービスユーザー - AWS IoT 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 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 の特徴にアクセスできない場合は、「AWS IoT 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. 422)」を参照してください。
サービス管理者 - 社内の AWS IoT リソースを担当している場合は、通常、AWS IoT 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 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 で
IAM を利用する方法の詳細については、AWS IoT で IAM を使用する方法 (p. 391) をご参照ください。
IAM 管理者 - 管理者は、AWS IoT 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 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 アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 408)」を参照してください。
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IAM アイデンティティを使用した認証
AWS IoT ID には、デバイス (X.509) 証明書、Amazon Cognito ID、または IAM ユーザーもしくはグループ
を指定できます。このトピックでは、IAM ID のみについて説明します。AWS IoT がサポートするその他の
ID の詳細については、「クライアント認証 (p. 299)」を参照してください。
認証は、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。
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、
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「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。
IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。
• フェデレー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 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
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まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。
IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
の [principal] (プリンシパル) がどの [resources] (リソース) に対してどのような [conditions] (条件) 下で
[actions] (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。
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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。
• 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 で IAM を使用する方法
AWS IoT へのアクセスを管理するために IAM を使用する前に、AWS IoT でどの IAM 機能が使用できるか
を理解しておく必要があります。AWS IoT 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」を参照してください。
トピック
• AWS IoT アイデンティティベースのポリシー (p. 392)
• AWS IoT リソースベースのポリシー (p. 407)
• AWS IoT タグに基づく認可 (p. 408)
• AWS IoTIAM; ロール (p. 408)
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AWS IoT 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 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 ポリシーの要素のリファレンス」を参照してください。

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アクセス許可を付与するポリシーで
使用されます。
次の表に、IAM IoT アクション、関連する AWS IoT API、およびアクションが操作するリソースを示しま
す。
ポリシーアクショ
ン

AWS IoT API

リソース

iot:AcceptCertificateTransfer
AcceptCertificateTransfer
arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

Note
ARN で指定される AWS アカウント は、証明書が転
送されているアカウントである必要があります。
iot:AddThingToThingGroup
AddThingToThingGroup
arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
iot:AssociateTargetsWithJob
AssociateTargetsWithJob
なし
iot:AttachPolicy

AttachPolicy

arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
または
arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

iot:AttachPrincipalPolicy
AttachPrincipalPolicy arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
iot:AttachSecurityProfile
AttachSecurityProfile arn:aws:iot:region:accountid:securityprofile/security-profile-name
arn:aws:iot:region:accountid:dimension/dimension-name
iot:AttachThingPrincipal
AttachThingPrincipal arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
iot:CancelCertificateTransfer
CancelCertificateTransfer
arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
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ポリシーアクショ
ン

AWS IoT API

リソース

Note
ARN で指定される AWS アカウント は、証明書が転
送されているアカウントである必要があります。
iot:CancelJob

CancelJob

arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id

iot:CancelJobExecution
CancelJobExecution arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id
arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
iot:ClearDefaultAuthorizer
ClearDefaultAuthorizer
なし
iot:CreateAuthorizer CreateAuthorizer

arn:aws:iot:region:accountid:authorizer/authorizer-function-name

iot:CreateCertificateFromCsr
CreateCertificateFromCsr
*
iot:CreateDimension CreateDimension

arn:aws:iot:region:accountid:dimension/dimension-name

iot:CreateJob

arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id

CreateJob

arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
arn:aws:iot:region:account-id:jobtemplate/jobtemplate-id
iot:CreateJobTemplate
CreateJobTemplate arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id
arn:aws:iot:region:account-id:jobtemplate/jobtemplate-id
iot:CreateKeysAndCertificate
CreateKeysAndCertificate
*
iot:CreatePolicy

CreatePolicy

arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname

iot:CreatePolicyVersion
CreatePolicyVersion arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname

Note
これは、IAM ポリシーではなく、AWS IoTポリシー
である必要があります。
iot:CreateRoleAlias CreateRoleAlias

(パラメータ :roleAlias)
arn:aws:iot:region:account-id:rolealias/rolealias-name
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ポリシーアクショ
ン

AWS IoT API

リソース

iot:CreateSecurityProfile
CreateSecurityProfilearn:aws:iot:region:accountid:securityprofile/security-profile-name
arn:aws:iot:region:accountid:dimension/dimension-name
iot:CreateThing

CreateThing

iot:CreateThingGroupCreateThingGroup

arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
作成されているグループと親グループ用、使用されている場
合

iot:CreateThingType CreateThingType

arn:aws:iot:region:account-id:thingtype/thingtype-name

iot:CreateTopicRule CreateTopicRule

arn:aws:iot:region:account-id:rule/rule-name

iot:DeleteAuthorizer DeleteAuthorizer

arn:aws:iot:region:accountid:authorizer/authorizer-name

iot:DeleteCACertificate
DeleteCACertificate arn:aws:iot:region:account-id:cacert/cert-id
iot:DeleteCertificate DeleteCertificate

arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

iot:DeleteDimension DeleteDimension

arn:aws:iot:region:accountid:dimension/dimension-name

iot:DeleteJob

arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id

DeleteJob

iot:DeleteJobTemplateDeleteJobTemplate arn:aws:iot:region:account-id:job/jobtemplate-id
iot:DeleteJobExecution
DeleteJobExecution arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id
arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
iot:DeletePolicy

DeletePolicy

arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname

iot:DeletePolicyVersion
DeletePolicyVersion arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname
iot:DeleteRegistrationCode
DeleteRegistrationCode
*
iot:DeleteRoleAlias

DeleteRoleAlias

arn:aws:iot:region:account-id:rolealias/rolealias-name

iot:DeleteSecurityProfile
DeleteSecurityProfile arn:aws:iot:region:accountid:securityprofile/security-profile-name
arn:aws:iot:region:accountid:dimension/dimension-name
iot:DeleteThing

DeleteThing

arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
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ポリシーアクショ
ン

AWS IoT API

リソース

iot:DeleteThingGroupDeleteThingGroup

arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name

iot:DeleteThingType DeleteThingType

arn:aws:iot:region:account-id:thingtype/thingtype-name

iot:DeleteTopicRule DeleteTopicRule

arn:aws:iot:region:account-id:rule/rule-name

iot:DeleteV2LoggingLevel
DeleteV2LoggingLevel
arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
iot:DeprecateThingType
DeprecateThingType arn:aws:iot:region:account-id:thingtype/thingtype-name
iot:DescribeAuthorizerDescribeAuthorizer

arn:aws:iot:region:accountid:authorizer/authorizer-function-name
(パラメータ: authorizerName)
なし

iot:DescribeCACertificate
DescribeCACertificatearn:aws:iot:region:account-id:cacert/cert-id
iot:DescribeCertificateDescribeCertificate

arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

iot:DescribeDefaultAuthorizer
DescribeDefaultAuthorizer
なし
iot:DescribeEndpoint DescribeEndpoint

*

iot:DescribeEventConfigurations
DescribeEventConfigurations
なし
iot:DescribeIndex

DescribeIndex

arn:aws:iot:region:account-id:index/index-name

iot:DescribeJob

DescribeJob

arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id

iot:DescribeJobExecution
DescribeJobExecutionなし
iot:DescribeJobTemplate
DescribeJobTemplatearn:aws:iot:region:account-id:job/jobtemplate-id
iot:DescribeRoleAliasDescribeRoleAlias

arn:aws:iot:region:account-id:rolealias/rolealias-name

iot:DescribeThing

arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name

DescribeThing

iot:DescribeThingGroup
DescribeThingGroup arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
iot:DescribeThingRegistrationTask
DescribeThingRegistrationTask
なし
iot:DescribeThingTypeDescribeThingType arn:aws:iot:region:account-id:thingtype/thingtype-name
iot:DetachPolicy

DetachPolicy

arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
または
arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
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ポリシーアクショ
ン

AWS IoT API

リソース

iot:DetachPrincipalPolicy
DetachPrincipalPolicyarn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
iot:DetachSecurityProfile
DetachSecurityProfilearn:aws:iot:region:accountid:securityprofile/security-profile-name
arn:aws:iot:region:accountid:dimension/dimension-name
iot:DetachThingPrincipal
DetachThingPrincipalarn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
iot:DisableTopicRule DisableTopicRule

arn:aws:iot:region:account-id:rule/rule-name

iot:EnableTopicRule EnableTopicRule

arn:aws:iot:region:account-id:rule/rule-name

iot:GetEffectivePolicies
GetEffectivePolicies arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
iot:GetIndexingConfiguration
GetIndexingConfiguration
なし
iot:GetJobDocument GetJobDocument

arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id

iot:GetLoggingOptionsGetLoggingOptions *
iot:GetPolicy

GetPolicy

iot:GetPolicyVersion GetPolicyVersion

arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname
arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname

iot:GetRegistrationCode
GetRegistrationCode *
iot:GetTopicRule

GetTopicRule

arn:aws:iot:region:account-id:rule/rule-name

iot:ListAttachedPolicies
ListAttachedPolicies arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
または
arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
iot:ListAuthorizers

ListAuthorizers

なし

iot:ListCACertificates ListCACertificates

*

iot:ListCertificates

*

ListCertificates

iot:ListCertificatesByCA
ListCertificatesByCA *
iot:ListIndices

ListIndices

なし

iot:ListJobExecutionsForJob
ListJobExecutionsForJob
なし
iot:ListJobExecutionsForThing
ListJobExecutionsForThing
なし
iot:ListJobs

ListJobs

arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
thingGroupName パラメータが使用される場合

iot:ListJobTemplates ListJobs

なし
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ポリシーアクショ
ン

AWS IoT API

リソース

iot:ListOutgoingCertificates
ListOutgoingCertificates
*
iot:ListPolicies

ListPolicies

*

iot:ListPolicyPrincipalsListPolicyPrincipals arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname
iot:ListPolicyVersionsListPolicyVersions

arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname

iot:ListPrincipalPolicies
ListPrincipalPolicies arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
iot:ListPrincipalThingsListPrincipalThings

arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

iot:ListRoleAliases

なし

ListRoleAliases

iot:ListTargetsForPolicy
ListTargetsForPolicy arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname
iot:ListThingGroups ListThingGroups

なし

iot:ListThingGroupsForThing
ListThingGroupsForThing
arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
iot:ListThingPrincipalsListThingPrincipals

arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name

iot:ListThingRegistrationTaskReports
ListThingRegistrationTaskReports
なし
iot:ListThingRegistrationTasks
ListThingRegistrationTasks
なし
iot:ListThingTypes

ListThingTypes

*

iot:ListThings

ListThings

*

iot:ListThingsInThingGroup
ListThingsInThingGroup
arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
iot:ListTopicRules

ListTopicRules

*

iot:ListV2LoggingLevels
ListV2LoggingLevels なし
iot:RegisterCACertificate
RegisterCACertificate*
iot:RegisterCertificateRegisterCertificate

*

iot:RegisterThing

なし

RegisterThing

iot:RejectCertificateTransfer
RejectCertificateTransfer
arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
iot:RemoveThingFromThingGroup
RemoveThingFromThingGroup
arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
iot:ReplaceTopicRuleReplaceTopicRule

arn:aws:iot:region:account-id:rule/rule-name

iot:SearchIndex

arn:aws:iot:region:account-id:index/index-id

SearchIndex

iot:SetDefaultAuthorizer
SetDefaultAuthorizer arn:aws:iot:region:accountid:authorizer/authorizer-function-name
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ポリシーアクショ
ン

AWS IoT API

リソース

iot:SetDefaultPolicyVersion
SetDefaultPolicyVersion
arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname
iot:SetLoggingOptionsSetLoggingOptions

arn:aws:iot:region:account-id:role/role-name

iot:SetV2LoggingLevelSetV2LoggingLevel arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
iot:SetV2LoggingOptions
SetV2LoggingOptionsarn:aws:iot:region:account-id:role/role-name
iot:StartThingRegistrationTask
StartThingRegistrationTask
なし
iot:StopThingRegistrationTask
StopThingRegistrationTask
なし
iot:TestAuthorization TestAuthorization

arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

iot:TestInvokeAuthorizer
TestInvokeAuthorizerなし
iot:TransferCertificateTransferCertificate

arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

iot:UpdateAuthorizer UpdateAuthorizer

arn:aws:iot:region:accountid:authorizerfunction/authorizer-function-name

iot:UpdateCACertificate
UpdateCACertificate arn:aws:iot:region:account-id:cacert/cert-id
iot:UpdateCertificate UpdateCertificate

arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

iot:UpdateDimension UpdateDimension

arn:aws:iot:region:accountid:dimension/dimension-name

iot:UpdateEventConfigurations
UpdateEventConfigurations
なし
iot:UpdateIndexingConfiguration
UpdateIndexingConfiguration
なし
iot:UpdateRoleAlias UpdateRoleAlias

arn:aws:iot:region:account-id:rolealias/rolealias-name

iot:UpdateSecurityProfile
UpdateSecurityProfilearn:aws:iot:region:accountid:securityprofile/security-profile-name
arn:aws:iot:region:accountid:dimension/dimension-name
iot:UpdateThing

UpdateThing

iot:UpdateThingGroupUpdateThingGroup

arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name

iot:UpdateThingGroupsForThing
UpdateThingGroupsForThing
arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
AWS IoT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：iot:。たと
えば、AWS アカウント に登録されているすべての IoT モノを ListThings API で一覧表示するアクセス
許可を誰かに付与するには、ポリシーに iot:ListThings アクションを含めます。ポリシーステートメ
ントには、Action 要素あるいは NotAction 要素を含める必要があります。AWS IoT 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、次のようにカンマで区切ります。
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"Action": [
"ec2:action1",
"ec2: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。例えば、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、次のアクションを含めます。
"Action": "iot:Describe*"

AWS IoT 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 によって定義されたアク
ション」を参照してください。

Device Advisor のアクション
次の表は、IAM IoT Device Advisor のアクション、関連する AWS IoT Device Advisor API、およびアク
ションで使用されるリソースを示しています。
ポリシーアクショ
ン

AWS IoT API

リソース

iotdeviceadvisor:CreateSuiteDefinition
CreateSuiteDefinitionなし
iotdeviceadvisor:DeleteSuiteDefinition
DeleteSuiteDefinition arn:aws:iotdeviceadvisor:region:accountid:suitedefinition/suite-definition-id
iotdeviceadvisor:GetSuiteDefinition
GetSuiteDefinition

arn:aws:iotdeviceadvisor:region:accountid:suitedefinition/suite-definition-id

iotdeviceadvisor:GetSuiteRun
GetSuiteRun

arn:aws:iotdeviceadvisor:region:accountid:suitedefinition/suite-run-id

iotdeviceadvisor:GetSuiteRunReport
GetSuiteRunReport arn:aws:iotdeviceadvisor:region:accountid:suiterun/suite-definition-id/suite-run-id
iotdeviceadvisor:ListSuiteDefinitions
ListSuiteDefinitions

なし

iotdeviceadvisor:ListSuiteRuns
ListSuiteRuns

arn:aws:iotdeviceadvisor:region:accountid:suitedefinition/suite-definition-id

iotdeviceadvisor:ListTagsForResource
ListTagsForResourcearn:aws:iotdeviceadvisor:region:accountid:suitedefinition/suite-definition-id
arn:aws:iotdeviceadvisor:region:accountid:suiterun/suite-definition-id/suite-run-id
iotdeviceadvisor:StartSuiteRun
StartSuiteRun

arn:aws:iotdeviceadvisor:region:accountid:suitedefinition/suite-definition-id

iotdeviceadvisor:TagResource
TagResource

arn:aws:iotdeviceadvisor:region:accountid:suitedefinition/suite-definition-id
arn:aws:iotdeviceadvisor:region:accountid:suiterun/suite-definition-id/suite-run-id

iotdeviceadvisor:UntagResource
UntagResource

arn:aws:iotdeviceadvisor:region:accountid:suitedefinition/suite-definition-id
arn:aws:iotdeviceadvisor:region:accountid:suiterun/suite-definition-id/suite-run-id
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ポリシーアクショ
ン

AWS IoT API

リソース

iotdeviceadvisor:UpdateSuiteDefinition
UpdateSuiteDefinitionarn:aws:iotdeviceadvisor:region:accountid:suitedefinition/suite-definition-id
iotdeviceadvisor:StopSuiteRun
StopSuiteRun

arn:aws:iotdeviceadvisor:region:accountid:suiterun/suite-definition-id/suite-run-id

AWS IoTDevice Advisor 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：iotdeviceadvisor:。例えば、AWS アカウント に登録されているすべてのスイー
ト定義を ListSuiteDefinitions API で一覧表示するアクセス許可を誰かに付与するには、ポリシーに
iotdeviceadvisor:ListSuiteDefinitions アクションを含めます。

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。
オペレーションのリスト化など、リソースレベルのアクセス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": "*"

AWS IoT のリソース
ポリシーアクショ
ン

AWS IoT API

リソース

iot:AcceptCertificateTransfer
AcceptCertificateTransfer
arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

Note
ARN で指定される AWS アカウント は、証明書が転
送されているアカウントである必要があります。
iot:AddThingToThingGroup
AddThingToThingGroup
arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
iot:AssociateTargetsWithJob
AssociateTargetsWithJob
なし
iot:AttachPolicy

AttachPolicy

arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
または
arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

iot:AttachPrincipalPolicy
AttachPrincipalPolicy arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
iot:AttachThingPrincipal
AttachThingPrincipal arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
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ポリシーアクショ
ン

AWS IoT API

リソース

iot:CancelCertificateTransfer
CancelCertificateTransfer
arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

Note
ARN で指定される AWS アカウント は、証明書が転
送されているアカウントである必要があります。
iot:CancelJob

CancelJob

arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id

iot:CancelJobExecution
CancelJobExecution arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id
arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
iot:ClearDefaultAuthorizer
ClearDefaultAuthorizer
なし
iot:CreateAuthorizer CreateAuthorizer

arn:aws:iot:region:accountid:authorizer/authorizer-function-name

iot:CreateCertificateFromCsr
CreateCertificateFromCsr
*
iot:CreateJob

CreateJob

arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id
arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
arn:aws:iot:region:account-id:jobtemplate/jobtemplate-id

iot:CreateJobTemplate
CreateJobTemplate arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id
arn:aws:iot:region:account-id:jobtemplate/jobtemplate-id
iot:CreateKeysAndCertificate
CreateKeysAndCertificate
*
iot:CreatePolicy

CreatePolicy

arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname

CreatePolicyVersion iot:CreatePolicyVersion
arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname

Note
これは、IAM ポリシーではなく、AWS IoT ポリシー
である必要があります。
iot:CreateRoleAlias CreateRoleAlias

(パラメータ :roleAlias)
arn:aws:iot:region:account-id:rolealias/rolealias-name

iot:CreateThing

CreateThing

arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name

401

AWS IoT Core デベロッパーガイド
AWS IoT で IAM を使用する方法

ポリシーアクショ
ン

AWS IoT API

iot:CreateThingGroupCreateThingGroup

リソース
arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
作成されているグループと親グループ用、使用されている場
合

iot:CreateThingType CreateThingType

arn:aws:iot:region:account-id:thingtype/thingtype-name

iot:CreateTopicRule CreateTopicRule

arn:aws:iot:region:account-id:rule/rule-name

iot:DeleteAuthorizer DeleteAuthorizer

arn:aws:iot:region:accountid:authorizer/authorizer-name

iot:DeleteCACertificate
DeleteCACertificate arn:aws:iot:region:account-id:cacert/cert-id
iot:DeleteCertificate DeleteCertificate

arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

iot:DeleteJob

arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id

DeleteJob

iot:DeleteJobExecution
DeleteJobExecution arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id
arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
iot:DeleteJobTemplateDeleteJobTemplate arn:aws:iot:region:account-id:jobtemplate/jobtemplate-id
iot:DeletePolicy

DeletePolicy

arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname

iot:DeletePolicyVersion
DeletePolicyVersion arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname
iot:DeleteRegistrationCode
DeleteRegistrationCode
*
iot:DeleteRoleAlias

DeleteRoleAlias

arn:aws:iot:region:account-id:rolealias/rolealias-name

iot:DeleteThing

DeleteThing

arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name

iot:DeleteThingGroupDeleteThingGroup

arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name

iot:DeleteThingType DeleteThingType

arn:aws:iot:region:account-id:thingtype/thingtype-name

iot:DeleteTopicRule DeleteTopicRule

arn:aws:iot:region:account-id:rule/rule-name

iot:DeleteV2LoggingLevel
DeleteV2LoggingLevel
arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
iot:DeprecateThingType
DeprecateThingType arn:aws:iot:region:account-id:thingtype/thingtype-name
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ポリシーアクショ
ン

AWS IoT API

iot:DescribeAuthorizerDescribeAuthorizer

リソース
arn:aws:iot:region:accountid:authorizer/authorizer-function-name
(パラメータ: authorizerName)
なし

iot:DescribeCACertificate
DescribeCACertificatearn:aws:iot:region:account-id:cacert/cert-id
iot:DescribeCertificateDescribeCertificate

arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

iot:DescribeDefaultAuthorizer
DescribeDefaultAuthorizer
なし
iot:DescribeEndpoint DescribeEndpoint

*

iot:DescribeEventConfigurations
DescribeEventConfigurations
なし
iot:DescribeIndex

DescribeIndex

arn:aws:iot:region:account-id:index/index-name

iot:DescribeJob

DescribeJob

arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id

iot:DescribeJobExecution
DescribeJobExecutionなし
iot:DescribeJobTemplate
DescribeJobTemplatearn:aws:iot:region:account-id:jobtemplate/jobtemplate-id
iot:DescribeRoleAliasDescribeRoleAlias

arn:aws:iot:region:account-id:rolealias/rolealias-name

iot:DescribeThing

arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name

DescribeThing

iot:DescribeThingGroup
DescribeThingGroup arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
iot:DescribeThingRegistrationTask
DescribeThingRegistrationTask
なし
iot:DescribeThingTypeDescribeThingType arn:aws:iot:region:account-id:thingtype/thingtype-name
iot:DetachPolicy

DetachPolicy

arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
または
arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name

iot:DetachPrincipalPolicy
DetachPrincipalPolicyarn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
iot:DetachThingPrincipal
DetachThingPrincipalarn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
iot:DisableTopicRule DisableTopicRule

arn:aws:iot:region:account-id:rule/rule-name

iot:EnableTopicRule EnableTopicRule

arn:aws:iot:region:account-id:rule/rule-name

iot:GetEffectivePolicies
GetEffectivePolicies arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
iot:GetIndexingConfiguration
GetIndexingConfiguration
なし
iot:GetJobDocument GetJobDocument

arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id
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ポリシーアクショ
ン

AWS IoT API

リソース

iot:GetLoggingOptionsGetLoggingOptions *
iot:GetPolicy

GetPolicy

iot:GetPolicyVersion GetPolicyVersion

arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname
arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname

iot:GetRegistrationCode
GetRegistrationCode *
iot:GetTopicRule

GetTopicRule

arn:aws:iot:region:account-id:rule/rule-name

iot:ListAttachedPolicies
ListAttachedPolicies arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
または
arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
iot:ListAuthorizers

ListAuthorizers

なし

iot:ListCACertificates ListCACertificates

*

iot:ListCertificates

*

ListCertificates

iot:ListCertificatesByCA
ListCertificatesByCA *
iot:ListIndices

ListIndices

なし

iot:ListJobExecutionsForJob
ListJobExecutionsForJob
なし
iot:ListJobExecutionsForThing
ListJobExecutionsForThing
なし
iot:ListJobs

ListJobs

arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
thingGroupName パラメータが使用される場合

iot:ListJobTemplates ListJobTemplates

なし

iot:ListOutgoingCertificates
ListOutgoingCertificates
*
iot:ListPolicies

ListPolicies

*

iot:ListPolicyPrincipalsListPolicyPrincipals arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname
iot:ListPolicyVersionsListPolicyVersions

arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname

iot:ListPrincipalPolicies
ListPrincipalPolicies arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
iot:ListPrincipalThingsListPrincipalThings

arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

iot:ListRoleAliases

なし

ListRoleAliases

iot:ListTargetsForPolicy
ListTargetsForPolicy arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname
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ポリシーアクショ
ン

AWS IoT API

iot:ListThingGroups ListThingGroups

リソース
なし

iot:ListThingGroupsForThing
ListThingGroupsForThing
arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
iot:ListThingPrincipalsListThingPrincipals

arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name

iot:ListThingRegistrationTaskReports
ListThingRegistrationTaskReports
なし
iot:ListThingRegistrationTasks
ListThingRegistrationTasks
なし
iot:ListThingTypes

ListThingTypes

*

iot:ListThings

ListThings

*

iot:ListThingsInThingGroup
ListThingsInThingGroup
arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
iot:ListTopicRules

ListTopicRules

*

iot:ListV2LoggingLevels
ListV2LoggingLevels なし
iot:RegisterCACertificate
RegisterCACertificate*
iot:RegisterCertificateRegisterCertificate

*

iot:RegisterThing

なし

RegisterThing

iot:RejectCertificateTransfer
RejectCertificateTransfer
arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
iot:RemoveThingFromThingGroup
RemoveThingFromThingGroup
arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
iot:ReplaceTopicRuleReplaceTopicRule

arn:aws:iot:region:account-id:rule/rule-name

iot:SearchIndex

arn:aws:iot:region:account-id:index/index-id

SearchIndex

iot:SetDefaultAuthorizer
SetDefaultAuthorizer arn:aws:iot:region:accountid:authorizer/authorizer-function-name
iot:SetDefaultPolicyVersion
SetDefaultPolicyVersion
arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname
iot:SetLoggingOptionsSetLoggingOptions

arn:aws:iot:region:account-id:role/role-name

iot:SetV2LoggingLevelSetV2LoggingLevel arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
iot:SetV2LoggingOptions
SetV2LoggingOptionsarn:aws:iot:region:account-id:role/role-name
iot:StartThingRegistrationTask
StartThingRegistrationTask
なし
iot:StopThingRegistrationTask
StopThingRegistrationTask
なし
iot:TestAuthorization TestAuthorization

arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

iot:TestInvokeAuthorizer
TestInvokeAuthorizerなし
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ポリシーアクショ
ン

AWS IoT API

リソース

iot:TransferCertificateTransferCertificate

arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

iot:UpdateAuthorizer UpdateAuthorizer

arn:aws:iot:region:accountid:authorizerfunction/authorizer-function-name

iot:UpdateCACertificate
UpdateCACertificate arn:aws:iot:region:account-id:cacert/cert-id
iot:UpdateCertificate UpdateCertificate

arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

iot:UpdateEventConfigurations
UpdateEventConfigurations
なし
iot:UpdateIndexingConfiguration
UpdateIndexingConfiguration
なし
iot:UpdateRoleAlias UpdateRoleAlias

arn:aws:iot:region:account-id:rolealias/rolealias-name

iot:UpdateThing

arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name

UpdateThing

iot:UpdateThingGroupUpdateThingGroup

arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name

iot:UpdateThingGroupsForThing
UpdateThingGroupsForThing
arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
ARN の形式の詳細については、「Amazon リソースネーム (ARN) と AWS サービスの名前空間」を参照し
てください。
リソースの作成など、一部の AWS IoT 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": "*"

AWS IoT 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 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 で定義されるアクション」を参照してください。

Device Advisor のリソース
AWS IoT Device Advisor IAM ポリシー用にリソースレベルの制限を定義するには、スイートの定義とス
イートの実行に次のリソース ARN 形式を使用します。
スイート定義リソース ARN 形式
arn:aws:iotdeviceadvisor:region:account-id:suitedefinition/suite-definitionid
スイート実行リソース ARN 形式
arn:aws:iotdeviceadvisor:region:account-id:suiterun/suite-definitionid/suite-run-id

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。
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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」をご参照くだ
さい。
AWS IoT 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」を参照してください。

AWS IoT 条件キー
AWS IoT 条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/ ユーザーが AWS
IoT に対して行う
${tag-key}
リクエストに含ま
れるタグキー。

文字列

aws:ResourceTag/AWS IoT リソース
にアタッチされて
${tag-key}
いるタグキーコン
ポーネント。

文字列

リクエスト内のリ
ソースに関連付け
られているすべて
のタグキー名のリ
スト。

文字列

aws:TagKeys

AWS IoT 条件キーのリストを確認するには、IAM ユーザーガイドの「AWS IoT の条件キー」を参照してく
ださい。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 で定義される
アクション」を参照してください。

例
AWS IoT 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 アイデンティティベースのポ
リシーの例 (p. 408)を参照してください。

AWS IoT リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーとは、AWS IoT リソース上で指定するプリンシパルとしてのどのアクションを
どの条件で実行できるかを指定する JSON ポリシードキュメントです。
AWS IoT では、IAM リソースベースのポリシーはサポートされていません。ただし、AWS IoT リソース
ベースのポリシーをサポートしています。詳細については、「AWS IoT Core ポリシー (p. 335)」を参照
してください。

407

AWS IoT Core デベロッパーガイド
アイデンティティベースのポリシーの例

AWS IoT タグに基づく認可
タグを AWS IoT リソースに添付することも、AWS IoT 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、iot:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/keyname、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。詳細
については、「IAM ポリシーでのタグの使用 (p. 291)」を参照してください。AWS IoT リソースのタグ付
けの詳細については、「AWS IoT リソースのタグ付け (p. 290)」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 リソースの表示 (p. 410)」を参照してください。

AWS IoTIAM; ロール
IAM ロール は、特定のアクセス許可を持つ、AWS アカウント 内のエンティティです。

AWS IoT での一時的な認証情報の使用
一時的な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、AssumeRole または GetFederationToken などの AWS STS API オペレーションを呼び出します。
AWS IoT では、一時認証情報の使用をサポートしています。

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、
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アクセス許可を表示で
きますが、編集することはできません。
AWS IoT ではサービスにリンクされたロールをサポートしていません。

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 アイデンティティベースのポリシーの例
デフォルトでは、IAM ユーザーおよびロールには、AWS IoT 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。
JSON ポリシードキュメントのこれらの例を使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作成す
る方法については、「IAM ユーザーガイド」の「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. 409)
• AWS IoT コンソールを使用する (p. 409)
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• ユーザーが自分の許可を表示できるようにする (p. 410)
• タグに基づく AWS IoT リソースの表示 (p. 410)
• タグに基づく AWS IoT Device Advisor リソースの表示 (p. 411)

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 リソースを作成、アクセス、または削
除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が発生す
る可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下のガイ
ドラインと推奨事項に従ってください。
• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。
• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。
• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可す
ることもできます。詳細については、[IAM User Guide] (IAM ユーザーガイド) の [IAM JSON policy
elements: Condition] (IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。
• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。
• 多要素認証 (MFA) を要求する – 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 コンソールを使用する
AWS IoT コンソールにアクセスするには、一連の最小限のアクセス許可が必要です。これらのアクセス許
可により、AWS アカウント の AWS IoT リソースの詳細をリストおよび表示できます。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の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 コンソールを使用できるように、エンティティに次の AWS 管理ポリ
シーもアタッチします。AWSIoTFullAccess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。
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ユーザーが自分の許可を表示できるようにする
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。
{

}

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

タグに基づく AWS IoT リソースの表示
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 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、モノ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、モノタグ 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権限も付与します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListBillingGroupsInConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:ListBillingGroups",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "ViewBillingGroupsIfOwner",
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:DescribeBillingGroup",
"Resource": "arn:aws:iot:*:*:billinggroup/*",
"Condition": {
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}

]

}

}

"StringEquals": {"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"}

このポリシーをアカウントの IAM ユーザーにアタッチできます。richard-roe という名前のユーザー
が AWS IoT 課金グループを表示しようとする場合、その請求グループに 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は区別されないため、条件タグキー Owner は Owner と owner に一致しま
す。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシー要素: 条件」を参照してください。

タグに基づく AWS IoT Device Advisor リソースの表示
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 Device Advisor リソース
へのアクセスをコントロールできます。次の例は、特定のスイート定義の表示を許可するポリシーを作成
する方法を示しています。ただし、アクセス許可が付与されるのは、スイート定義タグが SuiteType を
MQTT の値に設定している場合のみです。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": "ViewSuiteDefinition",
"Effect": "Allow",
"Action": "iotdeviceadvisor:GetSuiteDefinition",
"Resource": "arn:aws:iotdeviceadvisor:*:*:suitedefinition/*",
"Condition": {
"StringEquals": {"aws:ResourceTag/SuiteType": "MQTT"}
}
}
]

AWS IoT の AWS マネージドポリシー
ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネー
ジドポリシーを使用する方が簡単です。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。すぐに使用を開始するために、AWS マネージ
ドポリシーを使用できます。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。
さらに、AWS は、複数のサービスにまたがるジョブ機能の特徴に対するマネージドポリシーもサポートし
ています。例えば、ReadOnlyAccess AWS マネージドポリシーでは、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。サービスが新しい機能を起動する場合、AWS は、新たな

411

AWS IoT Core デベロッパーガイド
AWS マネージドポリシー

オペレーションとリソース用に、読み取り専用の許可を追加します。職務機能ポリシーのリストと説明に
ついては、「IAM ユーザーガイド」の「ジョブ機能の AWS マネージドポリシー」を参照してください。

Note
AWS IoT は AWS IoT および IAM ポリシーの両方と連動します。このトピックでは、コントロー
ルプレーン API とデータプレーン API オペレーションのポリシーアクションを定義する IAM ポリ
シーのみについて説明します。「AWS IoT Core ポリシー (p. 335)」も参照してください。

AWS マネージドポリシー: AWSIoTConfigAccess
AWSIoTConfigAccess ポリシーは IAM ID に添付できます。
このポリシーは、すべての AWS IoT 設定オペレーションへのアクセスを許可する、関連付けられた ID の
アクセス許可を付与します。このポリシーは、データの処理とストレージに影響を与える可能性がありま
す。AWS Management Console のこのポリシーを確認するには、「AWSIoTConfigAccess」を参照してく
ださい。
許可の詳細
このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• iot — AWS IoT データを取得し、IoT 設定アクションを実行します。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:AcceptCertificateTransfer",
"iot:AddThingToThingGroup",
"iot:AssociateTargetsWithJob",
"iot:AttachPolicy",
"iot:AttachPrincipalPolicy",
"iot:AttachThingPrincipal",
"iot:CancelCertificateTransfer",
"iot:CancelJob",
"iot:CancelJobExecution",
"iot:ClearDefaultAuthorizer",
"iot:CreateAuthorizer",
"iot:CreateCertificateFromCsr",
"iot:CreateJob",
"iot:CreateKeysAndCertificate",
"iot:CreateOTAUpdate",
"iot:CreatePolicy",
"iot:CreatePolicyVersion",
"iot:CreateRoleAlias",
"iot:CreateStream",
"iot:CreateThing",
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"iot:CreateThingGroup",
"iot:CreateThingType",
"iot:CreateTopicRule",
"iot:DeleteAuthorizer",
"iot:DeleteCACertificate",
"iot:DeleteCertificate",
"iot:DeleteJob",
"iot:DeleteJobExecution",
"iot:DeleteOTAUpdate",
"iot:DeletePolicy",
"iot:DeletePolicyVersion",
"iot:DeleteRegistrationCode",
"iot:DeleteRoleAlias",
"iot:DeleteStream",
"iot:DeleteThing",
"iot:DeleteThingGroup",
"iot:DeleteThingType",
"iot:DeleteTopicRule",
"iot:DeleteV2LoggingLevel",
"iot:DeprecateThingType",
"iot:DescribeAuthorizer",
"iot:DescribeCACertificate",
"iot:DescribeCertificate",
"iot:DescribeDefaultAuthorizer",
"iot:DescribeEndpoint",
"iot:DescribeEventConfigurations",
"iot:DescribeIndex",
"iot:DescribeJob",
"iot:DescribeJobExecution",
"iot:DescribeRoleAlias",
"iot:DescribeStream",
"iot:DescribeThing",
"iot:DescribeThingGroup",
"iot:DescribeThingRegistrationTask",
"iot:DescribeThingType",
"iot:DetachPolicy",
"iot:DetachPrincipalPolicy",
"iot:DetachThingPrincipal",
"iot:DisableTopicRule",
"iot:EnableTopicRule",
"iot:GetEffectivePolicies",
"iot:GetIndexingConfiguration",
"iot:GetJobDocument",
"iot:GetLoggingOptions",
"iot:GetOTAUpdate",
"iot:GetPolicy",
"iot:GetPolicyVersion",
"iot:GetRegistrationCode",
"iot:GetTopicRule",
"iot:GetV2LoggingOptions",
"iot:ListAttachedPolicies",
"iot:ListAuthorizers",
"iot:ListCACertificates",
"iot:ListCertificates",
"iot:ListCertificatesByCA",
"iot:ListIndices",
"iot:ListJobExecutionsForJob",
"iot:ListJobExecutionsForThing",
"iot:ListJobs",
"iot:ListOTAUpdates",
"iot:ListOutgoingCertificates",
"iot:ListPolicies",
"iot:ListPolicyPrincipals",
"iot:ListPolicyVersions",
"iot:ListPrincipalPolicies",
"iot:ListPrincipalThings",
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],

"iot:ListRoleAliases",
"iot:ListStreams",
"iot:ListTargetsForPolicy",
"iot:ListThingGroups",
"iot:ListThingGroupsForThing",
"iot:ListThingPrincipals",
"iot:ListThingRegistrationTaskReports",
"iot:ListThingRegistrationTasks",
"iot:ListThings",
"iot:ListThingsInThingGroup",
"iot:ListThingTypes",
"iot:ListTopicRules",
"iot:ListV2LoggingLevels",
"iot:RegisterCACertificate",
"iot:RegisterCertificate",
"iot:RegisterThing",
"iot:RejectCertificateTransfer",
"iot:RemoveThingFromThingGroup",
"iot:ReplaceTopicRule",
"iot:SearchIndex",
"iot:SetDefaultAuthorizer",
"iot:SetDefaultPolicyVersion",
"iot:SetLoggingOptions",
"iot:SetV2LoggingLevel",
"iot:SetV2LoggingOptions",
"iot:StartThingRegistrationTask",
"iot:StopThingRegistrationTask",
"iot:TestAuthorization",
"iot:TestInvokeAuthorizer",
"iot:TransferCertificate",
"iot:UpdateAuthorizer",
"iot:UpdateCACertificate",
"iot:UpdateCertificate",
"iot:UpdateEventConfigurations",
"iot:UpdateIndexingConfiguration",
"iot:UpdateRoleAlias",
"iot:UpdateStream",
"iot:UpdateThing",
"iot:UpdateThingGroup",
"iot:UpdateThingGroupsForThing",
"iot:UpdateAccountAuditConfiguration",
"iot:DescribeAccountAuditConfiguration",
"iot:DeleteAccountAuditConfiguration",
"iot:StartOnDemandAuditTask",
"iot:CancelAuditTask",
"iot:DescribeAuditTask",
"iot:ListAuditTasks",
"iot:CreateScheduledAudit",
"iot:UpdateScheduledAudit",
"iot:DeleteScheduledAudit",
"iot:DescribeScheduledAudit",
"iot:ListScheduledAudits",
"iot:ListAuditFindings",
"iot:CreateSecurityProfile",
"iot:DescribeSecurityProfile",
"iot:UpdateSecurityProfile",
"iot:DeleteSecurityProfile",
"iot:AttachSecurityProfile",
"iot:DetachSecurityProfile",
"iot:ListSecurityProfiles",
"iot:ListSecurityProfilesForTarget",
"iot:ListTargetsForSecurityProfile",
"iot:ListActiveViolations",
"iot:ListViolationEvents",
"iot:ValidateSecurityProfileBehaviors"
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}

]

}

"Resource": "*"

AWS マネージドポリシー: AWSIoTConfigReadOnlyAccess
AWSIoTConfigReadOnlyAccess ポリシーは IAM ID に添付できます。
このポリシーは、すべての AWS IoT 設定オペレーションへの読み取り専用アクセスを許可する、関連付
けられた ID のアクセス許可を付与します。AWS Management Console のこのポリシーを確認するには、
「AWSIoTConfigReadOnlyAccess」を参照してください。
許可の詳細
このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• iot — IoT 設定アクションの読み取り専用オペレーションを実行します。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:DescribeAuthorizer",
"iot:DescribeCACertificate",
"iot:DescribeCertificate",
"iot:DescribeDefaultAuthorizer",
"iot:DescribeEndpoint",
"iot:DescribeEventConfigurations",
"iot:DescribeIndex",
"iot:DescribeJob",
"iot:DescribeJobExecution",
"iot:DescribeRoleAlias",
"iot:DescribeStream",
"iot:DescribeThing",
"iot:DescribeThingGroup",
"iot:DescribeThingRegistrationTask",
"iot:DescribeThingType",
"iot:GetEffectivePolicies",
"iot:GetIndexingConfiguration",
"iot:GetJobDocument",
"iot:GetLoggingOptions",
"iot:GetOTAUpdate",
"iot:GetPolicy",
"iot:GetPolicyVersion",
"iot:GetRegistrationCode",
"iot:GetTopicRule",
"iot:GetV2LoggingOptions",
"iot:ListAttachedPolicies",
"iot:ListAuthorizers",
"iot:ListCACertificates",
"iot:ListCertificates",
"iot:ListCertificatesByCA",
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"iot:ListIndices",
"iot:ListJobExecutionsForJob",
"iot:ListJobExecutionsForThing",
"iot:ListJobs",
"iot:ListOTAUpdates",
"iot:ListOutgoingCertificates",
"iot:ListPolicies",
"iot:ListPolicyPrincipals",
"iot:ListPolicyVersions",
"iot:ListPrincipalPolicies",
"iot:ListPrincipalThings",
"iot:ListRoleAliases",
"iot:ListStreams",
"iot:ListTargetsForPolicy",
"iot:ListThingGroups",
"iot:ListThingGroupsForThing",
"iot:ListThingPrincipals",
"iot:ListThingRegistrationTaskReports",
"iot:ListThingRegistrationTasks",
"iot:ListThings",
"iot:ListThingsInThingGroup",
"iot:ListThingTypes",
"iot:ListTopicRules",
"iot:ListV2LoggingLevels",
"iot:SearchIndex",
"iot:TestAuthorization",
"iot:TestInvokeAuthorizer",
"iot:DescribeAccountAuditConfiguration",
"iot:DescribeAuditTask",
"iot:ListAuditTasks",
"iot:DescribeScheduledAudit",
"iot:ListScheduledAudits",
"iot:ListAuditFindings",
"iot:DescribeSecurityProfile",
"iot:ListSecurityProfiles",
"iot:ListSecurityProfilesForTarget",
"iot:ListTargetsForSecurityProfile",
"iot:ListActiveViolations",
"iot:ListViolationEvents",
"iot:ValidateSecurityProfileBehaviors"

}

]

}

],
"Resource": "*"

AWS マネージドポリシー: AWSIoTDataAccess
AWSIoTDataAccess ポリシーは IAM ID に添付できます。
このポリシーは、すべての AWS IoT データオペレーションへのアクセスを許可する、関連付けられた ID
のアクセス許可を付与します。データオペレーションでは、MQTT または HTTP プロトコルを介してデー
タを送信します。AWS Management Console のこのポリシーを表示するには、「AWSIoTDataAccess」
を参照してください。
許可の詳細
このポリシーには、以下の許可が含まれています。
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• iot — AWS IoT データを取得し、AWS IoT メッセージングアクションへのフルアクセスを許可しま
す。

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect",
"iot:Publish",
"iot:Subscribe",
"iot:Receive",
"iot:GetThingShadow",
"iot:UpdateThingShadow",
"iot:DeleteThingShadow",
"iot:ListNamedShadowsForThing"
],
"Resource": "*"
}
]

AWS マネージドポリシー: AWSIoTFullAccess
AWSIoTFullAccess ポリシーは IAM ID に添付できます。
このポリシーは、すべての AWS IoT 設定およびメッセージングオペレーションへのアクセスを許可する、
関連付けられた ID のアクセス許可を付与します。AWS Management Console のこのポリシーを表示する
には、「AWSIoTFullAccess」を参照してください。
許可の詳細
このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• iot — AWS IoT データを取得し、AWS IoT 設定とメッセージングアクションへのフルアクセスを許可
します。
• iotjobsdata— AWS IoT Jobs データを取得し、AWS IoT Jobs データプレーンの API オペレーション
へのフルアクセスを許可します。

{

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

]

}

AWS マネージドポリシー: AWSIoTLogging
AWSIoTLogging ポリシーは IAM ID に添付できます。
このポリシーは、Amazon CloudWatch Logs グループを作成してグループにログをストリーミングするた
めのアクセスを許可する関連付けられた ID のアクセス許可を付与します。このポリシーは CloudWatch
ログ記録用のロールにアタッチされます。AWS Management Console のこのポリシーを表示するには、
「AWSIoTLogging」を参照してください。
許可の詳細
このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• logs — CloudWatch ログを取得します。また、CloudWatch Logs のグループを作成し、グループにロ
グをストリーミングすることができます。

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:PutMetricFilter",
"logs:PutRetentionPolicy",
"logs:GetLogEvents",
"logs:DeleteLogStream"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]

AWS マネージドポリシー: AWSIoTOTAUpdate
AWSIoTOTAUpdate ポリシーは IAM ID に添付できます。
このポリシーは、AWS IoT ジョブ、AWS IoT コード署名ジョブの作成、および AWS コード署名者ジョ
ブの説明へのアクセスを許可する関連付けられた ID のアクセス許可を付与します。AWS Management
Console のこのポリシーを表示するには、「AWSIoTOTAUpdate」を参照してください。
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許可の詳細
このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• iot — AWS IoT ジョブとコード署名ジョブを作成します。
• signer — AWS コード署名者ジョブの作成を実行します。

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:CreateJob",
"signer:DescribeSigningJob"
],
"Resource": "*"
}

AWS マネージドポリシー: AWSIoTRuleActions
AWSIoTRuleActions ポリシーは IAM ID に添付できます。
このポリシーは、AWS のサービス ルールアクションでサポートされるすべての AWS IoT へのアクセスを
可能にする関連付けられた ID のアクセス許可を付与します。AWS Management Console のこのポリシー
を表示するには、「AWSIoTRuleActions」を参照してください。
許可の詳細
このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• iot - ルールアクションメッセージを公開するためのアクションを実行します。
• dynamodb - DynamoDB テーブルにメッセージを挿入するか、メッセージを DynamoDB テーブルの複
数の列に分割します。
• s3 - Amazon S3 バケットにオブジェクトを保存します。
• kinesis - Amazon Kinesis ストリームオブジェクトにメッセージを送信します。
• firehose - Kinesis Data Firehose ストリームオブジェクトにレコードを挿入します。
• cloudwatch - CloudWatch アラームの状態を変更するか、CloudWatch メトリクスにメッセージデータ
を送信します。
• sns - Amazon SNS を使用して通知を発行するオペレーションを実行します。このオペレーション
は、AWS IoT SNS トピックに限定されます。
• sqs - SQS キューに追加するメッセージを挿入します。
• es - OpenSearch Service のサービスにメッセージを送信します。

{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:PutItem",
"kinesis:PutRecord",
"iot:Publish",
"s3:PutObject",
"sns:Publish",
"sqs:SendMessage*",
"cloudwatch:SetAlarmState",
"cloudwatch:PutMetricData",
"es:ESHttpPut",
"firehose:PutRecord"
],
"Resource": "*"
}

AWS マネージドポリシー: AWSIoTThingsRegistration
AWSIoTThingsRegistration ポリシーは IAM ID に添付できます。
このポリシーは、StartThingRegistrationTask API を使用してモノを一括して登録するアクセス
を許可する、関連付けられた ID のアクセス許可を付与します。このポリシーは、データの処理とスト
レージに影響を与える可能性があります。AWS Management Console のこのポリシーを表示するには、
「AWSIoTThingsRegistration」を参照してください。
許可の詳細
このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• iot - 一括登録時に、モノを作成し、ポリシーと証明書をアタッチするためのアクションを実行しま
す。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:AddThingToThingGroup",
"iot:AttachPolicy",
"iot:AttachPrincipalPolicy",
"iot:AttachThingPrincipal",
"iot:CreateCertificateFromCsr",
"iot:CreatePolicy",
"iot:CreateThing",
"iot:DescribeCertificate",
"iot:DescribeThing",
"iot:DescribeThingGroup",
"iot:DescribeThingType",
"iot:DetachPolicy",
"iot:DetachThingPrincipal",
"iot:GetPolicy",
"iot:ListAttachedPolicies",
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"iot:ListPolicyPrincipals",
"iot:ListPrincipalPolicies",
"iot:ListPrincipalThings",
"iot:ListTargetsForPolicy",
"iot:ListThingGroupsForThing",
"iot:ListThingPrincipals",
"iot:RegisterCertificate",
"iot:RegisterThing",
"iot:RemoveThingFromThingGroup",
"iot:UpdateCertificate",
"iot:UpdateThing",
"iot:UpdateThingGroupsForThing",
"iot:AddThingToBillingGroup",
"iot:DescribeBillingGroup",
"iot:RemoveThingFromBillingGroup"

}

]

}

],
"Resource": [
"*"
]

AWS IoT マネージドポリシーの AWS 更新
このサービスがこれらの変更の追跡を開始してからの、AWS の AWS IoT マネージドポリシーの更新に関
する詳細を表示します。このページの変更に関する自動通知については、AWS IoT [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

AWSIoTFullAccess (p. 417) —
既存のポリシーへの更新

AWS IoT は、ユーザーが HTTP
プロトコルを使用して AWS IoT
Jobs のデータプレーン API オペ
レーションへのアクセスを可能
にするための新しいアクセス許
可を追加しました。

2022 年 5 月 11 日

新しい IAM ポリシープレフィッ
クスである iotjobsdata:
は、AWS IoT Jobs のデータプ
レーンエンドポイントへのア
クセス制御をより詳細に行うこ
とができます。コントロールプ
レーン API オペレーションに
は、これまでどおり、iot: プ
レフィックスを使用します。
詳細については、「HTTPS プ
ロトコルの AWS IoT Core ポリ
シー (p. 770)」を参照してくだ
さい。
AWS IoT は変更の追跡を開始し
ました

AWS IoT 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 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 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 でアクションを実行する権限がない (p. 422)
• iam:PassRole を実行することが認可されていません (p. 422)
• アクセスキーを表示したい (p. 423)
• 管理者として AWS IoT へのアクセスを他のユーザーに許可したい (p. 423)
• 自分の AWS アカウント 以外のユーザーに AWS IoT リソースへのアクセスを許可したい (p. 423)

AWS IoT 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。お客様のユーザー名とパスワードを発行したのが、担当の管理
者です。
以下の例のエラーは、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、モノの詳細を表示しようと
しているが、iot:DescribeThing アクセス許可がない場合に発生します。
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
iot:DescribeThing
on resource: MyIoTThing

この場合、Mateo は、MyIoTThing アクションを使用して iot:DescribeThing リソースにアクセスで
きるように、ポリシーの更新を管理者に依頼します。
AWS IoT Device Advisor の使用
AWS IoT Device Advisor を使用している場合、以下の例のエラーは、mateojackson
IAM ユーザーがコンソールを使用して、スイートの定義の詳細を表示しようとしている
が、iotdeviceadvisor:GetSuiteDefinition アクセス許可がない場合に発生します。
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
iotdeviceadvisor:GetSuiteDefinition
on resource: MySuiteDefinition

この場合、Mateo は、iotdeviceadvisor GetSuiteDefinition アクションを使用して
MySuiteDefinition リソースにアクセスできるように、ポリシーの更新を管理者に依頼します。

iam:PassRole を実行することが認可されていません
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 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 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。
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User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。
サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

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 へのアクセスを他のユーザーに許可した
い
AWS IoT 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 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。

自分の AWS アカウント 以外のユーザーに AWS IoT リソースへ
のアクセスを許可したい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソース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 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 で IAM を使用する方
法 (p. 391) をご参照ください。
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• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、IAM ユー
ザーガイドの「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提供」
を参照してください。
• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。
• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。
• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。

ロギングとモニタリング
モニタリングは、AWS IoT と AWS ソリューションの信頼性、可用性、パフォーマンスを維持する上
で重要な部分です。マルチポイント障害が発生した場合は、その障害をより簡単にデバッグできるよう
に、AWS ソリューションのすべての部分からモニタリングデータを収集する必要があります。ログ記録お
よび監視手順の詳細については、「AWS IoT のモニタリング (p. 436)」を参照してください。

モニタリングツール
AWS では、 のモニタリングに使用できるツールを提供しています。AWS IoT自動的にモニタリングが行
われるように、これらのツールを設定できます。手動操作を必要とするツールもあります。モニタリング
タスクをできるだけ自動化することをお勧めします。

自動モニタリングツール
以下の自動化されたモニタリングツールを使用して、AWS IoT を監視し、問題が発生したときにレポート
できます。
• Amazon CloudWatch アラーム - 指定した期間にわたって単一のメトリクスをモニタリングし、複数の
期間にわたる特定のしきい値に対するメトリクスの値に基づいて 1 つ以上のアクションを実行します。
アクションは、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) のトピックまたは Amazon EC2 Auto
Scaling のポリシーに送信される通知です。CloudWatch アラームは、特定の状態にあるという理由だけ
ではアクションを呼び出しません。状態が変わって、変わった状態が指定期間にわたって維持される必
要があります。詳細については、「Amazon CloudWatch を使用して AWS IoT アラームとメトリクスを
モニタリングする (p. 443)」を参照してください。
• Amazon CloudWatch Logs – AWS CloudTrail またはその他のソースのログファイルをモニタリングし
て保存し、それらにアクセスします。Amazon CloudWatch Logs では、AWS IoT Device Advisor のテ
ストケースが実行する重要なステップ、生成されたイベント、およびテストの実行中にデバイスまたは
AWS IoT Core から送信された MQTT メッセージを確認することもできます。これらのログにより、デ
バイスでデバッグして是正措置を講じることができます。詳細については、CloudWatch Logs を使用し
て AWS IoT をモニタリングする (p. 457) を参照してください。Amazon CloudWatch の使用の詳細に
ついては、Amazon CloudWatch ユーザーガイドのログファイルのモニタリングを参照してください。
• Amazon CloudWatch Events – イベントに一致したものを 1 つ以上のターゲットの関数またはストリー
ムに渡して、変更、状態の情報の収集、是正措置を行います。詳細については、Amazon CloudWatch
ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch Events とは」を参照してください。
• AWS CloudTrail のログのモニタリング – アカウント間でログファイルを共有し、CloudTrail のログファ
イルを CloudWatch Logs に送信してリアルタイムでモニタリングします。また、ログを処理するアプ
リケーションを Java で作成し、CloudTrail からの提供後にログファイルが変更されていないことを確
認します。詳細については、「を使用した AWS IoT API コールのログ記録AWS CloudTrail (p. 477)」
と、AWS CloudTrail ユーザーガイドの「CloudTrail ログファイルの操作」を参照してください。

424

AWS IoT Core デベロッパーガイド
コンプライアンス検証

手動モニタリングツール
AWS IoT のモニタリングでもう 1 つ重要な点は、CloudWatch のアラームの対象外の項目を手動でモニタ
リングすることです。AWS IoT、CloudWatch、その他の AWS サービスのコンソールのダッシュボードに
は、AWS 環境の状態が一目でわかるように表示されます。AWS IoT のログファイルを確認することもお
勧めします。
• AWS IoT ダッシュボードには、次の内容が表示されます。
• CA 証明書
• 証明書
• ポリシー
• ルール
• モノ
• CloudWatch ホームページには、次の内容が表示されます。
• 現在のアラームとステータス.
• アラームとリソースのグラフ.
• サービス状態ステータス.
CloudWatch を使用して以下のことを実行できます。
• 重視するサービスをモニタリングするためのカスタマイズしたダッシュボードを作成する.
• メトリクスデータをグラフ化して、問題のトラブルシューティングを行い、傾向を確認する。
• AWS リソースのすべてのメトリクスを検索およびブラウズする。
• 問題があることを通知するアラームを作成/編集する.

AWS IoT Core のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査人は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA など複数の AWS コンプライアンス プロ
グラムのパートとして、AWS のサービス のセキュリティとコンプライアンスを評価します。
その他の AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、
「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。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 におけるダウンロードレポート」を参照してください。
AWS のサービス 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。
• 「Security and Compliance Quick Start Guides」(セキュリティおよびコンプライアンスのクイックス
タートガイド) - これらのデプロイガイドでは、アーキテクチャ上の考慮事項について説明し、セキュリ
ティとコンプライアンスを重視したベースライン環境を AWS でデプロイするステップを説明します。
• 「Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services」(アマゾン ウェブ サー
ビスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ) – このホワイトペーパー
は、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説明しています。

Note
すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。
• 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、お客様の業界と
拠点に適用されるものである場合があります。
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• 「AWS Config デベロッパーガイド」の「ルールでのリソースの評価」 — AWS Config のサービスで
は、自社のプラクティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価し
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が包括的に示されてお
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の確認に役立ちます。
• AWS Audit Manager - この AWS のサービスは AWS の使用状況を継続的に監査し、どのようにリスクの
管理方法やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化できるのかで役立ちます。

AWS IoT Core の耐障害性
AWS グローバルインフラストラクチャは AWS リージョン およびアベイラビリティーゾーンを中心に構
築されています。AWS リージョン には、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネット
ワークで接続されている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベ
イラビリティーゾーンでは、アベイラビリティーゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバー
するアプリケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーン
は、従来の単一または複数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張
性が優れています。
AWS リージョン とアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。
AWS IoT Core は、デバイスに関する情報をデバイスレジストリに保存します。また、CA 証明書、デバ
イス証明書、およびデバイスシャドウデータも保存されます。このデータは、ハードウェアまたはネット
ワークに障害が発生しても、このデータはアベイラビリティーゾーン間で自動的に複製されますが、リー
ジョン間では複製されません。
AWS IoT Core は、デバイスレジストリが更新されると MQTT イベントをパブリッシュします。これらの
メッセージを使用して、レジストリデータをバックアップし、DynamoDB テーブルなどに保存できます。
お客様は、AWS IoT Core が作成した証明書または自分で作成した証明書を保存する責任があります。デ
バイスシャドウは、デバイスに関する状態データを保存し、デバイスがオンラインに戻ったときに再送
信できます。AWS IoTDevice Advisor は、テストスイートの設定に関する情報を保存します。このデータ
は、ハードウェアまたはネットワークに障害が発生しても、自動的にはレプリケートされます。
AWS IoT Core リソースはリージョン固有であり、お客様が特に指定しない限り、AWS リージョン 間でレ
プリケートされることはありません。
セキュリティのベストプラクティスの詳細については、「AWS IoT Coreでのセキュリティのベストプラク
ティス (p. 430)」を参照してください。

AWS IoT Core とインターフェイス VPC エンドポ
イントの使用
インターフェイス VPC エンドポイントを使用することによって、AWS IoT Core で IoT データエンドポイ
ントを VPC 内で作成することができます。インターフェイス VPC エンドポイントは、プライベート IP
アドレスを通じて AWS で実行しているサービスにサクセスするために使用できるAWSテクノロジーであ
るAWS PrivateLink を使用しています。詳細については、「Amazon Virtual Private Cloud」を参照してく
ださい。
リモートネットワーク上の現場にあるデバイス（企業ネットワークなど）を AWS VPC の詳細について
は、『ネットワークから Amazon VPC への接続マトリックス』に掲載されている様々なリストを参照して
ください。
この章のトピック:
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• AWS IoT Core 用 VPC エンドポイントの作成 (p. 427)
•
•
•
•
•

VPC エンドポイントを経由しての AWS IoT Core へのアクセス制御 (p. 427)
VPC エンドポイントの制約事項 (p. 428)
IoT Core での VPC エンドポイントのスケーリング (p. 428)
VPC エンドポイントでのカスタムドメインの使用 (p. 429)
AWS IoT Core 用の VPC エンドポイントの可用性 (p. 429)

AWS IoT Core 用 VPC エンドポイントの作成
VPC エンドポイントの使用を開始するには、インターフェイス VPC エンドポイントを作成してか
ら、AWS のサービスとして AWS IoT Core を選択します。CLI を使用している場合は、まずdescribe-vpcendpoint servicesを呼び出して、特定のAWS リージョンにAWS IoT Coreが存在するアベイラビリティー
ゾーンを選択していることを確認します。例えば、us-east-1 では、このコマンドは以下のようになりま
す。
aws ec2 describe-vpc-endpoint-services --service-name com.amazonaws.us-east-1.iot.data

Note
DNS レコードを自動的に作成するための VPC 機能は無効になっています。これらのエンドポイ
ントを接続するには、プライベート DNS レコードを手動で作成する必要があります。プライベー
ト VPC DNS レコードの詳細については、インターフェイスエンドポイントのプライベート DNS
を参照してください。AWS IoT Core VPC の制限事項の詳細については、VPC エンドポイントの
制約事項 (p. 428) を参照してください。
デバイスから VPC エンドポイントインターフェイスに MQTT クライアントを接続するには、VPC にア
タッチされているプライベートホストゾーンに DNS レコードを手動で作成する必要があります。開始す
るには、プライベートホストゾーンの作成を参照してください。プライベートホストゾーン内で、VPC エ
ンドポイントの各 Elastic Network Interface IP のエイリアスレコードを作成します。複数の VPC エンドポ
イントに複数のネットワークインターフェイス IP がある場合、すべての加重レコードを通して等しい加重
の DNS レコードを作成する必要があります。これらの IP アドレスは、説明フィールドの VPC エンドポ
イント ID でフィルタリングした場合に、DescribeNetworkInterfaces API コールから取得できます。

VPC エンドポイントを経由しての AWS IoT Core への
アクセス制御
VPC の条件コンテキストキーを使用して、AWS IoT Core へのデバイスアクセスが VPC エンドポイント
を経由する場合のみ許可されるように制限することができます。AWS IoT Core は、以下の VPC 関連のコ
ンテキストキーをサポートします。
• SourceVpc
• SourceVpce
• VPCSourceIp

Note
現時点では、AWS IoT Coreは、https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/vpcendpoints-access.html#vpc-endpoint-policiesVPC エンドポイントポリシーをサポートしていませ
ん。
例えば、次のポリシーは、特定の VPC エンドポイントIDを持った VPC エンドポイントへの接続デバイス
の条件によって、モノの名前と一致するクライアント ID を使い、AWS IoT Core へ接続する許可、モノの
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名前によってプレフィックスされた任意のトピックを発行する許可を付与します。このポリシーでは、パ
ブリック IoT データエンドポイントへの接続試行が拒否されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceVpce": "vpce-1a2b3c4d"
}
}
},
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/*"
]
}
]
}

VPC エンドポイントの制約事項
このセクションでは、パブリックエンドポイントと比較した VPC エンドポイントの制約事項について説明
します。
• 現在 VPC エンドポイントは、IoT データエンドポイントのためだけにサポートされています。
• MQTT キープアライブ期間は 230 秒に制限されています。これ以上のキープアライブ期間は、自動的に
230 秒に短縮されます
• 各 VPC エンドポイントは、合計で 100,000 台の同時接続デバイスをサポートします。より多くの接続
が必要な場合は、IoT Core での VPC エンドポイントのスケーリング (p. 428)を参照してください。
• VPC エンドポイントは IPv4 トラフィックのみをサポートします。
• VPC エンドポイントは ATS 証明書のみに対応します (カスタムドメインを除く)。
• VPC エンドポイントポリシーは、今のところサポートされていません。
• AWS IoT Core データプレーン用に作成された VPC エンドポイントでは、AWS IoT Core は、ゾーンま
たはリージョンのパブリック DNS レコードの使用をサポートしていません。

IoT Core での VPC エンドポイントのスケーリング
AWS IoT Core インターフェイス VPC エンドポイントは、単一のインターフェイスエンドポイントあた
り、接続デバイス 100,000 台に制限されています。ユースケースでブローカーに対する同時接続がこれ以
上必要になる場合は、複数の VPC エンドポイントを使用して、インターフェイスエンドポイント間でのデ
バイスのルーティングを手動で行うことをお勧めします。VPC エンドポイントにトラフィックをルーティ
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ングするプライベート DNS レコードを作成するときは、VPC エンドポイントと同じ数の加重レコードを
作成して、複数のエンドポイント全体にトラフィックを分散するようにしてください。

VPC エンドポイントでのカスタムドメインの使用
VPC エンドポイントでカスタムドメインを使用する場合は、プライベートホストゾーンにカスタムドメイ
ン名レコードを作成し、Route53 でルーティングレコードを作成する必要があります。詳細については、
「プライベートホストゾーンの作成」を参照してください。

AWS IoT Core 用の VPC エンドポイントの可用性
AWS IoT Core インターフェイス VPC エンドポイントは、AWS IoT Core がサポートされているリージョ
ンのすべてで利用できます。

AWS IoT 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である AWS IoT は、ホワイトペーパー「アマゾン ウェブ サービスのセキュリティ
プロセスの概要」に記載されている AWS グローバルネットワークセキュリティの手順で保護されていま
す。
AWS が公開している API コールを使用して、ネットワーク経由で AWS IoT にアクセスします。クライア
ントで Transport Layer Security (TLS) 1.2 以降がサポートされている必要があります。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。詳細については、「AWS IoT
でのトランスポートセキュリティ (p. 385)」を参照してください。
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のアクセスキー
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 Core を使用した実稼働フリートまたはデ
バイスのセキュリティモニタリング
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。また、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 を使用して、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が軽減できます。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が検出できます。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 (p. 884)」を参照してください。
AWS IoT Device Advisor は、必要に応じてフリートを更新し、パッチを適用します。AWS IoTDevice
Advisor が、テストケースを自動的に更新します。選択するテストケースには常に最新バージョンが使用
されています。詳細については、「Device Advisor (p. 1066)」を参照してください。
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AWS IoT Coreでのセキュリティのベストプラク
ティス
このセクションでは、AWS IoT Core 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。詳細に
ついては、「 IoT ソリューションの 10 のセキュリティゴールデンルール」を参照してください。

AWS IoT での MQTT 接続の保護
AWS IoT Core は、インターネットに接続されたデバイスがクラウドアプリケーションや他のデバイ
スと簡単かつ安全にやり取りできるようにするマネージド型クラウドサービスです。AWS IoT Core
は、HTTP、WebSocket、および MQTT をサポートします。これらは、断続的な接続を許容するように特
別に設計された軽量の通信プロトコルです。MQTT を使用して AWS IoT に接続する場合、各接続はクラ
イアント ID と呼ばれる識別子に関連付ける必要があります。MQTT クライアント ID は、MQTT 接続を一
意に識別します。別の接続に対して既に要求されているクライアント ID を使用して新しい接続が確立され
た場合、AWS IoT メッセージブローカーは古い接続を中断して新しい接続を許可します。クライアント ID
は、各 AWS アカウント および各 AWS リージョン 内で一意である必要があります。つまり、AWS アカ
ウント 外または AWS アカウント 内のリージョン間では、クライアント ID のグローバルな一意性を強制
する必要はありません。
デバイスフリートでの MQTT 接続の中断の影響と重大度は、多くの要因によって異なります。具体的には
次のとおりです。
• ユースケース (たとえば、デバイスが AWS IoT に送信するデータ、データの量、データの送信頻度な
ど)。
• MQTT クライアント設定 (たとえば、自動再接続設定、関連するバックオフタイミング、MQTT 永続
セッション (p. 88)の使用など)。
• デバイスリソースの制約。
• 切断の根本原因、その積極性、永続性。
クライアント ID の競合や潜在的な悪影響を回避するには、各デバイスまたはモバイルアプリケーション
に、AWS IoT メッセージブローカーへの MQTT 接続に使用できるクライアント ID を制限する AWS IoT
または IAM ポリシーがあることを確認します。例えば、IAM ポリシーを使用すると、既に使用中のクライ
アント ID を使用することによりデバイスが意図せず別のデバイスの接続を閉じないようにすることができ
ます。詳細については、「認証 (p. 333)」を参照してください。
フリート内のすべてのデバイスには、意図したアクションのみを承認する権限を持つ認証情報が必要で
す。これには、メッセージの発行や特定のスコープとコンテキストを持つトピックへのサブスクライブ
などの AWS IoT MQTT アクションが含まれますが、これらに限定されません。特定のアクセス許可ポリ
シーは、ユースケースによって異なる場合があります。ビジネス要件とセキュリティ要件に最も合うアク
セス許可ポリシーを特定します。
アクセス許可ポリシーの作成と管理を簡素化するために、AWS IoT Core ポリシー変数 (p. 339) および
IAM ポリシー変数を使用できます。ポリシー変数はポリシーに配置でき、ポリシーが評価されると、変数
はデバイスのリクエストから取得された値に置き換えられます。ポリシー変数を使用して、複数のデバイ
スにアクセス許可を付与する単一のポリシーを作成できます。AWS IoT アカウント設定、認証メカニズ
ム、 AWS IoT メッセージブローカーへの接続に使用されるネットワークプロトコルに基づいて、ユース
ケースに関連するポリシー変数を特定できます。ただし、最良のアクセス許可ポリシーを記述するには、
使用状況と脅威モデルの詳細を考慮してください。
例えば、デバイスを AWS IoT レジストリに登録した場合、AWS IoT ポリシーでモノのポリシー変
数 (p. 340)を使用して、モノの名前、モノのタイプ、モノの属性値などのモノのプロパティに基づ
いてアクセス許可を付与または拒否できます。モノ名は、モノが AWS IoT に接続されるときに送信
される MQTT 接続メッセージのクライアント ID から取得されます。モノのポリシー変数は、モノ
が TLS 相互認証を使用して MQTT を介して AWS IoT に接続するとき、または、認証された Amazon
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Cognito ID を使用して WebSocket プロトコルを介して MQTT に接続するときに置き換えられま
す。AttachThingPrincipal API を使用して、証明書と認証された Amazon Cognito ID をモノにアタッチでき
ます。iot:Connection.Thing.ThingName は、クライアント ID の制限を適用するために便利なモノ
のポリシー変数です。次の AWS IoT ポリシー例では、登録されたモノの名前を、AWS IoT メッセージブ
ローカーへの MQTT 接続のクライアント ID として使用する必要があります。
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":"iot:Connect",
"Resource":[
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/${iot:Connection.Thing.ThingName}"
]
}
]

進行中のクライアント ID の競合を特定する場合は、AWS IoT の CloudWatch Logs (p. 457) を有効にし
て使用できます。クライアント ID の競合のために AWS IoT メッセージブローカーが切断する MQTT 接続
ごとに、次のようなログレコードが生成されます。
{

}

"timestamp": "2019-04-28 22:05:30.105",
"logLevel": "ERROR",
"traceId": "02a04a93-0b3a-b608-a27c-1ae8ebdb032a",
"accountId": "123456789012",
"status": "Failure",
"eventType": "Disconnect",
"protocol": "MQTT",
"clientId": "clientId01",
"principalId": "1670fcf6de55adc1930169142405c4a2493d9eb5487127cd0091ca0193a3d3f6",
"sourceIp": "203.0.113.1",
"sourcePort": 21335,
"reason": "DUPLICATE_CLIENT_ID",
"details": "A new connection was established with the same client ID"

{$.reason= "DUPLICATE_CLIENT_ID" } などの CloudWatch Logs フィルターを使用して、クライ
アント ID が競合するインスタンスを検索したり、CloudWatch メトリクスフィルターおよび対応する
CloudWatch アラームを設定して、継続的なモニタリングとレポートを作成したりできます。
AWS IoTDevice Defender を使用して、過度に許可されている AWS IoT および AWS IoT IAM ポリシー
を識別できます。Device Defender では、フリートの複数のデバイスが同じクライアント ID を使用して
AWS IoT メッセージブローカーに接続している場合に通知する監査チェックも用意されています。
AWS IoT Device Advisor を使用して、デバイスが AWS IoT Core に確実に接続でき、セキュリティのベス
トプラクティスに従うことができることを検証できます。

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Core
• AWS IoT のセキュリティ機能 (p. 296)
• AWS IoT Core ポリシー変数 (p. 339)
• IAM ポリシー変数
• Amazon Cognito ID
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• AWS IoT Device Defender
• AWS IoT のための CloudWatch Logs (p. 457)

デバイスのクロックを同期化させる
デバイスの時刻を正確に保つことが重要です。X.509 証明書には有効期限の日時があります。デバイスの
クロックは、サーバー証明書が現在も有効であることを確認するために使用されます。商用 IoT デバイス
を構築する場合は、製品が販売される前に長期間保管される可能性があることに注意してください。この
間、リアルタイムクロックがドリフトし、電池が放電する可能性があるため、工場での設定時間では不十
分です。
ほとんどのシステムでは、デバイスのソフトウェアに Network Time Protocol (NTP) クライアントを含める
必要があります。デバイスは、AWS IoT Core への接続を試行する前に、NTP サーバーと同期するまで待
機する必要があります。これが不可能な場合は、後続の接続が成功するように、ユーザーがデバイスの時
刻を設定する方法を提供する必要があります。
デバイスが NTP サーバーと同期されると、AWS IoT Core との接続を開くことができます。許容されるク
ロックスキューの量は、接続で何をしようとしているかによって異なります。

サーバー証明書の検証
デバイスが最初に AWS IoT を操作するために行うことは、安全な接続を開くことです。デバイスを AWS
IoT に接続するときは、別のサーバーが AWS IoT を偽装しておらず、実際に AWS IoT と通信しているこ
とを確認してください。各 AWS IoT サーバーには、iot.amazonaws.com ドメインに対して発行された
証明書がプロビジョニングされます。この証明書は、ドメインの ID と所有権を確認した、信頼された認証
局から AWS IoT に発行されました。
AWS IoT Core がデバイスを接続するときに最初に行うことの 1 つは、デバイスにサーバー証明書を送信
することです。デバイスは、iot.amazonaws.com に接続する予定だったことと、その接続の最後のサー
バーが、そのドメインの信頼された機関からの証明書を持っていることを確認できます。
TLS 証明書は X.509 形式で、組織の名前、場所、ドメイン名、有効期間などのさまざまな情報が含まれて
います。有効期間は、notBefore と notAfter と呼ばれる時間値のペアとして指定されます。AWS IoT
Core のようなサービスは、サーバー証明書に限られた有効期間 (たとえば 1 年間) を使用し、古い証明書
の有効期限が切れる前に新しい証明書を提供し始めます。

デバイスごとの単一の ID を使用する
クライアントごとに 1 つの ID を使用します。通常、デバイスでは X.509 クライアント証明書が使用され
ます。ウェブおよびモバイルアプリケーションは Amazon Cognito ID を使用します。これにより、デバイ
スにきめ細かなアクセス許可を適用できます。
例えば、電球とサーモスタットの 2 つの異なるスマートホームオブジェクトからステータス更新を受け取
る携帯電話デバイスで構成されるアプリケーションがあるとします。電球は、バッテリーレベルのステー
タスを送信し、サーモスタットは温度を報告するメッセージを送信します。
AWS IoT はデバイスを個別に認証し、各接続を個別に処理します。承認ポリシーを使用してきめ細かなア
クセス制御を適用できます。サーモスタットのポリシーを定義して、トピックスペースに公開することが
できます。電球に別のポリシーを定義して、別のトピックスペースに公開することができます。最後に、
これらのデバイスからのメッセージを受信するために、サーモスタットと電球のトピックへの接続とサブ
スクライブのみを許可するモバイルアプリのポリシーを定義できます。
最小権限の原則を適用し、デバイスごとのアクセス許可を可能な限り絞り込みます。すべてのデバイスま
たはユーザーは、既知のクライアント ID との接続、特定され、固定された一連のトピックの公開とサブス
クライブのみを許可する AWS IoT ポリシーを AWS IoT に持つ必要があります。

432

AWS IoT Core デベロッパーガイド
バックアップとして 2 番目の AWS リージョン を使用する

バックアップとして 2 番目の AWS リージョン を使用
する
バックアップとしてデータのコピーを 2 番目のAWS リージョン に格納することを検討してください。詳
細については、「AWS IoT の災害対策」を参照してください。

ジャストインタイムプロビジョニングの使用
各デバイスの手動作成とプロビジョニングには、時間がかかる場合があります。AWS IoT は、デバイスが
最初に AWS IoT に接続するときにプロビジョニングするテンプレートを定義する方法を提供します。詳細
については、「ジャストインタイムプロビジョニング (p. 814)」を参照してください。

AWS IoT Device Advisor のテストを実行するためのア
クセス許可
次のポリシーテンプレートは、AWS IoT Device Advisor テストケースを実行するために必要な最小限のア
クセス許可と IAM エンティティを示しています。your-device-role-arn を、前提条件の下で作成した
デバイスロール Amazon Resource Name (ARN) に置き換える必要があります。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "your-device-role-arn",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "iotdeviceadvisor.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Sid": "VisualEditor1",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"execute-api:Invoke*",
"iam:ListRoles",
// Required to list device roles in the Device Advisor
console
"iot:Connect",
"iot:CreateJob",
"iot:DeleteJob",
"iot:DescribeCertificate",
"iot:DescribeEndpoint",
"iot:DescribeJobExecution",
"iot:DescribeJob",
"iot:DescribeThing",
"iot:GetPendingJobExecutions",
"iot:GetPolicy",
"iot:ListAttachedPolicies",
"iot:ListCertificates",
"iot:ListPrincipalPolicies",
"iot:ListThingPrincipals",
"iot:ListThings",
"iot:Publish",
"iot:StartNextPendingJobExecution",
"iot:UpdateJobExecution",
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"iot:UpdateThingShadow",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:PutLogEvents",
"logs:PutRetentionPolicy"

},
{

}

]

}

],
"Resource": "*"

"Sid": "VisualEditor2",
"Effect": "Allow",
"Action": "iotdeviceadvisor:*",
"Resource": "*"

デバイスアドバイザーのクロスサービスでの混乱した
代理の防止
混乱した副問題は、アクションを実行する許可を持たないエンティティが、より特権のあるエンティティ
にアクションを実行するように強制できるセキュリティの問題です。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は、本来ならアクセスすることが許可されるべきではない方法でその許可を
使用して、別の顧客のリソースに対する処理を実行するように操作される場合があります。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。
リソースポリシー内のグローバル条件コンテキストキー aws:SourceArn と aws:SourceAccount を使
用して、リソースについてデバイスアドバイザーが別のサービスに付与する許可を制限することをお勧め
します。両方のグローバル条件コンテキストキーを使用しており、それらが同じポリシーステートメント
で使用されるときは、aws:SourceAccount 値と、aws:SourceArn 値のアカウントが同じアカウント
ID を使用する必要があります。
aws:SourceArn の値は、スイート定義リソースの ARN である必要があります。スイート定義リソース
は、デバイスアドバイザーで作成したテストスイートを指します。
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。リソースの完
全な ARN が不明な場合や、複数のリソースを指定する場合には、グローバルコンテキスト条件
キー aws:SourceArn で、ARN の未知部分を示すためにワイルドカード (*) を使用します。例:
arn:aws:iotdeviceadvisor:*:account-id:suitedefinition/*。
次の例では、デバイスアドバイザーで 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": "iotdeviceadvisor.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
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"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:iotdeviceadvisor:us-east-1:123456789012:suitedefinition/
ygp6rxa3tzvn"
},
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "123456789012"
}
}
}
}

AWS のトレーニングと認定
AWS IoT Security Primer のコースを受講して、AWS IoT セキュリティの主要な概念について学習してく
ださい。
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AWS IoT のモニタリング
モニタリングは、AWS IoT と AWS ソリューションの信頼性、可用性、パフォーマンスを維持する上で重
要な部分です。
マルチポイント障害が発生した場合にデバッグしやすくなるように、AWS ソリューションのすべての部分
から監視データを収集することを強くお勧めします。まず、以下の質問に答えて監視計画を作成します。
どのように答えるべきかわからない場合でも、引き続き ログ記録を有効化 (p. 436)して、パフォーマン
スのベースラインを確立できます。
• どのような目的でモニタリングしますか?
• どのリソースをモニタリングしますか?
• どのくらいの頻度でこれらのリソースをモニタリングしますか?
• どのモニタリングツールを使用しますか?
• 誰がモニタリングタスクを実行しますか?
• 問題が発生したときに誰が通知を受け取りますか?
次のステップでは、ログ記録を有効化 (p. 436)し、さまざまなタイミングと負荷条件でパフォーマンスを
測定することにより、使用環境における AWS IoT の正常なパフォーマンスについて、ベースラインを確定
します。AWS IoT を監視する際には、現在のパフォーマンスデータと比較できるように、履歴監視データ
を保持します。これにより、通常のパフォーマンスパターンとパフォーマンスの異常を特定し、問題に対
処するための方法を考えることができます。
AWS IoT のベースラインパフォーマンスを確立するには、まず以下のメトリクスを監視する必要がありま
す。監視対象のメトリクスは、必要時にいつでも増やすことができます。
• PublishIn.Success (p. 449)
• PublishOut.Success (p. 449)
• Subscribe.Success (p. 449)
• Ping.Success (p. 449)
• Connect.Success (p. 449)
• GetThingShadow.Accepted (p. 452)
• UpdateThingShadow.Accepted (p. 452)
• DeleteThingShadow.Accepted (p. 452)
• RulesExecuted (p. 447)
このセクションのトピックは、ログ記録と AWS IoT の監視を開始するためのに役立ちます。
トピック
• AWS IoT のログ記録の設定 (p. 436)
• Amazon CloudWatch を使用して AWS IoT アラームとメトリクスをモニタリングする (p. 443)
• CloudWatch Logs を使用して AWS IoT をモニタリングする (p. 457)
• を使用した AWS IoT API コールのログ記録AWS CloudTrail (p. 477)

AWS IoT のログ記録の設定
AWS IoT アクティビティの監視およびログ記録を行うには、AWS IoT コンソール、CLI、または API を使
用してログ記録を有効にしておく必要があります。
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ログ記録は、すべての AWS IoT または特定のモノグループのみを対象にして有効にすることができま
す。AWS IoT コンソール、CLI、または API を使用して AWS IoT ログ記録を設定できます。ただし、特定
のモノグループのログ記録を設定するには、CLI または API を使用する必要があります。
AWS IoT ログ記録の設定方法を検討する場合、特に指定がない限り、AWS IoT アクティビティのログ記録
方法はデフォルトのログ記録設定によって決まります。最初は、デフォルトのログレベル (p. 442) (INFO
または DEBUG) を使用して、詳細なログを取得できます。初期ログを確認した後、デフォルトのログレベ
ルから WARN や ERROR などの低い詳細レベルに変更し、注意が必要なリソースに対しては、詳細レベルを
高くしてリソース固有のログレベルを設定できます。ログレベルはいつでも変更できます。

ログ記録ロールとポリシーの構成
AWS IoT でログ記録を有効にする前に、IAM ロールとポリシーを作成する必要があります。これらは、
ユーザーに代わって AWS IoT アクティビティをモニタリングするためのアクセス許可を AWS に付与する
ために使用します。

Note
AWS IoT ログ記録を有効にする前に、CloudWatch Logs へのアクセス権限を理解しておく必要が
あります。CloudWatch Logs に対するアクセス許可のあるユーザーはデバイスからのデバッグ情
報を表示できます。詳細については、「Amazon CloudWatch Logs に対する認証とアクセスコン
トロール」を参照してください。
負荷テストのために AWS IoT Core で高いトラフィックパターンが予想される場合は、IoT ログ
記録をオフにしてスロットリングを防ぐことを検討してください。大量のトラフィックが検出さ
れた場合、当社のサービスはアカウントでのログ記録を無効にする場合があります。
以下に、AWS IoT Core リソースのログ記録ロールとポリシーを作成する方法を示します。AWS IoT Core
for LoRaWAN の IAM ログ記録ロールとポリシーを作成する方法については、AWS IoT Wireless 用のログ
記録ロールとポリシーを作成する (p. 1248) を参照してください。

ログ記録ロールの作成
ログ記録ロールを作成するには、IAM コンソールの [Roles] (ロール) ハブを開き、[Create role] (ロールの
作成) を選択します。
1.

[Select type of trusted entity] (信頼されたエンティティの種類を選択) で、[AWS Service] ( のサービ
ス)、[IoT] を選択します。

2.

[ユースケースの選択] で、[IoT]、[次のステップ: アクセス権限] の順に選択します。

3.

サービスロールに自動的にアタッチされるポリシーを表示するページで、[Next: Tags] (次の手順: タ
グ)、[Next: Review] (次の手順: 確認) の順に選択します。

4.

ロールの [ロール名] と [ロールの説明] を入力し、[ロールの作成] を選択します。

5.

[Roles] (ロール) のリストで、作成したロールを見つけて開き、AWS IoT でデフォルトのログ記録を
設定する (コンソール) (p. 438) をするときに使用する [Role ARN] (ロール ARN) (logging-rolearn) をコピーします。

ログ記録ロールのポリシー
以下のポリシードキュメントは、お客様に代わって AWS IoT から CloudWatch にログエントリを送信す
るためのロールポリシーと信頼ポリシーを示しています。また、AWS IoT Core for LoRaWAN がログエ
ントリを送信することを許可した場合は、両方のアクティビティを記録したポリシードキュメントが作成
されています。AWS IoT Core for LoRaWAN の IAM ログ記録ロールとポリシーを作成する方法について
は、AWS IoT Wireless 用のログ記録ロールとポリシーを作成する (p. 1248) を参照してください。
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Note
これらのドキュメントは、ログ記録ロールを作成したときに作成されたものです。ドキュメント
には、${partition}、${region}、${accountId} という変数があり、これらを自分の値に
置き換える必要があります。
ロールポリシー:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:PutMetricFilter",
"logs:PutRetentionPolicy"
],
"Resource": [
"arn:${partition}:logs:${region}:${accountId}:log-group:AWSIotLogsV2*"
]
}
]

}

AWS IoT Core アクティビティのみをログに記録する信頼ポリシー:
{

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

}

AWS IoT でデフォルトのログ記録を設定する (コン
ソール)
ここでは、AWS IoT コンソールを使用してすべての AWS IoT に対するログ記録を設定する方法について
説明します。特定のモノグループのみを対象にしてログ記録を設定するには、CLI または API を使用する
必要があります。特定のモノグループのログ記録の設定については、「AWS IoT でリソース固有のログ記
録を設定する (CLI) (p. 440)」を参照してください。

AWS IoT コンソールを使用して、すべての AWS IoT に対するデフォルトのログ記録を設定する
には
1.
2.

AWS IoT コンソールにサインインします。詳細については、「AWS IoT コンソールを開きま
す。 (p. 20)」を参照してください。
左のナビゲーションペインの [設定] を選択します。[Settings] (設定) ページの [Logs] (ログ) セクショ
ンで、[Edit] (編集) を選択します。
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[ログ] セクションには、すべての AWS IoT で使用されるログ記録ロールと詳細レベルが表示されま
す。

3.

[Configure role setting] (ログ設定の構成) ページで、CloudWatch Logs に表示するログエントリの詳細
レベル (p. 442)を表す [Level of verbosity] (詳細レベル) を選択します。

4.

[Select] (選択) を選択し、ログ記録ロールの作成 (p. 437) で作成したロールを指定するか、[Create
Role] (ロールの作成) を選択してログ記録に使用するロールを作成します。

5.

[更新] を選択して変更を保存します。

ログ記録を有効にしたら、CloudWatch コンソールでの AWS IoT ログの表示 (p. 458) にアクセスして、
ログエントリの表示方法の詳細を確認します。

AWS IoT でデフォルトのログ記録を設定する (CLI)
ここでは、CLI を使用して AWS IoT 全体のログ記録を設定する方法について説明します。
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Note
使用するロールの Amazon リソースネーム (ARN) が必要です。ログ記録に使用するロールを作成
する必要がある場合は、先へ進む前に「ログ記録ロールの作成 (p. 437)」を参照してください。
API を呼び出すために使用されるプリンシパルには、ログ記録ロール用のロールのアクセス権限
の適用 (p. 482)が必要です。
この手順は、ここに示す CLI コマンドに対応する AWS API のメソッドを使用することにより、API で行
うこともできます。

CLI を使用して AWS IoT のデフォルトログ記録を設定するには
1.

set-v2-logging-options コマンドを使用して､アカウントのログ記録オプションを設定します。
aws iot set-v2-logging-options \
--role-arn logging-role-arn \
--default-log-level log-level

各パラメータの意味は次のとおりです。
--role-arn
CloudWatch Logs でログに書き込むアクセス許可を AWS IoT に付与するロール ARN。
--default-log-level
使用するログレベル (p. 442)。有効な値は ERROR、WARN、INFO、DEBUG、DISABLED です。
--no-disable-all-logs
すべての AWS IoT ログ記録を有効にするオプションのパラメータ。このパラメータは、現在無効
になっているログ記録を有効にする場合に使用します。
--disable-all-logs

2.

すべての AWS IoT ログ記録を無効にするオプションのパラメータ。このパラメータは、現在有効
になっているログ記録を無効にする場合に使用します。
現在のログ記録オプションを取得するには、get-v2-logging-options コマンドを使用します。
aws iot get-v2-logging-options

ログ記録を有効にしたら、CloudWatch コンソールでの AWS IoT ログの表示 (p. 458) にアクセスして、
ログエントリの表示方法の詳細を確認します。

Note
AWS IoT では、アカウント全体のログ記録を設定および取得するための以前のコマンド (setlogging-options および get-logging-options) が引き続きサポートされています。これらのコマンド
を使用すると、作成されるログには JSON ペイロードではなくプレーンテキストが含まれ、一般
的にログ記録のレイテンシーが高くなることに注意してください。これらの古いコマンドの実装
は今後強化されません。「v2」バージョンを使用してログ記録オプションを設定し、可能な場合
は、古いバージョンを使用するレガシーアプリケーションを変更することをお勧めします。

AWS IoT でリソース固有のログ記録を設定する (CLI)
ここでは、CLI を使用して AWS IoT でリソース固有のログ記録を設定する方法について説明します。リ
ソース固有のログ記録では、特定のモノのグループ (p. 275)に特定のログ記録レベルを指定できます。
モノグループには別のモノグループを含めて、階層的な関係を作成することができます。この手順では、
単一のモノグループのログ記録を設定する方法について説明します。階層内の親モノグループにこの手順
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を適用することにより、階層内のすべてのモノグループに対してログ記録を設定することもできます。こ
の手順を子モノグループに適用して、親のログ記録設定をオーバーライドすることもできます。
モノグループに加えて、デバイスのクライアント ID、ソース IP、プリンシパル ID などのターゲットをロ
グに記録することもできます。

Note
使用するロールの Amazon リソースネーム (ARN) が必要です。ログ記録に使用するロールを作成
する必要がある場合は、先へ進む前に「ログ記録ロールの作成 (p. 437)」を参照してください。
API を呼び出すために使用されるプリンシパルには、ログ記録ロール用のロールのアクセス権限
の適用 (p. 482)が必要です。
この手順は、ここに示す CLI コマンドに対応する AWS API のメソッドを使用することにより、API で行
うこともできます。

CLI を使用して AWS IoT でリソース固有のログ記録を設定するには
1.

set-v2-logging-options コマンドを使用して､アカウントのログ記録オプションを設定します。
aws iot set-v2-logging-options \
--role-arn logging-role-arn \
--default-log-level log-level

各パラメータの意味は次のとおりです。
--role-arn
CloudWatch Logs でログに書き込むアクセス許可を AWS IoT に付与するロール ARN。
--default-log-level
使用するログレベル (p. 442)。有効な値は ERROR、WARN、INFO、DEBUG、DISABLED です。
--no-disable-all-logs
すべての AWS IoT ログ記録を有効にするオプションのパラメータ。このパラメータは、現在無効
になっているログ記録を有効にする場合に使用します。
--disable-all-logs
すべての AWS IoT ログ記録を無効にするオプションのパラメータ。このパラメータは、現在有効
になっているログ記録を無効にする場合に使用します。
2.

モノグループのリソース固有のログ記録を設定するには、set-v2-logging-level コマンドを使用しま
す。
aws iot set-v2-logging-level \
--log-target targetType=THING_GROUP,targetName=thing_group_name \
--log-level log_level

--log-target
ログ記録を設定するリソースの名前とタイプ。target_typeの値は次のいずれかである必要があ
ります : THING_GROUP | CLIENT_ID | SOURCE_IP | PRINCIPAL_ID。log-target パラメータ値に
は、前のコマンド例で示したテキストや、次の例のような JSON 文字列を指定できます。
aws iot set-v2-logging-level \
--log-target '{"targetType": "THING_GROUP","targetName":
"thing_group_name"}' \
--log-level log_level
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--log-level
指定されたリソースのログを生成する際に使用されるログ記録レベル。有効な値:
DEBUG、INFO、ERROR、WARN、DISABLED
aws iot set-v2-logging-level \
--log-target targetType=CLIENT_ID,targetName=ClientId1 \
--log-level DEBUG

3.

現在設定されているログ記録レベルを一覧表示するには、list-v2-logging-levels コマンドを使用しま
す。
aws iot list-v2-logging-levels

4.

次の例のように、リソース固有のログ記録レベルを削除するには、delete-v2-logging-level コマンドを
使用します。
aws iot delete-v2-logging-level \
--target-type "THING_GROUP" \
--target-name "thing_group_name"

aws iot delete-v2-logging-level \
--target-type=CLIENT_ID
--target-name=ClientId1

--targetType
target_typeの値は次のいずれかである必要があります : THING_GROUP | CLIENT_ID |
SOURCE_IP | PRINCIPAL_ID。
--targetName
ログ記録レベルを削除するモノグループの名前。
ログ記録を有効にしたら、CloudWatch コンソールでの AWS IoT ログの表示 (p. 458) にアクセスして、
ログエントリの表示方法の詳細を確認します。

ログレベル
以下のログレベルは、ログにどのイベントを記録するかを決定します。デフォルトおよびリソース固有の
ログレベルに適用されます。
ERROR
オペレーションの失敗につながるすべてのエラー。
ログには ERROR 情報のみが含まれます。
WARN
オペレーションの失敗につながるわけではないが、システムの不整合を引き起こす可能性のあるすべ
ての要因。
ログには ERROR および WARN 情報が含まれます。
INFO
モノのフローに関する概要。
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ログには INFO､ERROR および WARN 情報が含まれます。
DEBUG
問題のデバッグに役立つ場合のある情報。
ログには DEBUG、INFO、ERROR、WARN 情報が含まれます。
DISABLED
すべてのロギングが無効です。

Amazon CloudWatch を使用して AWS IoT アラー
ムとメトリクスをモニタリングする
CloudWatch を使用して AWS IoT をモニタリングすることで、AWS IoT から raw データを収集し、リア
ルタイムに近い読み取り可能なメトリクスに加工することができます。これらの統計は 2 週間記録され
るため、履歴情報にアクセスして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する
ことができます。デフォルトでは、AWS IoT メトリクスデータは 1 分間隔で CloudWatch に自動的に送
信されます。詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの Amazon CloudWatch、Amazon
CloudWatch Events、Amazon CloudWatch Logs とはをご覧ください。

AWS IoT メトリクスの使用
AWS IoT によってレポートされるメトリクスが提供する情報は、さまざまな方法で分析できます。以下の
ユースケースは、10 個のモノが 1 日に 1 回インターネットに接続するというシナリオに基づいています。
毎日:
• 10 個のモノがほぼ同じ時刻に AWS IoT に接続します。
• 各モノはトピックフィルタにサブスクライブし、接続を切断するまで 1 時間待機します。この期間中、
モノは相互に情報をやり取りし、現在の状態について詳細を取得します。
• 各モノは、UpdateThingShadow を使用して、その新たに取得したデータに基づいて、何らかのパーセ
プションをパブリッシュします。
• 各モノが AWS IoT から切断されます。
これらのトピックでは、作業を開始しやすくするために、いくつかの質問について解説します。
• モノが毎日正常に接続していない場合に通知されるようにするには? (p. 444)
• モノが毎日正常にデータをパブリッシュしていない場合に通知されるようにするには? (p. 445)
• Thing Shadow の更新が毎日拒否されている場合に通知されるようにするには? (p. 445)
• ジョブ用の CloudWatch アラームを作成するにはどうすればよいですか。 (p. 446)
CloudWatch のアラームとメトリクスの詳細
• AWS IoT をモニタリングする CloudWatch アラームの作成 (p. 443)
• AWS IoT のメトリクスとディメンション (p. 447)

AWS IoT をモニタリングする CloudWatch アラームの
作成
アラームの状態が変わったときに Amazon SNS メッセージを送信する Amazon CloudWatch のアラームを
作成することができます。1 つのアラームで、指定した期間中、1 つのメトリクスを監視します。複数の
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期間にわたってメトリクスの値が一定のしきい値を超えると、1 つ以上のアクションが実行されます。ア
クションは、Amazon SNS のトピックまたは Auto Scaling のポリシーに送信される通知とすることができ
ます。アラームは、持続している状態変化に対してのみアクションをトリガーします。CloudWatch のア
ラームは、メトリクスが特定の状態になっただけではアクションをトリガーしません。アクションを呼び
出すには、状態が変化して、指定した期間継続している必要があります。
次のトピックでは、CloudWatch アラームの使用例について解説します。
• モノが毎日正常に接続していない場合に通知されるようにするには? (p. 444)
• モノが毎日正常にデータをパブリッシュしていない場合に通知されるようにするには? (p. 445)
• Thing Shadow の更新が毎日拒否されている場合に通知されるようにするには? (p. 445)
• ジョブ用の CloudWatch アラームを作成するにはどうすればよいですか? (p. 446)
CloudWatch アラームが監視できるメトリクスはすべて、AWS IoT のメトリクスとディメンショ
ン (p. 447) で確認できます。

モノが毎日正常に接続していない場合に通知されるようにするに
は?
1.

things-not-connecting-successfully という名前の Amazon SNS トピックを作成し、対応す
る Amazon リソースネーム (ARN) を記録します。この手順では、トピックの ARN を sns-topicarn とします。
Amazon SNS 通知の作成方法については、[Getting Started with Amazon SNS](Amazon SNS の開始方
法) を参照してください。

2.

アラームを作成します。
aws cloudwatch put-metric-alarm \
--alarm-name ConnectSuccessAlarm \
--alarm-description "Alarm when my Things don't connect successfully" \
--namespace AWS/IoT \
--metric-name Connect.Success \
--dimensions Name=Protocol,Value=MQTT \
--statistic Sum \
--threshold 10 \
--comparison-operator LessThanThreshold \
--period 86400 \
--evaluation-periods 1 \
--alarm-actions sns-topic-arn

3.

アラームのテストを行います。
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name ConnectSuccessAlarm --state-reason
"initializing" --state-value OK

aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name ConnectSuccessAlarm --state-reason
"initializing" --state-value ALARM

4.

アラームが CloudWatch コンソールに表示されていることを確認します。
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モノが毎日正常にデータをパブリッシュしていない場合に通知さ
れるようにするには?
1.

things-not-publishing-data という名前の Amazon SNS トピックを作成し、対応する Amazon
リソースネーム (ARN) を記録します。この手順では、トピックの ARN を sns-topic-arn としま
す。
Amazon SNS 通知の作成方法については、[Getting Started with Amazon SNS](Amazon SNS の開始方
法) を参照してください。

2.

アラームを作成します。
aws cloudwatch put-metric-alarm \
--alarm-name PublishInSuccessAlarm\
--alarm-description "Alarm when my Things don't publish their data \
--namespace AWS/IoT \
--metric-name PublishIn.Success \
--dimensions Name=Protocol,Value=MQTT \
--statistic Sum \
--threshold 10 \
--comparison-operator LessThanThreshold \
--period 86400 \
--evaluation-periods 1 \
--alarm-actions sns-topic-arn

3.

アラームのテストを行います。
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name PublishInSuccessAlarm --state-reason
"initializing" --state-value OK

aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name PublishInSuccessAlarm --state-reason
"initializing" --state-value ALARM

4.

アラームが CloudWatch コンソールに表示されていることを確認します。

Thing Shadow の更新が毎日拒否されている場合に通知されるよ
うにするには?
1.

things-shadow-updates-rejected という名前の Amazon SNS トピックを作成し、対応する
Amazon リソースネーム (ARN) を記録します。この手順では、トピックの ARN を sns-topic-arn
とします。
Amazon SNS 通知の作成方法については、[Getting Started with Amazon SNS](Amazon SNS の開始方
法) を参照してください。

2.

アラームを作成します。
aws cloudwatch put-metric-alarm \
--alarm-name UpdateThingShadowSuccessAlarm \
--alarm-description "Alarm when my Things Shadow updates are getting rejected" \
--namespace AWS/IoT \
--metric-name UpdateThingShadow.Success \
--dimensions Name=Protocol,Value=MQTT \
--statistic Sum \
--threshold 10 \
--comparison-operator LessThanThreshold \
--period 86400 \
--unit Count \
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--alarm-actions sns-topic-arn

3.

アラームのテストを行います。
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name UpdateThingShadowSuccessAlarm --statereason "initializing" --state-value OK
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name UpdateThingShadowSuccessAlarm --statereason "initializing" --state-value ALARM

4.

アラームが CloudWatch コンソールに表示されていることを確認します。

ジョブ用の CloudWatch アラームを作成するにはどうすればよい
ですか?
ジョブサービスは、ジョブをモニタリングするための CloudWatch メトリクスを提供します。CloudWatch
アラームを作成して、任意の ジョブのメトリクス (p. 453) をモニタリングできます。
次のコマンドは、Job SampleOTAJob の失敗したジョブ実行の合計数を監視する CloudWatch アラームを
作成し、20 を超えるジョブ実行が失敗した場合に通知します。アラームは、レポートされた値を 300 秒
ごとにチェックして、ジョブメトリクス FailedJobExecutionTotalCount をモニタリングします。報
告された単一の値が 20 より大きい場合にアクティブになります。つまり、ジョブの開始以降、ジョブの
実行が 20 回以上失敗したことを示します。アラームがオフになると、提供された Amazon SNS トピック
に通知が送信されます。
aws cloudwatch put-metric-alarm \
--alarm-name TotalFailedJobExecution-SampleOTAJob \
--alarm-description "Alarm when total number of failed job execution exceeds the
threshold for SampleOTAJob" \
--namespace AWS/IoT \
--metric-name FailedJobExecutionTotalCount \
--dimensions Name=JobId,Value=SampleOTAJob \
--statistic Sum \
--threshold 20 \
--comparison-operator GreaterThanThreshold \
--period 300 \
--unit Count \
--evaluation-periods 1 \
--alarm-actions arn:aws:sns:<AWS_REGION>:<AWS_ACCOUNT_ID>:SampleOTAJob-has-too-manyfailed-job-ececutions

次のコマンドは、CloudWatch アラームを作成して、特定の期間に Job SampleOTAJob の失敗
したジョブの実行数を監視します。その後、その期間中に 5 つ以上のジョブの実行が失敗すると
通知します。アラームは、レポートされた値を 3600 秒ごとにチェックして、ジョブメトリクス
FailedJobExecutionCount をモニタリングします。レポートされた単一の値が 5 より大きい場合にア
クティブになります。つまり、過去 1 時間で 5 回以上ジョブ実行に失敗したということです。アラームが
オフになると、提供された Amazon SNS トピックに通知が送信されます。
aws cloudwatch put-metric-alarm \
--alarm-name FailedJobExecution-SampleOTAJob \
--alarm-description "Alarm when number of failed job execution per hour exceeds the
threshold for SampleOTAJob" \
--namespace AWS/IoT \
--metric-name FailedJobExecutionCount \
--dimensions Name=JobId,Value=SampleOTAJob \
--statistic Sum \
--threshold 5 \
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--period 3600 \
--unit Count \
--evaluation-periods 1 \
--alarm-actions arn:aws:sns:<AWS_REGION>:<AWS_ACCOUNT_ID>:SampleOTAJob-has-too-manyfailed-job-ececutions-per-hour

AWS IoT のメトリクスとディメンション
AWS IoT を操作するとき、以下のメトリクスとディメンションが 1 分間隔で CloudWatch に送信されま
す。AWS IoT のメトリクスを表示するには、以下の手順を使用できます

メトリクスを表示するには (CloudWatch コンソール)
メトリクスはまずサービスの名前空間ごとにグループ化され、次に各名前空間内のさまざまなディメン
ションの組み合わせごとにグループ化されます。
1.
2.

CloudWatch コンソール を開きます。
ナビゲーションペインで、[Metrics] (メトリクス) を選択し、次に、[All metrics] (すべてのメトリクス)
を選択します。

3.

[Browse] (ブラウズ) タブで、AWS IoT を検索して、メトリクスのリストを表示します。

メトリクスを表示するには (CLI)
•

コマンドプロンプトで、次のコマンドを使用します。
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/IoT"

CloudWatch には、AWS IoT について次のメトリクスのグループが表示されます。
• AWS IoT のメトリクス (p. 447)
• AWS IoT Core 認証情報プロバイダーのメトリクス (p. 448)
• ルールのメトリクス (p. 448)
• ルールアクションのメトリクス (p. 448)
• HTTP アクション固有のメトリクス (p. 449)
• メッセージブローカーのメトリクス (p. 449)
• Device Shadow のメトリクス (p. 452)
• ジョブのメトリクス (p. 453)
• Device Defender の監査メトリクス (p. 454)
• Device Defender の検出メトリクス (p. 455)
• デバイスプロビジョニングのメトリクス (p. 455)
• フリートのインデックス作成メトリクス (p. 457)
• メトリクスのディメンション (p. 457)

AWS IoT のメトリクス
メトリクス

説明

AddThingToDynamicThingGroupsFailed モノの動的グループへのモノの追加に関連する失敗イベ
ントの数。DynamicThingGroupName ディメンション
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メトリクス

説明
には、モノの追加に失敗した動的グループの名前が含ま
れています。

スロットリングエラーのために発行に失敗したログイベ
NumLogBatchesFailedToPublishThrottled
ントの単数のバッチ。
NumLogEventsFailedToPublishThrottledバッチ内でスロットリングエラーのために発行に失敗し
たログイベントの数。

AWS IoT Core 認証情報プロバイダーのメトリクス
メトリクス

説明

CredentialExchangeSuccess

AWS IoT Core 認証情報プロバイダーへの
AssumeRoleWithCertificate リクエストが成功した
数。

ルールのメトリクス
メトリクス

説明

ParseError

ルールがリッスンしているトピックで発行されたメッ
セージで発生した JSON 解析エラーの数。RuleName
ディメンションにはルールの名前が含まれます。

RuleMessageThrottled

悪意のある動作のため、またはメッセージの数がルール
エンジンのスロットル制限を超えているために、ルール
エンジンによってスロットリングされたメッセージの
数。RuleName ディメンションには、トリガーされる
ルールの名前が入っています。

RuleNotFound

トリガーされるルールが見つかりませんでし
た。RuleName ディメンションにはルールの名前が含ま
れます。

RulesExecuted

実行される AWS IoT ルールの数。

TopicMatch

ルールがリッスンしているトピックで発行された受信
メッセージの数。RuleName ディメンションにはルール
の名前が含まれます。

ルールアクションのメトリクス
メトリクス

説明

Failure

失敗したルールアクションの呼び出しの数。RuleName
ディメンションには、アクションを指定するルールの名
前が含まれます。ActionType ディメンションには、呼
び出されたアクションのタイプが含まれます。
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メトリクス

説明

Success

正常なルールアクションの呼び出しの数。RuleName
ディメンションには、アクションを指定するルールの名
前が含まれます。ActionType ディメンションには、呼
び出されたアクションのタイプが含まれます。

ErrorActionFailure

失敗したエラーアクションの数。RuleName ディメン
ションには、アクションを指定するルールの名前が含ま
れます。ActionTypeディメンションには、呼び出され
たアクションのタイプが含まれます。

ErrorActionSuccess

成功したエラーアクションの数。RuleNameディメン
ションには、アクションを指定するルールの名前が含ま
れます。ActionType ディメンションには、呼び出され
たアクションのタイプが含まれます。

HTTP アクション固有のメトリクス
メトリクス

説明

HttpCode_Other

ダウンストリームウェブサービス/アプリケーションから
の応答のステータスコードが 2xx、4xx、または 5xx でな
い場合に生成されます。

HttpCode_4XX

ダウンストリームウェブサービス/アプリケーションから
の応答のステータスコードが 400 ～ 499 の場合に生成さ
れます。

HttpCode_5XX

ダウンストリームウェブサービス/アプリケーションから
の応答のステータスコードが 500 ～ 599 の場合に生成さ
れます。

HttpInvalidUrl

置換テンプレートが置き換えられた後にエンドポイント
URL が https:// で始まらない場合に生成されます。

HttpRequestTimeout

ダウンストリームウェブサービス/アプリケーションが要
求タイムアウト制限内で応答を返さない場合に生成され
ます。詳細については、「Service Quotas」を参照して
ください。

HttpUnknownHost

URL が有効であるが、サービスが存在しないか、到達不
能である場合に生成されます。

メッセージブローカーのメトリクス
Note
メッセージブローカーのメトリクスは、CloudWatch コンソールの [Protocol Metrics] (プロトコル
メトリクス) に表示されます。
メトリクス

説明

Connect.AuthError

メッセージブローカーが承認できなかった接続リクエ
ストの数。Protocol ディメンションには、CONNECT
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メトリクス

説明
メッセージの送信に使用されたプロトコルが含まれま
す。

Connect.ClientError

「AWS IoT のクォータ (p. 1323)」で定義された要件
を MQTT メッセージが満たさなかったために拒否され
た接続リクエストの数。Protocol ディメンションに
は、CONNECT メッセージの送信に使用されたプロトコル
が含まれます。

Connect.ClientIDThrottle

特定のクライアント ID で許可された接続リクエストの
頻度をクライアントが超えたために調整された接続リク
エストの数。Protocol ディメンションには、CONNECT
メッセージの送信に使用されたプロトコルが含まれま
す。

Connect.ServerError

内部エラーが発生したために失敗した接続リクエスト
の数。Protocol ディメンションには、CONNECT メッ
セージの送信に使用されたプロトコルが含まれます。

Connect.Success

メッセージブローカーへ正常な接続の数。Protocol
ディメンションには、CONNECT メッセージの送信に使用
されたプロトコルが含まれます。

Connect.Throttle

許可された接続リクエストの頻度をアカウントが超えた
ために調整された接続リクエストの数。Protocol ディ
メンションには、CONNECT メッセージの送信に使用され
たプロトコルが含まれます。

Ping.Success

メッセージブローカーによって受け取られた ping メッ
セージの数。Protocol ディメンションには、ping メッ
セージの送信に使用されたプロトコルが含まれます。

PublishIn.AuthError

メッセージブローカーが承認できなかった発行リクエス
トの数。Protocol ディメンションには、メッセージの
発行に使用されたプロトコルが含まれます。

PublishIn.ClientError

「AWS IoT のクォータ (p. 1323)」で定義された要
件をメッセージが満たさなかったためにメッセー
ジブローカーによって拒否された発行リクエストの
数。Protocol ディメンションには、メッセージの発行
に使用されたプロトコルが含まれます。

PublishIn.ServerError

内部エラーが発生したためにメッセージブローカーが処
理に失敗した発行リクエストの数。Protocol ディメン
ションには、PUBLISH メッセージの送信に使用されたプ
ロトコルが含まれます。

PublishIn.Success

メッセージブローカーによって正常に処理された発
行リクエストの数。Protocol ディメンションに
は、PUBLISH メッセージの送信に使用されたプロトコル
が含まれます。

PublishIn.Throttle

許可されたインバウンドメッセージの頻度をクライ
アントが超えたために調整された発行リクエストの
数。Protocol ディメンションには、PUBLISH メッ
セージの送信に使用されたプロトコルが含まれます。
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メトリクス

説明

PublishOut.AuthError

AWS IoT が承認できなかった、メッセージブローカーに
よって行われた発行リクエストの数。Protocol ディメ
ンションには、PUBLISH メッセージの送信に使用された
プロトコルが含まれます。

PublishOut.ClientError

「AWS IoT のクォータ (p. 1323)」で定義された要
件をメッセージが満たさなかったために拒否され
た、メッセージブローカーからの発行リクエストの
数。Protocol ディメンションには、PUBLISH メッ
セージの送信に使用されたプロトコルが含まれます。

PublishOut.Success

メッセージブローカーによって正常に行われた発行リク
エストの数。Protocol ディメンションには、PUBLISH
メッセージの送信に使用されたプロトコルが含まれま
す。

PublishOut.Throttle

許可されたアウトバウンドメッセージの頻度をクラ
イアントが超えたために調整された発行リクエストの
数。Protocol ディメンションには、PUBLISH メッ
セージの送信に使用されたプロトコルが含まれます。

PublishRetained.AuthError

メッセージブローカーが承認できなかった、RETAIN フ
ラグが設定されている発行リクエストの数。Protocol
ディメンションには、PUBLISHメッセージの送信に使用
されたプロトコルが含まれます。

PublishRetained.ServerError

内部エラーが発生したためにメッセージブローカー
が処理に失敗した、保持されている発行リクエストの
数。Protocol ディメンションには、PUBLISH メッ
セージの送信に使用されたプロトコルが含まれます。

PublishRetained.Success

メッセージブローカーによって正常に処理され
た、RETAIN フラグが設定されている発行リクエスト
の数。Protocol ディメンションには、PUBLISH メッ
セージの送信に使用されたプロトコルが含まれます。

PublishRetained.Throttle

クライアントが許可されたインバウンドメッセージレー
トを超過したためにスロットルされた、RETAIN フラグ
が設定されている発行リクエストの数。Protocol ディ
メンションには、PUBLISH メッセージの送信に使用され
たプロトコルが含まれます。

Subscribe.AuthError

クライアントによって行われ、承認できなかったサブス
クリプションリクエストの数。Protocol ディメンショ
ンには、SUBSCRIBE メッセージの送信に使用されたプ
ロトコルが含まれます。

Subscribe.ClientError

SUBSCRIBE メッセージが、AWS IoT のクォー
タ (p. 1323) で定義されている要件を満たさなかった
ために拒否されたサブスクリプションのリクエストの
数。Protocol ディメンションには、SUBSCRIBE メッ
セージの送信に使用されたプロトコルが含まれます。
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メトリクス

説明

Subscribe.ServerError

内部エラーが発生したために拒否されたサブスクリプ
ションのリクエストの数。Protocol ディメンションに
は、SUBSCRIBE メッセージの送信に使用されたプロト
コルが含まれます。

Subscribe.Success

メッセージブローカーによって正常に処理されたサブス
クリプションのリクエストの数。Protocol ディメン
ションには、SUBSCRIBE メッセージの送信に使用され
たプロトコルが含まれます。

Subscribe.Throttle

許可されたサブスクリプションのリクエストの頻度を
クライアントが超えたために調整されたサブスクリプ
ションのリクエストの数。Protocol ディメンションに
は、SUBSCRIBE メッセージの送信に使用されたプロト
コルが含まれます。

Unsubscribe.ClientError

UNSUBSCRIBE メッセージが、AWS IoT のクォー
タ (p. 1323) で定義されている要件を満たさなかった
ために拒否されたサブスクリプション解除リクエスト
の数。Protocol ディメンションには、UNSUBSCRIBE
メッセージの送信に使用されたプロトコルが含まれま
す。

Unsubscribe.ServerError

内部エラーが発生したために拒否されたサブスクリプ
ション解除リクエストの数。Protocol ディメンション
には、UNSUBSCRIBE メッセージの送信に使用されたプ
ロトコルが含まれます。

Unsubscribe.Success

メッセージブローカーによって正常に処理されたサブス
クリプション解除リクエストの数。Protocol ディメン
ションには、UNSUBSCRIBE メッセージの送信に使用さ
れたプロトコルが含まれます。

Unsubscribe.Throttle

許可されたサブスクリプション解除リクエストの頻度
をクライアントが超えたために拒否されたサブスクリプ
ション解除リクエストの数。Protocol ディメンション
には、UNSUBSCRIBE メッセージの送信に使用されたプ
ロトコルが含まれます。

Device Shadow のメトリクス
Note
Device Shadow メトリクスは、CloudWatch コンソールの [Protocol Metrics] (プロトコルメトリク
ス) に表示されます。
メトリクス

説明

DeleteThingShadow.Accepted

正常に処理された DeleteThingShadow リクエストの
数。Protocol ディメンションには、リクエストの作成
に使用されたプロトコルが含まれます。

GetThingShadow.Accepted

正常に処理されたGetThingShadow リクエストの
数。Protocol ディメンションには、リクエストの作成
に使用されたプロトコルが含まれます。
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メトリクス

説明

ListThingShadow.Accepted

正常に処理されたListThingShadow リクエストの
数。Protocol ディメンションには、リクエストの作成
に使用されたプロトコルが含まれます。

UpdateThingShadow.Accepted

正常に処理されたUpdateThingShadow リクエストの
数。Protocol ディメンションには、リクエストの作成
に使用されたプロトコルが含まれます。

ジョブのメトリクス
メトリクス

説明

CanceledJobExecutionCount

CloudWatch によって決定された期間中にステータスが
CANCELED に変更されたジョブ実行の数。(CloudWatch
メトリクスの詳細については、「Amazon CloudWatch
メトリクス」を参照してください。) JobId ディメン
ションには､ジョブの ID が含まれます。

CanceledJobExecutionTotalCount

指定されたジョブのステータスが CANCELED であるジョ
ブ実行の総数。JobId ディメンションには､ジョブの ID
が含まれます。

ClientErrorCount

ジョブの実行中に生成されたクライアントエラーの
数。JobId ディメンションには､ジョブの ID が含まれま
す。

FailedJobExecutionCount

CloudWatch によって決定された期間中にステータスが
FAILED に変更されたジョブ実行の数。(CloudWatch メ
トリクスの詳細については、「Amazon CloudWatch メ
トリクス」を参照してください。) JobId ディメンショ
ンには､ジョブの ID が含まれます。

FailedJobExecutionTotalCount

指定されたジョブのステータスが FAILED であるジョブ
実行の総数。JobId ディメンションには､ジョブの ID が
含まれます。

InProgressJobExecutionCount

CloudWatch によって決定された期間中にステータ
スが IN_PROGRESS に変更されたジョブ実行の数。
(CloudWatch メトリクスの詳細については、「Amazon
CloudWatch メトリクス」を参照してください。) JobId
ディメンションには､ジョブの ID が含まれます。

InProgressJobExecutionTotalCount

指定されたジョブのステータスが IN_PROGRESS である
ジョブ実行の総数。JobId ディメンションには､ジョブ
の ID が含まれます。

RejectedJobExecutionTotalCount

指定されたジョブのステータスが REJECTED であるジョ
ブ実行の総数。JobId ディメンションには､ジョブの ID
が含まれます。

RemovedJobExecutionTotalCount

指定されたジョブのステータスが REMOVED であるジョ
ブ実行の総数。JobId ディメンションには､ジョブの ID
が含まれます。
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メトリクス

説明

QueuedJobExecutionCount

CloudWatch によって決定された期間中にステータスが
QUEUED に変更されたジョブ実行の数。(CloudWatch メ
トリクスの詳細については、「Amazon CloudWatch メ
トリクス」を参照してください。) JobId ディメンショ
ンには､ジョブの ID が含まれます。

QueuedJobExecutionTotalCount

指定されたジョブのステータスが QUEUED であるジョブ
実行の総数。JobId ディメンションには､ジョブの ID が
含まれます。

RejectedJobExecutionCount

CloudWatch によって決定された期間中にステータスが
REJECTED に変更されたジョブ実行の数。(CloudWatch
メトリクスの詳細については、「Amazon CloudWatch
メトリクス」を参照してください。) JobId ディメン
ションには､ジョブの ID が含まれます。

RemovedJobExecutionCount

CloudWatch によって決定された期間中にステータスが
REMOVED に変更されたジョブ実行の数。(CloudWatch
メトリクスの詳細については、「Amazon CloudWatch
メトリクス」を参照してください。) JobId ディメン
ションには､ジョブの ID が含まれます。

ServerErrorCount

ジョブの実行中に生成されたサーバーエラーの
数。JobId ディメンションには､ジョブの ID が含まれま
す。

SuccededJobExecutionCount

CloudWatch によって決定された期間中にステータスが
SUCCESS に変更されたジョブ実行の数。(CloudWatch
メトリクスの詳細については、「Amazon CloudWatch
メトリクス」を参照してください。) JobId ディメン
ションには､ジョブの ID が含まれます。

SuccededJobExecutionTotalCount

指定されたジョブのステータスが SUCCESS であるジョ
ブ実行の総数。JobId ディメンションには､ジョブの ID
が含まれます。

Device Defender の監査メトリクス
メトリクス

説明

NonCompliantResources

チェックの結果、準拠していないことが判明したリソー
スの数。システムは実行した各監査のチェックごとに非
準拠のリソースの数を報告します。

ResourcesEvaluated

準拠状況を評価したリソースの数。システムは実行した
各監査のチェックごとに評価したリソースの数を報告し
ます。
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Device Defender の検出メトリクス
メトリクス

説明

Violations

前回実施した評価以降に判明したセキュリティプロファ
イル動作の新しい違反の数。システムは、セキュリティ
プロファイル別およびその動作別に、アカウントの新し
い違反の数を報告します。

ViolationsCleared

前回実施した評価以降に解決されたセキュリティプロ
ファイル動作の違反の数。システムは、セキュリティプ
ロファイル別およびその動作別に、アカウントの解決さ
れた違反の数を報告します。

ViolationsInvalidated

前回実施した評価以降に (レポートデバイスがレポート
を停止したか、何らかの理由でモニタリングが中止され
たために) 情報が使用できなくなったセキュリティプロ
ファイル動作の違反の数。システムは、セキュリティプ
ロファイル別およびその動作別に、アカウント全体の無
効化された違反の数を報告します。

デバイスプロビジョニングのメトリクス
AWS IoT フリートプロビジョニングのメトリクス
メトリクス

説明

ApproximateNumberOfThingsRegistered フリートプロビジョニングによって登録されたモノの
数。
カウントは一般的に正確ですが、AWS IoT Core の分散
アーキテクチャでは、登録されたモノの正確なカウント
を維持することが難しくなります。
このメトリクスに使用する統計は次のとおりです。
• Max を使用して、登録されているモノの合計数を報告
します。CloudWatch 集計期間中に登録されたモノの
数については、RegisterThingFailed メトリクス
を参照してください。
ディメンション: ClaimCertificateId (p. 457)
CreateKeysAndCertificateFailed

CreateKeysAndCertificate MQTT API の呼び出し
で発生した失敗の数。
このメトリクスは、成功した場合 (値 = 0) と失敗した場
合 (値 = 1) の両方で出力されます。このメトリクスを使
用して、CloudWatch がサポートする集計期間中 (5 分、
あるいは 1 時間など) に作成および登録された証明書の
数を追跡できます。
このメトリクスに使用できる統計は次のとおりです。
• Sum を使用して、失敗した呼び出しの数を報告しま
す。
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メトリクス

説明
• SampleCount を使用して、成功した呼び出しと失敗し
た呼び出しの合計数を報告します。

CreateCertificateFromCsrFailed

CreateCertificateFromCsr MQTT API の呼び出し
で発生した失敗の数。
このメトリクスは、成功した場合 (値 = 0) と失敗した場
合 (値 = 1) の両方で出力されます。このメトリクスを使
用して、CloudWatch がサポートする集計期間中 (5 分、
あるいは 1 時間など) に登録されたモノの数を追跡でき
ます。
このメトリクスに使用できる統計は次のとおりです。
• Sum を使用して、失敗した呼び出しの数を報告しま
す。
• SampleCount を使用して、成功した呼び出しと失敗し
た呼び出しの合計数を報告します。

RegisterThingFailed

RegisterThing MQTT API の呼び出しで発生した失敗
の数。
このメトリクスは、成功した場合 (値 = 0) と失敗し
た場合 (値 = 1) の両方で出力されます。このメトリク
スを使用して、CloudWatch がサポートする集計期間
中 (5 分、あるいは 1 時間など) に登録されたモノの
数を追跡できます。登録されたモノの総数について
は、ApproximateNumberOfThingsRegistered メト
リクスを参照してください。
このメトリクスに使用できる統計は次のとおりです。
• Sum を使用して、失敗した呼び出しの数を報告しま
す。
• SampleCount を使用して、成功した呼び出しと失敗し
た呼び出しの合計数を報告します。
ディメンション: TemplateName (p. 457)

ジャストインタイムのプロビジョニングメトリクス
メトリクス

説明

ProvisionThing.ClientError

クライアントエラーが原因でデバイスがプロビジョニン
グに失敗した回数。例えば、テンプレートで指定された
ポリシーが存在しませんでした。

ProvisionThing.ServerError

サーバーエラーが原因でデバイスがプロビジョニングに
失敗した回数。お客様は待機してからデバイスのプロビ
ジョニングを再試行することができるとともに、問題が
解決しない場合は AWS IoT に問い合わせることができ
ます。

ProvisionThing.Success

デバイスが正常にプロビジョニングされた回数。
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フリートのインデックス作成メトリクス
AWS IoT フリートのインデックス作成メトリクス
メトリクス

説明

動的なモノのグループのデータソース固有ではないクエ
NamedShadowCountForDynamicGroupQueryLimitExceeded
リ条件については、モノごとに最大 25 の名前付きシャ
ドウが処理されます。モノに対してこの制限に違反する
と、NamedShadowCountForDynamicGroupQueryLimitExceeded
イベントタイプが出力されます。

メトリクスのディメンション
メトリクスは名前空間を使用し、以下のディメンションのメトリクスを提供します
ディメンション

説明

ActionType

リクエストによってトリガーされたルールで指定され
たアクションのタイプ (p. 487)。

BehaviorName

モニタリングされている Device Defender Detect セキュ
リティプロファイルの動作の名前。

ClaimCertificateId

デバイスのプロビジョニングに使用されるクレームの
certificateId。

CheckName

結果がモニタリングされている Device Defender 監査
チェックの名前。

JobId

進行状況またはメッセージ接続の成功/失敗が監視されて
いるジョブの ID。

Protocol

リクエストを行うために使用されるプロトコル。有効な
値: MQTT または HTTP

RuleName

リクエストによってトリガーされたルールの名前。

ScheduledAuditName

チェックの結果がモニタリングされている Device
Defender のスケジュールされた監査の名前。オンデマン
ドで実行された監査の結果がレポートされた場合、この
値は OnDemand になります。

SecurityProfileName

動作がモニタリングされている Device Defender Detect
セキュリティプロファイルの名前。

TemplateName

プロビジョニングテンプレートの名前。

CloudWatch Logs を使用して AWS IoT をモニタリ
ングする
AWS IoT のログ記録が有効 (p. 436)であれば、AWS IoT は、各メッセージがメッセージブローカーと
ルールエンジンを経由してデバイスから渡されるときに、各メッセージに関する進行状況イベントを送信
します。CloudWatch コンソールで、CloudWatch のログは AWSIotLogsという名前のロググループに表示
されます。
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CloudWatch Logs の詳細については、CloudWatch Logs を参照してください。サポートされている AWS
IoT CloudWatch Logs については、CloudWatch AWS IoT ログエントリ (p. 458) を参照してください。

CloudWatch コンソールでの AWS IoT ログの表示
Note
AWSIotLogsV2 ロググループは、次の状態になるまで CloudWatch コンソールに表示されませ
ん。
• AWS IoT でのログ記録を有効にしました。AWS IoT でのログ記録を有効にする方法の詳細につ
いては、AWS IoT のログ記録の設定 (p. 436) を参照してください。
• 一部のログエントリは、AWS IoT オペレーションによって書き込まれています。

CloudWatch コンソールで AWS IoT ログを表示するには
1.

https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ を参照します。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。

2.

[フィルター] テキストボックスで、「AWSIotLogsV2」と入力して、Enter キーを押します。

3.

[AWSIotLogsV2] ロググループをダブルクリックします。

4.

[Search All] (すべて検索) を選択します。アカウント用に生成された AWS IoT ログの完全なリストが
表示されます。

5.

個々のストリームを表示するには、展開アイコンを選択します。

また、[フィルタイベント] テキストボックスにクエリを入力することもできます。興味深いクエリの例が
いくつかあります｡
• { $.logLevel = "INFO" }
ログレベルが INFO のすべてのログを検索します。
• { $.status = "Success" }
Success のステータスを持つすべてのログを検索します。
• { $.status = "Success" && $.eventType = "GetThingShadow" }
ステータスが Success で、イベントタイプが GetThingShadow であるすべてのログを検索します。
フィルター式の作成の詳細については、CloudWatch Logs クエリを参照してください｡

CloudWatch AWS IoT ログエントリ
AWS IoT の各コンポーネントでは、それぞれのログが生成されます。各ログエントリには、ログエントリ
が生成される原因となった操作を示す eventType が含まれています。このセクションでは、次の AWS
IoT コンポーネントによって生成されるログエントリについて説明します。AWS IoT Core for LoRaWAN
のモニタリングの詳細については、CloudWatch AWS IoT Wireless ログエントリの表示 (p. 1259) を参照
してください。
トピック
• メッセージブローカーのログエントリ (p. 459)
•
•
•
•

Device Shadow のログエントリ (p. 464)
ルールエンジンのログエントリ (p. 466)
ジョブのログエントリ (p. 470)
デバイスプロビジョニングのログエントリ (p. 474)
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• モノの動的グループのログエントリ (p. 475)
• フリートのインデックス作成ログエントリ (p. 476)
• CloudWatch Logs の共通属性 (p. 477)

メッセージブローカーのログエントリ
AWS IoT メッセージブローカーは、以下のイベントに対してログエントリを生成します。
トピック
• Connect ログエントリ (p. 459)
• Disconnect ログエントリ (p. 460)
• GetRetainedMessage ログエントリ (p. 460)
• ListretainedMessage ログエントリ (p. 461)
• Publish-In ログエントリ (p. 461)
• Publish-Out ログエントリ (p. 462)
• Subscribe ログエントリ (p. 463)

Connect ログエントリ
MQTT クライアントが接続されると、AWS IoT メッセージブローカーは eventType という Connect の
ログエントリを生成します。

Connect ログエントリの例
{

}

"timestamp": "2017-08-10 15:37:23.476",
"logLevel": "INFO",
"traceId": "20b23f3f-d7f1-feae-169f-82263394fbdb",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "Connect",
"protocol": "MQTT",
"clientId": "abf27092886e49a8a5c1922749736453",
"principalId": "145179c40e2219e18a909d896a5340b74cf97a39641beec2fc3eeafc5a932167",
"sourceIp": "205.251.233.181",
"sourcePort": 13490

CloudWatch Logs の共通属性 (p. 477) に加えて、Connect ログ項目には次の属性が含まれています。
clientId
リクエストを実行するクライアントの ID。
principalId
リクエストを実行するプリンシパルの ID。
プロトコル
リクエストを行うときに使用されるプロトコル。有効な値は MQTT または HTTP です。
sourceIp
リクエストが発生した IP アドレス。
sourcePort
リクエストが発生したポート。
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Disconnect ログエントリ
MQTT クライアントが切断されると、AWS IoT メッセージブローカーは eventType という
Disconnect のログエントリを生成します。

Disconnect ログエントリの例
{

}

"timestamp": "2017-08-10 15:37:23.476",
"logLevel": "INFO",
"traceId": "20b23f3f-d7f1-feae-169f-82263394fbdb",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "Disconnect",
"protocol": "MQTT",
"clientId": "abf27092886e49a8a5c1922749736453",
"principalId": "145179c40e2219e18a909d896a5340b74cf97a39641beec2fc3eeafc5a932167",
"sourceIp": "205.251.233.181",
"sourcePort": 13490,
"disconnectReason": "CLIENT_INITIATED_DISCONNECT"

CloudWatch Logs の共通属性 (p. 477) に加えて、Disconnect ログ項目には次の属性が含まれていま
す。
clientId
リクエストを実行するクライアントの ID。
principalId
リクエストを実行するプリンシパルの ID。
プロトコル
リクエストを行うときに使用されるプロトコル。有効な値は MQTT または HTTP です。
sourceIp
リクエストが発生した IP アドレス。
sourcePort
リクエストが発生したポート。
disconnectReason
クライアントが切断する理由。

GetRetainedMessage ログエントリ
AWS IoT メッセージブローカーは、GetRetainedMessage が呼び出されると、GetRetainedMessage
の eventType を使用してログエントリを生成します。

GetRetainedMessage ログエントリの例
{

"timestamp": "2017-08-07 18:47:56.664",
"logLevel": "INFO",
"traceId": "1a60d02e-15b9-605b-7096-a9f584a6ad3f",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "GetRetainedMessage",
"protocol": "HTTP",
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}

"topicName": "a/b/c",
"qos": "1",
"lastModifiedDate": "2017-08-07 18:47:56.664"

CloudWatch Logs の共通属性 (p. 477) に加えて、GetRetainedMessage ログ項目には次の属性が含ま
れています。
lastModifiedDate
保持されたメッセージが AWS IoT によって保存されたときのエポック日時 (ミリ秒単位)。
protocol
リクエストを行うときに使用されるプロトコル。有効な値: HTTP。
qos
発行要求で使用されるサービス品質 (QoS) レベル。有効な値は 0 または 1 です。
topicName
サブスクライブされたトピックの名前。

ListretainedMessage ログエントリ
AWS IoTメッセージブローカーはListRetainedMessagesが呼び出される
と、ListRetainedMessageのeventType を使用してログエントリを生成します。

ListRetainedMessage ログエントリの例
{

}

"timestamp": "2017-08-07 18:47:56.664",
"logLevel": "INFO",
"traceId": "1a60d02e-15b9-605b-7096-a9f584a6ad3f",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "ListRetainedMessage",
"protocol": "HTTP"

CloudWatch Logs の共通属性 (p. 477) に加えて、ListRetainedMessage ログ項目には次の属性が含
まれています：
protocol
リクエストを行うときに使用されるプロトコル。有効な値: HTTP。

Publish-In ログエントリ
AWS IoT メッセージブローカーは、MQTT メッセージを受信すると、eventType という Publish-In
のログエントリを生成します。

Publish-In ログエントリの例
{

"timestamp": "2017-08-10 15:39:30.961",
"logLevel": "INFO",
"traceId": "672ec480-31ce-fd8b-b5fb-22e3ac420699",
"accountId": "123456789012",
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}

"status": "Success",
"eventType": "Publish-In",
"protocol": "MQTT",
"topicName": "$aws/things/MyThing/shadow/get",
"clientId": "abf27092886e49a8a5c1922749736453",
"principalId": "145179c40e2219e18a909d896a5340b74cf97a39641beec2fc3eeafc5a932167",
"sourceIp": "205.251.233.181",
"sourcePort": 13490,
"retain": "True"

CloudWatch Logs の共通属性 (p. 477) に加えて、Publish-In ログ項目には次の属性が含まれていま
す。
clientId
リクエストを実行するクライアントの ID。
principalId
リクエストを実行するプリンシパルの ID。
プロトコル
リクエストを行うときに使用されるプロトコル。有効な値は MQTT または HTTP です。
保持
メッセージに RETAIN フラグが True の値で設定されている場合に使用される属性。メッセージに
RETAIN フラグが設定されていない場合、この属性はログエントリに表示されません。詳細について
は、「保持された MQTT メッセージの使用 (p. 90)」を参照してください。
sourceIp
リクエストが発生した IP アドレス。
sourcePort
リクエストが発生したポート。
topicName
サブスクライブされたトピックの名前。

Publish-Out ログエントリ
メッセージブローカーは、MQTT メッセージを公開する際に、eventType という Publish-Out のログ
エントリを生成します。

Publish-Out ログエントリの例
{

"timestamp": "2017-08-10 15:39:30.961",
"logLevel": "INFO",
"traceId": "672ec480-31ce-fd8b-b5fb-22e3ac420699",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "Publish-Out",
"protocol": "MQTT",
"topicName": "$aws/things/MyThing/shadow/get",
"clientId": "abf27092886e49a8a5c1922749736453",
"principalId": "145179c40e2219e18a909d896a5340b74cf97a39641beec2fc3eeafc5a932167",
"sourceIp": "205.251.233.181",
"sourcePort": 13490
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CloudWatch Logs の共通属性 (p. 477) に加えて、Publish-Out ログ項目には次の属性が含まれていま
す。
clientId
その MQTT トピックでメッセージを受信するサブスクライブクライアントの ID。
principalId
リクエストを実行するプリンシパルの ID。
プロトコル
リクエストを行うときに使用されるプロトコル。有効な値は MQTT または HTTP です。
sourceIp
リクエストが発生した IP アドレス。
sourcePort
リクエストが発生したポート。
topicName
サブスクライブされたトピックの名前。

Subscribe ログエントリ
MQTT クライアントがトピックをサブスクライブすると、AWS IoT メッセージブローカー
は、eventType という Subscribe のログエントリを生成します。

Subscribe ログエントリの例
{

}

"timestamp": "2017-08-10 15:39:04.413",
"logLevel": "INFO",
"traceId": "7aa5c38d-1b49-3753-15dc-513ce4ab9fa6",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "Subscribe",
"protocol": "MQTT",
"topicName": "$aws/things/MyThing/shadow/#",
"clientId": "abf27092886e49a8a5c1922749736453",
"principalId": "145179c40e2219e18a909d896a5340b74cf97a39641beec2fc3eeafc5a932167",
"sourceIp": "205.251.233.181",
"sourcePort": 13490

CloudWatch Logs の共通属性 (p. 477) に加えて、Subscribe ログ項目には次の属性が含まれていま
す。
clientId
リクエストを実行するクライアントの ID。
principalId
リクエストを実行するプリンシパルの ID。
プロトコル
リクエストを行うときに使用されるプロトコル。有効な値は MQTT または HTTP です。
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sourceIp
リクエストが発生した IP アドレス。
sourcePort
リクエストが発生したポート。
topicName
サブスクライブされたトピックの名前。

Device Shadow のログエントリ
AWS IoT の Device Shadow サービスは、以下のイベントに対してログエントリを生成します。
トピック
• DeleteThingShadow ログエントリ (p. 464)
• GetThingShadow ログエントリ (p. 464)
• UpdateThingShadow ログエントリ (p. 465)

DeleteThingShadow ログエントリ
Device Shadow サービスは、デバイスのシャドウ削除リクエストを受信すると、eventType という
DeleteThingShadow のログエントリを生成します。

DeleteThingShadow ログエントリの例
{

}

"timestamp": "2017-08-07 18:47:56.664",
"logLevel": "INFO",
"traceId": "1a60d02e-15b9-605b-7096-a9f584a6ad3f",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "DeleteThingShadow",
"protocol": "MQTT",
"deviceShadowName": "Jack",
"topicName": "$aws/things/Jack/shadow/delete"

CloudWatch Logs の共通属性 (p. 477) に加えて、DeleteThingShadow ログ項目には次の属性が含まれ
ています。
deviceShadowName
更新する Shadow の名前。
プロトコル
リクエストを行うときに使用されるプロトコル。有効な値は MQTT または HTTP です。
topicName
公開されたリクエストのトピックの名前。

GetThingShadow ログエントリ
デバイスシャドウサービスは、シャドウの取得リクエストを受信すると、eventType という
GetThingShadow のログエントリを生成します。
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GetThingShadow ログエントリの例
{

}

"timestamp": "2017-08-09 17:56:30.941",
"logLevel": "INFO",
"traceId": "b575f19a-97a2-cf72-0ed0-c64a783a2504",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "GetThingShadow",
"protocol": "MQTT",
"deviceShadowName": "MyThing",
"topicName": "$aws/things/MyThing/shadow/get"

CloudWatch Logs の共通属性 (p. 477) に加えて、GetThingShadow ログ項目には次の属性が含まれて
います。
deviceShadowName
リクエストした Shadow の名前。
プロトコル
リクエストを行うときに使用されるプロトコル。有効な値は MQTT または HTTP です。
topicName
公開されたリクエストのトピックの名前。

UpdateThingShadow ログエントリ
Device Shadow サービスは、デバイスのシャドウ更新リクエストを受信すると、eventType という
UpdateThingShadow のログエントリを生成します。

UpdateThingShadow ログエントリの例
{

}

"timestamp": "2017-08-07 18:43:59.436",
"logLevel": "INFO",
"traceId": "d0074ba8-0c4b-a400-69df-76326d414c28",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "UpdateThingShadow",
"protocol": "MQTT",
"deviceShadowName": "Jack",
"topicName": "$aws/things/Jack/shadow/update"

CloudWatch Logs の共通属性 (p. 477) に加えて、UpdateThingShadow ログ項目には次の属性が含まれ
ています。
deviceShadowName
更新する Shadow の名前。
プロトコル
リクエストを行うときに使用されるプロトコル。有効な値は MQTT または HTTP です。
topicName
公開されたリクエストのトピックの名前。
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ルールエンジンのログエントリ
AWS IoT Rules Engine サービスは、以下のイベントのログを生成します。
トピック
• FunctionExecution ログエントリ (p. 466)
• RuleExecution ログエントリ (p. 467)
• RuleMatch ログエントリ (p. 467)
• RuleMessageThrottled ログエントリ (p. 468)
• RuleNotFound ログエントリ (p. 469)
• StartingRuleExecution ログエントリ (p. 469)

FunctionExecution ログエントリ
ルールエンジンは、ルールの SQL クエリが外部関数を呼び出すと､eventType という
FunctionExecution のログエントリを生成します。ルールのアクションが AWS IoT または別の Web
サービス (たとえば、get_thing_shadow または machinelearning_predict の呼び出し) に対して
HTTP リクエストを行うと、外部関数が呼び出されます。

FunctionExecution ログエントリの例
{

}

"timestamp": "2017-07-13 18:33:51.903",
"logLevel": "DEBUG",
"traceId": "180532b7-0cc7-057b-687a-5ca1824838f5",
"status": "Success",
"eventType": "FunctionExecution",
"clientId": "N/A",
"topicName":"rules/test",
"ruleName": "ruleTestPredict",
"ruleAction": "MachinelearningPredict",
"resources": {
"ModelId": "predict-model"
},
"principalId": "145179c40e2219e18a909d896a5340b74cf97a39641beec2fc3eeafc5a932167"

CloudWatch Logs の共通属性 (p. 477) に加えて、FunctionExecution ログ項目には次の属性が含まれ
ています。
clientId
N/A ログの FunctionExecution｡
principalId
リクエストを実行するプリンシパルの ID。
リソース
ルールのアクションによって使用されるリソースの集合。
ruleName
一致ルールの名前。
topicName
サブスクライブされたトピックの名前。
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RuleExecution ログエントリ
AWS IoT ルールエンジンは、ルールのアクションをトリガーする際に RuleExecution ログエントリを
生成します。

RuleExecution ログエントリの例
{

}

"timestamp": "2017-08-10 16:32:46.070",
"logLevel": "INFO",
"traceId": "30aa7ccc-1d23-0b97-aa7b-76196d83537e",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "RuleExecution",
"clientId": "abf27092886e49a8a5c1922749736453",
"topicName": "rules/test",
"ruleName": "JSONLogsRule",
"ruleAction": "RepublishAction",
"resources": {
"RepublishTopic": "rules/republish"
},
"principalId": "145179c40e2219e18a909d896a5340b74cf97a39641beec2fc3eeafc5a932167"

CloudWatch Logs の共通属性 (p. 477) に加えて、RuleExecution ログ項目には次の属性が含まれてい
ます。
clientId
リクエストを実行するクライアントの ID。
principalId
リクエストを実行するプリンシパルの ID。
リソース
ルールのアクションによって使用されるリソースの集合。
ruleAction
トリガーされるアクションの名前。
ruleName
一致ルールの名前。
topicName
サブスクライブされたトピックの名前。

RuleMatch ログエントリ
AWS IoT ルールエンジンは､メッセージブローカーがルールに一致するメッセージを受信する
と、eventType という RuleMatch のログエントリを生成します。

RuleMatch ログエントリの例
{

"timestamp": "2017-08-10 16:32:46.002",
"logLevel": "INFO",
"traceId": "30aa7ccc-1d23-0b97-aa7b-76196d83537e",
"accountId": "123456789012",
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}

"status": "Success",
"eventType": "RuleMatch",
"clientId": "abf27092886e49a8a5c1922749736453",
"topicName": "rules/test",
"ruleName": "JSONLogsRule",
"principalId": "145179c40e2219e18a909d896a5340b74cf97a39641beec2fc3eeafc5a932167"

CloudWatch Logs の共通属性 (p. 477) に加えて、RuleMatch ログ項目には次の属性が含まれていま
す。
clientId
リクエストを実行するクライアントの ID。
principalId
リクエストを実行するプリンシパルの ID。
ruleName
一致ルールの名前。
topicName
サブスクライブされたトピックの名前。

RuleMessageThrottled ログエントリ
AWS IoT ルールエンジンは、メッセージがスロットリングされると eventType という
RuleMessageThrottled のログエントリを生成します。

RuleMessageThrottled ログエントリの例
{

}

"timestamp": "2017-10-04 19:25:46.070",
"logLevel": "ERROR",
"traceId": "30aa7ccc-1d23-0b97-aa7b-76196d83537e",
"accountId": "123456789012",
"status": "Failure",
"eventType": "RuleMessageThrottled",
"clientId": "abf27092886e49a8a5c1922749736453",
"topicName": "$aws/rules/example_rule",
"ruleName": "example_rule",
"principalId": "145179c40e2219e18a909d896a5340b74cf97a39641beec2fc3eeafc5a932167",
"reason": "RuleExecutionThrottled",
"details": "Message for Rule example_rule throttled"

CloudWatch Logs の共通属性 (p. 477) に加えて、RuleMessageThrottled ログ項目には次の属性が含
まれています。
clientId
リクエストを実行するクライアントの ID。
details
エラーの簡単な説明。
principalId
リクエストを実行するプリンシパルの ID。
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理由
文字列 "RuleMessageThrottled"。
ruleName
トリガーされるルールの名前。
topicName
発行されたトピックの名前。

RuleNotFound ログエントリ
AWS IoT ルールエンジンは、指定された名前のルールが見つからない場合に、eventType という
RuleNotFound のログエントリを生成します。

RuleNotfound ログエントリの例
{

}

"timestamp": "2017-10-04 19:25:46.070",
"logLevel": "ERROR",
"traceId": "30aa7ccc-1d23-0b97-aa7b-76196d83537e",
"accountId": "123456789012",
"status": "Failure",
"eventType": "RuleNotFound",
"clientId": "abf27092886e49a8a5c1922749736453",
"topicName": "$aws/rules/example_rule",
"ruleName": "example_rule",
"principalId": "145179c40e2219e18a909d896a5340b74cf97a39641beec2fc3eeafc5a932167",
"reason": "RuleNotFound",
"details": "Rule example_rule not found"

CloudWatch Logs の共通属性 (p. 477) に加えて、RuleNotFound ログ項目には次の属性が含まれていま
す。
clientId
リクエストを実行するクライアントの ID。
details
エラーの簡単な説明。
principalId
リクエストを実行するプリンシパルの ID。
理由
文字列 "RuleNotFound"。
ruleName
見つからなかったルールの名前。
topicName
発行されたトピックの名前。

StartingRuleExecution ログエントリ
AWS IoT ルールエンジンは、ルールのアクションをトリガーし始める際に、eventType という
StartingRuleExecution ログエントリを生成します。
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StartingRuleExecution ログエントリの例
{

}

"timestamp": "2017-08-10 16:32:46.002",
"logLevel": "DEBUG",
"traceId": "30aa7ccc-1d23-0b97-aa7b-76196d83537e",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "StartingRuleExecution",
"clientId": "abf27092886e49a8a5c1922749736453",
"topicName": "rules/test",
"ruleName": "JSONLogsRule",
"ruleAction": "RepublishAction",
"principalId": "145179c40e2219e18a909d896a5340b74cf97a39641beec2fc3eeafc5a932167"

CloudWatch Logs の共通属性 (p. 477) に加えて、rule- ログ項目には次の属性が含まれています。
clientId
リクエストを実行するクライアントの ID。
principalId
リクエストを実行するプリンシパルの ID。
ruleAction
トリガーされるアクションの名前。
ruleName
一致ルールの名前。
topicName
サブスクライブされたトピックの名前。

ジョブのログエントリ
AWS IoT のジョブサービスは、以下のイベントに対してログを生成します。デバイスからの MQTT また
は HTTP リクエストが受信されたときに、ログエントリが生成されます。
トピック
• DescribeJobExecution ログエントリ (p. 470)
• GetPendingJobExecution ログエントリ (p. 471)
• ReportFinalJobExecutionCount ログエントリ (p. 472)
• StartNextPendingJobExecution ログエントリ (p. 472)
• UpdateJobExecution ログエントリ (p. 473)

DescribeJobExecution ログエントリ
AWS IoT ジョブサービスは、ジョブ実行の説明リクエストを受信すると、eventType という
DescribeJobExecution のログエントリを生成します。

DescribeJobExecution ログエントリの例
{
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}

"timestamp": "2017-08-10 19:13:22.841",
"logLevel": "DEBUG",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "DescribeJobExecution",
"protocol": "MQTT",
"clientId": "thingOne",
"jobId": "002",
"topicName": "$aws/things/thingOne/jobs/002/get",
"clientToken": "myToken",
"details": "The request status is SUCCESS."

CloudWatch Logs の共通属性 (p. 477) に加えて、GetJobExecution ログ項目には次の属性が含まれて
います。
clientId
リクエストを実行するクライアントの ID。
clientToken
リクエストのべき等のための一意の識別子 (大文字と小文字を区別)。詳細については、べき等を確実
にする方法のページを参照してください。
details
Jobs サービスからの追加情報。
jobId
ジョブ実行のジョブ ID｡
プロトコル
リクエストを行うときに使用されるプロトコル。有効な値は MQTT または HTTP です。
topicName
リクエストを行うために使用されるトピック。

GetPendingJobExecution ログエントリ
AWS IoT ジョブサービスは、ジョブの実行リクエストを受信すると、eventType という
GetPendingJobExecution のログエントリを生成します。

GetPendingJobExecution ログエントリの例
{

}

"timestamp": "2018-06-13 17:45:17.197",
"logLevel": "DEBUG",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "GetPendingJobExecution",
"protocol": "MQTT",
"clientId": "299966ad-54de-40b4-99d3-4fc8b52da0c5",
"topicName": "$aws/things/299966ad-54de-40b4-99d3-4fc8b52da0c5/jobs/get",
"clientToken": "24b9a741-15a7-44fc-bd3c-1ff2e34e5e82",
"details": "The request status is SUCCESS."

CloudWatch Logs の共通属性 (p. 477) に加えて、GetPendingJobExecution ログ項目には次の属性が
含まれています。
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clientId
リクエストを実行するクライアントの ID。
clientToken
リクエストのべき等のための一意の識別子 (大文字と小文字を区別)。詳細については、べき等を確実
にする方法のページを参照してください。
details
Jobs サービスからの追加情報。
プロトコル
リクエストを行うときに使用されるプロトコル。有効な値は MQTT または HTTP です。
topicName
サブスクライブされたトピックの名前。

ReportFinalJobExecutionCount ログエントリ
AWS IoT ジョブサービスは、ジョブの完了時に ReportFinalJobExecutionCount という entryType
のログエントリを生成します。

ReportFinalJobExecutionCount ログエントリの例
{

"timestamp": "2017-08-10 19:44:16.776",
"logLevel": "INFO",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "ReportFinalJobExecutionCount",
"jobId": "002",
"details": "Job 002 completed. QUEUED job execution count: 0 IN_PROGRESS job execution
count: 0 FAILED job execution count: 0 SUCCEEDED job execution count: 1 CANCELED job
execution count: 0 REJECTED job execution count: 0 REMOVED job execution count: 0"

}

CloudWatch Logs の共通属性 (p. 477) に加えて、ReportFinalJobExecutionCount ログ項目には次
の属性が含まれています。
details
Jobs サービスからの追加情報。
jobId
ジョブ実行のジョブ ID｡

StartNextPendingJobExecution ログエントリ
AWS IoT Jobs サービスは、次の保留中ジョブの実行開始リクエストを受信すると、eventType という
StartNextPendingJobExecution のログエントリを生成します。

StartNextPendingJobExecution ログエントリの例
{

"timestamp": "2018-06-13 17:49:51.036",
"logLevel": "DEBUG",
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}

"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "StartNextPendingJobExecution",
"protocol": "MQTT",
"clientId": "95c47808-b1ca-4794-bc68-a588d6d9216c",
"topicName": "$aws/things/95c47808-b1ca-4794-bc68-a588d6d9216c/jobs/start-next",
"clientToken": "bd7447c4-3a05-49f4-8517-dd89b2c68d94",
"details": "The request status is SUCCESS."

CloudWatch Logs の共通属性 (p. 477) に加えて、StartNextPendingJobExecution ログ項目には次
の属性が含まれています。
clientId
リクエストを実行するクライアントの ID。
clientToken
リクエストのべき等のための一意の識別子 (大文字と小文字を区別)。詳細については、べき等を確実
にする方法のページを参照してください。
details
Jobs サービスからの追加情報。
プロトコル
リクエストを行うときに使用されるプロトコル。有効な値は MQTT または HTTP です。
topicName
リクエストを行うために使用されるトピック。

UpdateJobExecution ログエントリ
AWS IoT ジョブサービスは、ジョブ実行の更新リクエストを受信すると、eventType という
UpdateJobExecution のログエントリを生成します。

UpdateJobExecution ログエントリの例
{

}

"timestamp": "2017-08-10 19:25:14.758",
"logLevel": "DEBUG",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "UpdateJobExecution",
"protocol": "MQTT",
"clientId": "thingOne",
"jobId": "002",
"topicName": "$aws/things/thingOne/jobs/002/update",
"clientToken": "myClientToken",
"versionNumber": "1",
"details": "The destination status is IN_PROGRESS. The request status is SUCCESS."

CloudWatch Logs の共通属性 (p. 477) に加えて、UpdateJobExecution ログ項目には次の属性が含ま
れています。
clientId
リクエストを実行するクライアントの ID。
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clientToken
リクエストのべき等のための一意の識別子 (大文字と小文字を区別)。詳細については、べき等を確実
にする方法のページを参照してください。
details
Jobs サービスからの追加情報。
jobId
ジョブ実行のジョブ ID｡
プロトコル
リクエストを行うときに使用されるプロトコル。有効な値は MQTT または HTTP です。
topicName
リクエストを行うために使用されるトピック。
versionNumber
ジョブ実行のバージョン。

デバイスプロビジョニングのログエントリ
AWS IoT デバイスプロビジョニングサービスは、以下のイベントのログを生成します。
トピック
• GetDeviceCredentials ログエントリ (p. 474)
• ProvisionDevice ログエントリ (p. 475)

GetDeviceCredentials ログエントリ
AWS IoT デバイスプロビジョニングサービスは、クライアントが eventType を呼び出したときに
GetDeviceCredential という GetDeviceCredential のログエントリを生成します。

GetDeviceCredentials ログエントリの例
{

"timestamp" : "2019-02-20 20:31:22.932",
"logLevel" : "INFO",
"traceId" : "8d9c016f-6cc7-441e-8909-7ee3d5563405",
"accountId" : "123456789101",
"status" : "Success",
"eventType" : "GetDeviceCredentials",
"deviceCertificateId" :
"e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855",
"details" : "Additional details about this log."

}

CloudWatch Logs の共通属性 (p. 477) に加えて、GetDeviceCredentials ログ項目には次の属性が含
まれています。
details
エラーの簡単な説明。
deviceCertificateId
デバイス証明書の ID。
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ProvisionDevice ログエントリ
AWS IoT デバイスプロビジョニングサービスは、クライアントが eventType を呼び出したときに
ProvisionDevice という ProvisionDevice のログエントリを生成します。

ProvisionDevice ログエントリの例
{

"timestamp" : "2019-02-20 20:31:22.932",
"logLevel" : "INFO",
"traceId" : "8d9c016f-6cc7-441e-8909-7ee3d5563405",
"accountId" : "123456789101",
"status" : "Success",
"eventType" : "ProvisionDevice",
"provisioningTemplateName" : "myTemplate",
"deviceCertificateId" :
"e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855",
"details" : "Additional details about this log."
}

CloudWatch Logs の共通属性 (p. 477) に加えて、ProvisionDevice ログ項目には次の属性が含まれて
います。
details
エラーの簡単な説明。
deviceCertificateId
デバイス証明書の ID。
provisioningTemplateName
プロビジョニングテンプレートの名前。

モノの動的グループのログエントリ
AWS IoT のモノの動的グループは、次のイベントのログを生成します。
トピック
• AddThingToDynamicThingGroupsFailed ログエントリ (p. 475)

AddThingToDynamicThingGroupsFailed ログエントリ
AWS IoT は、指定された動的グループにモノを追加できなかった場合に、eventType という
AddThingToDynamicThingGroupsFailed のログエントリを生成します。この場合、モノがモノの動
的グループの条件を満たしていたにもかかわらず、動的グループに追加できなかったか、動的グループか
ら削除されたことを意味します。これは、次の原因で発生した可能性があります。
• モノが既に最大数のグループに属している。
• --override-dynamic-groups オプションを使用してモノがモノの静的グループに追加された。これを可能
にするために、モノの動的なグループから削除された。
詳細については、「モノの動的グループの制限と競合 (p. 287)」を参照してください。

AddThingToDynamicThingGroupsFailed ログエントリの例
この例は、AddThingToDynamicThingGroupsFailed エラーのログエントリを示しています。この例
では、TestThing は「dynamicThingGroupNames」にリストされているモノの動的グループに追加され
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る条件を満たしていましたが、reason で説明されているとおり、これらの動的グループに追加できませ
んでした。
{

"timestamp": "2020-03-16 22:24:43.804",
"logLevel": "ERROR",
"traceId": "70b1f2f5-d95e-f897-9dcc-31e68c3e1a30",
"accountId": "57EXAMPLE833",
"status": "Failure",
"eventType": "AddThingToDynamicThingGroupsFailed",
"thingName": "TestThing",
"dynamicThingGroupNames": [
"DynamicThingGroup11",
"DynamicThingGroup12",
"DynamicThingGroup13",
"DynamicThingGroup14"
],
"reason": "The thing failed to be added to the given dynamic thing group(s) because the
thing already belongs to the maximum allowed number of groups."

}

CloudWatch Logs の共通属性 (p. 477) に加えて、AddThingToDynamicThingGroupsFailed ログ項
目には次の属性が含まれています。
dynamicThingGroupNames
モノを追加できなかったモノの動的グループの配列。
理由
モノをモノの動的グループに追加できなかった理由。
thingName
モノの動的グループに追加できなかったモノの名前。

フリートのインデックス作成ログエントリ
AWS IoT フリートのインデックス作成では、以下のイベントのログエントリが生成されます。
トピック
• NamedShadowCountForDynamicGroupQueryLimitExceeded ログエントリ (p. 476)

NamedShadowCountForDynamicGroupQueryLimitExceeded ログエントリ
動的グループ内のデータソース固有ではないクエリ条件では、モノごとに最
大 25 の名前付きシャドウが処理されます。モノに対してこの制限に違反する
と、NamedShadowCountForDynamicGroupQueryLimitExceeded イベントタイプが出力されます。

NamedShadowCountForDynamicGroupQueryLimitExceeded ログエントリの例
この例は、NamedShadowCountForDynamicGroupQueryLimitExceeded エラーのログエントリ
を示しています。この例では、reason フィールドに示されているように、すべての値に基づいた
DynamicGroup の結果は不正確である可能性があります。
{
"timestamp": "2020-03-16 22:24:43.804",
"logLevel": "ERROR",
"traceId": "70b1f2f5-d95e-f897-9dcc-31e68c3e1a30",
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"accountId": "571032923833",
"status": "Failure",
"eventType": "NamedShadowCountForDynamicGroupQueryLimitExceeded",
"thingName": "TestThing",
"reason": "A maximum of 25 named shadows per thing are processed for non-data source
specific query terms in dynamic groups."
}

CloudWatch Logs の共通属性
すべての CloudWatch Logs ログエントリには、以下の属性が含まれます。
accountId
自分の AWS アカウント ID。
eventType
ログが生成されたイベントタイプ。イベントタイプの値は、ログエントリが生成される原因となった
イベントによって異なります。各ログエントリの説明には、そのログエントリの eventType の値が
含まれます。
logLevel
使用されているログレベル。詳細については、「the section called “ログレベル” (p. 442)」を参照し
てください。
status
リクエストのステータス。
timestamp
AWS IoT メッセージブローカーに接続した時刻のクライアントの UNIX タイムスタンプ。
traceId
特定のリクエストのすべてのログを関連付けるために使用できる、ランダムに生成された識別子。

を使用した AWS IoT API コールのログ記録AWS
CloudTrail
AWS IoT は AWS CloudTrail と統合されています。このサービスは、ユーザーやロール、または AWS の
AWS IoT のサービスによって実行されたアクションを記録するサービスです。CloudTrail は、AWS IoT コ
ンソールからの呼び出しや AWS IoT API へのコード呼び出しを含む、AWS IoT のすべての API コールを
イベントとしてキャプチャします。トレイルを作成すると、AWS IoT のイベントを含む CloudTrail イベン
トの Amazon S3 ケットへの継続的な配信が可能になります。証跡を設定しない場合でも、CloudTrail コン
ソールの [Event history (イベント履歴)] で最新のイベントを表示できます。CloudTrail で収集された情報
を使用して、AWS IoT に対するリクエスト、リクエスト元の IP アドレス、リクエスト者、リクエスト日
時などの詳細を確認できます。
CloudTrail の詳細については、「AWS CloudTrailユーザーガイド」を参照してください。

CloudTrail での AWS IoT 情報
CloudTrail は、アカウント作成時に AWS アカウント で有効になります。AWS IoT でアクティビティが
発生すると、そのアクティビティは [Event history] (イベント履歴) の他の AWS のサービスのイベントと
ともに CloudTrail イベントに記録されます。最近のイベントは、 で表示、検索、ダウンロードできます
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AWS アカウント 詳細については、「CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を参照してくださ
い。
AWS IoT のイベントなど、AWS アカウント のイベントの継続的な記録については、追跡を作成します。
証跡により、CloudTrail はログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、コン
ソールで証跡を作成するときに、証跡がすべての AWS リージョン に適用されます。証跡は、AWS パー
ティションのすべての AWS 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。その他の AWS のサービスを設定して、CloudTrail ログで収集されたイベ
ントデータをより詳細に分析し、それに基づく対応を行うことができます。詳細については、以下を参照
してください。
• 証跡を作成するための概要
• CloudTrail のサポート対象サービスと統合
• Amazon SNS の CloudTrail の通知の設定
• 「複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取る」および「複数のアカウントから
CloudTrail ログファイルを受け取る」

Note
AWS IoT データプレーンのアクション (デバイス側) は、CloudTrail によってログに記録されませ
ん。これらのアクションを監視するために CloudWatch を使用します。
一般的に、変更を行う AWS IoT コントロールプレーンアクションは CloudTrail によってログに記録され
ます。CreateThing、CreateKeysAndCertificate、UpdateCertificate などの呼び出しは CloudTrail エントリ
を残しますが、ListThings や ListTopicRules などの呼び出しは残しません。
各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。同一性情報は次の
判断に役立ちます。
• リクエストが、ルートと 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、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用
して送信されたか.
• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。
詳細については、[CloudTrail userIdentity Element] (CloudTrail ユーザーアイデンティティ要素) を参照して
ください。
AWS IoT のアクションについては、AWS IoT API リファレンスに記載されています。AWS IoTWireless の
アクションについては、AWS IoT Wireless API リファレンスに記載されています。

AWS IoT ログファイルエントリの概要
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するように設定できま
す。CloudTrail のログファイルには、単一か複数のログエントリがあります。イベントはあらゆるソース
からの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、リクエストのパラ
メータなどの情報が含まれます。CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたス
タックトレースではないため、特定の順序では表示されません。
以下の例は、AttachPolicy アクションを示す CloudTrail ログエントリです。

{

"timestamp":"1460159496",
"AdditionalEventData":"",
"Annotation":"",
"ApiVersion":"",
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"ErrorCode":"",
"ErrorMessage":"",
"EventID":"8bff4fed-c229-4d2d-8264-4ab28a487505",
"EventName":"AttachPolicy",
"EventTime":"2016-04-08T23:51:36Z",
"EventType":"AwsApiCall",
"ReadOnly":"",
"RecipientAccountList":"",
"RequestID":"d4875df2-fde4-11e5-b829-23bf9b56cbcd",
"RequestParamters":{
"principal":"arn:aws:iot:useast-1:123456789012:cert/528ce36e8047f6a75ee51ab7beddb4eb268ad41d2ea881a10b67e8e76924d894",
"policyName":"ExamplePolicyForIoT"
},
"Resources":"",
"ResponseElements":"",
"SourceIpAddress":"52.90.213.26",
"UserAgent":"aws-internal/3",
"UserIdentity":{
"type":"AssumedRole",
"principalId":"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"arn":"arn:aws:sts::12345678912:assumed-role/iotmonitor-us-east-1-betaInstanceRole-1C5T1YCYMHPYT/i-35d0a4b6",
"accountId":"222222222222",
"accessKeyId":"access-key-id",
"sessionContext":{
"attributes":{
"mfaAuthenticated":"false",
"creationDate":"Fri Apr 08 23:51:10 UTC 2016"
},
"sessionIssuer":{
"type":"Role",
"principalId":"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"arn":"arn:aws:iam::123456789012:role/executionServiceEC2Role/iotmonitorus-east-1-beta-InstanceRole-1C5T1YCYMHPYT",
"accountId":"222222222222",
"userName":"iotmonitor-us-east-1-InstanceRole-1C5T1YCYMHPYT"
}
},
"invokedBy":{
"serviceAccountId":"111111111111"
}
},
"VpcEndpointId":""
}
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AWS IoT のルール
ルールを使用すると、AWS のサービスとやり取りする権限をデバイスに許可できます。ルールの分析とア
クションの実行は、MQTT トピックストリーミングに基づいて行われます。ルールを使用すると、次のよ
うなタスクをサポートできます。
• デバイスから受け取ったデータの加工またはフィルター処理を行う。
• デバイスから受け取ったデータを Amazon DynamoDB データベースに書き込む。
• Amazon S3 にファイルを保存します。
• Amazon SNS を使用して、すべてのユーザーにプッシュ通知を送信する。
• Amazon SQS キューにデータを発行します。
• Lambda 関数を呼び出してデータを抽出する。
• Amazon Kinesis を使用して、デバイスからの多数のメッセージを処理する。
• Amazon OpenSearch Service にデータを送信します。
• CloudWatch メトリクスを取得します。
• CloudWatch アラームを変更します。
• MQTT メッセージから Amazon Machine Learning にデータを送信して、Amazon ML モデルに基づいて
予測を行う。
• Salesforce の IoT 入力ストリーミングにメッセージを送信します。
• AWS IoT Analytics チャネルにメッセージデータを送信します。
• Step Functions ステートマシンの実行を開始します。
• AWS IoT Events インプットにメッセージデータを送信します。
• AWS IoT SiteWise でアセットプロパティにメッセージデータを送信します
• ウェブアプリケーションまたはサービスにメッセージデータを送信します。
ルールでは、the section called “デバイス通信プロトコル” (p. 83) によってサポートされるパブリッ
シュ/サブスクライブのプロトコルをパススルーする MQTT メッセージを使用するか、基本的な取り込
み (p. 568)機能を使用して、メッセージングコストを発生させることなく、上記の AWS サービスにデバ
イスデータを安全に送信できます (基本的な取り込み (p. 568)機能では、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外することによってデータフローを最適化するため、セキュ
リティと AWS IoT のデータ処理機能を維持したまま、コスト効率が向上します)。
AWS IoT がアクションを実行できるようにするには、AWS リソースに代わりにアクセスする許可を付与
する必要があります。アクションが実行されると、使用している AWS サービスの標準料金が発生しま
す。
目次
• AWS IoT ルールに必要なアクセスを付与する (p. 481)
• ロールのアクセス権限の適用 (p. 482)
•
•
•
•
•

AWS IoT ルールの作成 (p. 483)
ルールの表示 (p. 486)
ルールの削除 (p. 487)
AWS IoT ルールアクション (p. 487)
ルールのトラブルシューティング (p. 560)

• AWS IoT ルールを使用したクロスアカウントリソースへのアクセス (p. 560)
• エラー処理 (エラーアクション) (p. 566)
• 基本的な取り込みによるメッセージングコストの削減 (p. 568)
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• AWS IoT SQL リファレンス (p. 569)

AWS IoT ルールに必要なアクセスを付与する
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。

必要なアクセスを AWS IoT ルールに付与する IAM ロール および AWS IoT ポリシーを作成するに
は (AWS CLI)
1.

次の信頼ポリシードキュメントを iot-role-trust.json という名前のファイルに保存します。こ
のポリシーでは、ロールを適用するアクセス許可が AWS IoT に付与されます。
{

}

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

create-role コマンドを使用し、iot-role-trust.json ファイルを指定して IAM ロールを作成しま
す。
aws iam create-role --role-name my-iot-role --assume-role-policy-document file://iotrole-trust.json

このコマンドの出力は以下のようになります。
{

}

2.

"Role": {
"AssumeRolePolicyDocument": "url-encoded-json",
"RoleId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"CreateDate": "2015-09-30T18:43:32.821Z",
"RoleName": "my-iot-role",
"Path": "/",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-iot-role"
}

次の JSON を my-iot-policy.json という名前のファイルに保存します。
{

}

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

この JSON は、DynamoDB への管理者アクセス権を AWS IoT に付与するポリシードキュメントの例
です。
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create-policy コマンドを使用して、ロールの引き受け時に AWS リソースへのアクセス権を AWS IoT
に付与し、my-iot-policy.json ファイルを渡します。
aws iam create-policy --policy-name my-iot-policy --policy-document file://my-iotpolicy.json

AWS のポリシーで AWS IoT サービスへのアクセスを許可する方法については、「AWS IoT ルールの
作成 (p. 483)」を参照してください。
create-policy コマンドの出力には、ポリシーの ARN が含められます。このポリシーをロールにアタッ
チする必要があります。
{

}

3.

"Policy": {
"PolicyName": "my-iot-policy",
"CreateDate": "2015-09-30T19:31:18.620Z",
"AttachmentCount": 0,
"IsAttachable": true,
"PolicyId": "ZXR6A36LTYANPAI7NJ5UV",
"DefaultVersionId": "v1",
"Path": "/",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/my-iot-policy",
"UpdateDate": "2015-09-30T19:31:18.620Z"
}

ポリシーをロールにアタッチするには、attach-role-policy コマンドを使用します。
aws iam attach-role-policy --role-name my-iot-role --policy-arn
"arn:aws:iam::123456789012:policy/my-iot-policy"

ロールのアクセス権限の適用
ルール定義の一部として、ルールのアクションで指定されたリソースにアクセスする権限を付与する IAM
ロールがあります。ルールエンジンは、ルールのアクションがトリガーされたときに、そのロールを引き
受けます。ロールは、ルールと同じ AWS アカウント で定義する必要があります。
ルールを作成または置き換えるときに、実質的にロールをルールエンジンに渡します。このオペレーショ
ンを実行するユーザーには、iam:PassRole アクセス権限が必要です。このアクセス権限を確保するに
は、iam:PassRole アクセス許可を付与し、それを IAM ユーザーにアタッチするポリシーを作成しま
す。次のポリシーは、ロールに iam:PassRole 権限を付与する方法を示しています。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Stmt1",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::123456789012:role/myRole"
]
}
]
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このポリシー例では、iam:PassRole ロールに myRole 許可が付与されます。ロールは、ロールの ARN
を使用して指定されます。IAM ユーザーまたはユーザーに対応するロールに、このポリシーをアタッチす
る必要があります。詳細については、「管理ポリシーの使用」を参照してください。

Note
Lambda 関数ではリソースベースのポリシーが使用され、ポリシーが Lambda 関数自体に直接ア
タッチされます。Lambda 関数を呼び出すルールを作成する場合は、ロールを適用しないため、
ルールを作成するユーザーに iam:PassRole アクセス許可は必要ありません。Lambda 関数の認
証については、リソースポリシーを使用したアクセス許可の付与を参照してください。

AWS IoT ルールの作成
接続されているモノからのデータをルーティングするためのルールを設定できます。ルールには、次の内
容が含まれます。
ルール名
ルールの名前。

Note
ルールの名前に個人を特定できる名前や情報を使用することはお勧めしません。
説明 (オプション)
ルールに関してテキストで示された説明。

Note
ルールの説明に個人を特定できる名前や情報を使用することはお勧めしません。
SQL ステートメント
MQTT トピックで受け取ったメッセージをフィルター処理し、別の場所にデータを送るための単純な
SQL 構文。詳細については、「AWS IoT SQL リファレンス (p. 569)」を参照してください。
SQL のバージョン
ルールを評価する際に使用する SQL ルールエンジンのバージョン。このプロパティはオプションです
が、SQL バージョンを指定することを強くお勧めします。AWS IoT Core コンソールではこのプロパ
ティがデフォルトで 2016-03-23 に設定されています。AWS CLI コマンドや AWS CloudFormation
テンプレートなどで、このプロパティが設定されていない場合、2015-10-08 が使用されます。詳細
については、「SQL バージョン (p. 628)」を参照してください。
1 つ以上のアクション
ルールの実行時に AWS IoT によって行われるアクション。例えば、データを DynamoDB テーブルに
挿入する、データを Amazon S3 バケットに書き込む、Amazon SNS トピックに発行する、Lambda
関数を呼び出すなどのアクションを指定できます。
エラーアクション
アクション AWS IoT は、ルールのアクションを実行できないときに実行されます。
ルールを作成する際には、トピックに対して公開されるデータの量に注意してください。ワイルドカード
のトピックパターンが含まれるルールを作成すると、一致するメッセージの割合が大きくなる可能性が
あるため、場合によってはターゲットアクションに使用する AWS リソースの容量を増やす必要がありま
す。また、ワイルドカードのトピックパターンが含まれる再発行ルールを作成すると、循環ルールが作成
され、無限ループが発生する可能性があります。

Note
ルールの作成と更新は、管理者レベルの操作です。ルールを作成または更新するアクセス権限の
あるユーザーは、そのルールで処理されたデータにもアクセスできます。
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ルール (AWS CLI) を作成するには
ルールを作成するには、create-topic-rule コマンドを使用します。
aws iot create-topic-rule --rule-name myrule --topic-rule-payload file://myrule.json

以下のペイロードファイル例では、iot/test トピックに送信されたすべてのメッセージを指定の
DynamoDB テーブルに挿入するルールが指定されています。SQL ステートメントでメッセージがフィル
ター処理され、ロールの ARN によって DynamoDB テーブルへの書き込みアクセス許可が AWS IoT に付
与されます。
{

}

"sql": "SELECT * FROM 'iot/test'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [{
"dynamoDB": {
"tableName": "my-dynamodb-table",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-iot-role",
"hashKeyField": "topic",
"hashKeyValue": "${topic(2)}",
"rangeKeyField": "timestamp",
"rangeKeyValue": "${timestamp()}"
}
}]

以下のペイロードファイル例では、iot/test トピックに送信されたすべてのメッセージを指定の S3 バ
ケットに挿入するルールが指定されています。SQL ステートメントで、メッセージがフィルター処理さ
れ、ロールの ARN によって、 Amazon S3 バケットへの書き込みアクセス許可が、 AWS IoT に付与され
ます。
{

}

"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"sql": "SELECT * FROM 'iot/test'",
"ruleDisabled": false,
"actions": [
{
"s3": {
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_s3",
"bucketName": "my-bucket",
"key": "myS3Key"
}
}
]

以下のペイロードファイル例では、データを Amazon OpenSearch Service にプッシュするルールが指定
されています。
{

"sql":"SELECT *, timestamp() as timestamp FROM 'iot/test'",
"ruleDisabled":false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions":[
{
"elasticsearch":{
"roleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_es",
"endpoint":"https://my-endpoint",
"index":"my-index",
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}

]

}

}

"type":"my-type",
"id":"${newuuid()}"

以下のペイロードファイル例では、Lambda関数を呼び出すルールが指定されています。
{

"sql": "expression",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [{
"lambda": {
"functionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-lambdafunction"
}
}]
}

以下のペイロードファイル例では、Amazon SNS トピックに発行するルールが指定されています。
{

}

"sql": "expression",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [{
"sns": {
"targetArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-iot-role"
}
}]

以下のペイロードファイル例では、別の MQTT トピックに再発行するルールが指定されています。
{

}

"sql": "expression",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [{
"republish": {
"topic": "my-mqtt-topic",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-iot-role"
}
}]

以下のペイロードファイル例では、データを Amazon Kinesis Data Firehose ストリーミングにプッシュす
るルールが指定されています。
{

"sql": "SELECT * FROM 'my-topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [{
"firehose": {
"roleArn": ""arn:aws:iam::123456789012:role/my-iot-role",
"deliveryStreamName": "my-stream-name"
}
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}

以下のペイロードファイル例では、MQTT ペイロード内のデータが 1 として分類されると Amazon
Machine Learning の machinelearning_predict 関数を使用してトピックに再発行するルールが指定さ
れています。
{

"sql": "SELECT * FROM 'iot/test' where machinelearning_predict('my-model',
'arn:aws:iam::123456789012:role/my-iot-aml-role', *).predictedLabel=1",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [{
"republish": {
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-iot-role",
"topic": "my-mqtt-topic"
}
}]

}

以下は、Salesforce IoT クラウド入力ストリームにメッセージを発行するルールを持つペイロードファイ
ルの例です。
{

"sql": "expression",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [{
"salesforce": {
"token": "ABCDEFGHI123456789abcdefghi123456789",
"url": "https://ingestion-cluster-id.my-env.sfdcnow.com/streams/stream-id/
connection-id/my-event"
}
}]
}

以下のペイロードファイル例では、Step Functions ステートマシンの実行を開始するルールが指定されて
います。
{

}

"sql": "expression",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [{
"stepFunctions": {
"stateMachineName": "myCoolStateMachine",
"executionNamePrefix": "coolRunning",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-iot-role"
}
}]

ルールの表示
ルールをリスト表示するには、list-topic-rules コマンドを使用します。
aws iot list-topic-rules
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ルールに関する情報を取得するには、get-topic-rule コマンドを使用します。
aws iot get-topic-rule --rule-name myrule

ルールの削除
不要になったルールは、削除することができます。
ルール (AWS CLI) を削除するには
delete-topic-rule コマンドを使用して、ルールを削除します。
aws iot delete-topic-rule --rule-name myrule

AWS IoT ルールアクション
AWS IoT ルールアクションは、ルールがトリガーされたときに行う動作を指定します。Amazon
DynamoDB データベースへのデータの送信、Amazon Kinesis Data Streams へのデータの送信、AWS
Lambda 関数の呼び出しなどのアクションを定義できます。AWS IoT は、アクションのサービスを使用で
きる AWS リージョンで次のアクションをサポートします。
ルールアクション

説明

API での名前

Apache Kafka (p. 489)

Apache Kafka クラスターにメッ
セージを送信します。

kafka

CloudWatch アラーム (p. 496)

Amazon CloudWatch アラームの
状態を変更します。

cloudwatchAlarm

[CloudWatch Logs] (p. 498)

Amazon CloudWatch Logs に
メッセージを送信します。

cloudwatchLogs

CloudWatch メトリク
ス (p. 499)

CloudWatch メトリクスにメッ
セージを送信します。

cloudwatchMetric

DynamoDB (p. 501)

DynamoDB テーブルにメッセー
ジを送信します。

dynamoDB

DynamoDBv2 (p. 503)

DynamoDB テーブル内の複数の
列に、メッセージデータを送信
します。

dynamoDBv2

Elasticsearch (p. 504)

Amazon Elasticsearch Service エ
ンドポイントに、メッセージを
送信します。

elasticsearch

HTTP (p. 506)

HTTPS エンドポイントに、メッ
セージをポストします。

http

IoT Analytics (p. 533)

AWS IoT Analytics チャネルに
メッセージを送信します。

iotAnalytics

IoT Events (p. 535)

AWS IoT Events 入力にメッセー
ジを送信します。

iotEvents
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ルールアクション

説明

API での名前

IoT SiteWise (p. 536)

AWS IoT SiteWise アセットプロ
パティにメッセージデータを送
信します。

iotSiteWise

Kinesis Data Firehose (p. 540)

Kinesis Data Firehose 配信スト
リーミングにメッセージを送信
します。

firehose

Kinesis Data Streams (p. 542)

Kinesis データストリーミングに
メッセージを送信します。

kinesis

Lambda (p. 543)

メッセージデータを入力として
Lambda関数を呼び出します。

lambda

OpenSearch (p. 546)

Amazon OpenSearch Service エ
ンドポイントにメッセージを送
信します。

OpenSearch

Republish (p. 548)

メッセージを別の MQTT トピッ
クに再発行します。

republish

S3 (p. 549)

Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) バケットにメッ
セージを保存します。

s3

Salesforce IoT (p. 551)

Salesforce の IoT 入力ストリー
ミングにメッセージを送信しま
す。

salesforce

SNS (p. 551)

Amazon Simple Notification
Service (Amazon SNS) プッシュ
通知としてメッセージを発行し
ます。

sns

SQS (p. 553)

Amazon Simple Queue Service
(Amazon SQS) キューにメッ
セージを送信します。

sqs

Step Functions (p. 555)

AWS Step Functions ステートマ
シンを始動します。

stepFunctions

the section called
“Timestream” (p. 556)

Amazon Timestream データベー
ステーブルに、メッセージを送
信します。

timestream

メモ
• ルールアクションが、そのリソースと対話できるようにするために、別のサービスのリソース
と同じ AWS リージョン において、ルールを定義する必要があります。
• AWS IoT ルールエンジンは、断続的なエラーが発生した場合、アクションの実行を複数回試み
ることがあります。すべての試行が失敗すると、メッセージは破棄され、CloudWatch ログに
エラーが表示されます。障害が発生した後に呼び出される各ルールに対して、エラーアクショ
ンを指定できます。詳細については、「エラー処理 (エラーアクション) (p. 566)」を参照して
ください
• 一部のルールアクションは、AWS Key Management Service (AWS KMS) と統合されたサービ
スでアクションをトリガーして、保管時のデータ暗号化をサポートします。保管中のデータを
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暗号化するために、カスタマーマネージド AWS KMS key (KMS キー) を使用する場合は、サー
ビスが発信者に代わって KMS キーを使用する許可を持っている必要があります。カスタマー
マネージドKMSキー許可を管理する方法については、該当するサービスガイドのデータ暗号
化トピックを参照してください。カスタマーマネージド KMS キーの詳細については、[AWS
Key Management Service Developer Guide](デベロッパーガイド)の「AWS Key Management
Service concepts」（コンセプト）を参照してください。

Apache Kafka
Apache Kafka (Kafka) アクションは、データ分析と視覚化のために、Amazon Managed Streaming for
Apache Kafka (Amazon MSK) またはセルフマネージド Apache Kafka クラスターにメッセージを直接送信
します。

Note
このトピックでは、Apache Kafka プラットフォームおよび関連概念について精通していることを
前提としています。Apache Kafka の詳細については、「Apache Kafka」を参照してください。

要件
このルールアクションには、以下の要件があります。

• ec2:CreateNetworkInterface、ec2:DescribeNetworkInterfaces、ec2:CreateNetworkInterfacePerm
よび ec2:DescribeSecurityGroups のオペレーションを実行するために AWS IoT が引き受けるこ
とができる IAM ロール。このロールは、Kafka ブローカーに到達するために、Amazon Virtual Private
Cloud への伸縮自在なネットワークインターフェイスを作成および管理します。詳細については、
「AWS IoT ルールに必要なアクセスを付与する (p. 481)」を参照してください。
AWS IoT コンソールで、AWS IoT Core がこのルールアクションを実行できるようにするロールを選択
または作成できます。
ネットワークインターフェイスの詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの Elastic Network
Interface を参照してください。
指定したロールにアタッチされるポリシーは次の例のようになります。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeVpcAttribute",
"ec2:DescribeSecurityGroups"
],
"Resource": "*"
}
]

• AWS Secrets Manager を使用して Kafka ブローカーへの接続に必要な認証情報を保存す
る場合は、AWS IoT Core が secretsmanager:GetSecretValue オペレーションと
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secretsmanager:DescribeSecret オペレーションを実行するために引き受けることができる IAM
ロールを作成する必要があります。
指定したロールにアタッチされるポリシーは次の例のようになります。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:GetSecretValue",
"secretsmanager:DescribeSecret"
],
"Resource": [
"arn:aws:secretsmanager:region:123456789012:secret:kafka_client_truststore-*",
"arn:aws:secretsmanager:region:123456789012:secret:kafka_keytab-*"
]
}
]

}

• Amazon Virtual Private Cloud 内で Apache Kafka クラスターを実行できます。AWS IoT からパブリッ
クな Kafka クラスターにメッセージを転送するには、仮想プライベートクラウド (VPC) の送信先を作
成し、サブネットで NAT ゲートウェイを使用する必要があります。AWS IoT ルールエンジンは、VPC
送信先にリストされている各サブネットにネットワークインターフェイスを作成し、VPC に直接トラ
フィックをルーティングします。VPC 送信先を作成すると、AWS IoT ルールエンジンによって VPC
ルールアクションが自動的に作成されます。VPC ルールアクションの詳細については、Virtual private
cloud (仮想プライベートクラウド )(VPC) 送信先 (p. 494) を参照してください。
• 保管中のデータを暗号化するためにカスタマーマネージド AWS KMS key (KMS キー) を使用する場合
は、サービスが発信者に代わって KMS キーを使用する許可を持っている必要があります。詳細につい
ては、Amazon Managed Streaming for Apache Kafka デベロッパーガイドの Amazon MSK 暗号化を参
照してください。

パラメータ
このアクションで AWS IoT ルールを作成するときは、次の情報を指定する必要があります。
destinationArn
VPC 送信先の Amazon リソースネーム (ARN)。VPC 送信先の作成方法の詳細については、「Virtual
private cloud (仮想プライベートクラウド )(VPC) 送信先 (p. 494)」を参照してください。
トピック
Kafka のブローカーに送信されるメッセージの Kafka のトピック。
このフィールドは、置換テンプレートを使用して置換できます。詳細については、「the section
called “置換テンプレート” (p. 625)」を参照してください。
キー (オプション)
Kafka のメッセージキー
このフィールドは、置換テンプレートを使用して置換できます。詳細については、「the section
called “置換テンプレート” (p. 625)」を参照してください。
パーティション (オプション)
Kafka のメッセージパーティション。
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このフィールドは、置換テンプレートを使用して置換できます。詳細については、「the section
called “置換テンプレート” (p. 625)」を参照してください。
clientProperties
Apache Kafka プロデューサークライアントのプロパティを定義するオブジェクト。
acks (オプション)
リクエストが完了したとみなされる前に、プロデューサーがサーバーに受信することを求める確
認応答の数。
値として 0 を指定すると、プロデューサーはサーバーからの確認応答を待機しなくなります。
サーバーがメッセージを受信しない場合、プロデューサーはメッセージの送信を再試行しませ
ん。
有効な値: 0、1。デフォルト値は 1 です。
bootstrap.servers
Kafka クラスターへの初期接続を確立するために使用されるホストとポートのペア
(host1:port1、host2:port2 など) のリスト。
compression.type (optional)
プロデューサーによって生成されるすべてのデータの圧縮タイプ。
有効な値: none、gzip、snappy、lz4、zstd。デフォルト値は none です。
security.protocol
Kafka ブローカーにアタッチするために使用されるセキュリティプロトコル。
有効な値: SSL、SASL_SSL。デフォルト値は SSL です。
key.serializer
ProducerRecord で提供するキーオブジェクトをバイトに変換する方法を指定します。
有効な値: StringSerializer。
value.serializer
ProducerRecord で提供する値オブジェクトをバイトに変換する方法を指定します。
有効な値: ByteBufferSerializer。
ssl.truststore
base64 形式のトラストストアファイル、または AWS Secrets Manager 内のトラストストアファ
イルの場所。トラストストアが Amazon 認証機関 (CA) によって信頼されている場合は、この値
は必須ではありません。
このフィールドは置換テンプレートをサポートしています。Secrets Manager を使用して Kafka
ブローカーへの接続に必要な認証情報を保存する場合、get_secret SQL 関数を使用してこの
フィールドの値を取得できます。置換テンプレートの詳細については、「the section called “置
換テンプレート” (p. 625)」を参照してください。get_secret SQL 関数の詳細については、the
section called “get_secret(secretId, secretType, key, roleArn)” (p. 597) を参照してください。ト
ラストストアがファイル形式の場合は、SecretBinary パラメータを使用します。トラストスト
アが文字列の形式である場合は、SecretString パラメータを使用します。
この値の最大サイズは 65 KB です。
ssl.truststore.password
信頼ストアのパスワード。この値は、トラストストアのパスワードを作成した場合にのみ必要で
す。
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ssl.keystore
キーストアファイル。security.protocol の値として SSL を指定する場合、この値は必須で
す。
このフィールドは置換テンプレートをサポートしています。Secrets Manager を使用して、Kafka
ブローカーへの接続に必要な認証情報を保存する必要があります。get_secret SQL 関数を使用
して、このフィールドの値を取得します。置換テンプレートの詳細については、「the section
called “置換テンプレート” (p. 625)」を参照してください。get_secret SQL 関数の詳細について
は、the section called “get_secret(secretId, secretType, key, roleArn)” (p. 597) を参照してくだ
さい。SecretBinary パラメータを使用します。
ssl.keystore.password
キーストアファイルのストアパスワード。ssl.keystore の値を指定している場合、この値は必
須です。
このフィールドの値はプレーンテキストにすることができます。このフィールドは、代替テン
プレートもサポートします。Secrets Manager を使用して、Kafka ブローカーへの接続に必要
な認証情報を保存する必要があります。get_secret SQL 関数を使用して、このフィールドの
値を取得します。置換テンプレートの詳細については、「the section called “置換テンプレー
ト” (p. 625)」を参照してください。get_secret SQL 関数の詳細については、the section called
“get_secret(secretId, secretType, key, roleArn)” (p. 597) を参照してください。SecretString
パラメータを使用します。
ssl.key.password
キーストアファイル内のプライベートキーのパスワード。
このフィールドは置換テンプレートをサポートしています。Secrets Manager を使用して、Kafka
ブローカーへの接続に必要な認証情報を保存する必要があります。get_secret SQL 関数を使用
して、このフィールドの値を取得します。置換テンプレートの詳細については、「the section
called “置換テンプレート” (p. 625)」を参照してください。get_secret SQL 関数の詳細について
は、the section called “get_secret(secretId, secretType, key, roleArn)” (p. 597) を参照してくだ
さい。SecretString パラメータを使用します。
sasl.mechanism
Kafka のブローカーに接続するために使用されるセキュリティメカニズム。この値
は、security.protocol の SASL_SSL を指定する場合に必要です。
有効な値: PLAIN、SCRAM-SHA-512、GSSAPI。

Note
SCRAM-SHA-512 は、cn-north-1、cn-northwest-1、us-gov-east-1、および us-govwest-1 リージョンでサポートされている唯一のセキュリティメカニズムです。
sasl.plain.username
Secrets Manager からシークレット文字列を取得するために使用されるユーザー名。この値
は、security.protocol の SASL_SSL および sasl.mechanism の PLAIN を指定する場合に
必要です。
sasl.plain.password
Secrets Manager からシークレット文字列を取得するために使用されるパスワード。この値
は、security.protocol の SASL_SSL および sasl.mechanism の PLAIN を指定する場合に
必要です。
sasl.scram.username
Secrets Manager からシークレット文字列を取得するために使用されるユーザー名。この値
は、security.protocol の SASL_SSL および sasl.mechanism の SCRAM-SHA-512 を指定
する場合に必要です。
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sasl.scram.password
Secrets Manager からシークレット文字列を取得するために使用されるパスワード。この値
は、security.protocol の SASL_SSL および sasl.mechanism の SCRAM-SHA-512 を指定
する場合に必要です。
sasl.kerberos.keytab
Secrets Manager の Kerberos 認証用のキータブファイル。この値は、security.protocol の
SASL_SSL および sasl.mechanism の GSSAPI を指定する場合に必要です。
このフィールドは置換テンプレートをサポートしています。Secrets Manager を使用して、Kafka
ブローカーへの接続に必要な認証情報を保存する必要があります。get_secret SQL 関数を使用
して、このフィールドの値を取得します。置換テンプレートの詳細については、「the section
called “置換テンプレート” (p. 625)」を参照してください。get_secret SQL 関数の詳細について
は、the section called “get_secret(secretId, secretType, key, roleArn)” (p. 597) を参照してくだ
さい。SecretBinaryパラメータを使用します。
sasl.kerberos.service.name
Apache Kafka が実行される Kerberos プリンシパル名。この値は、security.protocol の
SASL_SSL および sasl.mechanism の GSSAPI を指定する場合に必要です。
sasl.kerberos.krb5.kdc
Apache Kafka プロデューサークライアントが接続するキー配布センター (KDC) のホスト名。こ
の値は、security.protocol の SASL_SSL および sasl.mechanism の GSSAPI を指定する
場合に必要です。
sasl.kerberos.krb5.realm
Apache Kafka プロデューサークライアントが接続する領域。この値は、security.protocol
の SASL_SSL および sasl.mechanism の GSSAPI を指定する場合に必要です。
sasl.kerberos.principal
Kerberos 対応サービスにアクセスするためのチケットを Kerberos が割り当てることができる一
意の Kerberos ID。この値は、security.protocol の SASL_SSL および sasl.mechanism の
GSSAPI を指定する場合に必要です。

例
次の JSON 例では、AWS IoT ルールで Apache Kafka アクションを定義します。
{
"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"kafka": {
"destinationArn": "arn:aws:iot:region:123456789012:ruledestination/
vpc/VPCDestinationARN",
"topic": "TopicName",
"clientProperties": {
"bootstrap.servers": "kafka.com:9092",
"security.protocol": "SASL_SSL",
"ssl.truststore": "${get_secret('kafka_client_truststore', 'SecretBinary',
'arn:aws:iam::123456789012:role/kafka-get-secret-role-name')}",
"ssl.truststore.password": "kafka password",
"sasl.mechanism": "GSSAPI",
"sasl.kerberos.service.name": "kafka",
"sasl.kerberos.krb5.kdc": "kerberosdns.com",
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"sasl.kerberos.keytab": "${get_secret('kafka_keytab',
'SecretBinary', 'arn:aws:iam::123456789012:role/kafka-get-secret-role-

name')}",

]

}

}

}

"sasl.kerberos.krb5.realm": "KERBEROSREALM",
"sasl.kerberos.principal": "kafka-keytab/kafka-keytab.com"

}

Kerberos セットアップに関する重要な注意事項
• キー配布センター (KDC) は、ターゲット VPC 内のプライベートドメインネームシステム (DNS) を介
して解決可能である必要があります。考えられる方法の 1 つは、KDC DNS エントリをプライベートホ
ストゾーンに追加することです。このアプローチの詳細については、「プライベートホストゾーンの使
用」を参照してください。
• 各 VPC で DNS 解決が有効になっている必要があります。詳細については、「Using DNS with Your
VPC」を参照してください。
• VPC 送信先のネットワークインターフェイスセキュリティグループとインスタンスレベルのセキュリ
ティグループは、次のポートで VPC 内からのトラフィックを許可する必要があります。
• ブートストラップブローカーのリスナーポート上の TCP トラフィック (通常は 9092 ですが、9000～
9100 の範囲内である必要があります)
• KDC のポート 88 の TCP および UDP トラフィック
• SCRAM-SHA-512 は、cn-north-1、cn-northwest-1、us-gov-east-1、および us-gov-west-1 リージョンで
サポートされている唯一のセキュリティメカニズムです。

Virtual private cloud (仮想プライベートクラウド )(VPC) 送信先
Apache Kafka ルールアクションは、データを Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) の Apache
Kafka クラスターにルーティングします。Apache Kafka ルールアクションで使用される VPC 設定は、
ルールアクションの VPC 送信先を指定すると自動的に有効になります。
VPC の送信先は、VPC 内のサブネットのリストに含まれています。ルールエンジンは、このリストで指
定する各サブネットで Elastic Network Interface を作成します。ネットワークインターフェイスの詳細につ
いては、Amazon EC2 ユーザーガイドの Elastic Network Interface を参照してください。

要件と考慮事項
• インターネット経由でパブリックエンドポイントを使用してアクセスされるセルフマネージド型
Apache Kafka クラスターを使用している場合。
• サブネット内のインスタンス用に NAT ゲートウェイを作成する必要があります。NAT ゲートウェイ
には、インターネットに接続できるパブリック IP アドレスがあるため、ルールエンジンがメッセージ
をパブリック Kafka クラスターに転送できます。
• NAT ゲートウェイの安価な代替手段として、VPC の宛先によって作成された Elastic Network
Interface (ENI) を使用して Elastic IP アドレスを割り当てることができます 使用するセキュリティグ
ループは、着信トラフィックをブロックするように設定する必要があります。

Note
VPC の宛先が無効になってから再度有効化されている場合は、Elastic IP を新しい ENI に再
度関連付ける必要があります。
• 30 日間連続してトラフィックを受信しなかった VPC トピックルールの送信先は、無効になります。
• VPC の送信先で使用されるリソースが変更された場合、送信先は無効になり、使用できなくなります。
494

AWS IoT Core デベロッパーガイド
Apache Kafka

• VPC の送信先を無効にする可能性のある変更には、使用しているVPC、サブネット、セキュリティグ
ループ、または使用されたロールの削除、必要なアクセス許可を失ったロールの変更、宛先の無効化な
どがあります。

料金
請求のために、リソースが VPC 内にある場合にリソースにメッセージを送信するアクションに加え
て、VPC ルールアクションが計測されます。料金については、AWS IoT Core料金を参照してください。

仮想プライベートクラウド (VPC) トピックルールの送信先の作成
Virtual Private Cloud (VPC)(仮想プライベートクラウド) の送信先は、CreateTopicRuleDestination API ま
たはAWS IoT Core コンソールを使用して作成します。
VPC 送信先を作成する場合は、次の情報を指定する必要があります。
vpcId
VPC 送信先の一意の ID。
subnetIds
ルールエンジンが Elastic Network Iinterfaces を作成するサブネットのリスト。ルールエンジンは、リ
スト内のサブネットごとに 1 つのネットワークインターフェイスを割り当てます。
securityGroups (オプション)
ネットワークインターフェイスに適用するセキュリティグループのリスト。
roleArn
ユーザーに代わってネットワークインターフェイスを作成するための許可を持つロールの Amazon リ
ソースネーム (ARN)。
この ARN には、次の例のようなポリシーがアタッチされている必要があります。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeVpcAttribute",
"ec2:DescribeSecurityGroups"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:ResourceTag/VPCDestinationENI": "true"
}
}
},
{
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}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateTags"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:CreateAction": "CreateNetworkInterface",
"aws:RequestTag/VPCDestinationENI": "true"
}
}

AWS CLI を使用した VPC 送信先の作成
以下の例は、AWS CLI を使用して VPC 送信先を作成する方法を示しています。

aws --region regions iot create-topic-rule-destination --destination-configuration
'vpcConfiguration={subnetIds=["subnet-123456789101230456"],securityGroups=[],vpcId="vpc123456789101230456",roleArn="arn:aws:iam::123456789012:role/role-name"}'

このコマンドを実行すると、VPC 送信先のステータスは、 IN_PROGRESS になります。数分後、そのス
テータスはERROR (コマンドが成功しなかった場合) または ENABLEDに変わります。送信先ステータスが
ENABLED の場合、使用可能です。
次のコマンドを使用して、VPC 送信先のステータスを取得できます。

aws --region region iot get-topic-rule-destination --arn "VPCDestinationARN"

AWS IoT Core コンソールを使用した VPC 送信先の作成
AWS IoT Core コンソールを使用して VPC 送信先を作成する方法について、次の手順で説明します。
1.

AWS IoT Coreコンソールに移動します。左のペインの Actタブで、[Destinations] (送信先) を選択しま
す。

2.

以下のフィールドに値を入力します。
• VPC ID

3.

• サブネット ID
• セキュリティグループ
ネットワークインターフェイスの作成に必要な許可を持つロールを選択します。上記のポリシー例に
は、これらの許可が含まれています。

VPC 送信先ステータスが、[ENABLED](有効) の場合、使用する準備ができています。

CloudWatch アラーム
CloudWatch アラーム (cloudWatchAlarm) アクションは、Amazon CloudWatch アラームの状態を変更し
ます。状態変更の理由と、この呼び出しでの値を指定できます。
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要件
このルールアクションには、以下の要件があります。
• cloudwatch:SetAlarmStateオペレーションを実行するためにAWS IoTが引き受けることができる
IAM ロール。詳細については、「AWS IoT ルールに必要なアクセスを付与する (p. 481)」を参照して
ください。
AWS IoT コンソールで、AWS IoTがこのルールアクションを実行できるようにするロールを選択または
作成できます。

パラメータ
このアクションで AWS IoT ルールを作成するときは、次の情報を指定する必要があります。
alarmName
CloudWatch アラーム名｡
置換テンプレート (p. 625)のサポート: API と AWS CLI のみ
stateReason
アラーム変更の理由。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
stateValue
アラーム状態の値。有効な値: OK、ALARM、INSUFFICIENT_DATA。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
roleArn
CloudWatch アラームへのアクセスを許可する IAM ロール。詳細については、「要件 (p. 497)」を参
照してください。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ

例
次の JSON 例は、AWS IoT ルールで CloudWatch アラームアクションを定義します。
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"cloudwatchAlarm": {
"alarmName": "IotAlarm",
"stateReason": "Temperature stabilized.",
"stateValue": "OK",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_cw"
}
}
]
}
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以下の資料も参照してください。
• Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch とは」
• Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch アラームの使用」

[CloudWatch Logs]
CloudWatch Logs (cloudwatchLogs) アクションは、データを Amazon CloudWatch Logs に送信しま
す。アクションがデータを送信するロググループを指定できます。

要件
このルールアクションには、以下の要件があります。
• logs:CreateLogStream、logs:DescribeLogStreams、および logs:PutLogEvents の各オ
ペレーションを実行するために AWS IoT が引き受けることができる IAM ロール。詳細については、
「AWS IoT ルールに必要なアクセスを付与する (p. 481)」を参照してください。
AWS IoTコンソールで、AWS IoT がこのルールアクションを実行できるようにするロールを選択または
作成できます。
• CloudWatch Logs のログデータを暗号化するためにカスタマーマネージド AWS KMS key (KMS キー)
を使用する場合は、サービスが発信者に代わって KMS キーを使用する許可を持っている必要がありま
す。詳しくは、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドのAWS KMS を使用して CloudWatch Logs の
ログデータを暗号化するを参照してください。

パラメータ
このアクションで AWS IoT ルールを作成するときは、次の情報を指定する必要があります。
logGroupName
アクションがデータを送信する CloudWatch ロググループ。
置換テンプレートのサポート (p. 625): API と AWS CLI のみ
roleArn
CloudWatch ロググループへのアクセスを許可する IAM ロール。詳細については、「要件 (p. 498)」
を参照してください。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ

例
次の JSON 例では、AWS IoT ルールで CloudWatch Logs アクションを定義します。
{

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"cloudwatchLogs": {
"logGroupName": "IotLogs",
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}

}

]

}

}

"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_cw"

以下の資料も参照してください。
• Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch Logs とは」

CloudWatch メトリクス
CloudWatch メトリクス (cloudwatchMetric) アクションは Amazon CloudWatch メトリクスを取得しま
す。メトリクスの名前空間、名前、値、単位、タイムスタンプを指定できます。

要件
このルールアクションには、以下の要件があります。
• cloudwatch:PutMetricDataオペレーションを実行するためにAWS IoTが引き受けることができる
IAM ロール。詳細については、「AWS IoT ルールに必要なアクセスを付与する (p. 481)」を参照して
ください。
AWS IoT コンソールで、AWS IoTがこのルールアクションを実行できるようにするロールを選択または
作成できます。

パラメータ
このアクションで AWS IoT ルールを作成するときは、次の情報を指定する必要があります。
metricName
CloudWatch メトリクス名前空間。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
metricNamespace
CloudWatch メトリクス名前空間。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
metricUnit
CloudWatch でサポートされているメトリクス単位。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
metricValue
CloudWatch メトリクス値を含む文字列。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
metricTimestamp
(オプション) タイムスタンプ (秒単位) を含む文字列 (Unix エポック時間)。デフォルトは現在の Unix
エポック時間です。
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置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
roleArn
CloudWatch メトリクスへのアクセスを許可する IAM ロール。詳細については、「要件 (p. 499)」を
参照してください。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ

例
次の JSON 例では、AWS IoT ルールで CloudWatch メトリクスアクションを定義します。
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"cloudwatchMetric": {
"metricName": "IotMetric",
"metricNamespace": "IotNamespace",
"metricUnit": "Count",
"metricValue": "1",
"metricTimestamp": "1456821314",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_cw"
}
}
]
}

次の JSON 例では、AWS IoT ルール内の置換テンプレートを使用して CloudWatch メトリクスアクション
を定義します。
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"cloudwatchMetric": {
"metricName": "${topic()}",
"metricNamespace": "${namespace}",
"metricUnit": "${unit}",
"metricValue": "${value}",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_cw"
}
}
]
}

以下の資料も参照してください。
• Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch とは」
• Amazon CloudWatch ユーザーガイドの Amazon CloudWatch メトリクスの使用
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DynamoDB
DynamoDB (dynamoDB) アクションは、MQTT メッセージの全部または一部を Amazon DynamoDB テー
ブルに書き込みます。
DynamoDB アクションでルールを作成してテストする方法を示すチュートリアルに従うことができます。
詳細については、「チュートリアル: デバイスデータの DynamoDB テーブルへの保存 (p. 211)」を参照し
てください。

Note
このルールは、JSON 以外のデータをバイナリデータとして DynamoDB に書き込みま
す。DynamoDB コンソールでは、base64 でエンコードされたテキストとしてデータが表示され
ます。

要件
このルールアクションには、以下の要件があります。
• dynamodb:PutItemオペレーションを実行するためにAWS IoTが引き受けることができる IAM ロー
ル。詳細については、「AWS IoT ルールに必要なアクセスを付与する (p. 481)」を参照してくださ
い。
AWS IoT コンソールで、AWS IoT がこのルールアクションを実行できるようにするロールを選択または
作成できます。
• DynamoDB 内の保管中のデータを暗号化するためにカスタマーマネージド AWS KMS key (KMS キー)
を使用する場合は、サービスが発信者に代わって KMS キーを使用する許可を持っている必要がありま
す。詳細については、[Amazon DynamoDB Getting Started Guide](Amazon DynamoDB 開始方法ガイド)
の[Customer Managed KMS key](カスタマー管理の CMK) を参照してください。

パラメータ
このアクションで AWS IoT ルールを作成するときは、次の情報を指定する必要があります。
tableName
DynamoDB テーブルの名前。
置換テンプレートのサポート (p. 625): API と AWS CLI のみ
hashKeyField
ハッシュキー (パーティションキーとも呼ばれます) の名前。
置換テンプレートのサポート (p. 625): API と AWS CLI のみ
hashKeyType
(オプション) ハッシュキー (パーティションキーとも呼ばれます) のデータ型。有効な値:
STRING、NUMBER。
置換テンプレートのサポート (p. 625): API と AWS CLI のみ
hashKeyValue
ハッシュキーの値。${topic()} や ${timestamp()} などの置換テンプレートの使用を検討してく
ださい。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
rangeKeyField
(オプション) 範囲キー (ソートキーとも呼ばれます) の名前。
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置換テンプレートのサポート (p. 625): API と AWS CLI のみ
rangeKeyType
(オプション) 範囲キー (ソートキーとも呼ばれます) のデータ型。有効な値: STRING、NUMBER。
置換テンプレートのサポート (p. 625): API と AWS CLI のみ
rangeKeyValue
(オプション) 範囲キーの値。${topic()} や ${timestamp()} などの置換テンプレートの使用を検
討してください。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
payloadField
(オプション) ペイロードが書き込まれる列の名前。この値を省略した場合、ペイロードは payload
という名前の列に書き込まれます。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
operation
(オプション) 実行する操作の種類。有効な値: INSERT、UPDATE、DELETE。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
roleARN
DynamoDB テーブルへのアクセスを許可する IAM ロール。詳細については、「要件 (p. 501)」を参
照してください。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ
DynamoDB テーブルに書き込まれるデータは、ルールの SQL ステートメントの結果です。

例
次の JSON 例では、AWS IoT ルールで DynamoDB アクションを定義します。
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * AS message FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"dynamoDB": {
"tableName": "my_ddb_table",
"hashKeyField": "key",
"hashKeyValue": "${topic()}",
"rangeKeyField": "timestamp",
"rangeKeyValue": "${timestamp()}",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_dynamoDB"
}
}
]
}

以下の資料も参照してください。
• Amazon DynamoDB デベロッパーガイドのAmazon DynamoDB とは?
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• Amazon DynamoDB デベロッパーガイドの DynamoDB の開始方法
• チュートリアル: デバイスデータの DynamoDB テーブルへの保存 (p. 211)

DynamoDBv2
DynamoDBv2 (dynamoDBv2) アクションは、MQTT メッセージの全部または一部を Amazon DynamoDB
テーブルに書き込みます。ペイロードの各属性は、DynamoDB データベースの個別の列に書き込まれま
す。

要件
このルールアクションには、以下の要件があります。
• dynamodb:PutItemオペレーションを実行するためにAWS IoTが引き受けることができる IAM ロー
ル。詳細については、「AWS IoT ルールに必要なアクセスを付与する (p. 481)」を参照してくださ
い。
AWS IoT コンソールで、AWS IoT がこのルールアクションを実行できるようにするロールを選択または
作成できます。
• MQTT メッセージのペイロードは、定義されている場合、テーブルのプライマリパーティションキーお
よびテーブルのプライマリソートキーに一致するルートレベルキーが含まれる必要があります。
• DynamoDB 内の保管中のデータを暗号化するためにカスタマーマネージド AWS KMS key (KMS キー)
を使用する場合は、サービスが発信者に代わって KMS キーを使用する許可を持っている必要がありま
す。詳細については、[Amazon DynamoDB Getting Started Guide](Amazon DynamoDB 開始方法ガイド)
の[Customer Managed KMS key](カスタマー管理の CMK) を参照してください。

パラメータ
このアクションで AWS IoT ルールを作成するときは、次の情報を指定する必要があります。
putItem
メッセージデータを書き込む DynamoDB テーブルを指定するオブジェクト。このオブジェクトに
は、次の情報が含まれている必要があります。
tableName
DynamoDB テーブルの名前。
置換テンプレートのサポート (p. 625): API と AWS CLI のみ
roleARN
DynamoDB テーブルへのアクセスを許可する IAM ロール。詳細については、「要件 (p. 503)」を参
照してください。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ
DynamoDB テーブルに書き込まれるデータは、ルールの SQL ステートメントの結果です。

例
次の JSON 例では、AWS IoT ルールで DynamoDBv2 アクションを定義します。
{
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}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * AS message FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"dynamoDBv2": {
"putItem": {
"tableName": "my_ddb_table"
},
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_dynamoDBv2",
}
}
]
}

次の JSON 例では、AWS IoT ルール内の置換テンプレートを使用して DynamoDB アクションを定義しま
す。
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2015-10-08",
"actions": [
{
"dynamoDBv2": {
"putItem": {
"tableName": "${topic()}"
},
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_dynamoDBv2"
}
}
]
}

以下の資料も参照してください。
• Amazon DynamoDB デベロッパーガイドのAmazon DynamoDB とは?
• Amazon DynamoDB デベロッパーガイドの DynamoDB の開始方法

Elasticsearch
Elasticsearch (elasticsearch) アクションは、Amazon OpenSearch Service ドメインに MQTT
メッセージのデータを書き込みます。その後、OpenSearch Dashboards などのツールを使用し
て、OpenSearch Service のデータをクエリおよび視覚化できます。

Warning
Elasticsearchアクションは、既存のルールアクションのみで使用できます。新しいルールア
クションを作成したり、既存のルールアクションを更新したりするには、OpenSearchルールア
クションを代わりに使用します。詳細については、「OpenSearch (p. 546)」を参照してくださ
い。

要件
このルールアクションには、以下の要件があります。
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• es:ESHttpPutオペレーションを実行するためにAWS IoTが引き受けることができる IAM ロール。詳細
については、「AWS IoT ルールに必要なアクセスを付与する (p. 481)」を参照してください。
AWS IoT コンソールで、AWS IoTがこのルールアクションを実行できるようにするロールを選択または
作成できます。
• OpenSearch 内の保管中のデータを暗号化するためにカスタマーマネージド AWS KMS key (KMS キー)
を使用する場合は、サービスが発信者に代わって KMS キーを使用する許可を持っている必要があり
ます。詳細については、Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイドの「Amazon OpenSearch
Service の保管中のデータの暗号化」を参照してください。

パラメータ
このアクションで AWS IoT ルールを作成するときは、次の情報を指定する必要があります。
endpoint
サービスドメインのエンドポイント。
置換テンプレート (p. 625)のサポート: API とAWS CLI のみ
index
データを保存したい インデックス。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
type
保存するドキュメントのタイプ。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
id
各ドキュメントの一意の識別子。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
roleARN
OpenSearch Service ドメインへのアクセスを許可する IAM ロール。詳細については、「要
件 (p. 504)」を参照してください。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ

例
次の JSON 例では、AWS IoT ルールで Elasticsearch アクションを定義し、elasticsearch アクション
に対してフィールドを指定する方法を定義します。詳しくは、ElasticsearchAction を参照してください。
{

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT *, timestamp() as timestamp FROM 'iot/test'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"elasticsearch": {
"endpoint": "https://my-endpoint",
"index": "my-index",
"type": "my-type",
"id": "${newuuid()}",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_es"
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}

}

]

}

}

次の JSON 例では、AWS IoT ルールで置換テンプレートを使用して Elasticsearch アクションを定義しま
す。
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"elasticsearch": {
"endpoint": "https://my-endpoint",
"index": "${topic()}",
"type": "${type}",
"id": "${newuuid()}",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_es"
}
}
]
}

以下も参照してください。
• OpenSearch (p. 546)
• Amazon OpenSearch Service とは

HTTP
HTTPS (http) アクションは、ウェブアプリケーションまたはサービスに MQTT メッセージのデータを送
信します。

要件
このルールアクションには、以下の要件があります。
• ルールエンジンが HTTPS エンドポイントを使用する前に、それらの HTTPS エンドポイントを確認し
て有効にする必要があります。詳細については、「HTTP トピックルール送信先の使用 (p. 508)」を参
照してください。

パラメータ
このアクションで AWS IoT ルールを作成するときは、次の情報を指定する必要があります。
url
HTTP POST メソッドを使用してメッセージを送信する HTTPS エンドポイント。ホスト名の代わり
に IP アドレスを使用する場合は、IPv4 アドレスである必要があります。IPv6 アドレスはサポートさ
れません。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
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confirmationUrl
(オプション) 指定した場合、AWS IoT は確認 URL を使用して、一致するトピックルールの送信先を
作成します。トピックルールの送信先は、HTTPS アクションで使用する前に有効にする必要がありま
す。詳細については、「HTTP トピックルール送信先の使用 (p. 508)」を参照してください。置換テ
ンプレートを使用する場合、http アクションを使用する前に手動でトピックルールの送信先を作成
する必要があります。confirmationUrl は url のプレフィックスである必要があります。
url との関係および confirmationUrl は、次のように記述されます。
• url がハードコード化され、confirmationUrl が指定されていない場合、url フィールドは暗黙
的に confirmationUrl として扱われます。AWS IoT は、url のトピックルールの送信先を作成
します。
• url と confirmationUrl がハードコード化されている場合は、url は confirmationUrl で始
まる必要があります。AWS IoT は confirmationUrl のトピックルールの送信先を作成します。
• url に置換テンプレートが含まれている場合は、confirmationUrl を指定し、url は
confirmationUrl で始まる必要があります。confirmationUrl に置換テンプレートが含
まれている場合、http アクションを使用する前に手動でトピックルールの送信先を作成する
必要があります。confirmationUrl に置換テンプレートが含まれていない場合、AWS IoT は
confirmationUrl のトピックルールの送信先を作成します。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
headers
(オプション) エンドポイントへの HTTP リクエストに含めるヘッダーのリスト。各ヘッダーには、以
下の情報が必要です。
key
ヘッダーのキー。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ
value
ヘッダーの値
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい

Note
ペイロードが JSON 形式の場合、デフォルトのコンテンツタイプは application/json です。そ
れ以外の場合は、application/octet-stream です。キー content-type (大文字と小文字を区別し
ない) でヘッダー内の正確なコンテンツタイプを指定することで、上書きできます。
auth
(オプション) url 引数で指定されたエンドポイント URL に接続するためにルールエンジンが使用
する認証。現在、サポートされている認証タイプは署名バージョン 4 のみです。詳細については、
「HTTP 認証」を参照してください。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ

例
以下の JSON 例では、HTTPS アクションを持つ AWS IoT ルールを定義します。
{

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
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}

}

"actions": [
{
"http": {
"url": "https://www.example.com/subpath",
"confirmationUrl": "https://www.example.com",
"headers": [
{
"key": "static_header_key",
"value": "static_header_value"
},
{
"key": "substitutable_header_key",
"value": "${value_from_payload}"
}
]
}
}
]

HTTP アクションの再試行ロジック
AWS IoT ルールエンジンは、次のルールに従って HTTPS アクションを再試行します：
• ルールエンジンは、1 回以上メッセージの送信を試みます。
• ルールエンジンは、最大で 2 回再試行します。最大試行回数は 3 回です。
• 次の場合、ルールエンジンは再試行を試行しません。
• 前回の試行で 16384 バイトを超える応答が提供された場合。
• ダウンストリームウェブサービスまたはアプリケーションが試行後に TCP 接続を閉じた場合。
• 再試行を含むリクエストを完了するための合計時間が、リクエストタイムアウト制限を超えた場合。
• リクエストが 429、500～599 以外の HTTP ステータスコードを返した場合。

Note
再試行には、標準データ転送コストが適用されます。

以下の資料も参照してください。
• HTTP トピックルール送信先の使用 (p. 508)
• Internet of Things on AWS ブログの Route data directly from AWS IoT Core to your web services

HTTP トピックルール送信先の使用
HTTP トピックルールの送信先は、ルールエンジンがトピックルールからデータをルーティングできる
ウェブサービスです。AWS IoT Coreリソースは、AWS IoTのウェブサービスを説明します。トピックルー
ルの送信先のリソースは、異なるルールで共有できます。
AWS IoT Coreが別のウェブサービスにデータを送信する前に、それは、サービスのエンドポイントにアク
セスできることを確認する必要があります。

HTTP トピックルールの送信先の概要
HTTP トピックルールの送信先とは、確認 URL と 1 つ、または複数のデータ収集 URL をサポートする
ウェブサービスを指します。HTTP トピックルールの送信先リソースには、Web サービスの確認 URL が
含まれています。HTTP トピックルールアクションを設定するときは、データを受信するエンドポイン
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トの実際のURL と、ウェブサービスの確認 URL を指定します。送信先が確認されると、トピックルール
は、SQL ステートメントの結果を HTTPS エンドポイントに送信します (確認 URL ではない)。
HTTP トピックルール送信先の状態は、以下のいずれかになります：
有効
送信先は確認済みで、ルールアクションによって使用できます。送信先をルールで使用するには、送
信先は、ENABLEDの状態である必要があります。有効にできるのは、「DISABLED」ステータスの送
信先のみです。
無効
送信先は確認されましたが、ルールアクションでは使用できません。これは、確認プロセスを再度実
行することなく、エンドポイントへのトラフィックを一時的に防止する場合に便利です。無効にでき
るのは、有効ステータスの送信先のみです。
IN_PROGRESS
送信先の確認は進行中です。
ERROR
送信先の確認がタイムアウトしました。
HTTP トピックルール送信先が確認されて有効化されると、アカウントのどのルールでも使用できるよう
になります。
次のセクションでは、HTTP トピックルールの送信先に関する一般的なアクションについて説明します。

HTTP トピックルールの送信先の作成と確認
HTTP トピックルール送信先は、CreateTopicRuleDestination オペレーションを呼び出す、または
AWS IoT コンソールを使用することによって作成します。
送信先を作成した後、AWS IoTは、確認リクエストを確認 URL に送信します。確認リクエストの形式は次
のとおりです。
HTTP POST {confirmationUrl}/?confirmationToken={confirmationToken}
Headers:
x-amz-rules-engine-message-type: DestinationConfirmation
x-amz-rules-engine-destination-arn:"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:ruledestination/
http/7a280e37-b9c6-47a2-a751-0703693f46e4"
Content-Type: application/json
Body:
{
"arn":"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:ruledestination/http/7a280e37-b9c6-47a2a751-0703693f46e4",
"confirmationToken": "AYADeMXLrPrNY2wqJAKsFNn-…NBJndA",
"enableUrl": "https://iot.us-east-1.amazonaws.com/confirmdestination/
AYADeMXLrPrNY2wqJAKsFNn-…NBJndA",
"messageType": "DestinationConfirmation"
}

確認リクエストの内容には、以下の情報が含まれます。
arn
確認するトピックルール送信先の Amazon リソースネーム (ARN)。
confirmationToken
AWS IoT Coreによって送信された確認トークン。この例のトークンは切り捨てられます。トークンは
長くなります。AWS IoT Coreで目的地を確認するには、このトークンが必要です。
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enableUrl
トピックルールの送信先を確認するために参照する URL。
messageType
メッセージのタイプ。
エンドポイントの確認プロセスを完了するには、確認 URL が確認リクエストを受信した後、次のいずれか
の操作を行う必要があります。
• 確認リクエストでenableUrl を呼び出してから、UpdateTopicRuleDestination を呼び出してト
ピックルールのステータスを ENABLED に設定します。
• ConfirmTopicRuleDestination オペレーションを呼び出して、確認リクエストからの
confirmationToken を渡します。
• confirmationToken をコピーし、AWS IoT コンソールで送信先の確認ダイアログに貼り付けます。

新しい確認リクエストの送信
送信先の新しい確認メッセージをトリガーするには、UpdateTopicRuleDestination を呼び出 して、
トピックルールの送信先のステータスを IN_PROGRESS に設定します。
新しい確認リクエストを送信した後、確認プロセスを繰り返す必要があります

トピックルールの送信先の無効化
送信先を無効にするには、UpdateTopicRuleDestinationを呼び出して、トピックルールの送信先のス
テータスを DISABLED に設定します。無効状態のトピックルールは、新しい確認要求を送信しなくても、
再度有効にすることができます。
トピックルールの送信先を削除するには、DeleteTopicRuleDestination を呼び出します。

トピックルールの送信先の HTTPS エンドポイントでサポートされている認証機
関
トピックルールの送信先の HTTPS エンドポイントでは、次の証明機関がサポートされています。
Alias name: swisssignplatinumg2ca
Certificate fingerprints:
MD5: C9:98:27:77:28:1E:3D:0E:15:3C:84:00:B8:85:03:E6
SHA1: 56:E0:FA:C0:3B:8F:18:23:55:18:E5:D3:11:CA:E8:C2:43:31:AB:66
SHA256:
3B:22:2E:56:67:11:E9:92:30:0D:C0:B1:5A:B9:47:3D:AF:DE:F8:C8:4D:0C:EF:7D:33:17:B4:C1:82:1D:14:36
Alias name: hellenicacademicandresearchinstitutionsrootca2011
Certificate fingerprints:
MD5: 73:9F:4C:4B:73:5B:79:E9:FA:BA:1C:EF:6E:CB:D5:C9
SHA1: FE:45:65:9B:79:03:5B:98:A1:61:B5:51:2E:AC:DA:58:09:48:22:4D
SHA256:
BC:10:4F:15:A4:8B:E7:09:DC:A5:42:A7:E1:D4:B9:DF:6F:05:45:27:E8:02:EA:A9:2D:59:54:44:25:8A:FE:71
Alias name: teliasonerarootcav1
Certificate fingerprints:
MD5: 37:41:49:1B:18:56:9A:26:F5:AD:C2:66:FB:40:A5:4C
SHA1: 43:13:BB:96:F1:D5:86:9B:C1:4E:6A:92:F6:CF:F6:34:69:87:82:37
SHA256:
DD:69:36:FE:21:F8:F0:77:C1:23:A1:A5:21:C1:22:24:F7:22:55:B7:3E:03:A7:26:06:93:E8:A2:4B:0F:A3:89
Alias name: geotrustprimarycertificationauthority
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Certificate fingerprints:
MD5: 02:26:C3:01:5E:08:30:37:43:A9:D0:7D:CF:37:E6:BF
SHA1: 32:3C:11:8E:1B:F7:B8:B6:52:54:E2:E2:10:0D:D6:02:90:37:F0:96
SHA256:
37:D5:10:06:C5:12:EA:AB:62:64:21:F1:EC:8C:92:01:3F:C5:F8:2A:E9:8E:E5:33:EB:46:19:B8:DE:B4:D0:6C
Alias name: trustisfpsrootca
Certificate fingerprints:
MD5: 30:C9:E7:1E:6B:E6:14:EB:65:B2:16:69:20:31:67:4D
SHA1: 3B:C0:38:0B:33:C3:F6:A6:0C:86:15:22:93:D9:DF:F5:4B:81:C0:04
SHA256:
C1:B4:82:99:AB:A5:20:8F:E9:63:0A:CE:55:CA:68:A0:3E:DA:5A:51:9C:88:02:A0:D3:A6:73:BE:8F:8E:55:7D
Alias name: quovadisrootca3g3
Certificate fingerprints:
MD5: DF:7D:B9:AD:54:6F:68:A1:DF:89:57:03:97:43:B0:D7
SHA1: 48:12:BD:92:3C:A8:C4:39:06:E7:30:6D:27:96:E6:A4:CF:22:2E:7D
SHA256:
88:EF:81:DE:20:2E:B0:18:45:2E:43:F8:64:72:5C:EA:5F:BD:1F:C2:D9:D2:05:73:07:09:C5:D8:B8:69:0F:46
Alias name: buypassclass2ca
Certificate fingerprints:
MD5: 46:A7:D2:FE:45:FB:64:5A:A8:59:90:9B:78:44:9B:29
SHA1: 49:0A:75:74:DE:87:0A:47:FE:58:EE:F6:C7:6B:EB:C6:0B:12:40:99
SHA256:
9A:11:40:25:19:7C:5B:B9:5D:94:E6:3D:55:CD:43:79:08:47:B6:46:B2:3C:DF:11:AD:A4:A0:0E:FF:15:FB:48
Alias name: secureglobalca
Certificate fingerprints:
MD5: CF:F4:27:0D:D4:ED:DC:65:16:49:6D:3D:DA:BF:6E:DE
SHA1: 3A:44:73:5A:E5:81:90:1F:24:86:61:46:1E:3B:9C:C4:5F:F5:3A:1B
SHA256:
42:00:F5:04:3A:C8:59:0E:BB:52:7D:20:9E:D1:50:30:29:FB:CB:D4:1C:A1:B5:06:EC:27:F1:5A:DE:7D:AC:69
Alias name: chunghwaepkirootca
Certificate fingerprints:
MD5: 1B:2E:00:CA:26:06:90:3D:AD:FE:6F:15:68:D3:6B:B3
SHA1: 67:65:0D:F1:7E:8E:7E:5B:82:40:A4:F4:56:4B:CF:E2:3D:69:C6:F0
SHA256:
C0:A6:F4:DC:63:A2:4B:FD:CF:54:EF:2A:6A:08:2A:0A:72:DE:35:80:3E:2F:F5:FF:52:7A:E5:D8:72:06:DF:D5
Alias name: verisignclass2g2ca
Certificate fingerprints:
MD5: 2D:BB:E5:25:D3:D1:65:82:3A:B7:0E:FA:E6:EB:E2:E1
SHA1: B3:EA:C4:47:76:C9:C8:1C:EA:F2:9D:95:B6:CC:A0:08:1B:67:EC:9D
SHA256:
3A:43:E2:20:FE:7F:3E:A9:65:3D:1E:21:74:2E:AC:2B:75:C2:0F:D8:98:03:05:BC:50:2C:AF:8C:2D:9B:41:A1
Alias name: szafirrootca2
Certificate fingerprints:
MD5: 11:64:C1:89:B0:24:B1:8C:B1:07:7E:89:9E:51:9E:99
SHA1: E2:52:FA:95:3F:ED:DB:24:60:BD:6E:28:F3:9C:CC:CF:5E:B3:3F:DE
SHA256:
A1:33:9D:33:28:1A:0B:56:E5:57:D3:D3:2B:1C:E7:F9:36:7E:B0:94:BD:5F:A7:2A:7E:50:04:C8:DE:D7:CA:FE
Alias name: quovadisrootca1g3
Certificate fingerprints:
MD5: A4:BC:5B:3F:FE:37:9A:FA:64:F0:E2:FA:05:3D:0B:AB
SHA1: 1B:8E:EA:57:96:29:1A:C9:39:EA:B8:0A:81:1A:73:73:C0:93:79:67
SHA256:
8A:86:6F:D1:B2:76:B5:7E:57:8E:92:1C:65:82:8A:2B:ED:58:E9:F2:F2:88:05:41:34:B7:F1:F4:BF:C9:CC:74
Alias name: utndatacorpsgcca
Certificate fingerprints:
MD5: B3:A5:3E:77:21:6D:AC:4A:C0:C9:FB:D5:41:3D:CA:06
SHA1: 58:11:9F:0E:12:82:87:EA:50:FD:D9:87:45:6F:4F:78:DC:FA:D6:D4
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SHA256:
85:FB:2F:91:DD:12:27:5A:01:45:B6:36:53:4F:84:02:4A:D6:8B:69:B8:EE:88:68:4F:F7:11:37:58:05:B3:48
Alias name: autoridaddecertificacionfirmaprofesionalcifa62634068
Certificate fingerprints:
MD5: 73:3A:74:7A:EC:BB:A3:96:A6:C2:E4:E2:C8:9B:C0:C3
SHA1: AE:C5:FB:3F:C8:E1:BF:C4:E5:4F:03:07:5A:9A:E8:00:B7:F7:B6:FA
SHA256:
04:04:80:28:BF:1F:28:64:D4:8F:9A:D4:D8:32:94:36:6A:82:88:56:55:3F:3B:14:30:3F:90:14:7F:5D:40:EF
Alias name: securesignrootca11
Certificate fingerprints:
MD5: B7:52:74:E2:92:B4:80:93:F2:75:E4:CC:D7:F2:EA:26
SHA1: 3B:C4:9F:48:F8:F3:73:A0:9C:1E:BD:F8:5B:B1:C3:65:C7:D8:11:B3
SHA256:
BF:0F:EE:FB:9E:3A:58:1A:D5:F9:E9:DB:75:89:98:57:43:D2:61:08:5C:4D:31:4F:6F:5D:72:59:AA:42:16:12
Alias name: amazon-ca-g4-acm2
Certificate fingerprints:
MD5: B2:F1:03:2B:93:64:05:80:B8:A8:17:36:B9:1B:52:3C
SHA1: A7:E6:45:32:1F:7A:B7:AD:C0:70:EA:73:5F:AB:ED:C3:DA:B4:D0:C8
SHA256:
D7:A8:7C:69:95:D0:E2:04:2A:32:70:A7:E2:87:FE:A7:E8:F4:C1:70:62:F7:90:C3:EB:BB:53:F2:AC:39:26:BE
Alias name: isrgrootx1
Certificate fingerprints:
MD5: 0C:D2:F9:E0:DA:17:73:E9:ED:86:4D:A5:E3:70:E7:4E
SHA1: CA:BD:2A:79:A1:07:6A:31:F2:1D:25:36:35:CB:03:9D:43:29:A5:E8
SHA256:
96:BC:EC:06:26:49:76:F3:74:60:77:9A:CF:28:C5:A7:CF:E8:A3:C0:AA:E1:1A:8F:FC:EE:05:C0:BD:DF:08:C6
Alias name: amazon-ca-g4-acm1
Certificate fingerprints:
MD5: E2:F1:18:19:61:5C:43:E0:D4:A8:5D:0B:FA:7C:89:1B
SHA1: F2:0D:28:B6:29:C2:2C:5E:84:05:E6:02:4D:97:FE:8F:A0:84:93:A0
SHA256:
B0:11:A4:F7:29:6C:74:D8:2B:F5:62:DF:87:D7:28:C7:1F:B5:8C:F4:E6:73:F2:78:FC:DA:F3:FF:83:A6:8C:87
Alias name: etugracertificationauthority
Certificate fingerprints:
MD5: B8:A1:03:63:B0:BD:21:71:70:8A:6F:13:3A:BB:79:49
SHA1: 51:C6:E7:08:49:06:6E:F3:92:D4:5C:A0:0D:6D:A3:62:8F:C3:52:39
SHA256:
B0:BF:D5:2B:B0:D7:D9:BD:92:BF:5D:4D:C1:3D:A2:55:C0:2C:54:2F:37:83:65:EA:89:39:11:F5:5E:55:F2:3C
Alias name: geotrustuniversalca2
Certificate fingerprints:
MD5: 34:FC:B8:D0:36:DB:9E:14:B3:C2:F2:DB:8F:E4:94:C7
SHA1: 37:9A:19:7B:41:85:45:35:0C:A6:03:69:F3:3C:2E:AF:47:4F:20:79
SHA256:
A0:23:4F:3B:C8:52:7C:A5:62:8E:EC:81:AD:5D:69:89:5D:A5:68:0D:C9:1D:1C:B8:47:7F:33:F8:78:B9:5B:0B
Alias name: digicertglobalrootca
Certificate fingerprints:
MD5: 79:E4:A9:84:0D:7D:3A:96:D7:C0:4F:E2:43:4C:89:2E
SHA1: A8:98:5D:3A:65:E5:E5:C4:B2:D7:D6:6D:40:C6:DD:2F:B1:9C:54:36
SHA256:
43:48:A0:E9:44:4C:78:CB:26:5E:05:8D:5E:89:44:B4:D8:4F:96:62:BD:26:DB:25:7F:89:34:A4:43:C7:01:61
Alias name: staatdernederlandenevrootca
Certificate fingerprints:
MD5: FC:06:AF:7B:E8:1A:F1:9A:B4:E8:D2:70:1F:C0:F5:BA
SHA1: 76:E2:7E:C1:4F:DB:82:C1:C0:A6:75:B5:05:BE:3D:29:B4:ED:DB:BB
SHA256:
4D:24:91:41:4C:FE:95:67:46:EC:4C:EF:A6:CF:6F:72:E2:8A:13:29:43:2F:9D:8A:90:7A:C4:CB:5D:AD:C1:5A
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Alias name: utnuserfirstclientauthemailca
Certificate fingerprints:
MD5: D7:34:3D:EF:1D:27:09:28:E1:31:02:5B:13:2B:DD:F7
SHA1: B1:72:B1:A5:6D:95:F9:1F:E5:02:87:E1:4D:37:EA:6A:44:63:76:8A
SHA256:
43:F2:57:41:2D:44:0D:62:74:76:97:4F:87:7D:A8:F1:FC:24:44:56:5A:36:7A:E6:0E:DD:C2:7A:41:25:31:AE
Alias name: actalisauthenticationrootca
Certificate fingerprints:
MD5: 69:C1:0D:4F:07:A3:1B:C3:FE:56:3D:04:BC:11:F6:A6
SHA1: F3:73:B3:87:06:5A:28:84:8A:F2:F3:4A:CE:19:2B:DD:C7:8E:9C:AC
SHA256:
55:92:60:84:EC:96:3A:64:B9:6E:2A:BE:01:CE:0B:A8:6A:64:FB:FE:BC:C7:AA:B5:AF:C1:55:B3:7F:D7:60:66
Alias name: amazonrootca4
Certificate fingerprints:
MD5: 89:BC:27:D5:EB:17:8D:06:6A:69:D5:FD:89:47:B4:CD
SHA1: F6:10:84:07:D6:F8:BB:67:98:0C:C2:E2:44:C2:EB:AE:1C:EF:63:BE
SHA256:
E3:5D:28:41:9E:D0:20:25:CF:A6:90:38:CD:62:39:62:45:8D:A5:C6:95:FB:DE:A3:C2:2B:0B:FB:25:89:70:92
Alias name: amazonrootca3
Certificate fingerprints:
MD5: A0:D4:EF:0B:F7:B5:D8:49:95:2A:EC:F5:C4:FC:81:87
SHA1: 0D:44:DD:8C:3C:8C:1A:1A:58:75:64:81:E9:0F:2E:2A:FF:B3:D2:6E
SHA256:
18:CE:6C:FE:7B:F1:4E:60:B2:E3:47:B8:DF:E8:68:CB:31:D0:2E:BB:3A:DA:27:15:69:F5:03:43:B4:6D:B3:A4
Alias name: amazonrootca2
Certificate fingerprints:
MD5: C8:E5:8D:CE:A8:42:E2:7A:C0:2A:5C:7C:9E:26:BF:66
SHA1: 5A:8C:EF:45:D7:A6:98:59:76:7A:8C:8B:44:96:B5:78:CF:47:4B:1A
SHA256:
1B:A5:B2:AA:8C:65:40:1A:82:96:01:18:F8:0B:EC:4F:62:30:4D:83:CE:C4:71:3A:19:C3:9C:01:1E:A4:6D:B4
Alias name: amazonrootca1
Certificate fingerprints:
MD5: 43:C6:BF:AE:EC:FE:AD:2F:18:C6:88:68:30:FC:C8:E6
SHA1: 8D:A7:F9:65:EC:5E:FC:37:91:0F:1C:6E:59:FD:C1:CC:6A:6E:DE:16
SHA256:
8E:CD:E6:88:4F:3D:87:B1:12:5B:A3:1A:C3:FC:B1:3D:70:16:DE:7F:57:CC:90:4F:E1:CB:97:C6:AE:98:19:6E
Alias name: affirmtrustpremium
Certificate fingerprints:
MD5: C4:5D:0E:48:B6:AC:28:30:4E:0A:BC:F9:38:16:87:57
SHA1: D8:A6:33:2C:E0:03:6F:B1:85:F6:63:4F:7D:6A:06:65:26:32:28:27
SHA256:
70:A7:3F:7F:37:6B:60:07:42:48:90:45:34:B1:14:82:D5:BF:0E:69:8E:CC:49:8D:F5:25:77:EB:F2:E9:3B:9A
Alias name: keynectisrootca
Certificate fingerprints:
MD5: CC:4D:AE:FB:30:6B:D8:38:FE:50:EB:86:61:4B:D2:26
SHA1: 9C:61:5C:4D:4D:85:10:3A:53:26:C2:4D:BA:EA:E4:A2:D2:D5:CC:97
SHA256:
42:10:F1:99:49:9A:9A:C3:3C:8D:E0:2B:A6:DB:AA:14:40:8B:DD:8A:6E:32:46:89:C1:92:2D:06:97:15:A3:32
Alias name: equifaxsecureglobalebusinessca1
Certificate fingerprints:
MD5: 51:F0:2A:33:F1:F5:55:39:07:F2:16:7A:47:C7:5D:63
SHA1: 3A:74:CB:7A:47:DB:70:DE:89:1F:24:35:98:64:B8:2D:82:BD:1A:36
SHA256:
86:AB:5A:65:71:D3:32:9A:BC:D2:E4:E6:37:66:8B:A8:9C:73:1E:C2:93:B6:CB:A6:0F:71:63:40:A0:91:CE:AE
Alias name: affirmtrustpremiumca
Certificate fingerprints:
MD5: C4:5D:0E:48:B6:AC:28:30:4E:0A:BC:F9:38:16:87:57

513

AWS IoT Core デベロッパーガイド
HTTP
SHA1: D8:A6:33:2C:E0:03:6F:B1:85:F6:63:4F:7D:6A:06:65:26:32:28:27
SHA256:
70:A7:3F:7F:37:6B:60:07:42:48:90:45:34:B1:14:82:D5:BF:0E:69:8E:CC:49:8D:F5:25:77:EB:F2:E9:3B:9A
Alias name: baltimorecodesigningca
Certificate fingerprints:
MD5: 90:F5:28:49:56:D1:5D:2C:B0:53:D4:4B:EF:6F:90:22
SHA1: 30:46:D8:C8:88:FF:69:30:C3:4A:FC:CD:49:27:08:7C:60:56:7B:0D
SHA256:
A9:15:45:DB:D2:E1:9C:4C:CD:F9:09:AA:71:90:0D:18:C7:35:1C:89:B3:15:F0:F1:3D:05:C1:3A:8F:FB:46:87
Alias name: gdcatrustauthr5root
Certificate fingerprints:
MD5: 63:CC:D9:3D:34:35:5C:6F:53:A3:E2:08:70:48:1F:B4
SHA1: 0F:36:38:5B:81:1A:25:C3:9B:31:4E:83:CA:E9:34:66:70:CC:74:B4
SHA256:
BF:FF:8F:D0:44:33:48:7D:6A:8A:A6:0C:1A:29:76:7A:9F:C2:BB:B0:5E:42:0F:71:3A:13:B9:92:89:1D:38:93
Alias name: certinomisrootca
Certificate fingerprints:
MD5: 14:0A:FD:8D:A8:28:B5:38:69:DB:56:7E:61:22:03:3F
SHA1: 9D:70:BB:01:A5:A4:A0:18:11:2E:F7:1C:01:B9:32:C5:34:E7:88:A8
SHA256:
2A:99:F5:BC:11:74:B7:3C:BB:1D:62:08:84:E0:1C:34:E5:1C:CB:39:78:DA:12:5F:0E:33:26:88:83:BF:41:58
Alias name: verisignclass3publicprimarycertificationauthorityg5
Certificate fingerprints:
MD5: CB:17:E4:31:67:3E:E2:09:FE:45:57:93:F3:0A:FA:1C
SHA1: 4E:B6:D5:78:49:9B:1C:CF:5F:58:1E:AD:56:BE:3D:9B:67:44:A5:E5
SHA256:
9A:CF:AB:7E:43:C8:D8:80:D0:6B:26:2A:94:DE:EE:E4:B4:65:99:89:C3:D0:CA:F1:9B:AF:64:05:E4:1A:B7:DF
Alias name: verisignclass3publicprimarycertificationauthorityg4
Certificate fingerprints:
MD5: 3A:52:E1:E7:FD:6F:3A:E3:6F:F3:6F:99:1B:F9:22:41
SHA1: 22:D5:D8:DF:8F:02:31:D1:8D:F7:9D:B7:CF:8A:2D:64:C9:3F:6C:3A
SHA256:
69:DD:D7:EA:90:BB:57:C9:3E:13:5D:C8:5E:A6:FC:D5:48:0B:60:32:39:BD:C4:54:FC:75:8B:2A:26:CF:7F:79
Alias name: verisignclass3publicprimarycertificationauthorityg3
Certificate fingerprints:
MD5: CD:68:B6:A7:C7:C4:CE:75:E0:1D:4F:57:44:61:92:09
SHA1: 13:2D:0D:45:53:4B:69:97:CD:B2:D5:C3:39:E2:55:76:60:9B:5C:C6
SHA256:
EB:04:CF:5E:B1:F3:9A:FA:76:2F:2B:B1:20:F2:96:CB:A5:20:C1:B9:7D:B1:58:95:65:B8:1C:B9:A1:7B:72:44
Alias name: swisssignsilverg2ca
Certificate fingerprints:
MD5: E0:06:A1:C9:7D:CF:C9:FC:0D:C0:56:75:96:D8:62:13
SHA1: 9B:AA:E5:9F:56:EE:21:CB:43:5A:BE:25:93:DF:A7:F0:40:D1:1D:CB
SHA256:
BE:6C:4D:A2:BB:B9:BA:59:B6:F3:93:97:68:37:42:46:C3:C0:05:99:3F:A9:8F:02:0D:1D:ED:BE:D4:8A:81:D5
Alias name: swisssignsilvercag2
Certificate fingerprints:
MD5: E0:06:A1:C9:7D:CF:C9:FC:0D:C0:56:75:96:D8:62:13
SHA1: 9B:AA:E5:9F:56:EE:21:CB:43:5A:BE:25:93:DF:A7:F0:40:D1:1D:CB
SHA256:
BE:6C:4D:A2:BB:B9:BA:59:B6:F3:93:97:68:37:42:46:C3:C0:05:99:3F:A9:8F:02:0D:1D:ED:BE:D4:8A:81:D5
Alias name: atostrustedroot2011
Certificate fingerprints:
MD5: AE:B9:C4:32:4B:AC:7F:5D:66:CC:77:94:BB:2A:77:56
SHA1: 2B:B1:F5:3E:55:0C:1D:C5:F1:D4:E6:B7:6A:46:4B:55:06:02:AC:21
SHA256:
F3:56:BE:A2:44:B7:A9:1E:B3:5D:53:CA:9A:D7:86:4A:CE:01:8E:2D:35:D5:F8:F9:6D:DF:68:A6:F4:1A:A4:74
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Alias name: comodoecccertificationauthority
Certificate fingerprints:
MD5: 7C:62:FF:74:9D:31:53:5E:68:4A:D5:78:AA:1E:BF:23
SHA1: 9F:74:4E:9F:2B:4D:BA:EC:0F:31:2C:50:B6:56:3B:8E:2D:93:C3:11
SHA256:
17:93:92:7A:06:14:54:97:89:AD:CE:2F:8F:34:F7:F0:B6:6D:0F:3A:E3:A3:B8:4D:21:EC:15:DB:BA:4F:AD:C7
Alias name: securetrustca
Certificate fingerprints:
MD5: DC:32:C3:A7:6D:25:57:C7:68:09:9D:EA:2D:A9:A2:D1
SHA1: 87:82:C6:C3:04:35:3B:CF:D2:96:92:D2:59:3E:7D:44:D9:34:FF:11
SHA256:
F1:C1:B5:0A:E5:A2:0D:D8:03:0E:C9:F6:BC:24:82:3D:D3:67:B5:25:57:59:B4:E7:1B:61:FC:E9:F7:37:5D:73
Alias name: soneraclass1ca
Certificate fingerprints:
MD5: 33:B7:84:F5:5F:27:D7:68:27:DE:14:DE:12:2A:ED:6F
SHA1: 07:47:22:01:99:CE:74:B9:7C:B0:3D:79:B2:64:A2:C8:55:E9:33:FF
SHA256:
CD:80:82:84:CF:74:6F:F2:FD:6E:B5:8A:A1:D5:9C:4A:D4:B3:CA:56:FD:C6:27:4A:89:26:A7:83:5F:32:31:3D
Alias name: cadisigrootr2
Certificate fingerprints:
MD5: 26:01:FB:D8:27:A7:17:9A:45:54:38:1A:43:01:3B:03
SHA1: B5:61:EB:EA:A4:DE:E4:25:4B:69:1A:98:A5:57:47:C2:34:C7:D9:71
SHA256:
E2:3D:4A:03:6D:7B:70:E9:F5:95:B1:42:20:79:D2:B9:1E:DF:BB:1F:B6:51:A0:63:3E:AA:8A:9D:C5:F8:07:03
Alias name: cadisigrootr1
Certificate fingerprints:
MD5: BE:EC:11:93:9A:F5:69:21:BC:D7:C1:C0:67:89:CC:2A
SHA1: 8E:1C:74:F8:A6:20:B9:E5:8A:F4:61:FA:EC:2B:47:56:51:1A:52:C6
SHA256:
F9:6F:23:F4:C3:E7:9C:07:7A:46:98:8D:5A:F5:90:06:76:A0:F0:39:CB:64:5D:D1:75:49:B2:16:C8:24:40:CE
Alias name: verisignclass3g5ca
Certificate fingerprints:
MD5: CB:17:E4:31:67:3E:E2:09:FE:45:57:93:F3:0A:FA:1C
SHA1: 4E:B6:D5:78:49:9B:1C:CF:5F:58:1E:AD:56:BE:3D:9B:67:44:A5:E5
SHA256:
9A:CF:AB:7E:43:C8:D8:80:D0:6B:26:2A:94:DE:EE:E4:B4:65:99:89:C3:D0:CA:F1:9B:AF:64:05:E4:1A:B7:DF
Alias name: utnuserfirsthardwareca
Certificate fingerprints:
MD5: 4C:56:41:E5:0D:BB:2B:E8:CA:A3:ED:18:08:AD:43:39
SHA1: 04:83:ED:33:99:AC:36:08:05:87:22:ED:BC:5E:46:00:E3:BE:F9:D7
SHA256:
6E:A5:47:41:D0:04:66:7E:ED:1B:48:16:63:4A:A3:A7:9E:6E:4B:96:95:0F:82:79:DA:FC:8D:9B:D8:81:21:37
Alias name: addtrustqualifiedca
Certificate fingerprints:
MD5: 27:EC:39:47:CD:DA:5A:AF:E2:9A:01:65:21:A9:4C:BB
SHA1: 4D:23:78:EC:91:95:39:B5:00:7F:75:8F:03:3B:21:1E:C5:4D:8B:CF
SHA256:
80:95:21:08:05:DB:4B:BC:35:5E:44:28:D8:FD:6E:C2:CD:E3:AB:5F:B9:7A:99:42:98:8E:B8:F4:DC:D0:60:16
Alias name: verisignclass3g3ca
Certificate fingerprints:
MD5: CD:68:B6:A7:C7:C4:CE:75:E0:1D:4F:57:44:61:92:09
SHA1: 13:2D:0D:45:53:4B:69:97:CD:B2:D5:C3:39:E2:55:76:60:9B:5C:C6
SHA256:
EB:04:CF:5E:B1:F3:9A:FA:76:2F:2B:B1:20:F2:96:CB:A5:20:C1:B9:7D:B1:58:95:65:B8:1C:B9:A1:7B:72:44
Alias name: thawtepersonalfreemailca
Certificate fingerprints:
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MD5: 53:4B:1D:17:58:58:1A:30:A1:90:F8:6E:5C:F2:CF:65
SHA1: E6:18:83:AE:84:CA:C1:C1:CD:52:AD:E8:E9:25:2B:45:A6:4F:B7:E2
SHA256:
5B:38:BD:12:9E:83:D5:A0:CA:D2:39:21:08:94:90:D5:0D:4A:AE:37:04:28:F8:DD:FF:FF:FA:4C:15:64:E1:84
Alias name: certplusclass3pprimaryca
Certificate fingerprints:
MD5: E1:4B:52:73:D7:1B:DB:93:30:E5:BD:E4:09:6E:BE:FB
SHA1: 21:6B:2A:29:E6:2A:00:CE:82:01:46:D8:24:41:41:B9:25:11:B2:79
SHA256:
CC:C8:94:89:37:1B:AD:11:1C:90:61:9B:EA:24:0A:2E:6D:AD:D9:9F:9F:6E:1D:4D:41:E5:8E:D6:DE:3D:02:85
Alias name: swisssigngoldg2ca
Certificate fingerprints:
MD5: 24:77:D9:A8:91:D1:3B:FA:88:2D:C2:FF:F8:CD:33:93
SHA1: D8:C5:38:8A:B7:30:1B:1B:6E:D4:7A:E6:45:25:3A:6F:9F:1A:27:61
SHA256:
62:DD:0B:E9:B9:F5:0A:16:3E:A0:F8:E7:5C:05:3B:1E:CA:57:EA:55:C8:68:8F:64:7C:68:81:F2:C8:35:7B:95
Alias name: swisssigngoldcag2
Certificate fingerprints:
MD5: 24:77:D9:A8:91:D1:3B:FA:88:2D:C2:FF:F8:CD:33:93
SHA1: D8:C5:38:8A:B7:30:1B:1B:6E:D4:7A:E6:45:25:3A:6F:9F:1A:27:61
SHA256:
62:DD:0B:E9:B9:F5:0A:16:3E:A0:F8:E7:5C:05:3B:1E:CA:57:EA:55:C8:68:8F:64:7C:68:81:F2:C8:35:7B:95
Alias name: dtrustrootclass3ca22009
Certificate fingerprints:
MD5: CD:E0:25:69:8D:47:AC:9C:89:35:90:F7:FD:51:3D:2F
SHA1: 58:E8:AB:B0:36:15:33:FB:80:F7:9B:1B:6D:29:D3:FF:8D:5F:00:F0
SHA256:
49:E7:A4:42:AC:F0:EA:62:87:05:00:54:B5:25:64:B6:50:E4:F4:9E:42:E3:48:D6:AA:38:E0:39:E9:57:B1:C1
Alias name: acraizfnmtrcm
Certificate fingerprints:
MD5: E2:09:04:B4:D3:BD:D1:A0:14:FD:1A:D2:47:C4:57:1D
SHA1: EC:50:35:07:B2:15:C4:95:62:19:E2:A8:9A:5B:42:99:2C:4C:2C:20
SHA256:
EB:C5:57:0C:29:01:8C:4D:67:B1:AA:12:7B:AF:12:F7:03:B4:61:1E:BC:17:B7:DA:B5:57:38:94:17:9B:93:FA
Alias name: securitycommunicationevrootca1
Certificate fingerprints:
MD5: 22:2D:A6:01:EA:7C:0A:F7:F0:6C:56:43:3F:77:76:D3
SHA1: FE:B8:C4:32:DC:F9:76:9A:CE:AE:3D:D8:90:8F:FD:28:86:65:64:7D
SHA256:
A2:2D:BA:68:1E:97:37:6E:2D:39:7D:72:8A:AE:3A:9B:62:96:B9:FD:BA:60:BC:2E:11:F6:47:F2:C6:75:FB:37
Alias name: starfieldclass2ca
Certificate fingerprints:
MD5: 32:4A:4B:BB:C8:63:69:9B:BE:74:9A:C6:DD:1D:46:24
SHA1: AD:7E:1C:28:B0:64:EF:8F:60:03:40:20:14:C3:D0:E3:37:0E:B5:8A
SHA256:
14:65:FA:20:53:97:B8:76:FA:A6:F0:A9:95:8E:55:90:E4:0F:CC:7F:AA:4F:B7:C2:C8:67:75:21:FB:5F:B6:58
Alias name: opentrustrootcag3
Certificate fingerprints:
MD5: 21:37:B4:17:16:92:7B:67:46:70:A9:96:D7:A8:13:24
SHA1: 6E:26:64:F3:56:BF:34:55:BF:D1:93:3F:7C:01:DE:D8:13:DA:8A:A6
SHA256:
B7:C3:62:31:70:6E:81:07:8C:36:7C:B8:96:19:8F:1E:32:08:DD:92:69:49:DD:8F:57:09:A4:10:F7:5B:62:92
Alias name: opentrustrootcag2
Certificate fingerprints:
MD5: 57:24:B6:59:24:6B:AE:C8:FE:1C:0C:20:F2:C0:4E:EB
SHA1: 79:5F:88:60:C5:AB:7C:3D:92:E6:CB:F4:8D:E1:45:CD:11:EF:60:0B

516

AWS IoT Core デベロッパーガイド
HTTP
SHA256:
27:99:58:29:FE:6A:75:15:C1:BF:E8:48:F9:C4:76:1D:B1:6C:22:59:29:25:7B:F4:0D:08:94:F2:9E:A8:BA:F2
Alias name: buypassclass2rootca
Certificate fingerprints:
MD5: 46:A7:D2:FE:45:FB:64:5A:A8:59:90:9B:78:44:9B:29
SHA1: 49:0A:75:74:DE:87:0A:47:FE:58:EE:F6:C7:6B:EB:C6:0B:12:40:99
SHA256:
9A:11:40:25:19:7C:5B:B9:5D:94:E6:3D:55:CD:43:79:08:47:B6:46:B2:3C:DF:11:AD:A4:A0:0E:FF:15:FB:48
Alias name: opentrustrootcag1
Certificate fingerprints:
MD5: 76:00:CC:81:29:CD:55:5E:88:6A:7A:2E:F7:4D:39:DA
SHA1: 79:91:E8:34:F7:E2:EE:DD:08:95:01:52:E9:55:2D:14:E9:58:D5:7E
SHA256:
56:C7:71:28:D9:8C:18:D9:1B:4C:FD:FF:BC:25:EE:91:03:D4:75:8E:A2:AB:AD:82:6A:90:F3:45:7D:46:0E:B4
Alias name: globalsignr2ca
Certificate fingerprints:
MD5: 94:14:77:7E:3E:5E:FD:8F:30:BD:41:B0:CF:E7:D0:30
SHA1: 75:E0:AB:B6:13:85:12:27:1C:04:F8:5F:DD:DE:38:E4:B7:24:2E:FE
SHA256:
CA:42:DD:41:74:5F:D0:B8:1E:B9:02:36:2C:F9:D8:BF:71:9D:A1:BD:1B:1E:FC:94:6F:5B:4C:99:F4:2C:1B:9E
Alias name: buypassclass3rootca
Certificate fingerprints:
MD5: 3D:3B:18:9E:2C:64:5A:E8:D5:88:CE:0E:F9:37:C2:EC
SHA1: DA:FA:F7:FA:66:84:EC:06:8F:14:50:BD:C7:C2:81:A5:BC:A9:64:57
SHA256:
ED:F7:EB:BC:A2:7A:2A:38:4D:38:7B:7D:40:10:C6:66:E2:ED:B4:84:3E:4C:29:B4:AE:1D:5B:93:32:E6:B2:4D
Alias name: ecacc
Certificate fingerprints:
MD5: EB:F5:9D:29:0D:61:F9:42:1F:7C:C2:BA:6D:E3:15:09
SHA1: 28:90:3A:63:5B:52:80:FA:E6:77:4C:0B:6D:A7:D6:BA:A6:4A:F2:E8
SHA256:
88:49:7F:01:60:2F:31:54:24:6A:E2:8C:4D:5A:EF:10:F1:D8:7E:BB:76:62:6F:4A:E0:B7:F9:5B:A7:96:87:99
Alias name: epkirootcertificationauthority
Certificate fingerprints:
MD5: 1B:2E:00:CA:26:06:90:3D:AD:FE:6F:15:68:D3:6B:B3
SHA1: 67:65:0D:F1:7E:8E:7E:5B:82:40:A4:F4:56:4B:CF:E2:3D:69:C6:F0
SHA256:
C0:A6:F4:DC:63:A2:4B:FD:CF:54:EF:2A:6A:08:2A:0A:72:DE:35:80:3E:2F:F5:FF:52:7A:E5:D8:72:06:DF:D5
Alias name: verisignclass1g2ca
Certificate fingerprints:
MD5: DB:23:3D:F9:69:FA:4B:B9:95:80:44:73:5E:7D:41:83
SHA1: 27:3E:E1:24:57:FD:C4:F9:0C:55:E8:2B:56:16:7F:62:F5:32:E5:47
SHA256:
34:1D:E9:8B:13:92:AB:F7:F4:AB:90:A9:60:CF:25:D4:BD:6E:C6:5B:9A:51:CE:6E:D0:67:D0:0E:C7:CE:9B:7F
Alias name: certigna
Certificate fingerprints:
MD5: AB:57:A6:5B:7D:42:82:19:B5:D8:58:26:28:5E:FD:FF
SHA1: B1:2E:13:63:45:86:A4:6F:1A:B2:60:68:37:58:2D:C4:AC:FD:94:97
SHA256:
E3:B6:A2:DB:2E:D7:CE:48:84:2F:7A:C5:32:41:C7:B7:1D:54:14:4B:FB:40:C1:1F:3F:1D:0B:42:F5:EE:A1:2D
Alias name: camerfirmaglobalchambersignroot
Certificate fingerprints:
MD5: C5:E6:7B:BF:06:D0:4F:43:ED:C4:7A:65:8A:FB:6B:19
SHA1: 33:9B:6B:14:50:24:9B:55:7A:01:87:72:84:D9:E0:2F:C3:D2:D8:E9
SHA256:
EF:3C:B4:17:FC:8E:BF:6F:97:87:6C:9E:4E:CE:39:DE:1E:A5:FE:64:91:41:D1:02:8B:7D:11:C0:B2:29:8C:ED

517

AWS IoT Core デベロッパーガイド
HTTP
Alias name: cfcaevroot
Certificate fingerprints:
MD5: 74:E1:B6:ED:26:7A:7A:44:30:33:94:AB:7B:27:81:30
SHA1: E2:B8:29:4B:55:84:AB:6B:58:C2:90:46:6C:AC:3F:B8:39:8F:84:83
SHA256:
5C:C3:D7:8E:4E:1D:5E:45:54:7A:04:E6:87:3E:64:F9:0C:F9:53:6D:1C:CC:2E:F8:00:F3:55:C4:C5:FD:70:FD
Alias name: soneraclass2rootca
Certificate fingerprints:
MD5: A3:EC:75:0F:2E:88:DF:FA:48:01:4E:0B:5C:48:6F:FB
SHA1: 37:F7:6D:E6:07:7C:90:C5:B1:3E:93:1A:B7:41:10:B4:F2:E4:9A:27
SHA256:
79:08:B4:03:14:C1:38:10:0B:51:8D:07:35:80:7F:FB:FC:F8:51:8A:00:95:33:71:05:BA:38:6B:15:3D:D9:27
Alias name: certumtrustednetworkca
Certificate fingerprints:
MD5: D5:E9:81:40:C5:18:69:FC:46:2C:89:75:62:0F:AA:78
SHA1: 07:E0:32:E0:20:B7:2C:3F:19:2F:06:28:A2:59:3A:19:A7:0F:06:9E
SHA256:
5C:58:46:8D:55:F5:8E:49:7E:74:39:82:D2:B5:00:10:B6:D1:65:37:4A:CF:83:A7:D4:A3:2D:B7:68:C4:40:8E
Alias name: securitycommunicationrootca2
Certificate fingerprints:
MD5: 6C:39:7D:A4:0E:55:59:B2:3F:D6:41:B1:12:50:DE:43
SHA1: 5F:3B:8C:F2:F8:10:B3:7D:78:B4:CE:EC:19:19:C3:73:34:B9:C7:74
SHA256:
51:3B:2C:EC:B8:10:D4:CD:E5:DD:85:39:1A:DF:C6:C2:DD:60:D8:7B:B7:36:D2:B5:21:48:4A:A4:7A:0E:BE:F6
Alias name: globalsigneccrootcar5
Certificate fingerprints:
MD5: 9F:AD:3B:1C:02:1E:8A:BA:17:74:38:81:0C:A2:BC:08
SHA1: 1F:24:C6:30:CD:A4:18:EF:20:69:FF:AD:4F:DD:5F:46:3A:1B:69:AA
SHA256:
17:9F:BC:14:8A:3D:D0:0F:D2:4E:A1:34:58:CC:43:BF:A7:F5:9C:81:82:D7:83:A5:13:F6:EB:EC:10:0C:89:24
Alias name: globalsigneccrootcar4
Certificate fingerprints:
MD5: 20:F0:27:68:D1:7E:A0:9D:0E:E6:2A:CA:DF:5C:89:8E
SHA1: 69:69:56:2E:40:80:F4:24:A1:E7:19:9F:14:BA:F3:EE:58:AB:6A:BB
SHA256:
BE:C9:49:11:C2:95:56:76:DB:6C:0A:55:09:86:D7:6E:3B:A0:05:66:7C:44:2C:97:62:B4:FB:B7:73:DE:22:8C
Alias name: chambersofcommerceroot2008
Certificate fingerprints:
MD5: 5E:80:9E:84:5A:0E:65:0B:17:02:F3:55:18:2A:3E:D7
SHA1: 78:6A:74:AC:76:AB:14:7F:9C:6A:30:50:BA:9E:A8:7E:FE:9A:CE:3C
SHA256:
06:3E:4A:FA:C4:91:DF:D3:32:F3:08:9B:85:42:E9:46:17:D8:93:D7:FE:94:4E:10:A7:93:7E:E2:9D:96:93:C0
Alias name: pscprocert
Certificate fingerprints:
MD5: E6:24:E9:12:01:AE:0C:DE:8E:85:C4:CE:A3:12:DD:EC
SHA1: 70:C1:8D:74:B4:28:81:0A:E4:FD:A5:75:D7:01:9F:99:B0:3D:50:74
SHA256:
3C:FC:3C:14:D1:F6:84:FF:17:E3:8C:43:CA:44:0C:00:B9:67:EC:93:3E:8B:FE:06:4C:A1:D7:2C:90:F2:AD:B0
Alias name: thawteprimaryrootcag3
Certificate fingerprints:
MD5: FB:1B:5D:43:8A:94:CD:44:C6:76:F2:43:4B:47:E7:31
SHA1: F1:8B:53:8D:1B:E9:03:B6:A6:F0:56:43:5B:17:15:89:CA:F3:6B:F2
SHA256:
4B:03:F4:58:07:AD:70:F2:1B:FC:2C:AE:71:C9:FD:E4:60:4C:06:4C:F5:FF:B6:86:BA:E5:DB:AA:D7:FD:D3:4C
Alias name: quovadisrootca
Certificate fingerprints:
MD5: 27:DE:36:FE:72:B7:00:03:00:9D:F4:F0:1E:6C:04:24
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SHA1: DE:3F:40:BD:50:93:D3:9B:6C:60:F6:DA:BC:07:62:01:00:89:76:C9
SHA256:
A4:5E:DE:3B:BB:F0:9C:8A:E1:5C:72:EF:C0:72:68:D6:93:A2:1C:99:6F:D5:1E:67:CA:07:94:60:FD:6D:88:73
Alias name: thawteprimaryrootcag2
Certificate fingerprints:
MD5: 74:9D:EA:60:24:C4:FD:22:53:3E:CC:3A:72:D9:29:4F
SHA1: AA:DB:BC:22:23:8F:C4:01:A1:27:BB:38:DD:F4:1D:DB:08:9E:F0:12
SHA256:
A4:31:0D:50:AF:18:A6:44:71:90:37:2A:86:AF:AF:8B:95:1F:FB:43:1D:83:7F:1E:56:88:B4:59:71:ED:15:57
Alias name: deprecateditsecca
Certificate fingerprints:
MD5: A5:96:0C:F6:B5:AB:27:E5:01:C6:00:88:9E:60:33:E5
SHA1: 12:12:0B:03:0E:15:14:54:F4:DD:B3:F5:DE:13:6E:83:5A:29:72:9D
SHA256:
9A:59:DA:86:24:1A:FD:BA:A3:39:FA:9C:FD:21:6A:0B:06:69:4D:E3:7E:37:52:6B:BE:63:C8:BC:83:74:2E:CB
Alias name: usertrustrsacertificationauthority
Certificate fingerprints:
MD5: 1B:FE:69:D1:91:B7:19:33:A3:72:A8:0F:E1:55:E5:B5
SHA1: 2B:8F:1B:57:33:0D:BB:A2:D0:7A:6C:51:F7:0E:E9:0D:DA:B9:AD:8E
SHA256:
E7:93:C9:B0:2F:D8:AA:13:E2:1C:31:22:8A:CC:B0:81:19:64:3B:74:9C:89:89:64:B1:74:6D:46:C3:D4:CB:D2
Alias name: entrustrootcag2
Certificate fingerprints:
MD5: 4B:E2:C9:91:96:65:0C:F4:0E:5A:93:92:A0:0A:FE:B2
SHA1: 8C:F4:27:FD:79:0C:3A:D1:66:06:8D:E8:1E:57:EF:BB:93:22:72:D4
SHA256:
43:DF:57:74:B0:3E:7F:EF:5F:E4:0D:93:1A:7B:ED:F1:BB:2E:6B:42:73:8C:4E:6D:38:41:10:3D:3A:A7:F3:39
Alias name: networksolutionscertificateauthority
Certificate fingerprints:
MD5: D3:F3:A6:16:C0:FA:6B:1D:59:B1:2D:96:4D:0E:11:2E
SHA1: 74:F8:A3:C3:EF:E7:B3:90:06:4B:83:90:3C:21:64:60:20:E5:DF:CE
SHA256:
15:F0:BA:00:A3:AC:7A:F3:AC:88:4C:07:2B:10:11:A0:77:BD:77:C0:97:F4:01:64:B2:F8:59:8A:BD:83:86:0C
Alias name: trustcenterclass4caii
Certificate fingerprints:
MD5: 9D:FB:F9:AC:ED:89:33:22:F4:28:48:83:25:23:5B:E0
SHA1: A6:9A:91:FD:05:7F:13:6A:42:63:0B:B1:76:0D:2D:51:12:0C:16:50
SHA256:
32:66:96:7E:59:CD:68:00:8D:9D:D3:20:81:11:85:C7:04:20:5E:8D:95:FD:D8:4F:1C:7B:31:1E:67:04:FC:32
Alias name: oistewisekeyglobalrootgaca
Certificate fingerprints:
MD5: BC:6C:51:33:A7:E9:D3:66:63:54:15:72:1B:21:92:93
SHA1: 59:22:A1:E1:5A:EA:16:35:21:F8:98:39:6A:46:46:B0:44:1B:0F:A9
SHA256:
41:C9:23:86:6A:B4:CA:D6:B7:AD:57:80:81:58:2E:02:07:97:A6:CB:DF:4F:FF:78:CE:83:96:B3:89:37:D7:F5
Alias name: verisignuniversalrootcertificationauthority
Certificate fingerprints:
MD5: 8E:AD:B5:01:AA:4D:81:E4:8C:1D:D1:E1:14:00:95:19
SHA1: 36:79:CA:35:66:87:72:30:4D:30:A5:FB:87:3B:0F:A7:7B:B7:0D:54
SHA256:
23:99:56:11:27:A5:71:25:DE:8C:EF:EA:61:0D:DF:2F:A0:78:B5:C8:06:7F:4E:82:82:90:BF:B8:60:E8:4B:3C
Alias name: ttelesecglobalrootclass3ca
Certificate fingerprints:
MD5: CA:FB:40:A8:4E:39:92:8A:1D:FE:8E:2F:C4:27:EA:EF
SHA1: 55:A6:72:3E:CB:F2:EC:CD:C3:23:74:70:19:9D:2A:BE:11:E3:81:D1
SHA256:
FD:73:DA:D3:1C:64:4F:F1:B4:3B:EF:0C:CD:DA:96:71:0B:9C:D9:87:5E:CA:7E:31:70:7A:F3:E9:6D:52:2B:BD
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Alias name: starfieldservicesrootg2ca
Certificate fingerprints:
MD5: 17:35:74:AF:7B:61:1C:EB:F4:F9:3C:E2:EE:40:F9:A2
SHA1: 92:5A:8F:8D:2C:6D:04:E0:66:5F:59:6A:FF:22:D8:63:E8:25:6F:3F
SHA256:
56:8D:69:05:A2:C8:87:08:A4:B3:02:51:90:ED:CF:ED:B1:97:4A:60:6A:13:C6:E5:29:0F:CB:2A:E6:3E:DA:B5
Alias name: addtrustexternalroot
Certificate fingerprints:
MD5: 1D:35:54:04:85:78:B0:3F:42:42:4D:BF:20:73:0A:3F
SHA1: 02:FA:F3:E2:91:43:54:68:60:78:57:69:4D:F5:E4:5B:68:85:18:68
SHA256:
68:7F:A4:51:38:22:78:FF:F0:C8:B1:1F:8D:43:D5:76:67:1C:6E:B2:BC:EA:B4:13:FB:83:D9:65:D0:6D:2F:F2
Alias name: turktrustelektroniksertifikahizmetsaglayicisih5
Certificate fingerprints:
MD5: DA:70:8E:F0:22:DF:93:26:F6:5F:9F:D3:15:06:52:4E
SHA1: C4:18:F6:4D:46:D1:DF:00:3D:27:30:13:72:43:A9:12:11:C6:75:FB
SHA256:
49:35:1B:90:34:44:C1:85:CC:DC:5C:69:3D:24:D8:55:5C:B2:08:D6:A8:14:13:07:69:9F:4A:F0:63:19:9D:78
Alias name: camerfirmachambersca
Certificate fingerprints:
MD5: 5E:80:9E:84:5A:0E:65:0B:17:02:F3:55:18:2A:3E:D7
SHA1: 78:6A:74:AC:76:AB:14:7F:9C:6A:30:50:BA:9E:A8:7E:FE:9A:CE:3C
SHA256:
06:3E:4A:FA:C4:91:DF:D3:32:F3:08:9B:85:42:E9:46:17:D8:93:D7:FE:94:4E:10:A7:93:7E:E2:9D:96:93:C0
Alias name: certsignrootca
Certificate fingerprints:
MD5: 18:98:C0:D6:E9:3A:FC:F9:B0:F5:0C:F7:4B:01:44:17
SHA1: FA:B7:EE:36:97:26:62:FB:2D:B0:2A:F6:BF:03:FD:E8:7C:4B:2F:9B
SHA256:
EA:A9:62:C4:FA:4A:6B:AF:EB:E4:15:19:6D:35:1C:CD:88:8D:4F:53:F3:FA:8A:E6:D7:C4:66:A9:4E:60:42:BB
Alias name: verisignuniversalrootca
Certificate fingerprints:
MD5: 8E:AD:B5:01:AA:4D:81:E4:8C:1D:D1:E1:14:00:95:19
SHA1: 36:79:CA:35:66:87:72:30:4D:30:A5:FB:87:3B:0F:A7:7B:B7:0D:54
SHA256:
23:99:56:11:27:A5:71:25:DE:8C:EF:EA:61:0D:DF:2F:A0:78:B5:C8:06:7F:4E:82:82:90:BF:B8:60:E8:4B:3C
Alias name: geotrustuniversalca
Certificate fingerprints:
MD5: 92:65:58:8B:A2:1A:31:72:73:68:5C:B4:A5:7A:07:48
SHA1: E6:21:F3:35:43:79:05:9A:4B:68:30:9D:8A:2F:74:22:15:87:EC:79
SHA256:
A0:45:9B:9F:63:B2:25:59:F5:FA:5D:4C:6D:B3:F9:F7:2F:F1:93:42:03:35:78:F0:73:BF:1D:1B:46:CB:B9:12
Alias name: luxtrustglobalroot2
Certificate fingerprints:
MD5: B2:E1:09:00:61:AF:F7:F1:91:6F:C4:AD:8D:5E:3B:7C
SHA1: 1E:0E:56:19:0A:D1:8B:25:98:B2:04:44:FF:66:8A:04:17:99:5F:3F
SHA256:
54:45:5F:71:29:C2:0B:14:47:C4:18:F9:97:16:8F:24:C5:8F:C5:02:3B:F5:DA:5B:E2:EB:6E:1D:D8:90:2E:D5
Alias name: twcaglobalrootca
Certificate fingerprints:
MD5: F9:03:7E:CF:E6:9E:3C:73:7A:2A:90:07:69:FF:2B:96
SHA1: 9C:BB:48:53:F6:A4:F6:D3:52:A4:E8:32:52:55:60:13:F5:AD:AF:65
SHA256:
59:76:90:07:F7:68:5D:0F:CD:50:87:2F:9F:95:D5:75:5A:5B:2B:45:7D:81:F3:69:2B:61:0A:98:67:2F:0E:1B
Alias name: tubitakkamusmsslkoksertifikasisurum1
Certificate fingerprints:
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MD5: DC:00:81:DC:69:2F:3E:2F:B0:3B:F6:3D:5A:91:8E:49
SHA1: 31:43:64:9B:EC:CE:27:EC:ED:3A:3F:0B:8F:0D:E4:E8:91:DD:EE:CA
SHA256:
46:ED:C3:68:90:46:D5:3A:45:3F:B3:10:4A:B8:0D:CA:EC:65:8B:26:60:EA:16:29:DD:7E:86:79:90:64:87:16
Alias name: affirmtrustnetworkingca
Certificate fingerprints:
MD5: 42:65:CA:BE:01:9A:9A:4C:A9:8C:41:49:CD:C0:D5:7F
SHA1: 29:36:21:02:8B:20:ED:02:F5:66:C5:32:D1:D6:ED:90:9F:45:00:2F
SHA256:
0A:81:EC:5A:92:97:77:F1:45:90:4A:F3:8D:5D:50:9F:66:B5:E2:C5:8F:CD:B5:31:05:8B:0E:17:F3:F0:B4:1B
Alias name: affirmtrustcommercialca
Certificate fingerprints:
MD5: 82:92:BA:5B:EF:CD:8A:6F:A6:3D:55:F9:84:F6:D6:B7
SHA1: F9:B5:B6:32:45:5F:9C:BE:EC:57:5F:80:DC:E9:6E:2C:C7:B2:78:B7
SHA256:
03:76:AB:1D:54:C5:F9:80:3C:E4:B2:E2:01:A0:EE:7E:EF:7B:57:B6:36:E8:A9:3C:9B:8D:48:60:C9:6F:5F:A7
Alias name: godaddyrootcertificateauthorityg2
Certificate fingerprints:
MD5: 80:3A:BC:22:C1:E6:FB:8D:9B:3B:27:4A:32:1B:9A:01
SHA1: 47:BE:AB:C9:22:EA:E8:0E:78:78:34:62:A7:9F:45:C2:54:FD:E6:8B
SHA256:
45:14:0B:32:47:EB:9C:C8:C5:B4:F0:D7:B5:30:91:F7:32:92:08:9E:6E:5A:63:E2:74:9D:D3:AC:A9:19:8E:DA
Alias name: starfieldrootg2ca
Certificate fingerprints:
MD5: D6:39:81:C6:52:7E:96:69:FC:FC:CA:66:ED:05:F2:96
SHA1: B5:1C:06:7C:EE:2B:0C:3D:F8:55:AB:2D:92:F4:FE:39:D4:E7:0F:0E
SHA256:
2C:E1:CB:0B:F9:D2:F9:E1:02:99:3F:BE:21:51:52:C3:B2:DD:0C:AB:DE:1C:68:E5:31:9B:83:91:54:DB:B7:F5
Alias name: dtrustrootclass3ca2ev2009
Certificate fingerprints:
MD5: AA:C6:43:2C:5E:2D:CD:C4:34:C0:50:4F:11:02:4F:B6
SHA1: 96:C9:1B:0B:95:B4:10:98:42:FA:D0:D8:22:79:FE:60:FA:B9:16:83
SHA256:
EE:C5:49:6B:98:8C:E9:86:25:B9:34:09:2E:EC:29:08:BE:D0:B0:F3:16:C2:D4:73:0C:84:EA:F1:F3:D3:48:81
Alias name: buypassclass3ca
Certificate fingerprints:
MD5: 3D:3B:18:9E:2C:64:5A:E8:D5:88:CE:0E:F9:37:C2:EC
SHA1: DA:FA:F7:FA:66:84:EC:06:8F:14:50:BD:C7:C2:81:A5:BC:A9:64:57
SHA256:
ED:F7:EB:BC:A2:7A:2A:38:4D:38:7B:7D:40:10:C6:66:E2:ED:B4:84:3E:4C:29:B4:AE:1D:5B:93:32:E6:B2:4D
Alias name: verisignclass2g3ca
Certificate fingerprints:
MD5: F8:BE:C4:63:22:C9:A8:46:74:8B:B8:1D:1E:4A:2B:F6
SHA1: 61:EF:43:D7:7F:CA:D4:61:51:BC:98:E0:C3:59:12:AF:9F:EB:63:11
SHA256:
92:A9:D9:83:3F:E1:94:4D:B3:66:E8:BF:AE:7A:95:B6:48:0C:2D:6C:6C:2A:1B:E6:5D:42:36:B6:08:FC:A1:BB
Alias name: digicerttrustedrootg4
Certificate fingerprints:
MD5: 78:F2:FC:AA:60:1F:2F:B4:EB:C9:37:BA:53:2E:75:49
SHA1: DD:FB:16:CD:49:31:C9:73:A2:03:7D:3F:C8:3A:4D:7D:77:5D:05:E4
SHA256:
55:2F:7B:DC:F1:A7:AF:9E:6C:E6:72:01:7F:4F:12:AB:F7:72:40:C7:8E:76:1A:C2:03:D1:D9:D2:0A:C8:99:88
Alias name: quovadisrootca2g3
Certificate fingerprints:
MD5: AF:0C:86:6E:BF:40:2D:7F:0B:3E:12:50:BA:12:3D:06
SHA1: 09:3C:61:F3:8B:8B:DC:7D:55:DF:75:38:02:05:00:E1:25:F5:C8:36
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SHA256:
8F:E4:FB:0A:F9:3A:4D:0D:67:DB:0B:EB:B2:3E:37:C7:1B:F3:25:DC:BC:DD:24:0E:A0:4D:AF:58:B4:7E:18:40
Alias name: geotrustprimarycertificationauthorityg3
Certificate fingerprints:
MD5: B5:E8:34:36:C9:10:44:58:48:70:6D:2E:83:D4:B8:05
SHA1: 03:9E:ED:B8:0B:E7:A0:3C:69:53:89:3B:20:D2:D9:32:3A:4C:2A:FD
SHA256:
B4:78:B8:12:25:0D:F8:78:63:5C:2A:A7:EC:7D:15:5E:AA:62:5E:E8:29:16:E2:CD:29:43:61:88:6C:D1:FB:D4
Alias name: geotrustprimarycertificationauthorityg2
Certificate fingerprints:
MD5: 01:5E:D8:6B:BD:6F:3D:8E:A1:31:F8:12:E0:98:73:6A
SHA1: 8D:17:84:D5:37:F3:03:7D:EC:70:FE:57:8B:51:9A:99:E6:10:D7:B0
SHA256:
5E:DB:7A:C4:3B:82:A0:6A:87:61:E8:D7:BE:49:79:EB:F2:61:1F:7D:D7:9B:F9:1C:1C:6B:56:6A:21:9E:D7:66
Alias name: godaddyclass2ca
Certificate fingerprints:
MD5: 91:DE:06:25:AB:DA:FD:32:17:0C:BB:25:17:2A:84:67
SHA1: 27:96:BA:E6:3F:18:01:E2:77:26:1B:A0:D7:77:70:02:8F:20:EE:E4
SHA256:
C3:84:6B:F2:4B:9E:93:CA:64:27:4C:0E:C6:7C:1E:CC:5E:02:4F:FC:AC:D2:D7:40:19:35:0E:81:FE:54:6A:E4
Alias name: trustcoreca1
Certificate fingerprints:
MD5: 27:92:23:1D:0A:F5:40:7C:E9:E6:6B:9D:D8:F5:E7:6C
SHA1: 58:D1:DF:95:95:67:6B:63:C0:F0:5B:1C:17:4D:8B:84:0B:C8:78:BD
SHA256:
5A:88:5D:B1:9C:01:D9:12:C5:75:93:88:93:8C:AF:BB:DF:03:1A:B2:D4:8E:91:EE:15:58:9B:42:97:1D:03:9C
Alias name: hellenicacademicandresearchinstitutionseccrootca2015
Certificate fingerprints:
MD5: 81:E5:B4:17:EB:C2:F5:E1:4B:0D:41:7B:49:92:FE:EF
SHA1: 9F:F1:71:8D:92:D5:9A:F3:7D:74:97:B4:BC:6F:84:68:0B:BA:B6:66
SHA256:
44:B5:45:AA:8A:25:E6:5A:73:CA:15:DC:27:FC:36:D2:4C:1C:B9:95:3A:06:65:39:B1:15:82:DC:48:7B:48:33
Alias name: utnuserfirstobjectca
Certificate fingerprints:
MD5: A7:F2:E4:16:06:41:11:50:30:6B:9C:E3:B4:9C:B0:C9
SHA1: E1:2D:FB:4B:41:D7:D9:C3:2B:30:51:4B:AC:1D:81:D8:38:5E:2D:46
SHA256:
6F:FF:78:E4:00:A7:0C:11:01:1C:D8:59:77:C4:59:FB:5A:F9:6A:3D:F0:54:08:20:D0:F4:B8:60:78:75:E5:8F
Alias name: ttelesecglobalrootclass3
Certificate fingerprints:
MD5: CA:FB:40:A8:4E:39:92:8A:1D:FE:8E:2F:C4:27:EA:EF
SHA1: 55:A6:72:3E:CB:F2:EC:CD:C3:23:74:70:19:9D:2A:BE:11:E3:81:D1
SHA256:
FD:73:DA:D3:1C:64:4F:F1:B4:3B:EF:0C:CD:DA:96:71:0B:9C:D9:87:5E:CA:7E:31:70:7A:F3:E9:6D:52:2B:BD
Alias name: ttelesecglobalrootclass2
Certificate fingerprints:
MD5: 2B:9B:9E:E4:7B:6C:1F:00:72:1A:CC:C1:77:79:DF:6A
SHA1: 59:0D:2D:7D:88:4F:40:2E:61:7E:A5:62:32:17:65:CF:17:D8:94:E9
SHA256:
91:E2:F5:78:8D:58:10:EB:A7:BA:58:73:7D:E1:54:8A:8E:CA:CD:01:45:98:BC:0B:14:3E:04:1B:17:05:25:52
Alias name: addtrustclass1ca
Certificate fingerprints:
MD5: 1E:42:95:02:33:92:6B:B9:5F:C0:7F:DA:D6:B2:4B:FC
SHA1: CC:AB:0E:A0:4C:23:01:D6:69:7B:DD:37:9F:CD:12:EB:24:E3:94:9D
SHA256:
8C:72:09:27:9A:C0:4E:27:5E:16:D0:7F:D3:B7:75:E8:01:54:B5:96:80:46:E3:1F:52:DD:25:76:63:24:E9:A7
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Alias name: amzninternalrootca
Certificate fingerprints:
MD5: 08:09:73:AC:E0:78:41:7C:0A:26:33:51:E8:CF:E6:60
SHA1: A7:B7:F6:15:8A:FF:1E:C8:85:13:38:BC:93:EB:A2:AB:A4:09:EF:06
SHA256:
0E:DE:63:C1:DC:7A:8E:11:F1:AB:BC:05:4F:59:EE:49:9D:62:9A:2F:DE:9C:A7:16:32:A2:64:29:3E:8B:66:AA
Alias name: starfieldrootcertificateauthorityg2
Certificate fingerprints:
MD5: D6:39:81:C6:52:7E:96:69:FC:FC:CA:66:ED:05:F2:96
SHA1: B5:1C:06:7C:EE:2B:0C:3D:F8:55:AB:2D:92:F4:FE:39:D4:E7:0F:0E
SHA256:
2C:E1:CB:0B:F9:D2:F9:E1:02:99:3F:BE:21:51:52:C3:B2:DD:0C:AB:DE:1C:68:E5:31:9B:83:91:54:DB:B7:F5
Alias name: camerfirmachambersignca
Certificate fingerprints:
MD5: 9E:80:FF:78:01:0C:2E:C1:36:BD:FE:96:90:6E:08:F3
SHA1: 4A:BD:EE:EC:95:0D:35:9C:89:AE:C7:52:A1:2C:5B:29:F6:D6:AA:0C
SHA256:
13:63:35:43:93:34:A7:69:80:16:A0:D3:24:DE:72:28:4E:07:9D:7B:52:20:BB:8F:BD:74:78:16:EE:BE:BA:CA
Alias name: secomscrootca2
Certificate fingerprints:
MD5: 6C:39:7D:A4:0E:55:59:B2:3F:D6:41:B1:12:50:DE:43
SHA1: 5F:3B:8C:F2:F8:10:B3:7D:78:B4:CE:EC:19:19:C3:73:34:B9:C7:74
SHA256:
51:3B:2C:EC:B8:10:D4:CD:E5:DD:85:39:1A:DF:C6:C2:DD:60:D8:7B:B7:36:D2:B5:21:48:4A:A4:7A:0E:BE:F6
Alias name: entrustevca
Certificate fingerprints:
MD5: D6:A5:C3:ED:5D:DD:3E:00:C1:3D:87:92:1F:1D:3F:E4
SHA1: B3:1E:B1:B7:40:E3:6C:84:02:DA:DC:37:D4:4D:F5:D4:67:49:52:F9
SHA256:
73:C1:76:43:4F:1B:C6:D5:AD:F4:5B:0E:76:E7:27:28:7C:8D:E5:76:16:C1:E6:E6:14:1A:2B:2C:BC:7D:8E:4C
Alias name: secomscrootca1
Certificate fingerprints:
MD5: F1:BC:63:6A:54:E0:B5:27:F5:CD:E7:1A:E3:4D:6E:4A
SHA1: 36:B1:2B:49:F9:81:9E:D7:4C:9E:BC:38:0F:C6:56:8F:5D:AC:B2:F7
SHA256:
E7:5E:72:ED:9F:56:0E:EC:6E:B4:80:00:73:A4:3F:C3:AD:19:19:5A:39:22:82:01:78:95:97:4A:99:02:6B:6C
Alias name: affirmtrustcommercial
Certificate fingerprints:
MD5: 82:92:BA:5B:EF:CD:8A:6F:A6:3D:55:F9:84:F6:D6:B7
SHA1: F9:B5:B6:32:45:5F:9C:BE:EC:57:5F:80:DC:E9:6E:2C:C7:B2:78:B7
SHA256:
03:76:AB:1D:54:C5:F9:80:3C:E4:B2:E2:01:A0:EE:7E:EF:7B:57:B6:36:E8:A9:3C:9B:8D:48:60:C9:6F:5F:A7
Alias name: digicertassuredidrootg3
Certificate fingerprints:
MD5: 7C:7F:65:31:0C:81:DF:8D:BA:3E:99:E2:5C:AD:6E:FB
SHA1: F5:17:A2:4F:9A:48:C6:C9:F8:A2:00:26:9F:DC:0F:48:2C:AB:30:89
SHA256:
7E:37:CB:8B:4C:47:09:0C:AB:36:55:1B:A6:F4:5D:B8:40:68:0F:BA:16:6A:95:2D:B1:00:71:7F:43:05:3F:C2
Alias name: affirmtrustnetworking
Certificate fingerprints:
MD5: 42:65:CA:BE:01:9A:9A:4C:A9:8C:41:49:CD:C0:D5:7F
SHA1: 29:36:21:02:8B:20:ED:02:F5:66:C5:32:D1:D6:ED:90:9F:45:00:2F
SHA256:
0A:81:EC:5A:92:97:77:F1:45:90:4A:F3:8D:5D:50:9F:66:B5:E2:C5:8F:CD:B5:31:05:8B:0E:17:F3:F0:B4:1B
Alias name: izenpecom
Certificate fingerprints:
MD5: A6:B0:CD:85:80:DA:5C:50:34:A3:39:90:2F:55:67:73
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SHA1: 2F:78:3D:25:52:18:A7:4A:65:39:71:B5:2C:A2:9C:45:15:6F:E9:19
SHA256:
25:30:CC:8E:98:32:15:02:BA:D9:6F:9B:1F:BA:1B:09:9E:2D:29:9E:0F:45:48:BB:91:4F:36:3B:C0:D4:53:1F
Alias name: amazon-ca-g4-legacy
Certificate fingerprints:
MD5: 6C:E5:BD:67:A4:4F:E3:FD:C2:4C:46:E6:06:5B:6D:55
SHA1: EA:E7:DE:F9:0A:BE:9F:0B:68:CE:B7:24:0D:80:74:03:BF:6E:B1:6E
SHA256:
CD:72:C4:7F:B4:AD:28:A4:67:2B:E1:86:47:D4:40:E9:3B:16:2D:95:DB:3C:2F:94:BB:81:D9:09:F7:91:24:5E
Alias name: digicertassuredidrootg2
Certificate fingerprints:
MD5: 92:38:B9:F8:63:24:82:65:2C:57:33:E6:FE:81:8F:9D
SHA1: A1:4B:48:D9:43:EE:0A:0E:40:90:4F:3C:E0:A4:C0:91:93:51:5D:3F
SHA256:
7D:05:EB:B6:82:33:9F:8C:94:51:EE:09:4E:EB:FE:FA:79:53:A1:14:ED:B2:F4:49:49:45:2F:AB:7D:2F:C1:85
Alias name: comodoaaaservicesroot
Certificate fingerprints:
MD5: 49:79:04:B0:EB:87:19:AC:47:B0:BC:11:51:9B:74:D0
SHA1: D1:EB:23:A4:6D:17:D6:8F:D9:25:64:C2:F1:F1:60:17:64:D8:E3:49
SHA256:
D7:A7:A0:FB:5D:7E:27:31:D7:71:E9:48:4E:BC:DE:F7:1D:5F:0C:3E:0A:29:48:78:2B:C8:3E:E0:EA:69:9E:F4
Alias name: entrustnetpremium2048secureserverca
Certificate fingerprints:
MD5: EE:29:31:BC:32:7E:9A:E6:E8:B5:F7:51:B4:34:71:90
SHA1: 50:30:06:09:1D:97:D4:F5:AE:39:F7:CB:E7:92:7D:7D:65:2D:34:31
SHA256:
6D:C4:71:72:E0:1C:BC:B0:BF:62:58:0D:89:5F:E2:B8:AC:9A:D4:F8:73:80:1E:0C:10:B9:C8:37:D2:1E:B1:77
Alias name: trustcorrootcertca2
Certificate fingerprints:
MD5: A2:E1:F8:18:0B:BA:45:D5:C7:41:2A:BB:37:52:45:64
SHA1: B8:BE:6D:CB:56:F1:55:B9:63:D4:12:CA:4E:06:34:C7:94:B2:1C:C0
SHA256:
07:53:E9:40:37:8C:1B:D5:E3:83:6E:39:5D:AE:A5:CB:83:9E:50:46:F1:BD:0E:AE:19:51:CF:10:FE:C7:C9:65
Alias name: entrust2048ca
Certificate fingerprints:
MD5: EE:29:31:BC:32:7E:9A:E6:E8:B5:F7:51:B4:34:71:90
SHA1: 50:30:06:09:1D:97:D4:F5:AE:39:F7:CB:E7:92:7D:7D:65:2D:34:31
SHA256:
6D:C4:71:72:E0:1C:BC:B0:BF:62:58:0D:89:5F:E2:B8:AC:9A:D4:F8:73:80:1E:0C:10:B9:C8:37:D2:1E:B1:77
Alias name: trustcorrootcertca1
Certificate fingerprints:
MD5: 6E:85:F1:DC:1A:00:D3:22:D5:B2:B2:AC:6B:37:05:45
SHA1: FF:BD:CD:E7:82:C8:43:5E:3C:6F:26:86:5C:CA:A8:3A:45:5B:C3:0A
SHA256:
D4:0E:9C:86:CD:8F:E4:68:C1:77:69:59:F4:9E:A7:74:FA:54:86:84:B6:C4:06:F3:90:92:61:F4:DC:E2:57:5C
Alias name: baltimorecybertrustroot
Certificate fingerprints:
MD5: AC:B6:94:A5:9C:17:E0:D7:91:52:9B:B1:97:06:A6:E4
SHA1: D4:DE:20:D0:5E:66:FC:53:FE:1A:50:88:2C:78:DB:28:52:CA:E4:74
SHA256:
16:AF:57:A9:F6:76:B0:AB:12:60:95:AA:5E:BA:DE:F2:2A:B3:11:19:D6:44:AC:95:CD:4B:93:DB:F3:F2:6A:EB
Alias name: eecertificationcentrerootca
Certificate fingerprints:
MD5: 43:5E:88:D4:7D:1A:4A:7E:FD:84:2E:52:EB:01:D4:6F
SHA1: C9:A8:B9:E7:55:80:5E:58:E3:53:77:A7:25:EB:AF:C3:7B:27:CC:D7
SHA256:
3E:84:BA:43:42:90:85:16:E7:75:73:C0:99:2F:09:79:CA:08:4E:46:85:68:1F:F1:95:CC:BA:8A:22:9B:8A:76
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Alias name: dstacescax6
Certificate fingerprints:
MD5: 21:D8:4C:82:2B:99:09:33:A2:EB:14:24:8D:8E:5F:E8
SHA1: 40:54:DA:6F:1C:3F:40:74:AC:ED:0F:EC:CD:DB:79:D1:53:FB:90:1D
SHA256:
76:7C:95:5A:76:41:2C:89:AF:68:8E:90:A1:C7:0F:55:6C:FD:6B:60:25:DB:EA:10:41:6D:7E:B6:83:1F:8C:40
Alias name: comodocertificationauthority
Certificate fingerprints:
MD5: 5C:48:DC:F7:42:72:EC:56:94:6D:1C:CC:71:35:80:75
SHA1: 66:31:BF:9E:F7:4F:9E:B6:C9:D5:A6:0C:BA:6A:BE:D1:F7:BD:EF:7B
SHA256:
0C:2C:D6:3D:F7:80:6F:A3:99:ED:E8:09:11:6B:57:5B:F8:79:89:F0:65:18:F9:80:8C:86:05:03:17:8B:AF:66
Alias name: thawteserverca
Certificate fingerprints:
MD5: EE:FE:61:69:65:6E:F8:9C:C6:2A:F4:D7:2B:63:EF:A2
SHA1: 9F:AD:91:A6:CE:6A:C6:C5:00:47:C4:4E:C9:D4:A5:0D:92:D8:49:79
SHA256:
87:C6:78:BF:B8:B2:5F:38:F7:E9:7B:33:69:56:BB:CF:14:4B:BA:CA:A5:36:47:E6:1A:23:25:BC:10:55:31:6B
Alias name: secomvalicertclass1ca
Certificate fingerprints:
MD5: 65:58:AB:15:AD:57:6C:1E:A8:A7:B5:69:AC:BF:FF:EB
SHA1: E5:DF:74:3C:B6:01:C4:9B:98:43:DC:AB:8C:E8:6A:81:10:9F:E4:8E
SHA256:
F4:C1:49:55:1A:30:13:A3:5B:C7:BF:FE:17:A7:F3:44:9B:C1:AB:5B:5A:0A:E7:4B:06:C2:3B:90:00:4C:01:04
Alias name: godaddyrootg2ca
Certificate fingerprints:
MD5: 80:3A:BC:22:C1:E6:FB:8D:9B:3B:27:4A:32:1B:9A:01
SHA1: 47:BE:AB:C9:22:EA:E8:0E:78:78:34:62:A7:9F:45:C2:54:FD:E6:8B
SHA256:
45:14:0B:32:47:EB:9C:C8:C5:B4:F0:D7:B5:30:91:F7:32:92:08:9E:6E:5A:63:E2:74:9D:D3:AC:A9:19:8E:DA
Alias name: globalchambersignroot2008
Certificate fingerprints:
MD5: 9E:80:FF:78:01:0C:2E:C1:36:BD:FE:96:90:6E:08:F3
SHA1: 4A:BD:EE:EC:95:0D:35:9C:89:AE:C7:52:A1:2C:5B:29:F6:D6:AA:0C
SHA256:
13:63:35:43:93:34:A7:69:80:16:A0:D3:24:DE:72:28:4E:07:9D:7B:52:20:BB:8F:BD:74:78:16:EE:BE:BA:CA
Alias name: equifaxsecureebusinessca1
Certificate fingerprints:
MD5: 14:C0:08:E5:A3:85:03:A3:BE:78:E9:67:4F:27:CA:EE
SHA1: AE:E6:3D:70:E3:76:FB:C7:3A:EB:B0:A1:C1:D4:C4:7A:A7:40:B3:F4
SHA256:
2E:3A:2B:B5:11:25:05:83:6C:A8:96:8B:E2:CB:37:27:CE:9B:56:84:5C:6E:E9:8E:91:85:10:4A:FB:9A:F5:96
Alias name: quovadisrootca3
Certificate fingerprints:
MD5: 31:85:3C:62:94:97:63:B9:AA:FD:89:4E:AF:6F:E0:CF
SHA1: 1F:49:14:F7:D8:74:95:1D:DD:AE:02:C0:BE:FD:3A:2D:82:75:51:85
SHA256:
18:F1:FC:7F:20:5D:F8:AD:DD:EB:7F:E0:07:DD:57:E3:AF:37:5A:9C:4D:8D:73:54:6B:F4:F1:FE:D1:E1:8D:35
Alias name: usertrustecccertificationauthority
Certificate fingerprints:
MD5: FA:68:BC:D9:B5:7F:AD:FD:C9:1D:06:83:28:CC:24:C1
SHA1: D1:CB:CA:5D:B2:D5:2A:7F:69:3B:67:4D:E5:F0:5A:1D:0C:95:7D:F0
SHA256:
4F:F4:60:D5:4B:9C:86:DA:BF:BC:FC:57:12:E0:40:0D:2B:ED:3F:BC:4D:4F:BD:AA:86:E0:6A:DC:D2:A9:AD:7A
Alias name: quovadisrootca2
Certificate fingerprints:
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MD5: 5E:39:7B:DD:F8:BA:EC:82:E9:AC:62:BA:0C:54:00:2B
SHA1: CA:3A:FB:CF:12:40:36:4B:44:B2:16:20:88:80:48:39:19:93:7C:F7
SHA256:
85:A0:DD:7D:D7:20:AD:B7:FF:05:F8:3D:54:2B:20:9D:C7:FF:45:28:F7:D6:77:B1:83:89:FE:A5:E5:C4:9E:86
Alias name: soneraclass2ca
Certificate fingerprints:
MD5: A3:EC:75:0F:2E:88:DF:FA:48:01:4E:0B:5C:48:6F:FB
SHA1: 37:F7:6D:E6:07:7C:90:C5:B1:3E:93:1A:B7:41:10:B4:F2:E4:9A:27
SHA256:
79:08:B4:03:14:C1:38:10:0B:51:8D:07:35:80:7F:FB:FC:F8:51:8A:00:95:33:71:05:BA:38:6B:15:3D:D9:27
Alias name: twcarootcertificationauthority
Certificate fingerprints:
MD5: AA:08:8F:F6:F9:7B:B7:F2:B1:A7:1E:9B:EA:EA:BD:79
SHA1: CF:9E:87:6D:D3:EB:FC:42:26:97:A3:B5:A3:7A:A0:76:A9:06:23:48
SHA256:
BF:D8:8F:E1:10:1C:41:AE:3E:80:1B:F8:BE:56:35:0E:E9:BA:D1:A6:B9:BD:51:5E:DC:5C:6D:5B:87:11:AC:44
Alias name: baltimorecybertrustca
Certificate fingerprints:
MD5: AC:B6:94:A5:9C:17:E0:D7:91:52:9B:B1:97:06:A6:E4
SHA1: D4:DE:20:D0:5E:66:FC:53:FE:1A:50:88:2C:78:DB:28:52:CA:E4:74
SHA256:
16:AF:57:A9:F6:76:B0:AB:12:60:95:AA:5E:BA:DE:F2:2A:B3:11:19:D6:44:AC:95:CD:4B:93:DB:F3:F2:6A:EB
Alias name: cia-crt-g3-01-ca
Certificate fingerprints:
MD5: E3:66:DD:D6:A0:D5:40:8F:FF:29:E2:C0:CB:6E:62:1A
SHA1: 2B:EE:2C:BA:A3:1D:B5:FE:60:40:41:95:08:ED:46:82:39:4D:ED:E2
SHA256:
20:48:AD:4C:EC:90:7F:FA:4A:15:D4:CE:45:E3:C8:E4:2C:EA:78:33:DC:C7:D3:40:48:FC:60:47:27:42:99:EC
Alias name: entrustrootcertificationauthorityg2
Certificate fingerprints:
MD5: 4B:E2:C9:91:96:65:0C:F4:0E:5A:93:92:A0:0A:FE:B2
SHA1: 8C:F4:27:FD:79:0C:3A:D1:66:06:8D:E8:1E:57:EF:BB:93:22:72:D4
SHA256:
43:DF:57:74:B0:3E:7F:EF:5F:E4:0D:93:1A:7B:ED:F1:BB:2E:6B:42:73:8C:4E:6D:38:41:10:3D:3A:A7:F3:39
Alias name: verisignclass3g4ca
Certificate fingerprints:
MD5: 3A:52:E1:E7:FD:6F:3A:E3:6F:F3:6F:99:1B:F9:22:41
SHA1: 22:D5:D8:DF:8F:02:31:D1:8D:F7:9D:B7:CF:8A:2D:64:C9:3F:6C:3A
SHA256:
69:DD:D7:EA:90:BB:57:C9:3E:13:5D:C8:5E:A6:FC:D5:48:0B:60:32:39:BD:C4:54:FC:75:8B:2A:26:CF:7F:79
Alias name: xrampglobalcaroot
Certificate fingerprints:
MD5: A1:0B:44:B3:CA:10:D8:00:6E:9D:0F:D8:0F:92:0A:D1
SHA1: B8:01:86:D1:EB:9C:86:A5:41:04:CF:30:54:F3:4C:52:B7:E5:58:C6
SHA256:
CE:CD:DC:90:50:99:D8:DA:DF:C5:B1:D2:09:B7:37:CB:E2:C1:8C:FB:2C:10:C0:FF:0B:CF:0D:32:86:FC:1A:A2
Alias name: identrustcommercialrootca1
Certificate fingerprints:
MD5: B3:3E:77:73:75:EE:A0:D3:E3:7E:49:63:49:59:BB:C7
SHA1: DF:71:7E:AA:4A:D9:4E:C9:55:84:99:60:2D:48:DE:5F:BC:F0:3A:25
SHA256:
5D:56:49:9B:E4:D2:E0:8B:CF:CA:D0:8A:3E:38:72:3D:50:50:3B:DE:70:69:48:E4:2F:55:60:30:19:E5:28:AE
Alias name: camerfirmachamberscommerceca
Certificate fingerprints:
MD5: B0:01:EE:14:D9:AF:29:18:94:76:8E:F1:69:33:2A:84
SHA1: 6E:3A:55:A4:19:0C:19:5C:93:84:3C:C0:DB:72:2E:31:30:61:F0:B1
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SHA256:
0C:25:8A:12:A5:67:4A:EF:25:F2:8B:A7:DC:FA:EC:EE:A3:48:E5:41:E6:F5:CC:4E:E6:3B:71:B3:61:60:6A:C3
Alias name: verisignclass3g2ca
Certificate fingerprints:
MD5: A2:33:9B:4C:74:78:73:D4:6C:E7:C1:F3:8D:CB:5C:E9
SHA1: 85:37:1C:A6:E5:50:14:3D:CE:28:03:47:1B:DE:3A:09:E8:F8:77:0F
SHA256:
83:CE:3C:12:29:68:8A:59:3D:48:5F:81:97:3C:0F:91:95:43:1E:DA:37:CC:5E:36:43:0E:79:C7:A8:88:63:8B
Alias name: deutschetelekomrootca2
Certificate fingerprints:
MD5: 74:01:4A:91:B1:08:C4:58:CE:47:CD:F0:DD:11:53:08
SHA1: 85:A4:08:C0:9C:19:3E:5D:51:58:7D:CD:D6:13:30:FD:8C:DE:37:BF
SHA256:
B6:19:1A:50:D0:C3:97:7F:7D:A9:9B:CD:AA:C8:6A:22:7D:AE:B9:67:9E:C7:0B:A3:B0:C9:D9:22:71:C1:70:D3
Alias name: certumca
Certificate fingerprints:
MD5: 2C:8F:9F:66:1D:18:90:B1:47:26:9D:8E:86:82:8C:A9
SHA1: 62:52:DC:40:F7:11:43:A2:2F:DE:9E:F7:34:8E:06:42:51:B1:81:18
SHA256:
D8:E0:FE:BC:1D:B2:E3:8D:00:94:0F:37:D2:7D:41:34:4D:99:3E:73:4B:99:D5:65:6D:97:78:D4:D8:14:36:24
Alias name: cybertrustglobalroot
Certificate fingerprints:
MD5: 72:E4:4A:87:E3:69:40:80:77:EA:BC:E3:F4:FF:F0:E1
SHA1: 5F:43:E5:B1:BF:F8:78:8C:AC:1C:C7:CA:4A:9A:C6:22:2B:CC:34:C6
SHA256:
96:0A:DF:00:63:E9:63:56:75:0C:29:65:DD:0A:08:67:DA:0B:9C:BD:6E:77:71:4A:EA:FB:23:49:AB:39:3D:A3
Alias name: globalsignrootca
Certificate fingerprints:
MD5: 3E:45:52:15:09:51:92:E1:B7:5D:37:9F:B1:87:29:8A
SHA1: B1:BC:96:8B:D4:F4:9D:62:2A:A8:9A:81:F2:15:01:52:A4:1D:82:9C
SHA256:
EB:D4:10:40:E4:BB:3E:C7:42:C9:E3:81:D3:1E:F2:A4:1A:48:B6:68:5C:96:E7:CE:F3:C1:DF:6C:D4:33:1C:99
Alias name: secomevrootca1
Certificate fingerprints:
MD5: 22:2D:A6:01:EA:7C:0A:F7:F0:6C:56:43:3F:77:76:D3
SHA1: FE:B8:C4:32:DC:F9:76:9A:CE:AE:3D:D8:90:8F:FD:28:86:65:64:7D
SHA256:
A2:2D:BA:68:1E:97:37:6E:2D:39:7D:72:8A:AE:3A:9B:62:96:B9:FD:BA:60:BC:2E:11:F6:47:F2:C6:75:FB:37
Alias name: globalsignr3ca
Certificate fingerprints:
MD5: C5:DF:B8:49:CA:05:13:55:EE:2D:BA:1A:C3:3E:B0:28
SHA1: D6:9B:56:11:48:F0:1C:77:C5:45:78:C1:09:26:DF:5B:85:69:76:AD
SHA256:
CB:B5:22:D7:B7:F1:27:AD:6A:01:13:86:5B:DF:1C:D4:10:2E:7D:07:59:AF:63:5A:7C:F4:72:0D:C9:63:C5:3B
Alias name: staatdernederlandenrootcag3
Certificate fingerprints:
MD5: 0B:46:67:07:DB:10:2F:19:8C:35:50:60:D1:0B:F4:37
SHA1: D8:EB:6B:41:51:92:59:E0:F3:E7:85:00:C0:3D:B6:88:97:C9:EE:FC
SHA256:
3C:4F:B0:B9:5A:B8:B3:00:32:F4:32:B8:6F:53:5F:E1:72:C1:85:D0:FD:39:86:58:37:CF:36:18:7F:A6:F4:28
Alias name: staatdernederlandenrootcag2
Certificate fingerprints:
MD5: 7C:A5:0F:F8:5B:9A:7D:6D:30:AE:54:5A:E3:42:A2:8A
SHA1: 59:AF:82:79:91:86:C7:B4:75:07:CB:CF:03:57:46:EB:04:DD:B7:16
SHA256:
66:8C:83:94:7D:A6:3B:72:4B:EC:E1:74:3C:31:A0:E6:AE:D0:DB:8E:C5:B3:1B:E3:77:BB:78:4F:91:B6:71:6F
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Alias name: aolrootca2
Certificate fingerprints:
MD5: D6:ED:3C:CA:E2:66:0F:AF:10:43:0D:77:9B:04:09:BF
SHA1: 85:B5:FF:67:9B:0C:79:96:1F:C8:6E:44:22:00:46:13:DB:17:92:84
SHA256:
7D:3B:46:5A:60:14:E5:26:C0:AF:FC:EE:21:27:D2:31:17:27:AD:81:1C:26:84:2D:00:6A:F3:73:06:CC:80:BD
Alias name: dstrootcax3
Certificate fingerprints:
MD5: 41:03:52:DC:0F:F7:50:1B:16:F0:02:8E:BA:6F:45:C5
SHA1: DA:C9:02:4F:54:D8:F6:DF:94:93:5F:B1:73:26:38:CA:6A:D7:7C:13
SHA256:
06:87:26:03:31:A7:24:03:D9:09:F1:05:E6:9B:CF:0D:32:E1:BD:24:93:FF:C6:D9:20:6D:11:BC:D6:77:07:39
Alias name: trustcenteruniversalcai
Certificate fingerprints:
MD5: 45:E1:A5:72:C5:A9:36:64:40:9E:F5:E4:58:84:67:8C
SHA1: 6B:2F:34:AD:89:58:BE:62:FD:B0:6B:5C:CE:BB:9D:D9:4F:4E:39:F3
SHA256:
EB:F3:C0:2A:87:89:B1:FB:7D:51:19:95:D6:63:B7:29:06:D9:13:CE:0D:5E:10:56:8A:8A:77:E2:58:61:67:E7
Alias name: aolrootca1
Certificate fingerprints:
MD5: 14:F1:08:AD:9D:FA:64:E2:89:E7:1C:CF:A8:AD:7D:5E
SHA1: 39:21:C1:15:C1:5D:0E:CA:5C:CB:5B:C4:F0:7D:21:D8:05:0B:56:6A
SHA256:
77:40:73:12:C6:3A:15:3D:5B:C0:0B:4E:51:75:9C:DF:DA:C2:37:DC:2A:33:B6:79:46:E9:8E:9B:FA:68:0A:E3
Alias name: affirmtrustpremiumecc
Certificate fingerprints:
MD5: 64:B0:09:55:CF:B1:D5:99:E2:BE:13:AB:A6:5D:EA:4D
SHA1: B8:23:6B:00:2F:1D:16:86:53:01:55:6C:11:A4:37:CA:EB:FF:C3:BB
SHA256:
BD:71:FD:F6:DA:97:E4:CF:62:D1:64:7A:DD:25:81:B0:7D:79:AD:F8:39:7E:B4:EC:BA:9C:5E:84:88:82:14:23
Alias name: microseceszignorootca2009
Certificate fingerprints:
MD5: F8:49:F4:03:BC:44:2D:83:BE:48:69:7D:29:64:FC:B1
SHA1: 89:DF:74:FE:5C:F4:0F:4A:80:F9:E3:37:7D:54:DA:91:E1:01:31:8E
SHA256:
3C:5F:81:FE:A5:FA:B8:2C:64:BF:A2:EA:EC:AF:CD:E8:E0:77:FC:86:20:A7:CA:E5:37:16:3D:F3:6E:DB:F3:78
Alias name: verisignclass1g3ca
Certificate fingerprints:
MD5: B1:47:BC:18:57:D1:18:A0:78:2D:EC:71:E8:2A:95:73
SHA1: 20:42:85:DC:F7:EB:76:41:95:57:8E:13:6B:D4:B7:D1:E9:8E:46:A5
SHA256:
CB:B5:AF:18:5E:94:2A:24:02:F9:EA:CB:C0:ED:5B:B8:76:EE:A3:C1:22:36:23:D0:04:47:E4:F3:BA:55:4B:65
Alias name: certplusrootcag2
Certificate fingerprints:
MD5: A7:EE:C4:78:2D:1B:EE:2D:B9:29:CE:D6:A7:96:32:31
SHA1: 4F:65:8E:1F:E9:06:D8:28:02:E9:54:47:41:C9:54:25:5D:69:CC:1A
SHA256:
6C:C0:50:41:E6:44:5E:74:69:6C:4C:FB:C9:F8:0F:54:3B:7E:AB:BB:44:B4:CE:6F:78:7C:6A:99:71:C4:2F:17
Alias name: certplusrootcag1
Certificate fingerprints:
MD5: 7F:09:9C:F7:D9:B9:5C:69:69:56:D5:37:3E:14:0D:42
SHA1: 22:FD:D0:B7:FD:A2:4E:0D:AC:49:2C:A0:AC:A6:7B:6A:1F:E3:F7:66
SHA256:
15:2A:40:2B:FC:DF:2C:D5:48:05:4D:22:75:B3:9C:7F:CA:3E:C0:97:80:78:B0:F0:EA:76:E5:61:A6:C7:43:3E
Alias name: addtrustexternalca
Certificate fingerprints:
MD5: 1D:35:54:04:85:78:B0:3F:42:42:4D:BF:20:73:0A:3F
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SHA1: 02:FA:F3:E2:91:43:54:68:60:78:57:69:4D:F5:E4:5B:68:85:18:68
SHA256:
68:7F:A4:51:38:22:78:FF:F0:C8:B1:1F:8D:43:D5:76:67:1C:6E:B2:BC:EA:B4:13:FB:83:D9:65:D0:6D:2F:F2
Alias name: entrustrootcertificationauthority
Certificate fingerprints:
MD5: D6:A5:C3:ED:5D:DD:3E:00:C1:3D:87:92:1F:1D:3F:E4
SHA1: B3:1E:B1:B7:40:E3:6C:84:02:DA:DC:37:D4:4D:F5:D4:67:49:52:F9
SHA256:
73:C1:76:43:4F:1B:C6:D5:AD:F4:5B:0E:76:E7:27:28:7C:8D:E5:76:16:C1:E6:E6:14:1A:2B:2C:BC:7D:8E:4C
Alias name: verisignclass3ca
Certificate fingerprints:
MD5: EF:5A:F1:33:EF:F1:CD:BB:51:02:EE:12:14:4B:96:C4
SHA1: A1:DB:63:93:91:6F:17:E4:18:55:09:40:04:15:C7:02:40:B0:AE:6B
SHA256:
A4:B6:B3:99:6F:C2:F3:06:B3:FD:86:81:BD:63:41:3D:8C:50:09:CC:4F:A3:29:C2:CC:F0:E2:FA:1B:14:03:05
Alias name: digicertassuredidrootca
Certificate fingerprints:
MD5: 87:CE:0B:7B:2A:0E:49:00:E1:58:71:9B:37:A8:93:72
SHA1: 05:63:B8:63:0D:62:D7:5A:BB:C8:AB:1E:4B:DF:B5:A8:99:B2:4D:43
SHA256:
3E:90:99:B5:01:5E:8F:48:6C:00:BC:EA:9D:11:1E:E7:21:FA:BA:35:5A:89:BC:F1:DF:69:56:1E:3D:C6:32:5C
Alias name: globalsignrootcar3
Certificate fingerprints:
MD5: C5:DF:B8:49:CA:05:13:55:EE:2D:BA:1A:C3:3E:B0:28
SHA1: D6:9B:56:11:48:F0:1C:77:C5:45:78:C1:09:26:DF:5B:85:69:76:AD
SHA256:
CB:B5:22:D7:B7:F1:27:AD:6A:01:13:86:5B:DF:1C:D4:10:2E:7D:07:59:AF:63:5A:7C:F4:72:0D:C9:63:C5:3B
Alias name: globalsignrootcar2
Certificate fingerprints:
MD5: 94:14:77:7E:3E:5E:FD:8F:30:BD:41:B0:CF:E7:D0:30
SHA1: 75:E0:AB:B6:13:85:12:27:1C:04:F8:5F:DD:DE:38:E4:B7:24:2E:FE
SHA256:
CA:42:DD:41:74:5F:D0:B8:1E:B9:02:36:2C:F9:D8:BF:71:9D:A1:BD:1B:1E:FC:94:6F:5B:4C:99:F4:2C:1B:9E
Alias name: verisignclass1ca
Certificate fingerprints:
MD5: 86:AC:DE:2B:C5:6D:C3:D9:8C:28:88:D3:8D:16:13:1E
SHA1: CE:6A:64:A3:09:E4:2F:BB:D9:85:1C:45:3E:64:09:EA:E8:7D:60:F1
SHA256:
51:84:7C:8C:BD:2E:9A:72:C9:1E:29:2D:2A:E2:47:D7:DE:1E:3F:D2:70:54:7A:20:EF:7D:61:0F:38:B8:84:2C
Alias name: thawtepremiumserverca
Certificate fingerprints:
MD5: A6:6B:60:90:23:9B:3F:2D:BB:98:6F:D6:A7:19:0D:46
SHA1: E0:AB:05:94:20:72:54:93:05:60:62:02:36:70:F7:CD:2E:FC:66:66
SHA256:
3F:9F:27:D5:83:20:4B:9E:09:C8:A3:D2:06:6C:4B:57:D3:A2:47:9C:36:93:65:08:80:50:56:98:10:5D:BC:E9
Alias name: verisigntsaca
Certificate fingerprints:
MD5: F2:89:95:6E:4D:05:F0:F1:A7:21:55:7D:46:11:BA:47
SHA1: 20:CE:B1:F0:F5:1C:0E:19:A9:F3:8D:B1:AA:8E:03:8C:AA:7A:C7:01
SHA256:
CB:6B:05:D9:E8:E5:7C:D8:82:B1:0B:4D:B7:0D:E4:BB:1D:E4:2B:A4:8A:7B:D0:31:8B:63:5B:F6:E7:78:1A:9D
Alias name: thawteprimaryrootca
Certificate fingerprints:
MD5: 8C:CA:DC:0B:22:CE:F5:BE:72:AC:41:1A:11:A8:D8:12
SHA1: 91:C6:D6:EE:3E:8A:C8:63:84:E5:48:C2:99:29:5C:75:6C:81:7B:81
SHA256:
8D:72:2F:81:A9:C1:13:C0:79:1D:F1:36:A2:96:6D:B2:6C:95:0A:97:1D:B4:6B:41:99:F4:EA:54:B7:8B:FB:9F
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Alias name: visaecommerceroot
Certificate fingerprints:
MD5: FC:11:B8:D8:08:93:30:00:6D:23:F9:7E:EB:52:1E:02
SHA1: 70:17:9B:86:8C:00:A4:FA:60:91:52:22:3F:9F:3E:32:BD:E0:05:62
SHA256:
69:FA:C9:BD:55:FB:0A:C7:8D:53:BB:EE:5C:F1:D5:97:98:9F:D0:AA:AB:20:A2:51:51:BD:F1:73:3E:E7:D1:22
Alias name: digicertglobalrootg3
Certificate fingerprints:
MD5: F5:5D:A4:50:A5:FB:28:7E:1E:0F:0D:CC:96:57:56:CA
SHA1: 7E:04:DE:89:6A:3E:66:6D:00:E6:87:D3:3F:FA:D9:3B:E8:3D:34:9E
SHA256:
31:AD:66:48:F8:10:41:38:C7:38:F3:9E:A4:32:01:33:39:3E:3A:18:CC:02:29:6E:F9:7C:2A:C9:EF:67:31:D0
Alias name: xrampglobalca
Certificate fingerprints:
MD5: A1:0B:44:B3:CA:10:D8:00:6E:9D:0F:D8:0F:92:0A:D1
SHA1: B8:01:86:D1:EB:9C:86:A5:41:04:CF:30:54:F3:4C:52:B7:E5:58:C6
SHA256:
CE:CD:DC:90:50:99:D8:DA:DF:C5:B1:D2:09:B7:37:CB:E2:C1:8C:FB:2C:10:C0:FF:0B:CF:0D:32:86:FC:1A:A2
Alias name: digicertglobalrootg2
Certificate fingerprints:
MD5: E4:A6:8A:C8:54:AC:52:42:46:0A:FD:72:48:1B:2A:44
SHA1: DF:3C:24:F9:BF:D6:66:76:1B:26:80:73:FE:06:D1:CC:8D:4F:82:A4
SHA256:
CB:3C:CB:B7:60:31:E5:E0:13:8F:8D:D3:9A:23:F9:DE:47:FF:C3:5E:43:C1:14:4C:EA:27:D4:6A:5A:B1:CB:5F
Alias name: valicertclass2ca
Certificate fingerprints:
MD5: A9:23:75:9B:BA:49:36:6E:31:C2:DB:F2:E7:66:BA:87
SHA1: 31:7A:2A:D0:7F:2B:33:5E:F5:A1:C3:4E:4B:57:E8:B7:D8:F1:FC:A6
SHA256:
58:D0:17:27:9C:D4:DC:63:AB:DD:B1:96:A6:C9:90:6C:30:C4:E0:87:83:EA:E8:C1:60:99:54:D6:93:55:59:6B
Alias name: geotrustprimaryca
Certificate fingerprints:
MD5: 02:26:C3:01:5E:08:30:37:43:A9:D0:7D:CF:37:E6:BF
SHA1: 32:3C:11:8E:1B:F7:B8:B6:52:54:E2:E2:10:0D:D6:02:90:37:F0:96
SHA256:
37:D5:10:06:C5:12:EA:AB:62:64:21:F1:EC:8C:92:01:3F:C5:F8:2A:E9:8E:E5:33:EB:46:19:B8:DE:B4:D0:6C
Alias name: netlockaranyclassgoldfotanusitvany
Certificate fingerprints:
MD5: C5:A1:B7:FF:73:DD:D6:D7:34:32:18:DF:FC:3C:AD:88
SHA1: 06:08:3F:59:3F:15:A1:04:A0:69:A4:6B:A9:03:D0:06:B7:97:09:91
SHA256:
6C:61:DA:C3:A2:DE:F0:31:50:6B:E0:36:D2:A6:FE:40:19:94:FB:D1:3D:F9:C8:D4:66:59:92:74:C4:46:EC:98
Alias name: geotrustglobalca
Certificate fingerprints:
MD5: F7:75:AB:29:FB:51:4E:B7:77:5E:FF:05:3C:99:8E:F5
SHA1: DE:28:F4:A4:FF:E5:B9:2F:A3:C5:03:D1:A3:49:A7:F9:96:2A:82:12
SHA256:
FF:85:6A:2D:25:1D:CD:88:D3:66:56:F4:50:12:67:98:CF:AB:AA:DE:40:79:9C:72:2D:E4:D2:B5:DB:36:A7:3A
Alias name: oistewisekeyglobalrootgbca
Certificate fingerprints:
MD5: A4:EB:B9:61:28:2E:B7:2F:98:B0:35:26:90:99:51:1D
SHA1: 0F:F9:40:76:18:D3:D7:6A:4B:98:F0:A8:35:9E:0C:FD:27:AC:CC:ED
SHA256:
6B:9C:08:E8:6E:B0:F7:67:CF:AD:65:CD:98:B6:21:49:E5:49:4A:67:F5:84:5E:7B:D1:ED:01:9F:27:B8:6B:D6
Alias name: certumtrustednetworkca2
Certificate fingerprints:
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MD5: 6D:46:9E:D9:25:6D:08:23:5B:5E:74:7D:1E:27:DB:F2
SHA1: D3:DD:48:3E:2B:BF:4C:05:E8:AF:10:F5:FA:76:26:CF:D3:DC:30:92
SHA256:
B6:76:F2:ED:DA:E8:77:5C:D3:6C:B0:F6:3C:D1:D4:60:39:61:F4:9E:62:65:BA:01:3A:2F:03:07:B6:D0:B8:04
Alias name: starfieldservicesrootcertificateauthorityg2
Certificate fingerprints:
MD5: 17:35:74:AF:7B:61:1C:EB:F4:F9:3C:E2:EE:40:F9:A2
SHA1: 92:5A:8F:8D:2C:6D:04:E0:66:5F:59:6A:FF:22:D8:63:E8:25:6F:3F
SHA256:
56:8D:69:05:A2:C8:87:08:A4:B3:02:51:90:ED:CF:ED:B1:97:4A:60:6A:13:C6:E5:29:0F:CB:2A:E6:3E:DA:B5
Alias name: comodorsacertificationauthority
Certificate fingerprints:
MD5: 1B:31:B0:71:40:36:CC:14:36:91:AD:C4:3E:FD:EC:18
SHA1: AF:E5:D2:44:A8:D1:19:42:30:FF:47:9F:E2:F8:97:BB:CD:7A:8C:B4
SHA256:
52:F0:E1:C4:E5:8E:C6:29:29:1B:60:31:7F:07:46:71:B8:5D:7E:A8:0D:5B:07:27:34:63:53:4B:32:B4:02:34
Alias name: comodoaaaca
Certificate fingerprints:
MD5: 49:79:04:B0:EB:87:19:AC:47:B0:BC:11:51:9B:74:D0
SHA1: D1:EB:23:A4:6D:17:D6:8F:D9:25:64:C2:F1:F1:60:17:64:D8:E3:49
SHA256:
D7:A7:A0:FB:5D:7E:27:31:D7:71:E9:48:4E:BC:DE:F7:1D:5F:0C:3E:0A:29:48:78:2B:C8:3E:E0:EA:69:9E:F4
Alias name: identrustpublicsectorrootca1
Certificate fingerprints:
MD5: 37:06:A5:B0:FC:89:9D:BA:F4:6B:8C:1A:64:CD:D5:BA
SHA1: BA:29:41:60:77:98:3F:F4:F3:EF:F2:31:05:3B:2E:EA:6D:4D:45:FD
SHA256:
30:D0:89:5A:9A:44:8A:26:20:91:63:55:22:D1:F5:20:10:B5:86:7A:CA:E1:2C:78:EF:95:8F:D4:F4:38:9F:2F
Alias name: certplusclass2primaryca
Certificate fingerprints:
MD5: 88:2C:8C:52:B8:A2:3C:F3:F7:BB:03:EA:AE:AC:42:0B
SHA1: 74:20:74:41:72:9C:DD:92:EC:79:31:D8:23:10:8D:C2:81:92:E2:BB
SHA256:
0F:99:3C:8A:EF:97:BA:AF:56:87:14:0E:D5:9A:D1:82:1B:B4:AF:AC:F0:AA:9A:58:B5:D5:7A:33:8A:3A:FB:CB
Alias name: ttelesecglobalrootclass2ca
Certificate fingerprints:
MD5: 2B:9B:9E:E4:7B:6C:1F:00:72:1A:CC:C1:77:79:DF:6A
SHA1: 59:0D:2D:7D:88:4F:40:2E:61:7E:A5:62:32:17:65:CF:17:D8:94:E9
SHA256:
91:E2:F5:78:8D:58:10:EB:A7:BA:58:73:7D:E1:54:8A:8E:CA:CD:01:45:98:BC:0B:14:3E:04:1B:17:05:25:52
Alias name: accvraiz1
Certificate fingerprints:
MD5: D0:A0:5A:EE:05:B6:09:94:21:A1:7D:F1:B2:29:82:02
SHA1: 93:05:7A:88:15:C6:4F:CE:88:2F:FA:91:16:52:28:78:BC:53:64:17
SHA256:
9A:6E:C0:12:E1:A7:DA:9D:BE:34:19:4D:47:8A:D7:C0:DB:18:22:FB:07:1D:F1:29:81:49:6E:D1:04:38:41:13
Alias name: digicerthighassuranceevrootca
Certificate fingerprints:
MD5: D4:74:DE:57:5C:39:B2:D3:9C:85:83:C5:C0:65:49:8A
SHA1: 5F:B7:EE:06:33:E2:59:DB:AD:0C:4C:9A:E6:D3:8F:1A:61:C7:DC:25
SHA256:
74:31:E5:F4:C3:C1:CE:46:90:77:4F:0B:61:E0:54:40:88:3B:A9:A0:1E:D0:0B:A6:AB:D7:80:6E:D3:B1:18:CF
Alias name: amzninternalinfoseccag3
Certificate fingerprints:
MD5: E9:34:94:02:BA:BB:31:6B:22:E6:2B:A9:C4:F0:26:04
SHA1: B9:B1:CA:38:F7:BF:9C:D2:D4:95:E7:B6:5E:75:32:9B:A8:78:2E:F6
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SHA256:
81:03:0B:C7:E2:54:DA:7B:F8:B7:45:DB:DD:41:15:89:B5:A3:81:86:FB:4B:29:77:1F:84:0A:18:D9:67:6D:68
Alias name: cia-crt-g3-02-ca
Certificate fingerprints:
MD5: FD:B9:23:FD:D3:EB:2D:3E:57:EF:56:FF:DB:D3:E4:B9
SHA1: 96:4A:BB:A7:BD:DA:FC:97:34:C0:0A:2D:F0:05:98:F7:E6:C6:6F:09
SHA256:
93:F1:72:FB:BA:43:31:5C:06:EE:0F:9F:04:89:B8:F6:88:BC:75:15:3C:BE:B4:80:AC:A7:14:3A:F6:FC:4A:C1
Alias name: entrustrootcertificationauthorityec1
Certificate fingerprints:
MD5: B6:7E:1D:F0:58:C5:49:6C:24:3B:3D:ED:98:18:ED:BC
SHA1: 20:D8:06:40:DF:9B:25:F5:12:25:3A:11:EA:F7:59:8A:EB:14:B5:47
SHA256:
02:ED:0E:B2:8C:14:DA:45:16:5C:56:67:91:70:0D:64:51:D7:FB:56:F0:B2:AB:1D:3B:8E:B0:70:E5:6E:DF:F5
Alias name: securitycommunicationrootca
Certificate fingerprints:
MD5: F1:BC:63:6A:54:E0:B5:27:F5:CD:E7:1A:E3:4D:6E:4A
SHA1: 36:B1:2B:49:F9:81:9E:D7:4C:9E:BC:38:0F:C6:56:8F:5D:AC:B2:F7
SHA256:
E7:5E:72:ED:9F:56:0E:EC:6E:B4:80:00:73:A4:3F:C3:AD:19:19:5A:39:22:82:01:78:95:97:4A:99:02:6B:6C
Alias name: globalsignca
Certificate fingerprints:
MD5: 3E:45:52:15:09:51:92:E1:B7:5D:37:9F:B1:87:29:8A
SHA1: B1:BC:96:8B:D4:F4:9D:62:2A:A8:9A:81:F2:15:01:52:A4:1D:82:9C
SHA256:
EB:D4:10:40:E4:BB:3E:C7:42:C9:E3:81:D3:1E:F2:A4:1A:48:B6:68:5C:96:E7:CE:F3:C1:DF:6C:D4:33:1C:99
Alias name: trustcenterclass2caii
Certificate fingerprints:
MD5: CE:78:33:5C:59:78:01:6E:18:EA:B9:36:A0:B9:2E:23
SHA1: AE:50:83:ED:7C:F4:5C:BC:8F:61:C6:21:FE:68:5D:79:42:21:15:6E
SHA256:
E6:B8:F8:76:64:85:F8:07:AE:7F:8D:AC:16:70:46:1F:07:C0:A1:3E:EF:3A:1F:F7:17:53:8D:7A:BA:D3:91:B4
Alias name: camerfirmachambersofcommerceroot
Certificate fingerprints:
MD5: B0:01:EE:14:D9:AF:29:18:94:76:8E:F1:69:33:2A:84
SHA1: 6E:3A:55:A4:19:0C:19:5C:93:84:3C:C0:DB:72:2E:31:30:61:F0:B1
SHA256:
0C:25:8A:12:A5:67:4A:EF:25:F2:8B:A7:DC:FA:EC:EE:A3:48:E5:41:E6:F5:CC:4E:E6:3B:71:B3:61:60:6A:C3
Alias name: geotrustprimarycag3
Certificate fingerprints:
MD5: B5:E8:34:36:C9:10:44:58:48:70:6D:2E:83:D4:B8:05
SHA1: 03:9E:ED:B8:0B:E7:A0:3C:69:53:89:3B:20:D2:D9:32:3A:4C:2A:FD
SHA256:
B4:78:B8:12:25:0D:F8:78:63:5C:2A:A7:EC:7D:15:5E:AA:62:5E:E8:29:16:E2:CD:29:43:61:88:6C:D1:FB:D4
Alias name: geotrustprimarycag2
Certificate fingerprints:
MD5: 01:5E:D8:6B:BD:6F:3D:8E:A1:31:F8:12:E0:98:73:6A
SHA1: 8D:17:84:D5:37:F3:03:7D:EC:70:FE:57:8B:51:9A:99:E6:10:D7:B0
SHA256:
5E:DB:7A:C4:3B:82:A0:6A:87:61:E8:D7:BE:49:79:EB:F2:61:1F:7D:D7:9B:F9:1C:1C:6B:56:6A:21:9E:D7:66
Alias name: hongkongpostrootca1
Certificate fingerprints:
MD5: A8:0D:6F:39:78:B9:43:6D:77:42:6D:98:5A:CC:23:CA
SHA1: D6:DA:A8:20:8D:09:D2:15:4D:24:B5:2F:CB:34:6E:B2:58:B2:8A:58
SHA256:
F9:E6:7D:33:6C:51:00:2A:C0:54:C6:32:02:2D:66:DD:A2:E7:E3:FF:F1:0A:D0:61:ED:31:D8:BB:B4:10:CF:B2
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Alias name: affirmtrustpremiumeccca
Certificate fingerprints:
MD5: 64:B0:09:55:CF:B1:D5:99:E2:BE:13:AB:A6:5D:EA:4D
SHA1: B8:23:6B:00:2F:1D:16:86:53:01:55:6C:11:A4:37:CA:EB:FF:C3:BB
SHA256:
BD:71:FD:F6:DA:97:E4:CF:62:D1:64:7A:DD:25:81:B0:7D:79:AD:F8:39:7E:B4:EC:BA:9C:5E:84:88:82:14:23
Alias name: hellenicacademicandresearchinstitutionsrootca2015
Certificate fingerprints:
MD5: CA:FF:E2:DB:03:D9:CB:4B:E9:0F:AD:84:FD:7B:18:CE
SHA1: 01:0C:06:95:A6:98:19:14:FF:BF:5F:C6:B0:B6:95:EA:29:E9:12:A6
SHA256:
A0:40:92:9A:02:CE:53:B4:AC:F4:F2:FF:C6:98:1C:E4:49:6F:75:5E:6D:45:FE:0B:2A:69:2B:CD:52:52:3F:36

IoT Analytics
IoT Analytics (iotAnalytics) アクションは、MQTT メッセージから AWS IoT Analytics チャネルにデー
タを送信します。

要件
このルールアクションには、以下の要件があります。
• iotanalytics:BatchPutMessageオペレーションを実行するためにAWS IoTが引き受けることがで
きる IAM ロール。詳細については、「AWS IoT ルールに必要なアクセスを付与する (p. 481)」を参照
してください。
AWS IoT コンソールで、AWS IoT がこのルールアクションを実行できるようにするロールを選択または
作成できます。
指定したロールにアタッチされるポリシーは次の例のようになります。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iotanalytics:BatchPutMessage",
"Resource": [
"arn:aws:iotanalytics:us-west-2:account-id:channel/mychannel"
]
}
]

パラメータ
このアクションで AWS IoT ルールを作成するときは、次の情報を指定する必要があります。
batchMode
(オプション) アクションをバッチとして処理するかどうか。デフォルト値は false です。
batchMode が true であり、ルール SQL ステートメントが配列に評価される
と、BatchPutMessage から AWS IoT Analytics チャネルに各配列要素が渡されるときにそれらの要
素が個別のメッセージとして配信されます。結果の配列には 100 を超えるメッセージを含めることは
できません。
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置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ
channelName
データの書き込み先となる AWS IoT Analytics チャネルの名前。
置換テンプレートのサポート (p. 625): API と AWS CLI のみ
roleArn
AWS IoT Analytics チャネルへのアクセスを許可する IAM ロール。詳細については、「要
件 (p. 533)」を参照してください。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ

例
次の JSON 例では、AWS IoT ルールで IoT Analytics アクションを定義します。
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"iotAnalytics": {
"channelName": "mychannel",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/analyticsRole",
}
}
]
}

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Analytics ユーザーガイドの「AWS IoT Analytics とは」
• また、AWS IoT Analytics コンソールには、チャネル、データストア、パイプラインをワンクリックで作
成できるクイックスタート機能もあります。詳しくは、AWS IoT Analytics ユーザーガイドの AWS IoT
Analytics コンソールのクイックスタートガイドを参照してください。
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IoT Events
IoT Events (iotEvents) アクションは、MQTT メッセージから AWS IoT Events 入力にデータを送信しま
す。

要件
このルールアクションには、以下の要件があります。
• iotevents:BatchPutMessageオペレーションを実行するためにAWS IoTが引き受けることができる
IAM ロール。詳細については、「AWS IoT ルールに必要なアクセスを付与する (p. 481)」を参照して
ください。
AWS IoT コンソールで、AWS IoTがこのルールアクションを実行できるようにするロールを選択または
作成できます。

パラメータ
このアクションで AWS IoT ルールを作成するときは、次の情報を指定する必要があります。
batchMode
(オプション) イベントアクションをバッチとして処理するかどうか。デフォルト値は false です。
batchMode が true であり、ルールの SQL ステートメントが配列として評価される
と、BatchPutMessage を呼び出して AWS IoT Events に各配列要素が送信されるときにそれらの要
素が個別のメッセージとして扱われます。結果の配列には 10 を超えるメッセージを含めることはで
きません。
batchMode が true の場合、messageId を指定することはできません。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ
inputName
AWS IoT Events 入力の名前。
置換テンプレートのサポート (p. 625): API と AWS CLI のみ
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messageId
(オプション) これは、指定した messageId を持つ 1 つの入力 (メッセージ) のみが AWS IoT Events
ディテクターによって処理されるようにするために使用します。${newuuid()} 置換テンプレートを
使用して、リクエストごとに一意の ID を生成できます。
batchMode が true である場合、messageId を指定することはできません。新しい UUID 値が割り
当てられます。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
roleArn
AWS IoT が AWS IoT Events ディテクターに入力を送信することを許可する IAM ロール。詳細につい
ては、「要件 (p. 535)」を参照してください。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ

例
次の JSON 例では、AWS IoT ルールで IoT Events アクションを定義します。
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"iotEvents": {
"inputName": "MyIoTEventsInput",
"messageId": "${newuuid()}",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_events"
}
}
]
}

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Events デベロッパーガイドの AWS IoT Events とは

IoT SiteWise
IoT SiteWise (iotSiteWise) アクションは、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。
AWS IoT のモノからデータを取り込む方法を示すチュートリアルに従うことができます。詳しくは、AWS
IoT SiteWise ユーザーガイドの Ingesting data to AWS IoT SiteWise from AWS IoT things を参照してくだ
さい。

要件
このルールアクションには、以下の要件があります。
• iotsitewise:BatchPutAssetPropertyValueオペレーションを実行するためにAWS IoTが引
き受けることができる IAM ロール。詳細については、「AWS IoT ルールに必要なアクセスを付与す
る (p. 481)」を参照してください。

536

AWS IoT Core デベロッパーガイド
IoT SiteWise

次の信頼ポリシーの例をロールにアタッチできます。
{

}

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

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 資産階層パスを指定
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。
{

}

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

• このアクションで AWS IoT SiteWise にデータを送信するときは、データが
BatchPutAssetPropertyValue オペレーションの要件を満たしている必要があります。詳は、AWS
IoT SiteWise API リファレンスの BatchPutAssetPropertyValue を参照してください。

パラメータ
このアクションで AWS IoT ルールを作成するときは、次の情報を指定する必要があります。
putAssetPropertyValueEntries
アセットプロパティ値エントリのリストで、それぞれに次の情報が含まれています。
propertyAlias
(オプション) アセットプロパティに関連付けられたプロパティエイリアス。propertyAlias ま
たは assetId と propertyId の両方のいずれかを指定する必要があります。プロパティのエイ
リアスの詳細については、AWS IoT SiteWise ユーザーガイドの Mapping industrial data streams
to asset properties を参照してください。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
assetId
(オプション) AWS IoT SiteWise アセットの ID。propertyAlias または assetId と
propertyId の両方のいずれかを指定する必要があります。
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置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
propertyId
(オプション) アセットのプロパティの ID。propertyAlias または assetId と propertyId の
両方のいずれかを指定する必要があります。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
entryId
(オプション) このエントリの一意な識別子。entryId を定義して、障害発生時にエラーの原因と
なったメッセージをより正確に追跡できます。デフォルトは新しい UUID です。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
propertyValues
次の形式でタイムスタンプ、品質、値 (TQV) を含み、挿入するプロパティ値のリスト。
timestamp
次の情報を含むタイムスタンプ構造体。
timeInSeconds
時間を秒単位で含む文字列 (Unix エポック時間)。メッセージペイロードにタイムスタン
プがない場合は、timestamp() (p. 617) を使用して、現在の時間をミリ秒単位で返すこ
とができます。この時間を秒に変換するには、次の置換テンプレートを使用できます:
${floor(timestamp() / 1E3)}。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
offsetInNanos
(オプション) 秒単位の時間からのナノ秒の時間オフセットを含む文字列。メッセージペ
イロードにタイムスタンプがない場合は、timestamp() (p. 617) を使用して、現在の時
間をミリ秒単位で返すことができます。その時点からのナノ秒のオフセットを計算する
には、次の置換テンプレートを使用できます: ${(timestamp() % 1E3) * 1E6}。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
Unix エポック時間に関して、AWS IoT SiteWise は、過去は最大 7 日、将来は最大 5 分まで
のタイムスタンプを持つエントリのみを受け入れます。
quality
(オプション) 値の品質を表す文字列。有効な値: GOOD、BAD、UNCERTAIN。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
value
アセットプロパティのデータ型に応じて、次のいずれかの値フィールドを含む値構造体。
booleanValue
(オプション) 値エントリのブール値を含む文字列。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
doubleValue
(オプション) 値エントリの double 値を含む文字列。
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置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
integerValue
(オプション) 値エントリの整数値を含む文字列。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
stringValue
(オプション) 値エントリの文字列値。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
roleArn
AWS IoT SiteWise にアセットプロパティ値を送信するアクセス許可を AWS IoT に付与する IAM ロー
ルの ARN。詳細については、「要件 (p. 536)」を参照してください。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ

例
次の JSON 例では、AWS IoT ルールで基本的な IoT SiteWise アクションを定義します。
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"iotSiteWise": {
"putAssetPropertyValueEntries": [
{
"propertyAlias": "/some/property/alias",
"propertyValues": [
{
"timestamp": {
"timeInSeconds": "${my.payload.timeInSeconds}"
},
"value": {
"integerValue": "${my.payload.value}"
}
}
]
}
],
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_sitewise"
}
}
]
}

次の JSON 例では、AWS IoT ルールで IoT SiteWise アクションを定義します。この例では、トピッ
クをプロパティエイリアスおよび timestamp() 関数として使用します。たとえば、/company/
windfarm/3/turbine/7/rpm にデータをパブリッシュする場合、このアクションは、指定したトピッ
クと同じプロパティエイリアスを持つアセットプロパティにデータを送信します。
{
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}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM '/company/windfarm/+/turbine/+/+'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"iotSiteWise": {
"putAssetPropertyValueEntries": [
{
"propertyAlias": "${topic()}",
"propertyValues": [
{
"timestamp": {
"timeInSeconds": "${floor(timestamp() / 1E3)}",
"offsetInNanos": "${(timestamp() % 1E3) * 1E6}"
},
"value": {
"doubleValue": "${my.payload.value}"
}
}
]
}
],
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_sitewise"
}
}
]
}

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT SiteWise ユーザーガイドの「AWS IoT SiteWise とは」
• AWS IoT SiteWise ユーザーガイドの Ingesting data using AWS IoT Core rules
• AWS IoT SiteWise ユーザーガイドの Ingesting data to AWS IoT SiteWise from AWS IoT things
• AWS IoT SiteWise ユーザーガイドの Troubleshooting an AWS IoT SiteWise rule action

Kinesis Data Firehose
Kinesis Data Firehose (firehose) アクションは、MQTT メッセージから Amazon Kinesis Data Firehose
ストリーミングにデータを送信します。

要件
このルールアクションには、以下の要件があります。
• firehose:PutRecordオペレーションを実行するためにAWS IoTが引き受けることができる IAM ロー
ル。詳細については、「AWS IoT ルールに必要なアクセスを付与する (p. 481)」を参照してくださ
い。
AWS IoT コンソールで、AWS IoTがこのルールアクションを実行できるようにするロールを選択または
作成できます。
• Amazon S3 バケットへのデータの送信に Kinesis Data Firehose を使用し、Amazon S3 内の保管中の
データを暗号化するために AWS Key Management Service (AWS KMS) カスタマーマネージド AWS
KMS key (KMS キー) を使用する場合、Kinesis Data Firehose は、バケットへのアクセス権と、発信
者に代わって AWS KMS key を使用するための許可を持っている必要があります。詳細については、
[Amazon Kinesis Data Firehose Developer Guide](Amazon Kinesis データファイアハウスデベロッパー
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ガイド)の[Grant Kinesis Data Firehose access to an Amazon S3 destination](Amazon S3 送信先への
Grant Kinesis データファイアハウスアクセス) を参照してください。

パラメータ
このアクションで AWS IoT ルールを作成するときは、次の情報を指定する必要があります。
batchMode
(オプション) PutRecordBatch を使用して、Kinesis Data Firehose ストリーミングをバッチとして
配信するかどうか。デフォルト値は false です。
batchMode が true で、ルールの SQL ステートメントが配列に評価される場合、各配列要素は
PutRecordBatch リクエストで 1 つのレコードを形成します。結果の配列には 500 を超えるレコー
ドを含めることはできません。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ
deliveryStreamName
メッセージデータの書き込み先となる Kinesis Data Firehose ストリーミング。
置換テンプレートのサポート (p. 625): API と AWS CLI のみ
separator
(オプション) Kinesis Data Firehose ストリーミングに書き込まれたレコードを区切るために使用され
る文字区切り記号。このパラメータを省略すると、ストリーミングは区切り記号を使用しません。有
効な値: , (カンマ)、\t (タブ)、\n (改行)、\r\n (Windows 改行)。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ
roleArn
Kinesis Data Firehose ストリーミングへのアクセスを許可する IAM ロール。詳細については、「要
件 (p. 540)」を参照してください。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ

例
次の JSON 例では、AWS IoT ルールで Kinesis Data Firehose アクションを定義します。
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"firehose": {
"deliveryStreamName": "my_firehose_stream",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_firehose"
}
}
]
}

次の JSON 例では、AWS IoT ルール内の置換テンプレートを使用して Kinesis Data Firehose アクション
を定義します。
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{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"firehose": {
"deliveryStreamName": "${topic()}",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_firehose"
}
}
]
}

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Firehose デベロッパーガイドの Amazon Kinesis Data Firehose とは

Kinesis Data Streams
Kinesis Data Streams (kinesis) アクションは、Amazon Kinesis Data Streams に MQTT メッセージの
データを書き込みます。

要件
このルールアクションには、以下の要件があります。
• kinesis:PutRecordオペレーションを実行するためにAWS IoTが引き受けることができる IAM ロー
ル。詳細については、「AWS IoT ルールに必要なアクセスを付与する (p. 481)」を参照してくださ
い。
AWS IoT コンソールで、AWS IoT がこのルールアクションを実行できるようにするロールを選択または
作成できます。
• Kinesis Data Streams 内の保管中のデータを暗号化するために AWS Key Management Service (AWS
KMS) カスタマーマネージド AWS KMS key (KMS キー) を使用する場合、サービスには発信者に代わっ
て AWS KMS key を使用するための許可が必要です。詳細については、[Amazon Kinesis Data Streams
Developer Guide](Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイド)の[AWS KMS keysPermissions to
use user-generated](ユーザーが生成した アクセス許可)を参照してください。

パラメータ
このアクションで AWS IoT ルールを作成するときは、次の情報を指定する必要があります。
stream
データを書き込む Kinesis データストリーミング。
置換テンプレートのサポート (p. 625): API と AWS CLI のみ
partitionKey
どのシャードにデータを書き込むかを決定するために使用されるパーティションキー。パーティショ
ンキーは通常、式 (例: ${topic()} または ${timestamp()}) で構成されます。
542

AWS IoT Core デベロッパーガイド
Lambda

置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
roleArn
Kinesis データストリームにアクセスするための AWS IoT アクセス許可を付与する IAM ロールの
ARN。詳細については、「要件 (p. 542)」を参照してください。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ

例
次の JSON 例では、AWS IoT ルールで Kinesis Data Streams アクションを定義します。
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"kinesis": {
"streamName": "my_kinesis_stream",
"partitionKey": "${topic()}",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_kinesis"
}
}
]
}

次の JSON 例では、AWS IoT ルール内の置換テンプレートを使用して Kinesis アクションを定義します。
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"kinesis": {
"streamName": "${topic()}",
"partitionKey": "${timestamp()}",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_kinesis"
}
}
]
}

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイドの Amazon Kinesis Data Streams とは

Lambda
Lambda (lambda) アクションは、AWS Lambda 関数を呼び出し、MQTT メッセージを渡します。AWS
IoT は Lambda 関数を非同期で呼び出します。
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Lambda アクションを使用してルールを作成およびテストする方法を示すチュートリアルに従うことが
できます。詳細については、「チュートリアル: AWS Lambda 関数を使用して通知をフォーマットす
る (p. 217)」を参照してください。

要件
このルールアクションには、以下の要件があります。
• AWS IoT で Lambda 関数を呼び出すには、AWS IoT に lambda:InvokeFunction アクセス許可を付
与するポリシーを設定する必要があります。呼び出すことができるのは、Lambda ポリシーが存在する
のと同じ AWS リージョンで定義された Lambda 関数のみです。Lambda 関数はリソースベースのポリ
シーを使用するため、ポリシーを Lambda 関数自体にアタッチする必要があります。
lambda:InvokeFunction アクセス許可を付与するポリシーをアタッチするには、次の AWS CLI コマ
ンドを使用します。
aws lambda add-permission --function-name function_name --region region --principal
iot.amazonaws.com --source-arn arn:aws:iot:region:account-id:rule/rule_name --sourceaccount account-id --statement-id unique_id --action "lambda:InvokeFunction"

add-permission コマンドは以下のパラメータを想定します。
--function-name
Lambda 関数の名前。関数のリソースポリシーを更新するための新しいアクセス許可を追加しま
す。
--region
関数の AWS リージョン。
--principal
アクセス許可を取得するプリンシパル。Lambda 関数を呼び出すアクセス許可を AWS IoT に対して
許可するには、これを iot.amazonaws.com にする必要があります。
--source-arn
ルールの ARN。ルールの ARN を取得するには、get-topic-rule という AWS CLI コマンドを使
用できます。
--source-account
ルールが定義されている AWS アカウント。
--statement-id
一意のステートメント ID。
--action
このステートメントで許可する Lambda アクション。AWS IoT が Lambda関数を呼び出すことを許
可するには、lambda:InvokeFunctionを指定します。

Important
source-arn または source-account を指定せずに、AWS IoT プリンシパルの許可を追加
すると、Lambdaアクションを使用してルールを作成するすべての AWS アカウント が、AWS
IoT からLambda関数を呼び出すルールをトリガーできるようになります。
詳細については、「[AWS Lambda permissions]（LAMlong アクセス許可）」を参照してください。
• Lambda内の保管中のデータを暗号化するために AWS Key Management Service (AWS KMS) カスタ
マーマネージド AWS KMS key (KMS キー) 544
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key を使用するための許可が必要です。詳しくは、[AWS LambdaDeveloper 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。

パラメータ
このアクションで AWS IoT ルールを作成するときは、次の情報を指定する必要があります。
functionArn
呼び出す Lambda 関数の ARN。AWS IoT には、関数を呼び出すアクセス許可が必要です。詳細につ
いては、「要件 (p. 544)」を参照してください。
Lambda 関数のバージョンまたはエイリアスを指定しない場合、関数の最新バージョンが実行されま
す。Lambda 関数の特定のバージョンを実行する場合は、バージョンまたはエイリアスを指定できま
す。バージョンまたはエイリアスを指定するには、Lambda 関数の ARN にバージョンまたはエイリア
スを追加します。
arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:myLambdaFunction:someAlias

バージョニングとエイリアスについて詳しくは、AWS Lambda 関数のバージョンを参照してくださ
い。
置換テンプレートのサポート (p. 625): API と AWS CLI のみ

例
次の JSON 例では、AWS IoT ルールで Lambda アクションを定義します。
{

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"lambda": {
"functionArn": "arn:aws:lambda:useast-2:123456789012:function:myLambdaFunction"
}
}
]
}
}

次の JSON 例では、AWS IoT ルール内の置換テンプレートを使用して Lambda アクションを定義しま
す。
{

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"lambda": {
"functionArn": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:
${topic()}"
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}

}

]

}

}

以下の資料も参照してください。
• 「AWS Lambda デベロッパーガイド」の 「AWS Lambda とは?」
• チュートリアル: AWS Lambda 関数を使用して通知をフォーマットする (p. 217)

OpenSearch
OpenSearch (openSearch) アクションは、Amazon OpenSearch Service ドメインに MQTT メッセージ
からデータを書き込みます。その後、OpenSearch Dashboards などのツールを使用して、OpenSearch
Service のデータをクエリおよび視覚化できます。

要件
このルールアクションには、以下の要件があります。
• es:ESHttpPutオペレーションを実行するためにAWS IoTが引き受けることができる IAM ロール。詳細
については、「AWS IoT ルールに必要なアクセスを付与する (p. 481)」を参照してください。
AWS IoT コンソールで、AWS IoTがこのルールアクションを実行できるようにするロールを選択または
作成できます。
• OpenSearch Service 内の保管中のデータを暗号化するためにカスタマーマネージド AWS KMS key
(KMS キー) を使用する場合は、サービスが発信者に代わって KMS キーを使用する許可を持っている
必要があります。詳細については、Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイドの「Amazon
OpenSearch Service の保管中のデータの暗号化」を参照してください。

パラメータ
このアクションで AWS IoT ルールを作成するときは、次の情報を指定する必要があります。
endpoint
Amazon OpenSearch Service ドメインのエンドポイント。
置換テンプレートのサポート (p. 625): API と AWS CLI のみ
index
データを保存する OpenSearch インデックス。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
type
保存するドキュメントのタイプ。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
id
各ドキュメントの一意の識別子。
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置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
roleARN
OpenSearch Service ドメインへのアクセスを許可する IAM ロール。詳細については、「要
件 (p. 546)」を参照してください。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ

制約事項
OpenSearch (openSearch) アクションを使用して VPC Elasticsearch クラスターにデータを配信するこ
とはできません。

例
以下の JSON 例は、AWS IoT ルール内の OpenSearch アクションと、OpenSearch アクションのフィー
ルドを指定する方法を定義します。詳細については、[OpenSearchAction]を参照してください。
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT *, timestamp() as timestamp FROM 'iot/test'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"openSearch": {
"endpoint": "https://my-endpoint",
"index": "my-index",
"type": "my-type",
"id": "${newuuid()}",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_os"
}
}
]
}

以下の JSON 例は、AWS IoT ルール内で置換テンプレートを使用して OpenSearch アクションを定義し
ます。
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"openSearch": {
"endpoint": "https://my-endpoint",
"index": "${topic()}",
"type": "${type}",
"id": "${newuuid()}",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_os"
}
}
]
}
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以下も参照してください。
Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイドの「Amazon OpenSearch Service とは?」

Republish
再発行 (republish) アクションは、MQTT メッセージを別の MQTT トピックに再発行します。

要件
このルールアクションには、以下の要件があります。
• iot:Publishオペレーションを実行するためにAWS IoTが引き受けることができる IAM ロール。詳細
については、「AWS IoT ルールに必要なアクセスを付与する (p. 481)」を参照してください。
AWS IoT コンソールで、AWS IoTがこのルールアクションを実行できるようにするロールを選択または
作成できます。

パラメータ
このアクションで AWS IoT ルールを作成するときは、次の情報を指定する必要があります。
topic
メッセージの再発行先として指定する MQTT トピック。
$ で始まる予約済みトピックに再発行するには、代わりに $$ を使用します。例えば、デバイスシャ
ドウトピック $aws/things/MyThing/shadow/update に再発行する場合は、トピックを $$aws/
things/MyThing/shadow/update として指定します。

Note
予約済みのジョブトピック (p. 109)への再発行はサポートされていません。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
qos
(オプション) メッセージを再発行するときに使用する Quality of Service (QoS) レベル。有効な値:
0、1。デフォルト値は 0 です。MQTT QoS の詳細については、「MQTT (p. 86)」を参照してくださ
い。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ
roleArn
AWS IoT が MQTT トピックに発行することを許可する IAM ロール。詳細については、「要
件 (p. 548)」を参照してください。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ

例
次の JSON 例では、AWS IoT ルールで再発行アクションを定義します。
{

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
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}

}

"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"republish": {
"topic": "another/topic",
"qos": 1,
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_republish"
}
}
]

次の JSON 例では、AWS IoT ルール内の置換テンプレートを使用して再発行アクションを定義します。
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"republish": {
"topic": "${topic()}/republish",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_republish"
}
}
]
}

S3
S3 (s3) アクションは、MQTT メッセージのデータを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バ
ケットに書き込みます。

要件
このルールアクションには、以下の要件があります。
• s3:PutObjectオペレーションを実行するためにAWS IoTが引き受けることができる IAM ロール。詳細
については、「AWS IoT ルールに必要なアクセスを付与する (p. 481)」を参照してください。
AWS IoT コンソールで、AWS IoT がこのルールアクションを実行できるようにするロールを選択または
作成できます。
• Amazon S3 内の保管中のデータを暗号化するために AWS Key Management Service (AWS KMS) カス
タマーマネージド AWS KMS key (KMS キー) を使用する場合、サービスには発信者に代わって AWS
KMS key を使用するための許可が必要です。詳細については、Amazon Simple Storage Service デベ
ロッパーガイドの「AWS 管理の AWS KMS keys とカスタマー管理の AWS KMS keys」を参照してくだ
さい。

パラメータ
このアクションで AWS IoT ルールを作成するときは、次の情報を指定する必要があります。
bucket
データの書き込み先として指定する Amazon S3 バケット。
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置換テンプレートのサポート (p. 625): API と AWS CLI のみ
cannedacl
(オプション) オブジェクトキーによって識別されるオブジェクトへのアクセスをコントロールする
Amazon S3 既定 ACL。使用できる値などの詳細については、既定 ACL を参照してください (許可値
の一覧が記載されています)。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ
key
データの書き込み先として指定するファイルのパス。
このパラメータが ${topic()}/${timestamp()} であり、トピックが some/topic であるメッ
セージをルールが受信する例を考えてください。現在のタイムスタンプが 1460685389 の場合、この
アクションはデータを S3 バケットの some/topic フォルダの 1460685389 というファイルに書き
込みます。

Note
静的キーを使用する場合、AWS IoTT はルールが呼び出されるたびに単一のファイルを上書
きします。受信したメッセージごとに新しいファイルが Amazon S3 に保存されるように、
メッセージのタイムスタンプまたは別の一意のメッセージ識別子を使用することをお勧めし
ます。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
roleArn
Amazon S3 バケットへのアクセスを許可する IAM ロール。詳細については、「要件 (p. 549)」を参
照してください。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ

例
次の JSON 例では、AWS IoT ルールで S3 アクションを定義します。
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"s3": {
"bucketName": "my-bucket",
"cannedacl": "public-read",
"key": "${topic()}/${timestamp()}",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_s3"
}
}
]
}

以下も参照してください。
• Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイドの Amazon S3 とは?
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Salesforce IoT
Salesforce IoT (salesforce) アクションは、ルールをトリガーした MQTT メッセージから Salesforce
IoT 入力ストリーミングにデータを送信します。

パラメータ
このアクションで AWS IoT ルールを作成するときは、次の情報を指定する必要があります。
url
Salesforce IoT 入力ストリームによって公開される URL。この URL は、入力ストリームの作成時に
Salesforce IoT プラットフォームから入手できます。詳細については、Salesforce IoT ドキュメントを
参照してください。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ
token
指定した Salesforce IoT 入力ストリームへのアクセスを認証するために使用されるトークン。この
トークンは、入力ストリームの作成時に Salesforce IoT プラットフォームから入手できます。詳細に
ついては、Salesforce IoT ドキュメントを参照してください。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ

例
次の JSON 例では、AWS IoT ルールで Salesforce IoT アクションを定義します。
{

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"salesforce": {
"token": "ABCDEFGHI123456789abcdefghi123456789",
"url": "https://ingestion-cluster-id.my-env.sfdcnow.com/streams/streamid/connection-id/my-event"
}
}
]
}
}

SNS
SNS (sns) アクションは、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) プッシュ通知として MQTT
メッセージからデータを送信します。
SNS アクションを使用してルールを作成およびテストする方法を示すチュートリアルに従うことができま
す。詳細については、「チュートリアル: Amazon SNS 通知の送信 (p. 204)」を参照してください。

Note
SNS アクションは、Amazon SNS FIFO (First-In-First-Out) トピックをサポートしていません。
ルールエンジンは完全に分散されたサービスであるため、SNS アクションが呼び出されたときの
メッセージ順序の保証はありません。
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要件
このルールアクションには、以下の要件があります。
• sns:Publishオペレーションを実行するためにAWS IoTが引き受けることができる IAM ロール。詳細
については、「AWS IoT ルールに必要なアクセスを付与する (p. 481)」を参照してください。
AWS IoTコンソールで、AWS IoTがこのルールアクションを実行できるようにするロールを選択または
作成できます。
• Amazon SNS 内の保管中のデータを暗号化するために AWS Key Management Service (AWS KMS) カ
スタマーマネージド AWS KMS key (KMS キー) を使用する場合、サービスには発信者に代わって AWS
KMS key を使用するための許可が必要です。詳細については、[Amazon Simple Notification Service
Developer Guide](Amazon 簡易通知サービス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。

パラメータ
このアクションで AWS IoT ルールを作成するときは、次の情報を指定する必要があります。
targetArn
プッシュ通知の送信先として指定する SNS トピックまたは個々のデバイス。
置換テンプレートのサポート (p. 625): API と AWS CLI のみ
messageFormat
(オプション) メッセージ形式。Amazon SNS ではこの設定を使用して、ペイロードを解析して関
連するプラットフォーム固有の部分をペイロードから抽出するかどうかを判断します。有効な値:
JSON、RAW。デフォルトは RAW です。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ
roleArn
SNS へのアクセスを許可する IAM ロール。詳細については、「要件 (p. 552)」を参照してくださ
い。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ

例
次の JSON 例では、AWS IoTルールで SNS アクションを定義します。
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"sns": {
"targetArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:my_sns_topic",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_sns"
}
}
]
}
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次の JSON 例では、AWS IoT ルール内の置換テンプレートを使用して SNS アクションを定義します。
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"sns": {
"targetArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:${topic()}",
"messageFormat": "JSON",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_sns"
}
}
]
}

以下の資料も参照してください。
• Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイドの Amazon Simple Notification Service とは
• チュートリアル: Amazon SNS 通知の送信 (p. 204)

SQS
SQS (sqs) アクションは、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに MQTT メッセージの
データを送信します。

Note
SQS アクションは、Amazon SQS FIFO (First-In-First-Out) キューをサポートしていません。ルー
ルエンジンは完全に分散されたサービスであるため、SQS アクションがトリガーされたときの
メッセージ順序の保証はありません。

要件
このルールアクションには、以下の要件があります。
• sqs:SendMessageオペレーションを実行するためにAWS IoTが引き受けることができる IAM ロール。
詳細については、「AWS IoT ルールに必要なアクセスを付与する (p. 481)」を参照してください。
AWS IoT コンソールで、AWS IoT がこのルールアクションを実行できるようにするロールを選択または
作成できます。
• Amazon SQS 内の保管中のデータを暗号化するために AWS Key Management Service (AWS KMS) カ
スタマーマネージド AWS KMS key (KMS キー) を使用する場合、サービスには発信者に代わって AWS
KMS key を使用するための許可が必要です。詳細については、Amazon Simple Storage Service デベ
ロッパーガイドのキー管理を参照してください。

パラメータ
このアクションで AWS IoT ルールを作成するときは、次の情報を指定する必要があります。
queueUrl
データの書き込み先として指定する Amazon SQS キューの URL。
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置換テンプレートのサポート (p. 625): API と AWS CLI のみ
useBase64
このパラメータを true に設定して、データを Amazon SQS キューに書き込む前にメッセージデータ
を base64 エンコードするルールアクションを設定します。デフォルトは false です。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ
roleArn
Amazon SQS キューへのアクセスを許可する IAM ロール。詳細については、「要件 (p. 553)」を参
照してください。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ

例
次の JSON 例では、AWS IoT ルールで SQS アクションを定義します。
{

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"sqs": {
"queueUrl": "https://sqs.us-east-2.amazonaws.com/123456789012/
my_sqs_queue",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_sqs"
}
}
]
}
}

次の JSON 例では、AWS IoT ルール内の置換テンプレートを使用して SQS アクションを定義します。
{

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"sqs": {
"queueUrl": "https://sqs.us-east-2.amazonaws.com/123456789012/
${topic()}",
"useBase64": true,
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_sqs"
}
}
]
}
}

以下の資料も参照してください。
• Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイドの Amazon Simple Queue Service とは
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Step Functions
Step Functions (stepFunctions) アクションは AWS Step Functions ステートマシンを起動します。

要件
このルールアクションには、以下の要件があります。
• states:StartExecutionオペレーションを実行するためにAWS IoTが引き受けることができる IAM
ロール。詳細については、「AWS IoT ルールに必要なアクセスを付与する (p. 481)」を参照してくだ
さい。
AWS IoT コンソールで、AWS IoTがこのルールアクションを実行できるようにするロールを選択または
作成できます。

パラメータ
このアクションで AWS IoT ルールを作成するときは、次の情報を指定する必要があります。
stateMachineName
開始する Step Functions ステートマシンの名前。
置換テンプレートのサポート (p. 625): API と AWS CLI のみ
executionNamePrefix
(オプション) ステートマシンの実行に指定される、このプレフィックスとそれに続く UUID で構成さ
れる名前。Step Functions は、各ステートマシンの実行用に一意の名前を作成します (指定されていな
い場合)。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
roleArn
ステートマシンを起動するためのアクセス許可を AWS IoT に付与するロールの ARN。詳細について
は、「要件 (p. 555)」を参照してください
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ

例
次の JSON 例では、AWS IoTルールで Step Functions アクションを定義します。
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"stepFunctions": {
"stateMachineName": "myStateMachine",
"executionNamePrefix": "myExecution",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_step_functions"
}
}
]
}
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以下の資料も参照してください。
• 「AWS Step Functions デベロッパーガイド」の 「AWS Step Functions とは?」

Timestream
Timestream ルールアクションは、MQTT メッセージの属性 (メジャー) を Amazon Timestream テーブル
に書き込みます。Amazon Timestream の詳細については、Amazon Timestream とはを参照してくださ
い。

Note
Amazon Timestream は、一部の AWS リージョンでは使用できません。リージョンで Amazon
Timestream を利用できない場合は、ルールアクションのリストには表示されません。
このルールが Timestream データベースに保存する属性は、ルールのクエリステートメントから得ら
れた属性です。クエリステートメントの結果の各属性の値は、そのデータタイプを (the section called
“DynamoDBv2” (p. 503) アクションにおけるのと同様に) 推測するために解析されます。各属性の値
は、Timestream テーブルの独自のレコードに書き込まれます。属性のデータ型を指定または変更するに
は、クエリステートメントでcast() (p. 587)関数を使用します。各 Timestream レコードの内容の詳細
については、「the section called “Amazon Timestream レコードコンテンツ” (p. 557)」を参照してくだ
さい。

Note
SQL V2 (2016-03-23) では、10.0 などの整数である数値は整数表現 (10) に変換されま
す。cast() (p. 587) 関数を使用するなどして、それらを Decimal値に明示的にキャストして
も、この動作は妨げられず、結果は Integer 値のままです。これにより、データが Timestream
データベースに記録されるのを妨げる、タイプの不一致エラーが発生する可能性があります。
整数の数値を Decimal 値として確実に処理するには、ルールクエリステートメントに SQL V1
(2015-10-08) を使用します。

Note
タイムストリームルールアクションが Amazon Timestream テーブルに書き込むことができる値
の最大数は 100 です。詳細については、Amazon Timestream クォータのリファレンスを参照し
てください。

要件
このルールアクションには、以下の要件があります。
• timestream:DescribeEndpoints オペレーションと timestream:WriteRecords オペレーション
を実行するために AWS IoT が引き受けることができる IAM ロール。詳細については、「AWS IoT ルー
ルに必要なアクセスを付与する (p. 481)」を参照してください。
AWS IoT コンソールで、AWS IoT がこのルールアクションを実行できるようにするロールを選択、更
新、または作成できます。
• Timestream 内の保管中のデータを暗号化するために、カスタマーマネージド AWS Key Management
Service (AWS KMS) を使用する場合、サービスには発信者に代わって AWS KMS key を使用するための
許可が必要です。詳しくは、[How AWS services use AWS KMS](サービスはどのようにKMSを使うの
か) を参照してください。

パラメータ
このアクションで AWS IoT ルールを作成するときは、次の情報を指定する必要があります。
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databaseName
このアクションが作成したレコードを受信するテーブルを持つ Amazon Timestream データベースの
名前。「tableName」も参照してください。
置換テンプレートのサポート (p. 625): API と AWS CLI のみ
dimensions
各メジャーレコードに書き込まれる時系列のメタデータ属性。例えば、EC2 インスタンスの名前とア
ベイラビリティーゾーン、または風力タービンの製造元の名前はディメンションです。
name
メタデータディメンション名。これはデータベーステーブルレコード内の列の名前です。
ディメンションに、measure_name、measure_value、time の名前を付けることはできませ
ん。これらの名前は予約されています。ディメンション名は、ts_ または measure_value で始
めることはできず、コロン (:) 文字を含めることはできません。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ
value
データベースレコードのこの列に書き込む値。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: はい
roleArn
Timestream データベーステーブルに書き込むためのアクセス許可を AWS IoT に付与するロールの
Amazon リソースネーム (ARN)。詳細については、「要件 (p. 556)」を参照してください。
置換テンプレート (p. 625)をサポート: いいえ
tableName
メジャーレコードを書き込むデータベーステーブルの名前。「databaseName」も参照してくださ
い。
置換テンプレートのサポート (p. 625): API と AWS CLI のみ
timestamp
エントリのタイムスタンプに使用する値。空白の場合、エントリが処理された時刻が使用されます。
unit
value で説明されている式から得られるタイムスタンプ値の精度。
有効な値: SECONDS | MILLISECONDS | MICROSECONDS | NANOSECONDS。デフォルト:
MILLISECONDS。
value
長いエポック時間の値を返す式。
the section called “time_to_epoch(String, String)” (p. 616) 関数を使用して、メッセージペイロー
ドで渡される日付または時刻の値から有効なタイムスタンプを作成できます。

Amazon Timestream レコードコンテンツ
このアクションによって Amazon Timestream テーブルに書き込まれるデータには、タイムスタン
プ、Timestream ルールアクションからのメタデータ、およびルールのクエリステートメントの結果が含ま
れます。
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クエリステートメントの結果の各属性 (メジャー) について、このルールアクションは、これらの列を持つ
指定された Timestream テーブルにレコードを書き込みます。
列名

属性タイプ

値

コメント

dimension-name

ディメンション

Timestream ルールアク
ションエントリで指定
された値。

ルールアクションエ
ントリで指定された
各 [Dimension] (ディ
メンション) は、ディ
メンションの名前で
Timestream データベー
スに列を作成します。

measure_name

MEASURE_NAME

属性の名前

measure_value::datatype 列で値が指定され
ているクエリステート
メントの結果の属性の
名前。

measure_value::datatype

MEASURE_VALUE

クエリステートメント
の結果に含まれる属性
の値。属性の名前は
measure_name 列にあ
ります。

値は解釈*され、次
のベストマッチとし
てキャストされます:
bigint、boolean、double、varch
Timestream は、デー
タ型ごとに個別の列を
作成します。メッセー
ジ内の値は、ルールの
クエリステートメント
でcast() (p. 587) 関
数を使用して別のデー
タ型にキャストできま
す。

time

TIMESTAMP

データベース内のレ
コードの日時。

この値は、ルールエン
ジンまたは timestamp
プロパティ (定義されて
いる場合) によって割り
当てられます。

* メッセージペイロードから読み取られた属性値は以下のように解釈されます。これらの各ケースの図に
ついては、「the section called “例” (p. 558)」を参照してください。
• true または false の引用符で囲まれていない値は、boolean タイプとして解釈されます。
• 10 進数値は double タイプとして解釈されます。
• 小数点のない数値は bigint タイプとして解釈されます。
• 引用符で囲まれた文字列は varchar タイプとして解釈されます。
• オブジェクトと配列の値は JSON 文字列に変換され、varchar タイプとして保存されます。

例
次の JSON 例では、AWS IoT ルール内の置換テンプレートを使用して Timestream ルールアクションを定
義します。
{
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}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'iot/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"timestream": {
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_timestream",
"tableName": "devices_metrics",
"dimensions": [
{
"name": "device_id",
"value": "${clientId()}"
},
{
"name": "device_firmware_sku",
"value": "My Static Metadata"
}
],
"databaseName": "record_devices"
}
}
]
}

前の例で定義された Timestream トピックルールアクションを次のメッセージペイロードで使用する
と、Amazon Timestream レコードが次の表に書き込まれます。
{

}

"boolean_value": true,
"integer_value": 123456789012,
"double_value": 123.456789012,
"string_value": "String value",
"boolean_value_as_string": "true",
"integer_value_as_string": "123456789012",
"double_value_as_string": "123.456789012",
"array_of_integers": [23,36,56,72],
"array of strings": ["red", "green","blue"],
"complex_value": {
"simple_element": 42,
"array_of_integers": [23,36,56,72],
"array of strings": ["red", "green","blue"]
}

次の表は、指定されたトピックルールアクションを使用して以前のメッセージペイロードが作成したもの
の処理を行うデータベースの列とレコードを示しています。device_firmware_sku および device_id
列は、トピックルールアクションで定義された DIMENSIONS です。Timestream トピックルールアクショ
ンは、time 列と measure_name および measure_value::* 列を作成し、トピックルールアクションの
クエリステートメントの結果からの値を入力します。
device_firmware_sku
device_id

measure_name
measure_value::bigint
measure_value::varchar
measure_value::double
measure_value::boolean
time

静的メタ
データ

iotconsole-159EXAMPLE738-0
complex_value
-

{"simple_element":42,"array_of_integers":
2020-08-26 22:42:16.4230
[23,36,56,72],"array
of strings":
["red","green","blue"]}

静的メタ
データ

iotconsole-159EXAMPLE738-0
integer_value_as_string
-

123456789012
-
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device_firmware_sku
device_id

measure_name
measure_value::bigint
measure_value::varchar
measure_value::double
measure_value::boolean
time

静的メタ
データ

iotconsole-159EXAMPLE738-0
boolean_value-

静的メタ
データ

-

-

TRUE

2020-08-26 22:42:16.4230

iotconsole-159EXAMPLE738-0
integer_value123456789012
-

-

-

2020-08-26 22:42:16.4230

静的メタ
データ

iotconsole-159EXAMPLE738-0
string_value -

文字列値

-

-

2020-08-26 22:42:16.4230

静的メタ
データ

iotconsole-159EXAMPLE738-0
array_of_integers
-

[23,36,56,72] -

-

2020-08-26 22:42:16.4230

静的メタ
データ

iotconsole-159EXAMPLE738-0
文字列の配 列

["red","green","blue"]
-

-

2020-08-26 22:42:16.4230

静的メタ
データ

iotconsole-159EXAMPLE738-0
boolean_value_as_string
TRUE

-

-

2020-08-26 22:42:16.4230

静的メタ
データ

iotconsole-159EXAMPLE738-0
double_value-

-

123.456789012
-

2020-08-26 22:42:16.4230

静的メタ
データ

iotconsole-159EXAMPLE738-0
double_value_as_string
-

123.45679

-

2020-08-26 22:42:16.4230

-

ルールのトラブルシューティング
ルールに問題が発生した場合は、CloudWatch Logs を有効にすることをお勧めします。ログを分析して、
認証に関する問題かどうか、WHERE 句の条件に一致する結果が見つからない問題かどうかなどを判断で
きます。詳細については、CloudWatch Logs のセットアップを参照してください。

AWS IoT ルールを使用したクロスアカウントリ
ソースへのアクセス
あるアカウントの MQTT トピックに取り込まれたデータを、別のアカウントの Amazon SQS や Lambda
などの AWS サービスにルーティングできるように、クロスアカウントアクセス用の AWS IoT ルールを設
定できます。あるアカウントの MQTT トピックから別のアカウントの宛先にクロスアカウントデータ取り
込みを実行するための AWS IoT ルールを設定する方法について、次の例で説明します。
クロスアカウントルールは、宛先リソースのリソースベースのアクセス許可を使用して設定できます。こ
のため、リソースベースのアクセス許可をサポートする宛先のみが、AWS IoT ルールを使用するクロスア
カウントアクセスを有効にできます。サポートされる宛先には、Amazon SQS、Amazon SNS、Amazon
S3、および AWS Lambda があります。

Note
ルールアクションが、そのリソースと対話できるようにするために、別のサービスのリソースと
同じ AWS リージョン において、ルールを定義する必要があります。AWS IoT ルールアクション
の詳細については、「AWS IoT ルールアクション (p. 487)」を参照してください。

前提条件
• AWS IoT ルールに詳しいこと
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• IAM ユーザー,ロール,およびリソースベースのアクセス許可を理解していること
• AWS CLI がインストールされていること

Amazon SQS のクロスアカウント設定
シナリオ: アカウント A が、MQTT メッセージからアカウント B の Amazon SQS キューにデータを送信
します。
AWS アカウント

アカウントの呼び方

説明

1111-1111-1111

アカウント A

ルールアクション: sqs:SendMessage

2222-2222-2222

アカウント B

Amazon SQS キュー
• ARN:
arn:aws:sqs:region:2222-2222-2222:ExampleQueue
• URL: https://
sqs.region.amazonaws.com/2222-2222-2222/
ExampleQueue

アカウント A のタスクを実行する
注意
次のコマンドを実行するには、リソースがルールの Amazon リソースネーム (ARN) で
ある iot:CreateTopicRule へのアクセス許可と、リソースがロールの ARN である
iam:PassRole アクションへのアクセス許可が IAM ユーザーに必要です。
1.

アカウント A の IAM ユーザーを使用して、AWS CLI を設定します。

2.

AWS IoT ルールエンジンを信頼する IAM ロールを作成し、アカウント B の Amazon SQS キューへ
のアクセスを許可するポリシーをアタッチします。コマンド例とポリシードキュメントの例について
は、AWS IoT への必要なアクセス許可の付与を参照してください。

3.

トピックにアタッチされるルールを作成するために、create-topic-rule コマンドを実行します。
aws iot create-topic-rule --rule-name myRule --topic-rule-payload file://./my-rule.json

次のペイロードファイル例では、iot/test トピックに送信されたすべてのメッセージを指定の
Amazon SQS キューに挿入するルールが指定されています。SQL ステートメントによってメッセージ
がフィルター処理され、ロールの ARN によって Amazon SQS キューにメッセージを追加するアクセ
ス許可が AWS IoT に付与されます。
{

"sql": "SELECT * FROM 'iot/test'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"sqs": {
"queueUrl": "https://sqs.region.amazonaws.com/2222-2222-2222/ExampleQueue",
"roleArn": "arn:aws:iam::1111-1111-1111:role/my-iot-role",
"useBase64": false
}
}
]
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}

AWS IoT ルールで Amazon SQS アクションを定義する方法について詳しくは、AWS IoT ルールアク
ション - Amazon SQS を参照してください。

アカウント B のタスクを実行する
1.

アカウント B の IAM ユーザーを使用して、AWS CLI を設定します。

2.

Amazon SQS キューリソースへのアクセス許可をアカウント A に付与するために、add-permission
コマンドを実行します。
aws sqs add-permission --queue-url https://sqs.region.amazonaws.com/2222-2222-2222/
ExampleQueue --label SendMessagesToMyQueue --aws-account-ids 1111-1111-1111 --actions
SendMessage

Amazon SNS のクロスアカウント設定
シナリオ: アカウント A が、MQTT メッセージからアカウント B の Amazon SNS トピックにデータを送
信します。
AWS アカウント

アカウントの呼び方

説明

1111-1111-1111

アカウント A

ルールアクション: sns:Publish

2222-2222-2222

アカウント B

Amazon SNS トピックの ARN:
arn:aws:sns:region:2222-2222-2222:ExampleTopic

アカウント A のタスクを実行する
メモ
次のコマンドを実行するには、リソースがルールの ARN である iot:CreateTopicRule へのア
クセス許可と、リソースがロールの ARN である iam:PassRole アクションへのアクセス許可が
IAM ユーザーに必要です。
1.

アカウント A の IAM ユーザーを使用して、AWS CLI を設定します。

2.

AWS IoT ルールエンジンを信頼する IAM ロールを作成し、アカウント B の Amazon SNS トピックへ
のアクセスを許可するポリシーをアタッチします。コマンド例とポリシードキュメントの例について
は、AWS IoT への必要なアクセス許可の付与を参照してください。

3.

トピックにアタッチされるルールを作成するために、create-topic-rule コマンドを実行します。
aws iot create-topic-rule --rule-name myRule --topic-rule-payload file://./my-rule.json

次のペイロードファイル例では、iot/test トピックに送信されたすべてのメッセージを指定の
Amazon SNS トピックに挿入するルールが指定されています。SQL ステートメントによってメッセー
ジがフィルター処理され、ロールの ARN によって Amazon SNS トピックへのアクセス許可が AWS
IoT に付与されます。
{

"sql": "SELECT * FROM 'iot/test'",
"ruleDisabled": false,
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"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"sns": {
"targetArn": "arn:aws:sns:region:2222-2222-2222:ExampleTopic",
"roleArn": "arn:aws:iam::1111-1111-1111:role/my-iot-role"
}
}
]

}

AWS IoT ルールで Amazon SNS アクションを定義する方法について詳しくは、AWS IoT ルールアク
ション - Amazon SNS を参照してください。

アカウント B のタスクを実行する
1.

アカウント B の IAM ユーザーを使用して、AWS CLI を設定します。

2.

Amazon SNS トピックリソースに対するアクセス許可をアカウント A に付与するために、addpermission コマンドを実行します。
aws sns add-permission --topic-arn arn:aws:sns:region:2222-2222-2222:ExampleTopic -label Publish-Permission --aws-account-id 1111-1111-1111 --action-name Publish

Amazon S3 のクロスアカウント設定
シナリオ: アカウント A が、MQTT メッセージからアカウント B の Amazon S3 バケットにデータを送信
します。
AWS アカウント

アカウントの呼び方

説明

1111-1111-1111

アカウント A

ルールアクション: s3:PutObject

2222-2222-2222

アカウント B

Amazon S3 バケットの ARN:
arn:aws:s3:::ExampleBucket

アカウント A のタスクを実行する
注意
次のコマンドを実行するには、リソースがルールのARN である iot:CreateTopicRule に対す
るアクセス許可と、リソースがロールの ARN である iam:PassRole アクションに対するアクセ
ス許可が IAM ユーザーに必要です。
1.

アカウント A の IAM ユーザーを使用して、AWS CLI を設定します。

2.

AWS IoT ルールエンジンを信頼する IAM ロールを作成し、アカウント B の Amazon S3 バケットへ
のアクセスを許可するポリシーをアタッチします。コマンド例とポリシードキュメントの例について
は、AWS IoT への必要なアクセス許可の付与を参照してください。

3.

ターゲット S3 バケットにアタッチされるルールを作成するために、create-topic-rule コマンドを実行
します。
aws iot create-topic-rule --rule-name my-rule --topic-rule-payload file://./myrule.json
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次のペイロードファイル例では、iot/test トピックに送信されたすべてのメッセージを指定の
Amazon S3 バケットに挿入するルールが指定されています。SQL ステートメントによってメッセー
ジがフィルター処理され、ロールの ARN によって Amazon S3 バケットにメッセージを追加するアク
セス許可が AWS IoT に付与されます。
{

"sql": "SELECT * FROM 'iot/test'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"s3": {
"bucketName": "ExampleBucket",
"key": "${topic()}/${timestamp()}",
"roleArn": "arn:aws:iam::1111-1111-1111:role/my-iot-role"
}
}
]

}

AWS IoT ルールで Amazon S3 アクションを定義する方法について詳しくは、AWS IoT ルールアク
ション - Amazon S3 を参照してください。

アカウント B のタスクを実行する
1.

アカウント B の IAM ユーザーを使用して、AWS CLI を設定します。

2.

アカウント A のプリンシパルを信頼するバケットポリシーを作成します。
次のペイロードファイル例では、別のアカウントのプリンシパルを信頼するバケットポリシーを定義
します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AddCannedAcl",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::1111-1111-1111:root"
]
},
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::ExampleBucket/*"
}
]

}

詳しくは、バケットポリシーの例を参照してください。
3.

指定したバケットにバケットポリシーをアタッチするために、put-bucket-policy コマンドを実行しま
す。
aws s3api put-bucket-policy --bucket ExampleBucket --policy file://./my-bucketpolicy.json

4.

クロスアカウントアクセスが機能するように、パブリックアクセスをすべてブロックが正しく設定さ
れていることを確認してください。詳しくは、Amazon S3 のセキュリティベストプラクティスを参照
してください。
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AWS Lambda のクロスアカウント設定
シナリオ: アカウント A が、アカウント B の AWS Lambda 関数を呼び出し、MQTT メッセージを渡しま
す。
AWS アカウント

アカウントの呼び方

説明

1111-1111-1111

アカウント A

ルールアクション: lambda:InvokeFunction

2222-2222-2222

アカウント B

Lambda 関数の ARN:
arn:aws:lambda:region:2222-2222-2222:function:example
function

アカウント A のタスクを実行する
メモ
次のコマンドを実行するには、リソースがルールのARN である iot:CreateTopicRule に対す
るアクセス許可と、リソースがロールの ARN である iam:PassRole アクションに対するアクセ
ス許可が IAM ユーザーに必要です。
1.

アカウント A の IAM ユーザーを使用して、AWS CLI を設定します。

2.

create-topic-rule コマンドを実行して、アカウント B の Lambda 関数へのクロスアカウントアクセス
を定義するルールを作成します。
aws iot create-topic-rule --rule-name my-rule --topic-rule-payload file://./myrule.json

次のペイロードファイル例では、iot/test トピックに送信されたすべてのメッセージを指定の
Lambda 関数に挿入するルールが指定されています。SQL ステートメントによってメッセージがフィ
ルター処理され、ロールの ARN によって Lambda 関数にデータを渡すアクセス許可が AWS IoT に付
与されます。
{

"sql": "SELECT * FROM 'iot/test'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"lambda": {
"functionArn": "arn:aws:lambda:region:2222-2222-2222:function:example-function"
}
}
]

}

AWS IoT ルールで AWS Lambda アクションを定義する方法について詳しくは、AWS IoT ルールアク
ション - Lambda を参照してください。

アカウント B のタスクを実行する
1.
2.

アカウント B の IAM ユーザーを使用して、AWS CLI を設定します。
Lambda の add-permission コマンドを実行して、Lambda 関数をトリガーするアクセス許可を AWS
IoT ルールに付与します。次のコマンドを実行するには、lambda:AddPermission アクションに対
するアクセス許可が IAM ユーザーに必要です。
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aws lambda add-permission --function-name example-function --region us-east-1 -principal iot.amazonaws.com --source-arn arn:aws:iot:region:1111-1111-1111:rule/
example-rule --source-account 1111-1111-1111 --statement-id "unique_id" --action
"lambda:InvokeFunction"

オプション:
--プリンシパル
このフィールドは、Lambda 関数を呼び出すアクセス許可を AWS IoT (iot.amazonaws.com で表さ
れる) に付与します。
--source-arn
このフィールドは、AWS IoT の arn:aws:iot:region:1111-1111-1111:rule/example-rule
のみがこのLambda 関数をトリガーし、同じアカウントまたは異なるアカウント内の他のルールはこ
の Lambda 関数をトリガーできないようにします。
--source-account
このフィールドは、AWS IoT が 1111-1111-1111 アカウントの代わりにのみ、この Lambda 関数を
トリガーするようにします。

メモ
AWS Lambda 関数のコンソールの [Configuration] (設定) の下に「ルールが見つかりませんで
した」というエラーメッセージが表示される場合は、エラーメッセージを無視して、接続の
テストに進みます。

エラー処理 (エラーアクション)
AWS IoT がデバイスからメッセージを受信すると、ルールエンジンはそのメッセージがルールと一致する
かどうかを確認します。一致する場合は、そのルールのクエリステートメントが評価され、ルールのアク
ションがトリガーされ、クエリステートメントの結果が渡されます。
アクションをトリガーするときに問題が発生した場合、ルールエンジンはエラーアクションをトリガーし
ます (そのルールにエラーアクションが指定されている場合)。次の場合に、この問題が発生することがあ
ります。
• ルールに Amazon S3 バケットにアクセスする権限がない。
• ユーザーエラーにより、DynamoDB のプロビジョニングされたスループットを超える。

エラーアクションメッセージ形式
ルールとメッセージごとに 1 つのメッセージが生成されます。たとえば、同じルール内の 2 つのルールア
クションが失敗した場合、エラーアクションは両方のエラーを含む 1 つのメッセージを受け取ります。
エラーアクションメッセージは次の例のようになります。
{

"ruleName": "TestAction",
"topic": "testme/action",
"cloudwatchTraceId": "7e146a2c-95b5-6caf-98b9-50e3969734c7",
"clientId": "iotconsole-1511213971966-0",
"base64OriginalPayload": "ewogICJtZXNzYWdlIjogIkhlbGxvIHZyb20gQVdTIElvVCBjb25zb2xlIgp9",
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"failures": [
{
"failedAction": "S3Action",
"failedResource": "us-east-1-s3-verify-user",
"errorMessage": "Failed to put S3 object. The error received was The
specified bucket does not exist (Service: Amazon S3; Status Code: 404; Error
Code: NoSuchBucket; Request ID: 9DF5416B9B47B9AF; S3 Extended Request ID:
yMah1cwPhqTH267QLPhTKeVPKJB8BO5ndBHzOmWtxLTM6uAvwYYuqieAKyb6qRPTxP1tHXCoR4Y=).
Message arrived on: error/action, Action: s3, Bucket: useast-1-s3-verify-user, Key: \"aaa\". Value of x-amz-id-2:
yMah1cwPhqTH267QLPhTKeVPKJB8BO5ndBHzOmWtxLTM6uAvwYYuqieAKyb6qRPTxP1tHXCoR4Y="
}
]
}

ruleName
エラーアクションをトリガーしたルールの名前。
トピック
元のメッセージが受信されたトピック。
cloudwatchTraceId
CloudWatch でエラーログを参照する一意の ID。
clientId
メッセージの発行元のクライアント ID。
base64OriginalPayload
Base64 でエンコードされた元のメッセージペイロード。
エラー
failedAction
完了に失敗したアクションの名前 (たとえば「S3Action」)。
failedResource
リソースの名前 (たとえば S3 バケットの名前)。
errorMessage
エラーの記述と説明。

エラーアクションの例
次に、エラーアクションが追加されたルールの例を示します。次のルールには、メッセージデータを
DynamoDB テーブルに書き込むアクションと、Amazon S3 バケットにデータを書き込むエラーアクショ
ンがあります。
{

"sql" : "SELECT * FROM ..."
"actions" : [{
"dynamoDB" : {
"table" : "PoorlyConfiguredTable",
"hashKeyField" : "AConstantString",
"hashKeyValue" : "AHashKey"}}
],
"errorAction" : {
"s3" : {
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_s3",
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}

}

}

"bucketName" : "message-processing-errors",
"key" : "${replace(topic(), '/', '-') + '-' + timestamp() + '-' + newuuid()}"

外部関数を除き、エラーアクションの SQL ステートメントで任意の関数または置換を使用できます (例:
get_thing_shadow、aws_lambda､machinelearning_predict など)。
ルールとエラーアクションを指定する方法の詳細については、「AWS IoT ルールの作成」を参照してくだ
さい。
CloudWatch を使用してルールの成功または失敗を監視する方法の詳細については、AWS IoT のメトリク
スとディメンション (p. 447) を参照してください。

基本的な取り込みによるメッセージングコストの削
減
基本的な取り込みでは、AWS IoT ルールアクション (p. 487) でサポートされる AWS サービスにデバイ
スデータを安全に メッセージングコストを発生させることなく送信できます。基本的な取り込みでは、
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外することによってデータフ
ローが最適化されるため、コスト効率が向上します。
基本的な取り込みを使用して、デバイスまたはアプリケーションからメッセージを送信できます。メッ
セージには、最初の 3 つのレベルに $aws/rules/rule_name で始まるトピック名があり、ここで
rule_name は呼び出す AWS IoT ルールの名前です。
基本的な取り込みのプレフィックス ($aws/rules/rule_name) を、通常ルールを呼び出すために使
用するメッセージのトピックに追加するだけで、既存のルールを基本的な取り込みで使用することがで
きます。例えば、Buildings/Building5/Floor2/Room201/Lights ("sql": "SELECT * FROM
'Buildings/#'") などのトピックでメッセージによって呼び出される BuildingManager という名前
のルールがある場合、トピック $aws/rules/BuildingManager/Buildings/Building5/Floor2/
Room201/Lights でメッセージを送信することで、基本的な取り込みで同じルールを呼び出せます。
注意:
• デバイスとルールでは、基本的な取り込みの予約されたトピックをサブスクライブできません。詳細に
ついては、「予約済みトピック (p. 102)」を参照してください。
• パブリッシュ/サブスクライブブローカーで複数の受信対象にメッセージを配信することが必要な場合
(たとえば、他のデバイスとルールエンジンにメッセージを配信する場合)、AWS IoT メッセージブロー
カーを引き続き使用してメッセージ配信を処理する必要があります。しかし、基本的な取り込みトピッ
ク以外のトピックにメッセージを公開するようにしてください。

基本的な取り込みの使用
基本的な取り込みを使用する前に、デバイスまたはアプリケーションが、$aws/rules/* に対する発行ア
クセス許可を持つポリシー (p. 335)を使用していることを確認してください。または、ポリシーに $aws/
rules/rule_name/* を使用して個別ルールに対するアクセス許可を指定できます。それ以外の場合は、
デバイスとアプリケーションは AWS IoT Core に対して既存の接続を引き続き使用できます。
メッセージがルールエンジンに到達すると、基本的な取り込みから呼び出されたルールと、メッセージブ
ローカーサブスクリプションを通じて呼び出されたルールによる実行またはエラー処理に違いはありませ
ん。
基本的な取り込みで使用するためのルールを作成できます。以下に留意してください。

568

AWS IoT Core デベロッパーガイド
AWS IoT SQL リファレンス

• 基本的な取り込みトピックの最初のプレフィックス ($aws/rules/rule_name) は topic(10 進
数) (p. 617) 関数には使用できません。
• 基本的な取り込みでのみ呼び出されるルールを定義する場合、FROM 句は rule 定義の sql フィールド
のオプションです。これは、メッセージブローカーを使用してメッセージを送信する必要がある他の
メッセージによりルールが呼び出される場合でも (例えば、他のメッセージが複数の受信対象に配信さ
れる必要があるため) 必要になります。詳細については、「AWS IoT SQL リファレンス (p. 569)」を
参照してください。
• 基本的な取り込みトピックの最初の 3 つのレベル ($aws/rules/rule_name) はトピックの 8 つのセグ
メント長制限または 256 文字の文字数制限にカウントされません。それ以外の場合は、「AWS IoT の制
限」で説明されているように、同じ制限が適用されます。
• 無効なルールまたは存在しないルールを指定する基本的な取り込みトピックでメッセージが受信された
場合は、エラーログは Amazon CloudWatch ログに作成され、デバッグに利用できます。詳細について
は、「」を参照してくださいルールエンジンのログエントリ (p. 466) RuleNotFound メトリクスが表示
され、このメトリクスでアラームを作成できます。詳細については、「ルールのメトリクス (p. 448)」
の「ルールメトリクス」を参照してください。
• この場合でも、基本的な取り込みトピックに QoS 1 で発行できます。メッセージがルールエンジンに正
常に配信された後、PUBACK を受信します。PUBACK の受信はルールのアクションが正常に完了した
ことを意味するわけではありません。エラーアクションを設定して、アクションの実行中にエラーを処
理することができます。詳細については、「エラー処理 (エラーアクション) (p. 566)」を参照してくだ
さい。

AWS IoT SQL リファレンス
AWS IoT では、ルールは SQL に似た構文を使用して定義されています。SQL ステートメントは 3 つのタ
イプの句で構成されます。
SELECT
必須。受信メッセージのペイロードから情報を抽出し、その情報に対して変換を実行します。使用す
るメッセージは、FROM 句で指定されたトピックフィルター (p. 101)によって識別されます。
SELECT 句は、データ型 (p. 573)、演算子 (p. 576)、関数 (p. 582)、リテラル (p. 622)、Case
ステートメント (p. 623)、JSON 拡張 (p. 623)、置換テンプレート (p. 625)、ネストされたオブ
ジェクトのクエリ (p. 626)、および バイナリペイロード (p. 627) をサポートしています。
FROM
データを抽出するメッセージを識別する MQTT メッセージトピックフィルター (p. 101)。ここで指定
されたトピックフィルタに一致する MQTT トピックに送信されるメッセージごとに、ルールがトリ
ガーされます。メッセージブローカーを通過するメッセージによってトリガーされるルールに必要で
す。基本的な取り込み (p. 568)機能を使用してのみ起動されるルールの場合はオプションです。
WHERE
(オプション) ルールで指定されたアクションが実行されるかどうかを決定する条件付きロジックを追
加します。
WHERE 句は、データ型 (p. 573)、演算子 (p. 576)、関数 (p. 582)、リテラル (p. 622)、Case
ステートメント (p. 623)、JSON 拡張 (p. 623)、置換テンプレート (p. 625)、ネストされたオブ
ジェクトのクエリ (p. 626) をサポートしています。
SQL ステートメントの例は、次のようになります。
SELECT color AS rgb FROM 'topic/subtopic' WHERE temperature > 50

MQTT メッセージ (入力ペイロードとも呼ばれる) の例は、次のようになります。
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{
}

"color":"red",
"temperature":100

このメッセージが 'topic/subtopic' トピックに発行された場合、ルールはトリガーされ、SQL ス
テートメントは評価されます。SQL ステートメントでは、color プロパティが 50 より大きい場合
は、"temperature" プロパティの値を抽出します。WHERE 句は、条件 temperature > 50 を指定し
ます。AS キーワードは "color" プロパティの名前を "rgb" に変更します。結果は、(出力ペイロードと
も呼ばれる) 次のようになります。
{
}

"rgb":"red"

このデータは、さらなる処理のためにデータを送信するルールアクションに転送されます。ルールアク
ションの詳細については、「AWS IoT ルールアクション (p. 487)」を参照してください。

Note
現在AWS IoTSQL 構文では、コメントはサポートされていません。
空白を含む属性名は、SQL ステートメントのフィールド名として使用できません。受信ペイロー
ドにはスペースを含む属性名を使用できますが、SQL ステートメントではそのような名前を使用
できません。ただし、ワイルドカード (*) フィールド名指定を使用すると、送信ペイロードに渡さ
れます。

SELECT 句
AWS IoT の SELECT 句は、基本的に ANSI SQL の SELECT 句と同じですが、わずかな違いがあります。
SELECT 句は、データ型 (p. 573)、演算子 (p. 576)、関数 (p. 582)、リテラル (p. 622)、Case ス
テートメント (p. 623)、JSON 拡張 (p. 623)、置換テンプレート (p. 625)、ネストされたオブジェクト
のクエリ (p. 626)、および バイナリペイロード (p. 627) をサポートしています。
SELECT 句を使用して、受信 MQTT メッセージから情報を抽出できます。SELECT * を使用して、受信
メッセージのペイロード全体を取得することもできます。以下に例を示します。
Incoming payload published on topic 'topic/subtopic': {"color":"red", "temperature":50}
SQL statement: SELECT * FROM 'topic/subtopic'
Outgoing payload: {"color":"red", "temperature":50}

ペイロードが JSON オブジェクトの場合、オブジェクトのキーを参照できます。出力ペイロードにはキー
と値のペアが含まれます。以下に例を示します。
Incoming payload published on topic 'topic/subtopic': {"color":"red", "temperature":50}
SQL statement: SELECT color FROM 'topic/subtopic'
Outgoing payload: {"color":"red"}

AS キーワードを使用してキーの名前を変更できます。以下に例を示します。
Incoming payload published on topic 'topic/subtopic':{"color":"red", "temperature":50}
SQL:SELECT color AS my_color FROM 'topic/subtopic'
Outgoing payload: {"my_color":"red"}

カンマで区切ることで、複数の項目を選択できます。以下に例を示します。
Incoming payload published on topic 'topic/subtopic': {"color":"red", "temperature":50}
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SQL: SELECT color as my_color, temperature as fahrenheit FROM 'topic/subtopic'
Outgoing payload: {"my_color":"red","fahrenheit":50}

「*」を含む複数の項目を選択して、受信ペイロードに項目を追加できます。以下に例を示します。
Incoming payload published on topic 'topic/subtopic': {"color":"red", "temperature":50}
SQL: SELECT *, 15 as speed FROM 'topic/subtopic'
Outgoing payload: {"color":"red", "temperature":50, "speed":15}

"VALUE" キーワードを使用して、JSON オブジェクトではない出力ペイロードを作成できます。SQL
バージョン 2015-10-08 では、選択できる項目は 1 つのみです。SQL バージョン 2016-03-23 以降で
は、最上位オブジェクトとして出力する配列を選択することもできます。

Example
Incoming payload published on topic 'topic/subtopic': {"color":"red", "temperature":50}
SQL: SELECT VALUE color FROM 'topic/subtopic'
Outgoing payload: "red"

'.' 構文を使用して、受信ペイロードで入れ子になっている JSON オブジェクトを詳細に調べることがで
きます。以下に例を示します。
Incoming payload published on topic 'topic/subtopic': {"color":
{"red":255,"green":0,"blue":0}, "temperature":50}
SQL: SELECT color.red as red_value FROM 'topic/subtopic'
Outgoing payload: {"red_value":255}

数字やハイフン (マイナス) 文字などの予約文字を含む JSON オブジェクトおよびプロパティ名の使用方法
については、「JSON 拡張 (p. 623)」を参照してください。
関数を使用して受信ペイロードを変換できます (関数 (p. 582) を参照)。グループ化するには括弧を使用
します。以下に例を示します。
Incoming payload published on topic 'topic/subtopic': {"color":"red", "temperature":50}
SQL: SELECT (temperature - 32) * 5 / 9 AS celsius, upper(color) as my_color FROM 'topic/
subtopic'
Outgoing payload: {"celsius":10,"my_color":"RED"}

FROM 句
FROM 句はルールをトピック (p. 100)やトピックのフィルター (p. 101)に受信登録します。トピックまた
はトピックフィルタは、一重引用符 (') で囲む必要があります。ここで指定されたトピックフィルタに一致
する MQTT トピックに送信されるメッセージごとに、ルールがトリガーされます。トピックのフィルタで
類似のトピックのグループに受信登録できます。
例:
トピックに公開された受信ペイロード 'topic/subtopic': {temperature: 50}。
トピックに公開された受信ペイロード 'topic/subtopic-2': {temperature: 50}。
SQL: "SELECT temperature AS t FROM 'topic/subtopic'".
ルールが 'topic/subtopic' に受信登録されるため、受信ペイロードがルールに渡されます。ルールア
クションに渡される発信ペイロードは、{t: 50} です。ルールが 'topic/subtopic-2' に受信登録さ
れていないので、ルールは 'topic/subtopic-2' で公開されるメッセージにトリガーされません。
# ワイルドカードの例:
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「#」(複数レベル) ワイルドカード文字を使用して、1 つ以上の特定のパス要素に一致させることができま
す。
トピックに公開された受信ペイロード 'topic/subtopic': {temperature: 50}。
トピックに公開された受信ペイロード 'topic/subtopic-2': {temperature: 60}。
トピックに公開された受信ペイロード 'topic/subtopic-3/details': {temperature: 70}。
トピックに公開された受信ペイロード 'topic-2/subtopic-x': {temperature: 80}。
SQL: "SELECT temperature AS t FROM 'topic/#'".
ルールは 'topic' で始まるすべてのトピックにサブスクライブされるため、3 回実行され、{t:
50} (topic/subtopic)、{t: 60} (topic/subtopic-2)、および {t: 70} (topic/subtopic-3/details) の送
信ペイロードがアクションに送信されます。'topic-2/subtopic-x' に受信登録されていないの
で、{temperature: 80} のメッセージにルールはトリガーされません。
+ ワイルドカードの例:
「+」(単数レベル) ワイルドカード文字を使用して、1 つの特定のパス要素に一致させることができます。
トピックに公開された受信ペイロード 'topic/subtopic': {temperature: 50}。
トピックに公開された受信ペイロード 'topic/subtopic-2': {temperature: 60}。
トピックに公開された受信ペイロード 'topic/subtopic-3/details': {temperature: 70}。
トピックに公開された受信ペイロード 'topic-2/subtopic-x': {temperature: 80}。
SQL: "SELECT temperature AS t FROM 'topic/+'".
ルールは、2 つのパス要素のあるすべてのトピックに受信登録されていて、最初の要素は 'topic' です。
ルールは 'topic/subtopic' および 'topic/subtopic-2'に送信されたメッセージに対して実行さ
れますが、'topic/subtopic-3/details' (トピックフィルターよりも多くのレベルがある) または
'topic-2/subtopic-x' (topic で始まらない) に対しては実行されません。

WHERE 句
WHERE 句は、ルールで指定されたアクションが実行されるかどうかを決定します。WHERE 句が true と
評価する場合、ルールアクションが実行されます。それ以外の場合、ルールアクションは実行されませ
ん。
WHERE 句は、データ型 (p. 573)、演算子 (p. 576)、関数 (p. 582)、リテラル (p. 622)、Case ス
テートメント (p. 623)、JSON 拡張 (p. 623)、置換テンプレート (p. 625)、ネストされたオブジェクト
のクエリ (p. 626) をサポートしています。
例:
topic/subtopic に公開された受信ペイロード: {"color":"red", "temperature":40}。
SQL: SELECT color AS my_color FROM 'topic/subtopic' WHERE temperature > 50 AND
color <> 'red'.
この場合、ルールはトリガーされますが、ルールで指定されたアクションは実行されません。出力ペイ
ロードはありません。
WHERE 句の関数と演算子を使用できます。ただし、SELECT に AS キーワードで作成されたエイリアス
を参照することはできません。(SELECT が評価されたかどうかを判断するため、WHERE 句は最初に評価
されます。)
非 JSON ペイロードのある例:
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`topic/subtopic` で公開された受信非 JSON ペイロード: `80`
SQL: `SELECT decode(encode(*, 'base64'), 'base64') AS value FROM 'topic/
subtopic' WHERE decode(encode(*, 'base64'), 'base64') > 50
この場合、ルールはトリガーされますが、ルールで指定されたアクションは実行されません。送信ペイ
ロードは SELECT 句によって JSON ペイロード {"value":80} として変換されます。

データ型
AWS IoT ルールエンジンは、すべての JSON データ型をサポートします。

サポートされているデータの種類
タイプ

意味

Int

個別の Int。最大 34 桁。

Decimal

0 以外の最小サイズ 1E-999 および最大サイズ
9.999...E999 の、精度が 34 桁の Decimal。

Note
一部の関数は、34 桁の精度ではなく、倍
精度の Decimal の値を返します。
SQL V2 (2016-03-23) では、10.0 などの
整数である数値は、想定される Decimal
値 (10.0) ではなく Int 値 (10) として処
理されます。整数の数値を Decimal 値と
して確実に処理するには、ルールクエリ
ステートメントに SQL V1 (2015-10-08)
を使用します。
Boolean

True-または-False

String

A UTF-8 文字列。

Array

同じ型を持つ必要のない一連の値。

Object

キーと値で構成される JSON 値。キーは文字列で
ある必要があります。値は任意のタイプにできま
す。

Null

Null JSON で定義されます。値がないことを表
す、実際の値です。SQL ステートメントの Null
キーワードを使用して、Null の値を明示的に作
成できます。例: "SELECT NULL AS n FROM
'topic/subtopic'"

Undefined

値ではなく。値を省略しない限り、これは、JSON
では明示的には表現できません。たとえ
ば、{"foo": null} のオブジェクトでは、キー
「foo」は NULL を返しますが、キー「bar」は
Undefined を返します。内部的には、SQL 言語
は、Undefined を値として処理しますが、JSON
では表現ができないため、JSON にシリアル化さ
れる場合は、結果は Undefined になります。
{"foo":null, "bar":undefined}
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タイプ

意味
JSON に以下のようにシリアル化されます。
{"foo":null}

同様に、単独でシリアル化すると、Undefined
は空の文字列に変換されます。無効な引数 (例: 間
違った種類、間違った数値の引数など) を使用して
呼び出された関数は Undefined を返します。

変換
次の表では 1 つのタイプの値が別のタイプに変換されると (正しくない型の値が関数に付与された場合)
結果を表示します。たとえば、絶対値関数「abs」 (Int または Decimal を想定します) が String に与
えられると、以下のルールにしたがって、String を Decimal に変換するように試みます。この場合、
「abs("-5.123")」は「abs(-5.123)」として処理されます。

Note
Array、Object、Null、Undefined へ試みられた変換はありません。

Decimal に
引数の型

結果

Int

小数点のない Decimal。

Decimal

ソース値。

Boolean

Undefined。(キャスト関数を明示的に使用し
て、true = 1.0、false = 0.0. を変換できます。)

String

SQL エンジンは、文字列を Decimal として解析
しようとします。AWS IoT は、正規表現と一致す
る文字列を解析するよう試みます。^-?\d+(\.
\d+)?((?i)E-?\d+)?$。「0」、「-1.2」、
「5E-12」は、Decimal に自動的に変換される文
字列の例です。

配列

Undefined.

オブジェクト

Undefined.

Null

Null.

未定義

Undefined.

Int に
引数の型

結果

Int

ソース値。

Decimal

最も近い Int に丸められたソース値。

Boolean

Undefined。(キャスト関数を明示的に使用し
て、true = 1.0、false = 0.0. を変換できます。)
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引数の型

結果

String

SQL エンジンは、文字列を Decimal として解析
しようとします。AWS IoT は、正規表現と一致す
る文字列を解析するよう試みます。^-?\d+(\.
\d+)?((?i)E-?\d+)?$。「0」、「-1.2」、
「5E-12」は Decimal に自動的に変換される文字
列の例です。AWS IoT は、String を Decimal
に変換するよう試みてから Decimal の小数点以下
を削除して Int を作成します。

配列

Undefined.

オブジェクト

Undefined.

Null

Null.

未定義

Undefined.

ブールに
引数の型

結果

Int

Undefined (cast 関数を明示的に使用して、0 =
False、any_nonzero_value = True を変換できま
す)。

Decimal

Undefined (キャスト関数を明示的に使用して、0
= False、any_nonzero_value = True を変換できま
す)。

Boolean

元の値。

String

"true" = True および "false" = False (大文字小文字
の区別なし)。その他の文字列値 = Undefined。

配列

Undefined.

オブジェクト

Undefined.

Null

Undefined.

未定義

Undefined.

文字列に
引数の型

結果

Int

標準表記の Int の文字列表現。

Decimal

おそらく科学的表記での Decimal 値の文字列表
現。

Boolean

"true" または "false"。すべて小文字。

String

元の値。

配列

JSON にシリアル化された Array。結果とし
て生じる文字列は、角括弧で囲まれたカンマ区
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引数の型

結果
切りリストです。String は引用符で囲まれま
す。Decimal、Int、Boolean、Null は引用符で
囲まれません。

オブジェクト

JSON にシリアル化されたオブジェクト。結
果として生じる文字列は、キーと値のペア
のカンマ区切りリストで、中括弧で開始し、
終了します。String は引用符で囲まれま
す。Decimal、Int、Boolean、Null は引用符で
囲まれません。

Null

Undefined.

未定義

未定義

演算子
次の演算子は、SELECT 句および WHERE 句で使用できます。

AND 演算子
Boolean の結果を返します。論理 AND 演算を実行します。左右オペランドが true の場合は true を返し
ます｡ それ以外の場合は、false を返します。Boolean オペランド、または、大文字小文字を区別しない
「true」または「false」文字列オペランドが必要です。
構文: expression AND expression

AND 演算子
左のオペランド

右のオペランド

出力

Boolean

Boolean

Boolean。両方のオペランドが true の場合は true。それ以外
の場合は、false を返します。

String/Boolean

String/Boolean

すべての文字列が「true」または「false」 (大文字と小文
字が区別されません) の場合、それらは Boolean に変換さ
れ、boolean AND boolean として、正常に処理されま
す。

その他の値

その他の値

Undefined.

OR 演算子
Boolean の結果を返します。論理 OR 演算を実行します。左または右オペランドのいずれかが true の場
合 true を返します。それ以外の場合は、false を返します。Boolean オペランド、または、大文字小文字
を区別しない「true」または「false」文字列オペランドが必要です。
構文: expression OR expression

OR 演算子
左のオペランド

右のオペランド

出力

Boolean

Boolean

Boolean。どちらかのオペランドが true の場合は true。それ
以外の場合は、false を返します。
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左のオペランド

右のオペランド

出力

String/Boolean

String/Boolean

すべての文字列が「true」または「false」（大文字と小文
字が区別されません）の場合、それらはブール値に変換さ
れ、boolean OR boolean として、正常に処理されます。

その他の値

その他の値

Undefined.

NOT 演算子
Boolean の結果を返します。論理 NOT 演算を実行します。オペランドが false の場合は true を返します｡
それ以外の場合は true を返します。Boolean オペランド、または、大文字小文字を区別しない「true」ま
たは「false」文字列オペランドが必要です。
構文: NOT expression

NOT 演算子
オペランド

出力

Boolean

Boolean。オペランドが false の場合は true｡ それ
以外の場合は、true。

String

文字列が「true」または「false」 (大文字と小文字
は区別されません) の場合は、対応するブール値に
変換され、反対の値は返されます。

その他の値

Undefined.

> operator
Boolean の結果を返します。左のオペランドが右のオペランドより大きい場合は true を返します。両方
のオペランドが、Decimal に変換され、比較されます。
構文: expression > expression

> operator
左のオペランド

右のオペランド

出力

Int/Decimal

Int/Decimal

Boolean。左のオペランドが右のオペランドより大きい場合
は true。それ以外の場合は、false を返します。

String/Int/
Decimal

String/Int/
Decimal

すべての文字列を Decimal に変換できると、その後は
Boolean です。左のオペランドが右のオペランドより大きい
場合は true を返します。それ以外の場合は、false を返しま
す。

その他の値

Undefined.

Undefined.

>= operator
Boolean の結果を返します。左のオペランドが右のオペランド以上の場合は true を返します。両方のオ
ペランドが、Decimal に変換され、比較されます。
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構文: expression >= expression

>= operator
左のオペランド

右のオペランド

出力

Int/Decimal

Int/Decimal

Boolean。左のオペランドが右のオペランド以上の場合は
true。それ以外の場合は、false を返します。

String/Int/
Decimal

String/Int/
Decimal

すべての文字列を Decimal に変換できると、その後は
Boolean です。左のオペランドが右のオペランド以上の場合
は true を返します。それ以外の場合は、false を返します。

その他の値

Undefined.

Undefined.

< 演算子
Boolean の結果を返します。左のオペランドが右のオペランド未満の場合は true を返します。両方のオ
ペランドが、Decimal に変換され、比較されます。
構文: expression < expression

< 演算子
左のオペランド

右のオペランド

出力

Int/Decimal

Int/Decimal

Boolean。左のオペランドが右のオペランド未満の場合は
true。それ以外の場合は、false を返します。

String/Int/
Decimal

String/Int/
Decimal

すべての文字列を Decimal に変換できると、その後は
Boolean です。左のオペランドが右のオペランド未満の場合
は true を返します。それ以外の場合は、false を返します。

その他の値

Undefined

Undefined

<= 演算子
Boolean の結果を返します。左のオペランドが右のオペランド以下の場合は true を返します。両方のオ
ペランドが、Decimal に変換され、比較されます。
構文: expression <= expression

<= 演算子
左のオペランド

右のオペランド

出力

Int/Decimal

Int/Decimal

Boolean。左のオペランドが右のオペランド以下の場合は
true。それ以外の場合は、false を返します。

String/Int/
Decimal

String/Int/
Decimal

すべての文字列を Decimal に変換できると、その後は
Boolean です。左のオペランドが右のオペランド以下の場合
は true を返します。それ以外の場合は、false を返します。

その他の値

Undefined

Undefined
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<> 演算子
Boolean の結果を返します。左右オペランドの両方が等しくない場合に true を返します｡ それ以外の場合
は、false を返します。
構文: expression <> expression

<> 演算子
左のオペランド

右のオペランド

出力

Int

Int

左のオペランドが右のオペランドと等しくなかったら true。
それ以外の場合は、false を返します。

Decimal

Decimal

左のオペランドが右のオペランドと等しくなかったら true。
それ以外の場合は、false を返します。Int は比較される前に
Decimal に変換されます。

String

String

左のオペランドが右のオペランドと等しくなかったら true。
それ以外の場合は、false を返します。

配列

配列

各オペランドの項目が等しくなく、同じ順序でない場
合、true。それ以外の場合は、false を返します。

オブジェクト

オブジェクト

各オペランドのキーと値が等しくなかったら true。それ以外
の場合は、false を返します。キーと値の順序は重要でありま
せん。

Null

Null

False.

任意の値

Undefined

未定義.

Undefined

任意の値

未定義.

不一致の型

不一致の型

True.

= operator
Boolean の結果を返します。左右オペランドの両方が等しい場合に true を返します｡ それ以外の場合
は、false を返します。
構文: expression = expression

= operator
左のオペランド

右のオペランド

出力

Int

Int

左のオペランドが右のオペランドと等しかったら true。それ
以外の場合は、false を返します。

Decimal

Decimal

左のオペランドが右のオペランドと等しかったら true。そ
れ以外の場合は、false を返します。Int は比較される前に
Decimal に変換されます。

String

String

左のオペランドが右のオペランドと等しかったら true。それ
以外の場合は、false を返します。

配列

配列

各オペランドの項目が等しく、同じ順序の場合、true。それ
以外の場合は、false を返します。
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左のオペランド

右のオペランド

出力

オブジェクト

オブジェクト

各オペランドのキーと値が等しかったら true。それ以外の場
合は、false を返します。キーと値の順序は重要でありませ
ん。

任意の値

Undefined

Undefined.

Undefined

任意の値

Undefined.

不一致の型

不一致の型

False.

+ operator
「+」は、オーバーロードされた演算子です。文字列の連結または追加に使用できます。
構文: expression + expression

+ operator
左のオペランド

右のオペランド

出力

String

任意の値

右のオペランドを文字列に変換してから、左のオペランドの
末尾に連結します。

任意の値

String

左のオペランドを文字列に変換して、右のオペランドを変換
された左のオペランドの末尾に連結します。

Int

Int

Int 値. オペランドを共に追加します。

Int/Decimal

Int/Decimal

Decimal 値. オペランドを共に追加します。

その他の値

その他の値

Undefined.

- operator
左のオペランドから右のオペランドを減算します。
構文: expression - expression

- operator
左のオペランド

右のオペランド

出力

Int

Int

Int 値. 左のオペランドから右のオペランドを減算します。

Int/Decimal

Int/Decimal

Decimal 値. 左のオペランドから右のオペランドを減算しま
す。

String/Int/
Decimal

String/Int/
Decimal

すべての文字列が小数に正しく変換されると、Decimal の値
が返されます。左のオペランドから右のオペランドを減算し
ます。それ以外の場合は Undefined を返します。

その他の値

その他の値

Undefined.

その他の値

その他の値

Undefined.
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* operator
左のオペランドを右のオペランドで乗算します。
構文: expression * expression

* operator
左のオペランド

右のオペランド

出力

Int

Int

Int 値. 左のオペランドを右のオペランドで乗算します。

Int/Decimal

Int/Decimal

Decimal 値. 左のオペランドを右のオペランドで乗算しま
す。

String/Int/
Decimal

String/Int/
Decimal

すべての文字列が小数に正しく変換されると、Decimal の値
が返されます。左のオペランドを右のオペランドで乗算しま
す。それ以外の場合は Undefined を返します。

その他の値

その他の値

Undefined.

/ operator
左のオペランドを右のオペランドで除算します。
構文: expression / expression

/ operator
左のオペランド

右のオペランド

出力

Int

Int

Int 値. 左のオペランドを右のオペランドで除算します。

Int/Decimal

Int/Decimal

Decimal 値. 左のオペランドを右のオペランドで除算しま
す。

String/Int/
Decimal

String/Int/
Decimal

すべての文字列が小数に正しく変換されると、Decimal の値
が返されます。左のオペランドを右のオペランドで除算しま
す。それ以外の場合は Undefined を返します。

その他の値

その他の値

Undefined.

% operator
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。
構文: expression % expression

% operator
左のオペランド

右のオペランド

出力

Int

Int

Int 値. 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。

String/Int/
Decimal

String/Int/
Decimal

すべての文字列が小数に正しく変換されると、Decimal の値
が返されます。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。そうでない場合は、Undefined です。
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左のオペランド

右のオペランド

出力

その他の値

その他の値

Undefined.

関数
SQL 式の SELECT 句または WHERE 句では、以下の組み込み関数を使用できます。

abs(10 進数)
数値の絶対値を返します。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートされています。
例: abs(-5) は 5 を返します。
引数の型

結果

Int

Int、引数の絶対値。

Decimal

Decimal、引数の絶対値。

Boolean

Undefined.

String

Decimal。結果は、引数の絶対値です。文字列が変換でき
ない場合、結果は Undefined です。

配列

Undefined.

オブジェクト

Undefined.

Null

Undefined.

未定義

Undefined.

accountid()
String としてこのルールを所有するアカウントの ID を返します。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサ
ポートされています。
例:
accountid() = "123456789012"

acos(10 進数)
数値の逆コサインをラジアンで返します。Decimal 引数は関数適用の前に倍精度に丸められます。SQL
バージョン 2015-10-08 以降でサポートされています。
例: acos(0) = 1.5707963267948966
引数の型

結果

Int

Decimal (倍精度で)、引数の逆コサイン。仮想上の結果
は、Undefined として返されます。

Decimal

Decimal (倍精度で)、引数の逆コサイン。仮想上の結果
は、Undefined として返されます。
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引数の型

結果

Boolean

Undefined.

String

Decimal、引数の逆コサイン。文字列が変換でき
ない場合、結果は Undefined です。仮想上の結果
は、Undefined として返されます。

配列

Undefined.

オブジェクト

Undefined.

Null

Undefined.

未定義

Undefined.

asin(10 進数)
数値の逆サインをラジアンで返します。Decimal 引数は関数適用の前に倍精度に丸められます。SQL
バージョン 2015-10-08 以降でサポートされています。
例: asin(0) = 0.0
引数の型

結果

Int

Decimal (倍精度で)、引数の逆サイン。仮想上の結果
は、Undefined として返されます。

Decimal

Decimal (倍精度で)、引数の逆サイン。仮想上の結果
は、Undefined として返されます。

Boolean

Undefined.

String

Decimal (倍精度で)、引数の逆サイン。文字列が変換
できない場合、結果は Undefined です。仮想上の結果
は、Undefined として返されます。

配列

Undefined.

オブジェクト

Undefined.

Null

Undefined.

未定義

Undefined.

atan(10 進数)
数値の逆タンジェントをラジアンで返します。Decimal 引数は関数適用の前に倍精度に丸められま
す。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートされています。
例: atan(0) = 0.0
引数の型

結果

Int

Decimal (倍精度で)、引数の逆タンジェント。仮想上の結
果は、Undefined として返されます。
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引数の型

結果

Decimal

Decimal (倍精度で)、引数の逆タンジェント。仮想上の結
果は、Undefined として返されます。

Boolean

Undefined.

String

Decimal、引数の逆タンジェント。文字列が変換で
きない場合、結果は Undefined です。仮想上の結果
は、Undefined として返されます。

配列

Undefined.

オブジェクト

Undefined.

Null

Undefined.

未定義

Undefined.

atan2(10 進数、10 進数)
正の X 軸と 2 つの引数で定義された点 (x、y) の間の角度をラジアンで返します。 反時計回りの角度では
正で (上半面、y > 0)、時計回りの角度では負です (下反面、y < 0)。Decimal 引数は関数適用の前に倍精
度に丸められます。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートされています。
例: atan2(1, 0) = 1.5707963267948966
引数の型

引数の型

結果

Int/Decimal

Int/Decimal

Decimal (倍精度で)、
度。

Int/Decimal/String

Int/Decimal/String

Decimal、示された点
きない場合、結果は U

その他の値

その他の値

Undefined.

aws_lambda(functionArn, inputJson)
inputJson を Lambda 関数に渡して指定された Lambda 関数を呼び出し、Lambda 関数で生成された
JSON を返します。

引数
引数

説明

functionArn

呼び出す Lambda 関数の ARN。Lambda 関数は JSON データを返
す必要があります。

inputJson

Lambda 関数に渡される JSON 入力です｡ ネストされたオブジェク
トクエリとリテラルを渡すには、SQL バージョン 2016-03-23 を使
用する必要があります。

指定された Lambda 関数を呼び出す lambda:InvokeFunction のアクセス許可を AWS IoT に付与する
必要があります。次の例は、lambda:InvokeFunction を使用して AWS CLI 権限を付与する方法を示し
ています。
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aws lambda add-permission --function-name "function_name"
--region "region"
--principal iot.amazonaws.com
--source-arn arn:aws:iot:us-east-1:account_id:rule/rule_name
--source-account "account_id"
--statement-id "unique_id"
--action "lambda:InvokeFunction"

以下は、add-permission コマンドの引数です。
--function-name
Lambda 関数の名前。関数のリソースポリシーを更新するための新しいアクセス許可を追加します。
--region
アカウントの AWS リージョン。
--principal
アクセス権限を取得するプリンシパル。Lambda 関数を呼び出すアクセス許可を AWS IoT に付与する
場合は、iot.amazonaws.com を指定する必要があります。
--source-arn
ルールの ARN。ルールの ARN を取得するには、get-topic-rule という AWS CLI コマンドを使用でき
ます。
--source-account
ルールが定義されている AWS アカウント。
--statement-id
一意のステートメント ID。
--action
このステートメントで許可する Lambda アクション。AWS IoT が Lambda関数を呼び出すことを許可
するには、lambda:InvokeFunctionを指定します。

Important
source-arn または source-account を指定せずに AWS IoT プリンシパルの許可を追加する
と、Lambdaアクションを使用してルールを作成するすべての AWS アカウント が、AWS IoT か
ら Lambda関数を呼び出すルールをトリガーできるようになります。詳細については、[Lambda
Permission Model](ラムダのアクセス許可モデル)を参照してください。
次のような JSON メッセージペイロードがあるとします。
{
}

"attribute1": 21,
"attribute2": "value"

aws_lambda 関数は、以下のように Lambda 関数を呼び出すために使用できます。
SELECT
aws_lambda("arn:aws:lambda:us-east-1:account_id:function:lambda_function",
{"payload":attribute1}) as output FROM 'topic-filter'
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完全な MQTT メッセージペイロードを渡したい場合は、次の例のように、「*」を使用して JSON ペイ
ロードを指定できます。
SELECT
aws_lambda("arn:aws:lambda:us-east-1:account_id:function:lambda_function", *) as output
FROM 'topic-filter'

payload.inner.element は、'topic/subtopic' トピックで発行されたメッセージからデータを選択しま
す。
some.value は、Lambda 関数によって生成された出力からデータを選択します。

Note
ルールエンジンは、Lambda 関数の実行時間を制限します。ルールからの Lambda 関数の呼び出
しは、2000 ミリ秒以内に完了する必要があります。

bitand(Int、Int)
2 つの Int (-converted) 引数のビット表現におけるビット単位の AND を実行します。SQL バージョン
2015-10-08 以降でサポートされています。
例: bitand(13, 5) = 5
引数の型

引数の型

結果

Int

Int

Int、2 つの引数のビ

Int/Decimal

Int/Decimal

Int、2 つの引数のビ
数は、最も近い Int に
引数が Int に変換でき
す。

Int/Decimal/String

Int/Decimal/String

Int、2 つの引数のビ
小数に変換され、最も
換が失敗した場合、結

その他の値

その他の値

Undefined.

bitor(Int、Int)
2 つの引数のビット表現のビット単位の OR を実行します。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポート
されています。
例: bitor(8, 5) = 13
引数の型

引数の型

結果

Int

Int

Int、2 つの引数のビ

Int/Decimal

Int/Decimal

Int、2 つの引数のビ
は、最も近い Int に切
場合、結果は Undefi
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引数の型

引数の型

結果

Int/Decimal/String

Int/Decimal/String

Int、2 つの引数にお
字列は小数に変換され
す。変換が失敗した場

その他の値

その他の値

Undefined.

bitxor(Int、Int)
2 つの Int (-converted) 引数のビット表現におけるビット単位の XOR を実行します。SQL バージョン
2015-10-08 以降でサポートされています。
例: bitor(13, 5) = 8
引数の型

引数の型

結果

Int

Int

Int、2 つの引数にお

Int/Decimal

Int/Decimal

Int、2 つの引数にお
は、最も近い Int に切

Int/Decimal/String

Int/Decimal/String

Int、2 つの引数にお
数に変換され、最も近
れかの変換が失敗した

その他の値

その他の値

Undefined.

bitnot(Int)
Int (-converted) 引数のビット表現におけるビット単位の NOT を実行します。SQL バージョン
2015-10-08 以降でサポートされています。
例: bitnot(13) = 2
引数の型

結果

Int

Int、引数のビット単位の NOT。

Decimal

Int、引数のビット単位の NOT。Decimal の値は、最も
近い Int に切り下げられます。

String

Int、引数のビット単位の NOT。文字列は小数に変換さ
れ、最も近い Int に切り下げれらます。いずれかの変換
が失敗した場合、結果は Undefined です。

その他の値

その他の値。

cast()
値を 1 つのデータ型から別のデータ型へ変換します。cast は通常の変換と同様に動作し、数値をブール
へ/からキャストする追加機能があります。AWS IoT が 1 つの型から別の型へキャストする方法を特定で
きない場合、結果は Undefined です。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートされています。形式:
cast(# as #)。
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例:
cast(true as Int) = 1
cast を呼び出す際、次のキーワードが「as」の後に表示される場合があります。

SQL バージョン 2015-10-08 および 2016-03-23 向け
キーワード

結果

String

値を String へキャストします。

Nvarchar

値を String へキャストします。

Text

値を String へキャストします。

Ntext

値を String へキャストします。

varchar

値を String へキャストします。

Int

値を Int へキャストします。

整数

値を Int へキャストします。

Double

値を (倍精度で) Decimal にキャストします。

さらに、SQL バージョン 2016-03-23 向け
キーワード

結果

Decimal

値を Decimal へキャストします。

Bool

値を Boolean へキャストします。

Boolean

値を Boolean へキャストします。

キャストのルール:

Decimal へのキャスト
引数の型

結果

Int

小数点のない Decimal。

Decimal

ソース値。

Note
SQL V2 (2016-03-23) では、10.0 などの整数
である数値は、想定される Int 値 (10) の代わ
りに Decimal 値 (10.0) を返します。整数の
数値を Decimal 値として確実にキャストする
には、ルールクエリステートメントに SQL V1
(2015-10-08) を使用します。
Boolean

true = 1.0, false = 0.0.

String

文字列を Decimal として解析しようとします。AWS
IoT は、正規表現 (^-?\d+(\.\d+)?((?i)E-?\d+)?$) と一致す
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引数の型

結果
る文字列を解析するよう試みます。「0」、「-1.2」、
「5E-12」は、小数に自動的に変換される文字列の例で
す。

配列

Undefined.

オブジェクト

Undefined.

Null

Undefined.

未定義

Undefined.

Int へのキャスト
引数の型

結果

Int

ソース値。

Decimal

最も近い Int へ切り下げられたソース値。

Boolean

true = 1.0, false = 0.0.

String

文字列を Decimal として解析しようとします。AWS IoT
は、正規表現 (^-?\d+(\.\d+)?((?i)E-?\d+)?$) と一致する文
字列を解析するよう試みます。「0」「-1.2」「5E-12」は
すべて自動的に小数に変換される文字列の例です。AWS
IoT は文字列を Decimal に変換するよう試み、最も近い
Int へ切り下げます。

配列

Undefined.

オブジェクト

Undefined.

Null

Undefined.

未定義

Undefined.

Boolean へのキャスト
引数の型

結果

Int

0 = False, any_nonzero_value = True.

Decimal

0 = False, any_nonzero_value = True.

Boolean

ソース値。

String

"true" = True および "false" = False (大文字小文字の区別な
し)。その他の文字列値 = Undefined。

配列

Undefined.

オブジェクト

Undefined.

Null

Undefined.

未定義

Undefined.
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String へのキャスト
引数の型

結果

Int

Int の文字列表現、標準表記。

Decimal

おそらく科学的表記での Decimal 値の文字列表現。

Boolean

「true」または「false」、すべて小文字。

String

"true"=True および "false"=False (大文字小文字の区別な
し)。その他の文字列値 = Undefined。

配列

JSON へシリアル化された配列。結果の文字列は角括弧
で囲まれたカンマ区切りのリストです。String は引用符
で囲まれます。Decimal、Int、Boolean は囲まれませ
ん。

オブジェクト

JSON にシリアル化されたオブジェクト。JSON 文字列
はキーと値のペアのカンマ区切りのリストで、最初と
最後に中括弧があります。String は引用符で囲まれま
す。Decimal、Int、Boolean、Null は囲まれません。

Null

Undefined.

未定義

Undefined.

ceil(10 進数)
指定の Decimal を最も近い Int に切り上げます。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートされてい
ます。
例:
ceil(1.2) = 2
ceil(-1.2) = -1
引数の型

結果

Int

Int、引数値。

Decimal

Int、最も近い Decimal へ切り上げられたInt 値。

String

Int。文字列は Decimal に変換され、最も近い Int へ
切り上げられます。文字列が Decimal に変換できない場
合、結果は Undefined です。

その他の値

Undefined.

chr(文字列)
指定の Int 引数に対応する ASCII 文字を返します。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートされてい
ます。
例:
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chr(65) = "A".
chr(49) = "1".
引数の型

結果

Int

指定された ASCII 値に対応する文字。引数が有効な ASCII
値でない場合、結果は Undefined です。

Decimal

指定された ASCII 値に対応する文字。Decimal 引数は、
最も近い Int に切り下げられます。引数が有効な ASCII
値でない場合、結果は Undefined です。

Boolean

Undefined.

String

String が Decimal に変換できる場合、最も近い Int に
切り下げられます。引数が有効な ASCII 値でない場合、結
果は Undefined です。

配列

Undefined.

オブジェクト

Undefined.

Null

Undefined.

その他の値

Undefined.

clientid()
メッセージを送信している MQTT クライアントの ID を返すか、または、メッセージが MQTT クライアン
ト経由で送られていない場合は、n/a を返します。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートされてい
ます。
例:
clientid() = "123456789012"

concat()
配列または文字列を連結します。この関数は、任意の数の引数を受け取り、String または Array を返し
ます。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートされています。
例:
concat() = Undefined.
concat(1) = "1".
concat([1, 2, 3], 4) = [1, 2, 3, 4].
concat([1, 2, 3], "hello") = [1, 2, 3, "hello"]
concat("con", "cat") = "concat"
concat(1, "hello") = "1hello"
concat("he","is","man") = "heisman"
concat([1, 2, 3], "hello", [4, 5, 6]) = [1, 2, 3, "hello", 4, 5, 6]
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引数の数

結果

0

Undefined.

1

引数は変更されずに返されます。

2+

引数が Array の場合、結果はすべての引数を含む 1 つの
配列です。どの引数も配列ではなく、少なくとも 1 つの引
数が String の場合、結果はすべての引数の String 表
現の連結です。引数は、上のリストにある標準変換を使用
して、文字列に変換されます。
.

cos(10 進数)
数値のコサインをラジアンで返します。Decimal 引数は関数適用の前に倍精度に丸められます。SQL
バージョン 2015-10-08 以降でサポートされています。
例:
cos(0) = 1.
引数の型

結果

Int

Decimal (倍精度で)、引数のコサイン。仮想上の結果
は、Undefined として返されます。

Decimal

Decimal (倍精度で)、引数のコサイン。仮想上の結果
は、Undefined として返されます。

Boolean

Undefined.

String

Decimal (倍精度で)、引数のコサイン。文字列が
Decimal に変換できない場合、結果は Undefined で
す。仮想上の結果は、Undefined として返されます。

配列

Undefined.

オブジェクト

Undefined.

Null

Undefined.

未定義

Undefined.

cosh(10 進数)
数値のハイパーボリックコサインをラジアンで返します。Decimal 引数は関数適用の前に倍精度に丸めら
れます。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートされています。
例: cosh(2.3) = 5.037220649268761。
引数の型

結果

Int

Decimal (倍精度で)、引数の双曲線コサイン。仮想上の結
果は、Undefined として返されます。
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引数の型

結果

Decimal

Decimal (倍精度で)、引数の双曲線コサイン。仮想上の結
果は、Undefined として返されます。

Boolean

Undefined.

String

Decimal (倍精度で)、引数の双曲線コサイン。文字列が
Decimal に変換できない場合、結果は Undefined で
す。仮想上の結果は、Undefined として返されます。

配列

Undefined.

オブジェクト

Undefined.

Null

Undefined.

未定義

Undefined.

decode(value, decodingScheme)
decode 関数を使用して、エンコードされた値をデコードします。デコードされた文字列が JSON ドキュ
メントの場合、アドレス指定可能なオブジェクトが返されます。それ以外の場合、デコードされた文字列
は文字列として返されます。文字列がデコードできない場合、この関数は NULL を返します。
SQL バージョン 2016-03-23 以降でサポートされています。
値
文字列を返す文字列値、または AWS IoT SQL リファレンス (p. 569) で定義されている有効な式の
いずれか。
decodingScheme
値をデコードするために使用されるスキームを表すリテラル文字列。現在は、'base64' のみがサ
ポートされます。
例
この例では、メッセージペイロードにエンコードされた値が含まれています。
{
}

encoded_temp: "eyAidGVtcGVyYXR1cmUiOiAzMyB9Cg=="

この SQL ステートメントの decode 関数は、メッセージペイロードの値をデコードします。
SELECT decode(encoded_temp,"base64").temperature AS temp from 'topic/subtopic'

encoded_temp 値をデコードすると、次の有効な JSON ドキュメントが生成され、SELECT ステートメ
ントで温度値を読み取ることができます。
{ "temperature": 33 }

この例では、SELECT ステートメントの結果は以下のとおりです。
{ "temp": 33 }
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デコードされた値が有効な JSON ドキュメントでない場合、デコードされた値は文字列として返されま
す。

encode(value, encodingScheme)
エンコードスキームに基づいて、ペイロード (非 JSON データの場合もある) を文字列表現にエンコードす
るには、encode 関数を使用します。SQL バージョン 2016-03-23 以降でサポートされています。
値
AWS IoT SQL リファレンス (p. 569) で定義されている任意の有効な式。JSON 形式かどうかに関係
なくペイロード全体をエンコードするには、* を指定できます。式を指定した場合は、まず評価の結
果が文字列に変換され、その後でエンコードされます。
encodingScheme
使用するエンコードスキームを表すリテラル文字列。現在は、'base64' のみがサポートされます。

endswith(文字列、文字列)
Boolean を返し、最初の String 引数が 2 番目の String 引数で終わるかどうかを示します。どちらか
の引数が Null または Undefined の場合、結果は Undefined です。SQL バージョン 2015-10-08 以降
でサポートされています。
例: endswith("cat","at") = true。
引数の型 1

引数の型 2

結果

String

String

最初の引数が 2 番目の
の場合は、false を返し

その他の値

その他の値

両方の引数は標準変換
ます。最初の引数が 2
それ以外の場合は、fa
Null または Undefi
す。

exp(10 進数)
e を Decimal 引数の累乗にして返します。Decimal 引数は関数適用の前に倍精度に丸められます。SQL
バージョン 2015-10-08 以降でサポートされています。
例: exp(1) = e。
引数の型

結果

Int

Decimal(倍精度で)、e ^ 引数。

Decimal

Decimal(倍精度で)、e ^ 引数。

String

Decimal(倍精度で)、e ^ 引数。String が Decimal に変
換できない場合、結果は Undefined です。

その他の値

Undefined.
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floor(Decimal)
指定の Decimal を最も近い Int に切り下げます。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートされてい
ます。
例:
floor(1.2) = 1
floor(-1.2) = -2
引数の型

結果

Int

Int、引数値。

Decimal

Int、最も近い Decimal へ切り下げられた Int 値。

String

Int。文字列は Decimal に変換され、最も近い Int へ
切り下げられます。文字列が Decimal に変換できない場
合、結果は Undefined です。

その他の値

Undefined.

get
コレクションのような型から値を抽出します (配列、文字列、オブジェクト)。最初の引数に変換は適用
されません。テーブルで説明されているように、変換は 2 番目の引数に適用されます。SQL バージョン
2015-10-08 以降でサポートされています。
例:
get(["a", "b", "c"], 1) = "b"
get({"a":"b"}, "a") = "b"
get("abc", 1) = "a"
引数の型 1

引数の型 2

結果

配列

Any Type (Int に変換)

2 番目の引数により提
ンデックスの項目 (In
結果は Undefined で
界の外にある場合 (ne
Undefined です。

文字列

Any Type (Int に変換)

2 番目の引数により提
デックスの文字 (Int
結果は Undefined で
の外にある場合 (nega
Undefined です。

オブジェクト

String (変換の適用なし)

2 番目の引数として提
の引数のオブジェクト

その他の値

任意の値

Undefined.
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get_dynamodb
(tableName、partitionKeyName、partitionKeyValue、sortKeyName、sortK
roleArn)
DynamoDB テーブルからデータを取得します。get_dynamodb() を使用すると、ルールが評価されてい
る間に DynamoDB テーブルを照会できます。DynamoDB から取得したデータを使用して、メッセージペ
イロードをフィルタリングまたは拡張できます。SQL バージョン 2016-03-23 以降でサポートされていま
す。
get_dynamodb() には以下のパラメータがあります。
tableName
クエリする DynamoDB テーブルの名前。
partitionKeyName
パーティションキーの名前。詳細については、「DynamoDB Keys」を参照してください。
partitionKeyValue
レコードを識別するために使用されるパーティションキーの値。詳細については、「DynamoDB
Keys」を参照してください。
sortKeyName
(オプション) ソートキーの名前。このパラメータは、クエリされた DynamoDB テーブルが複合キーを
使用する場合にのみ必要です。詳細については、「DynamoDB Keys」を参照してください。
sortKeyValue
(オプション) ソートキーの値。このパラメータは、クエリされた DynamoDB テーブルが複合キーを使
用する場合にのみ必要です。詳細については、「DynamoDB Keys」を参照してください。
roleArn
DynamoDB テーブルへのアクセスを付与する IAM ロールの ARN。ルールエンジンは、ユーザーに
代わって DynamoDB テーブルにアクセスするためにこのロールを引き受けます。過度に許容される
ロールの使用は避けてください。ルールで必要なアクセス許可のみをロールに付与します。1 つの
DynamoDB テーブルへのアクセスを許可するポリシーの例を次に示します。
{

}}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:GetItem",
"Resource": "arn:aws:dynamodb:aws-region:account-id:table/table-name"
}
]

get_dynamodb() の使用方法の例として、AWS IoT に接続されているすべてのデバイスのデバイス ID と
位置情報を含む DynamoDB テーブルがあるとします。次の SELECT 文は、 get_dynamodb() 関数を使
用して、指定したデバイス ID の場所を取得します。
SELECT *, get_dynamodb("InServiceDevices", "deviceId", id,
"arn:aws:iam::12345678910:role/getdynamo").location AS location FROM 'some/
topic'
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Note
• 1 つの SQL 文につき最大 1 回 get_dynamodb() を呼び出すことができます。1 つの SQL 文
で get_dynamodb() 複数回呼び出すと、アクションを呼び出さずにルールが終了します。
• get_dynamodb() が 8 KB を超えるデータを返す場合、ルールのアクションは呼び出されない
ことがあります。

get_secret(secretId, secretType, key, roleArn)
AWS Secrets Manager の現在のバージョンのシークレットの暗号化された SecretString ま
たは SecretBinary フィールドの値を取得します。シークレットの作成と維持の詳細について
は、CreateSecret、UpdateSecret、および PutSecretValue を参照してください。
get_secret() には以下のパラメータがあります。
secretId
文字列: 取得するシークレットの Amazon リソースネーム (ARN) またはフレンドリ名。
secretType
文字列: シークレットタイプ。有効な値: SecretString | SecretBinary。
SecretString
• API、AWS CLI、または AWS Secrets Manager コンソールを使用して JSON オブジェクトとし
て作成するシークレットについては、以下を実行します。
• key パラメータの値を指定すると、この関数は指定されたキーの値を返します。
• key パラメータの値を指定しない場合、この関数は JSON オブジェクト全体を返します。
• API または AWS CLI を使用して非 JSON オブジェクトとして作成するシークレットについて
は、以下を実行します。
• key パラメータの値を指定すると、この関数は例外で失敗します。
• key パラメータの値を指定しない場合、この関数はシークレットの内容を返します。
SecretBinary
• key パラメータの値を指定すると、この関数は例外で失敗します。
• key パラメータの値を指定しない場合、この関数は base64 でエンコードされた UTF-8 文字列
としてシークレット値を返します。
key
(オプション) 文字列: シークレットの SecretString フィールドに保存されている JSON オブジェク
ト内のキー名。JSON オブジェクト全体ではなく、シークレットに保存されているキーの値のみを取
得する場合は、この値を使用します。
このパラメータの値を指定し、シークレットの SecretString フィールド内に JSON オブジェクト
が含まれていない場合、この関数は例外で失敗します。
roleArn
文字列: secretsmanager:GetSecretValue および secretsmanager:DescribeSecret アクセ
ス許可を持つロール ARN。

Note
この関数は常に、シークレットの現在のバージョン (AWSCURRENT タグ付きのバージョン) を返
します。AWS IoT ルールエンジンは、各シークレットを最長で 15 分間キャッシュします。その
結果、ルールエンジンがシークレットを更新するのに最長で 15 分かかることがあります。これ
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は、AWS Secrets Manager での更新後 15 分以内にシークレットを取得すると、この関数が古い
バージョンを返す可能性があることを意味します。
この関数は計測されておらず、無料で使用できますが、AWS Secrets Manager の料金が適用さ
れます。シークレットキャッシュメカニズムにより、ルールエンジンが AWS Secrets Manager
を呼び出すことがあります。ルールエンジンは完全に分散されたサービスであるため、15 分の
キャッシュウィンドウ中にルールエンジンから複数の Secrets Manager API 呼び出しが実行され
る場合があります。
例:
次の API キー認証の例のように、HTTPS ルールアクションの認証ヘッダーで get_secret 関数を使用で
きます。
"API_KEY": "${get_secret('API_KEY', 'SecretString', 'API_KEY_VALUE',
'arn:aws:iam::12345678910:role/getsecret')}"

HTTPS ルールアクションの詳細については、「the section called “HTTP” (p. 506)」を参照してくださ
い。

get_thing_shadow(thingName, shadowName, roleARN)
指定されたモノの指定されたシャドウを返します。SQL バージョン 2016-03-23 以降でサポートされてい
ます。
thingName
文字列: シャドウを取得する対象のモノの名前。
shadowName
(オプション) 文字列: シャドウの名前。このパラメータは、名前の付きのシャドウを参照する場合にの
み必要です。
roleArn
文字列: iot:GetThingShadow アクセス権限を持つロール ARN。
例:
名前付きシャドウとともに使用する場合は、shadowName パラメータを指定します。
SELECT * from 'topic/subtopic'
WHERE
get_thing_shadow("MyThing","MyThingShadow","arn:aws:iam::123456789012:role/
AllowsThingShadowAccess")
.state.reported.alarm = 'ON'

名前のないシャドウとともに使用する場合は、shadowName パラメータを省略します。
SELECT * from 'topic/subtopic'
WHERE
get_thing_shadow("MyThing","arn:aws:iam::123456789012:role/AllowsThingShadowAccess")
.state.reported.alarm = 'ON'

ハッシュ関数
AWS IoT は次のハッシュ関数を提供します。
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• md2
•
•
•
•
•

md5
sha1
sha224
sha256
sha384

• sha512
1 つの文字列引数を除くすべてのハッシュ関数。結果はその文字列のハッシュ値です。標準文字列変換は
非文字列引数に適用されます。すべてのハッシュ関数は、SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートさ
れます。
例:
md2("hello") = "a9046c73e00331af68917d3804f70655"
md5("hello") = "5d41402abc4b2a76b9719d911017c592"

indexof(文字列、文字列)
最初の引数のサブ文字列として、2 番目の引数の最初のインデックス (ゼロベース) を返します。両方の引
数は文字列であることが期待されます。文字列ではない引数は、標準文字列変換ルールに従います。この
関数は、配列にではなく、文字列にのみ適用されます。SQL バージョン 2016-03-23 以降でサポートされ
ています。
例:
indexof("abcd", "bc") = 1

isNull()
引数が Null 値である場合は true を返します。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートされていま
す。
例:
isNull(5) = false。
isNull(Null) = true。
引数の型

結果

Int

false

Decimal

false

Boolean

false

String

false

Array

false

Object

false

Null

true

Undefined

false
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isUndefined()
引数が Undefined である場合は true を返します。SQL バージョン 2016-03-23 以降でサポートされてい
ます。
例:
isUndefined(5) = false。
isUndefined(floor([1,2,3]))) = true。
引数の型

結果

Int

false

Decimal

false

Boolean

false

String

false

Array

false

Object

false

Null

false

Undefined

true

length(文字列)
指定された文字列の文字数を返します。標準変換ルールは、非 String 引数に適用されます。SQL バー
ジョン 2016-03-23 以降でサポートされています。
例:
length("hi") = 2
length(false) = 5

ln(10 進数)
引数の自然対数を返します。Decimal 引数は関数適用の前に倍精度に丸められます。SQL バージョン
2015-10-08 以降でサポートされています。
例: ln(e) = 1。
引数の型

結果

Int

Decimal (倍精度で)、引数の自然対数。

Decimal

Decimal (倍精度で)、引数の自然対数。

Boolean

Undefined.

String

Decimal (倍精度で)、引数の自然対数。文字列が
Decimal に変換できない場合、結果は Undefined で
す。
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引数の型

結果

配列

Undefined.

オブジェクト

Undefined.

Null

Undefined.

未定義

Undefined.

log(10 進数)
引数の 10 を底とする対数を返します。Decimal 引数は関数適用の前に倍精度に丸められます。SQL バー
ジョン 2015-10-08 以降でサポートされています。
例: log(100) = 2.0。
引数の型

結果

Int

Decimal (倍精度で)、引数の 10 を底とした対数。

Decimal

Decimal (倍精度で)、引数の 10 を底とした対数。

Boolean

Undefined.

String

Decimal (倍精度で)、引数の 10 を底とした対
数。String が Decimal に変換できない場合、結果は
Undefined です。

配列

Undefined.

オブジェクト

Undefined.

Null

Undefined.

未定義

Undefined.

lower(文字列)
指定した String の小文字バージョンを返します。非文字列引数は標準変換ルールを使用して文字列に変
換されます。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートされています。
例:
lower("HELLO") = "hello"。
lower(["HELLO"]) = "[\"hello\"]"。

lpad(文字列、Int)
2 番目の引数で指定された数のスペースを左詰めにした String 引数を返します。Int 引数は、0 ～ 1000
の間である必要があります。提供された値がこの有効な範囲の外にある場合は、引数は最も近い有効な値
に設定されます (0 または 1000)。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートされています。
例:
lpad("hello", 2) = "

hello".
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lpad(1, 3) = "

1"

引数の型 1

引数の型 2

結果

String

Int

String、提供された
めにして提供された I

String

Decimal

Decimal 引数は最も近
には指定された数のス

String

String

2 番目の引数は Decim
切り下げられます。ま
ペースが左詰めにされ
きない場合、結果は U

その他の値

Int/Decimal/String

最初の値は、標準変換
れた後、LPAD 関数が
が変換できない場合、

任意の値

その他の値

Undefined.

ltrim(文字列)
提供される String から先頭の空白 (タブとスペース) をすべて削除します。SQL バージョン 2015-10-08
以降でサポートされています。
例:
Ltrim(" h i ") = "hi "。
引数の型

結果

Int

先頭の空白がすべて削除された String の Int 表現。

Decimal

先頭の空白がすべて削除された String の Decimal 表
現。

Boolean

先頭の空白がすべて削除されたブール (「true」または
「false」) の String 表現。

String

先頭の空白がすべて削除された引数。

配列

先頭の空白がすべて削除された String の Array 表現
(標準変換ルールを使用)。

オブジェクト

先頭の空白がすべて削除されたオブジェクトの String 表
現 (標準変換ルールを使用)。

Null

Undefined.

未定義

Undefined.

machinelearning_predict (modelId, roleArn, record)
Amazon Machine Learning (Amazon ML) モデルに基づいて、MQTT メッセージからのデータを使用して予
測を行うには、machinelearning_predict 関数を使用します。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサ
ポートされています。machinelearning_predict 関数の引数は次のとおりです。
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modelId
予測を実行する対象となるモデルの ID。このモデルのリアルタイムエンドポイントを有効にしておく
必要があります。
roleArn
machinelearning:Predict アクセス許可および machinelearning:GetMLModel アクセス許可
を許可するポリシーが指定され、予測を実行する対象となるモデルへのアクセスを許可する IAM ロー
ル。
record
Amazon ML Predict API に渡されるデータ。単一レイヤーの JSON オブジェクトとして表す必要があ
ります。record が複数レベルの JSON オブジェクトの場合は、値のシリアル化によって平坦化されま
す。たとえば、次の JSON の場合:
{ "key1": {"innerKey1": "value1"}, "key2": 0}

次のようになります。
{ "key1": "{\"innerKey1\": \"value1\"}", "key2": 0}

この関数では、次のフィールドを持つ JSON オブジェクトが返されます。
predictedLabel
モデルに基づく入力の区分。
details
次の属性が含まれています。
PredictiveModelType
モデルのタイプ。有効な値は、REGRESSION、BINARY、MULTICLASS です。
Algorithm
予測を行うために Amazon ML で使用されるアルゴリズム。この値は SGD にする必要がありま
す。
predictedScores
各ラベルに対応する、未加工の分類スコアを格納します。
predictedValue
Amazon ML によって予測された値。

mod(10 進数、10 進数)
最初の引数を 2 番目の引数で割ったときの剰余を返します。remainder(Decimal, Decimal) (p. 609) と同
等です。同じモジュロ機能に挿入演算子として「%」も使用できます。SQL バージョン 2015-10-08 以降
でサポートされています。
例: mod(8, 3) = 2。
左のオペランド

右のオペランド

出力

Int

Int

Int、最初の引数を 2
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左のオペランド

右のオペランド

出力

Int/Decimal

Int/Decimal

Decimal、最初の引数
きの剰余。

String/Int/Decimal

String/Int/Decimal

すべての文字列を小数
数を 2 番目の引数で割
合は、Undefined で

その他の値

その他の値

Undefined.

nanvl(AnyValue, AnyValue)
最初の引数が有効な Decimal ならば、最初の引数が返されます。それ以外の場合、2 番目の引数が返され
ます。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートされています。
例: Nanvl(8, 3) = 8。
引数の型 1

引数の型 2

出力

未定義

任意の値

2 番目の引数。

Null

任意の値

2 番目の引数。

Decimal (NaN)

任意の値

2 番目の引数。

Decimal (not NaN)

任意の値

最初の引数。

その他の値

任意の値

最初の引数。

newuuid()
16 バイトのランダムな UUID を返します。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートされています。
例: newuuid() = 123a4567-b89c-12d3-e456-789012345000

numbytes(文字列)
指定された文字列の UTF-8 エンコードのバイト数を返します。標準変換ルールは、非 String 引数に適用
されます。SQL バージョン 2016-03-23 以降でサポートされています。
例:
numbytes("hi") = 2
numbytes("€") = 3

parse_time(String, Long[, String])
parse_time 機能を使用して、タイムスタンプを人間が判読可能な日付/時刻形式にフォーマットしま
す。SQL バージョン 2016-03-23 以降でサポートされています。タイムスタンプ文字列をミリ秒に変換す
るには、「time_to_epoch(String, String) (p. 616)」を参照してください。
parse_time 関数は次の引数を想定します。
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pattern
(文字列) Joda-Time フォーマットに従う日付/時刻パターン。
timestamp
(ロング) Unix エポックからミリ秒単位でフォーマットされる時間。関数「timestamp() (p. 617)」を
参照してください。
timezone
(文字列) フォーマットされた日付/時刻のタイムゾーン。デフォルトは「UTC」です。この関数は、
「Joda-Time のタイムゾーン」をサポートしています。この引数はオプションです。
例:
このメッセージがトピック「A/B」に公開されると、ペイロード {"ts": "1970.01.01 AD at
21:46:40 CST"} が S3 バケットに送信されます。
{

"ruleArn": "arn:aws:iot:us-east-2:ACCOUNT_ID:rule/RULE_NAME",
"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT parse_time(\"yyyy.MM.dd G 'at' HH:mm:ss z\", 100000000, 'America/
Belize' ) as ts FROM 'A/B'",

}

}

"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"s3": {
"roleArn": "arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:rule:role/ROLE_NAME",
"bucketName": "BUCKET_NAME",
"key": "KEY_NAME"
}
}
],
"ruleName": "RULE_NAME"

このメッセージがトピック「A/B」に公開されると、{"ts": "2017.06.09 AD at 17:19:46 UTC"}
(ただし、現在の日付/時刻) と同様のペイロードが S3 バケットに送信されます。
{

"ruleArn": "arn:aws:iot:us-east-2:ACCOUNT_ID:rule/RULE_NAME",
"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT parse_time(\"yyyy.MM.dd G 'at' HH:mm:ss z\", timestamp() ) as ts
FROM 'A/B'",
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"ruleDisabled": false,
"actions": [
{
"s3": {
"roleArn": "arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:rule:role/ROLE_NAME",
"bucketName": "BUCKET_NAME",
"key": "KEY_NAME"
}
}
],
"ruleName": "RULE_NAME"
}

}
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parse_time() は、置換テンプレートとしても使用できます。たとえば、このメッセージがトピック「A/
B」に公開されると、ペイロードは S3 バケットに key = 「2017」で送信されます。
{

}

"ruleArn": "arn:aws:iot:us-east-2:ACCOUNT_ID:rule/RULE_NAME",
"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'A/B'",
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"ruleDisabled": false,
"actions": [{
"s3": {
"roleArn": "arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:rule:role/ROLE_NAME",
"bucketName": "BUCKET_NAME",
"key": "${parse_time('yyyy', timestamp(), 'UTC')}"
}
}],
"ruleName": "RULE_NAME"
}

power(10 進数、10 進数)
最初の引数を 2 番目の引数の累乗にして返します。Decimal 引数は関数適用の前に倍精度に丸められま
す。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートされています。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサ
ポートされています。
例: power(2, 5) = 32.0。
引数の型 1

引数の型 2

出力

Int/Decimal

Int/Decimal

Decimal(倍精度で)、
します。

Int/Decimal/String

Int/Decimal/String

Decimal(倍精度で)、
します。すべての文字
かの String が Deci
Undefined です。

その他の値

その他の値

Undefined.

principal()
トリガーメッセージの発行方法に基づいて、デバイスが認証に使用するプリンシパルを返します。次の表
は、発行方法とプロトコルごとに返されるプリンシパルについて説明しています。
メッセージの発行方法

プロトコル

認証情報のタイプ

MQTT クライアント

MQTT

X.509 デバイス証明書

AWS IoT コンソール MQTT クラ
イアント

MQTT

IAM ユーザーまたはロ

AWS CLI

HTTP

IAM ユーザーまたはロ

AWS IoTDevice SDK

MQTT

X.509 デバイス証明書

AWS IoTDevice SDK

MQTT over WebSocket

IAM ユーザーまたはロ
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次の例は、principal() が返すことができるさまざまなタイプの値を示しています。
• X.509 証明書のサムプリント:
ba67293af50bf2506f5f93469686da660c7c844e7b3950bfb16813e0d31e9373
• IAM ロール ID とセッション名: ABCD1EFG3HIJK2LMNOP5:my-session-name
• ユーザー ID: ABCD1EFG3HIJK2LMNOP5 を返します

rand()
0.0 から 1.0 までの間で疑似ランダムで、均等に分散された倍を返します。SQL バージョン 2015-10-08 以
降でサポートされています。
例:
rand() = 0.8231909191640703

regexp_matches(文字列、文字列)
文字列 (最初の引数) に、正規表現 (2 番目の引数) の一致が含まれている場合は、true を返します。
例:
regexp_matches("aaaa", "a{2,}") = true.
regexp_matches("aaaa", "b") = false.

最初の引数:
引数の型

結果

Int

String の Int 表現。

Decimal

String の Decimal 表現。

Boolean

ブール (「true」または「false」) の String 表現。

String

。String

配列

String の Array 表現 (標準変換ルールを使用)。

オブジェクト

オブジェクトの String 表現 (標準変換ルールを使用)。

Null

Undefined.

未定義

Undefined.

2 番目の引数:
有効な正規表現の式である必要があります。非文字列型は標準変換ルールを使用して String に変換され
ます。型により、結果として生じる文字列が有効な正規表現でない場合もあります。(変換された) 引数が
有効な正規表現でない場合、結果は Undefined です。

regexp_replace(文字列、文字列、文字列)
最初の引数にある 2 番目の引数 (正規表現) の出現すべてを 3 番目の引数で置き換えます。「$」でキャプ
チャグループを参照します。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートされています。
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例:
regexp_replace("abcd", "bc", "x") = "axd"。
regexp_replace("abcd", "b(.*)d", "$1") = "ac".

最初の引数:
引数の型

結果

Int

String の Int 表現。

Decimal

String の Decimal 表現。

Boolean

ブール (「true」または「false」) の String 表現。

String

ソース値。

配列

String の Array 表現 (標準変換ルールを使用)。

オブジェクト

オブジェクトの String 表現 (標準変換ルールを使用)。

Null

Undefined.

未定義

Undefined.

2 番目の引数:
有効な正規表現の式である必要があります。非文字列型は標準変換ルールを使用して String に変換され
ます。型により、結果として生じる文字列が有効な正規表現でない場合もあります。(変換された) 引数が
有効な正規表現でない場合、結果は Undefined です。
3 番目の引数:
有効な正規表現の置換文字列である必要があります。(キャプチャグループを参照できます。) 非文字列型
は標準変換ルールを使用して String に変換されます。(変換された) 引数が有効な正規表現の置換文字列
でない場合、結果は Undefined です。

regexp_substr(文字列、文字列)
最初のパラメータにある 2 番目のパラメータ（正規表現）の最初の一致を見つけます。「$」でキャプ
チャグループを参照します。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートされています。
例:
regexp_substr("hihihello", "hi") = "hi"
regexp_substr("hihihello", "(hi)*") = "hihi"

最初の引数:
引数の型

結果

Int

String の Int 表現。

Decimal

String の Decimal 表現。

Boolean

ブール (「true」または「false」) の String 表現。

String

String引数。
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引数の型

結果

配列

String の Array 表現 (標準変換ルールを使用)。

オブジェクト

オブジェクトの String 表現 (標準変換ルールを使用)。

Null

Undefined.

未定義

Undefined.

2 番目の引数:
有効な正規表現の式である必要があります。非文字列型は標準変換ルールを使用して String に変換され
ます。型により、結果として生じる文字列が有効な正規表現でない場合もあります。(変換された) 引数が
有効な正規表現でない場合、結果は Undefined です。

remainder(Decimal, Decimal)
最初の引数を 2 番目の引数で割ったときの剰余を返します。mod(10 進数、10 進数) (p. 603) と同等で
す。同じモジュロ機能に挿入演算子として「%」も使用できます。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサ
ポートされています。
例: remainder(8, 3) = 2。
左のオペランド

右のオペランド

出力

Int

Int

Int、最初の引数を 2

Int/Decimal

Int/Decimal

Decimal、最初の引数
きの剰余。

String/Int/Decimal

String/Int/Decimal

すべての文字列を小数
数を 2 番目の引数で割
合は、Undefined で

その他の値

その他の値

Undefined.

replace(String, String, String)
最初の引数にある 2 番目の引数の出現すべてを 3 番目の引数で置き換えます。SQL バージョン
2015-10-08 以降でサポートされています。
例:
replace("abcd", "bc", "x") = "axd".
replace("abcdabcd", "b", "x") = "axcdaxcd".

すべての引数
引数の型

結果

Int

String の Int 表現。

Decimal

String の Decimal 表現。

Boolean

ブール (「true」または「false」) の String 表現。
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引数の型

結果

String

ソース値。

配列

String の Array 表現 (標準変換ルールを使用)。

オブジェクト

オブジェクトの String 表現 (標準変換ルールを使用)。

Null

Undefined.

未定義

Undefined.

rpad(文字列、Int)
2 番目の引数で指定された数のスペースを右詰めにした文字列の引数を返します。Int 引数は、0 ～ 1000
の間である必要があります。提供された値がこの有効な範囲の外にある場合は、引数は最も近い有効な値
に設定されます (0 または 1000)。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートされています。
例:
rpad("hello", 2) = "hello
rpad(1, 3) = "1

".

".

引数の型 1

引数の型 2

結果

String

Int

String
は、提
供され
た Int
と同じ
数のス
ペース
を右詰
めにさ
れてい
ます。

String

Decimal

Decimal
引数は
最も近
い Int
に切
り下げ
られ、
文字列
は、提
供され
た Int
と同じ
数のス
ペース
を右詰
めにさ
れてい
ます。
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引数の型 1

引数の型 2

結果

String

String

2 番目
の引
数は
Decimal
に変換
され、
最も近
い Int
に切り
下げら
れま
す。String
は、Int
値と同
じ数の
スペー
スを
右詰め
にされ
ていま
す。

その他の値

Int/Decimal/String

最初の
値は、
標準変
換ルー
ルを使
用して
String
に変換
された
後、rpad
関数が
その
String
に適用
されま
す。そ
れが変
換でき
ない場
合、結
果は
Undefined
です。

任意の値

その他の値

Undefined.

round(10 進数)
指定の Decimal を最も近い Int に丸めます。Decimal が 2 つの Int 値と等距離である場合 (例:
0.5)、Decimal は丸められます。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートされています。
例: Round(1.2) = 1。
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Round(1.5) = 2.
Round(1.7) = 2.
Round(-1.1) = -1.
Round(-1.5) = -2.
引数の型

結果

Int

引数。

Decimal

Decimal は、最も近い Int に切り下げられます。

String

Decimal は、最も近い Int に切り下げられます。文字列
が Decimal に変換できない場合、結果は Undefined で
す。

その他の値

Undefined.

rtrim(文字列)
提供される String から末尾の空白 (タブとスペース) をすべて削除します。SQL バージョン 2015-10-08
以降でサポートされています。
例:
rtrim(" h i ") = " h i"
引数の型

結果

Int

String の Int 表現。

Decimal

String の Decimal 表現。

Boolean

ブール (「true」または「false」) の String 表現。

配列

String の Array 表現 (標準変換ルールを使用)。

オブジェクト

オブジェクトの String 表現 (標準変換ルールを使用)。

Null

Undefined.

未定義

Undefined

sign(10 進数)
指定された数値の符号を返します。引数の符号が正の場合、1 を返します。引数の符号が負の場合、-1 を
返します。引数が 0 の場合、0 を返します。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートされています。
例:
sign(-7) = -1.
sign(0) = 0.
sign(13) = 1.
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引数の型

結果

Int

Int、Int の値の符号。

Decimal

Int、Decimal の値の符号。

String

Int、Decimal の値の符号。文字列は Decimal の値に
変換され、Decimal の値の符号が返されます。String
が Decimal に変換できない場合、結果は Undefined で
す。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートされてい
ます。

その他の値

Undefined.

sin(10 進数)
数値のサインをラジアンで返します。Decimal 引数は関数適用の前に倍精度に丸められます。SQL バー
ジョン 2015-10-08 以降でサポートされています。
例: sin(0) = 0.0
引数の型

結果

Int

Decimal (倍精度で)、引数のサイン。

Decimal

Decimal (倍精度で)、引数のサイン。

Boolean

Undefined.

String

Decimal (倍精度で)、引数のサイン。文字列が Decimal
に変換できない場合、結果は Undefined です。

配列

Undefined.

オブジェクト

Undefined.

Null

Undefined.

Undefined

Undefined.

sinh(10 進数)
数値のハイパーボリックサインを返します。Decimal 値は関数適用の前に倍精度に丸められます。結果は
倍精度の Decimal 値です。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートされています。
例: sinh(2.3) = 4.936961805545957
引数の型

結果

Int

Decimal (倍精度で)、引数の双曲線サイン。

Decimal

Decimal (倍精度で)、引数のハイパーボリックサイン。

Boolean

Undefined.
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引数の型

結果

String

Decimal (倍精度で)、引数のハイパーボリックサイ
ン。文字列が Decimal に変換できない場合、結果は
Undefined です。

配列

Undefined.

オブジェクト

Undefined.

Null

Undefined.

未定義

Undefined.

substring(String, Int[, Int])
1 つか 2 つの String 値が続く Int を予想します。String および単一の Int 引数では、この関数は提
供された String インデックス (ゼロベース、包括) から Int の端までの提供された String のサブスト
リングを返します。String および 2 つの Int 引数では、この関数は、最初の String インデックス引数
(ゼロベース、包括) から 2 番目の Int インデックス引数 (ゼロベース、除外) までの提供された Int のサ
ブストリングを返します。ゼロ以下のインデックスはゼロに設定されます。String の長さを超過するイ
ンデックスは String の長さに設定されます。3 つの引数バージョンでは、最初のインデックスが 2 番目
インデックスより大きい (または等しい) 場合、結果は空の String です。
提供された引数が (String, Int)、または (String, Int, Int) でない場合、引数に標準変換が適用さ
れ、正しい型への変換が試行されます。型が変換できない場合、関数の結果は Undefined です。SQL
バージョン 2015-10-08 以降でサポートされています。
例:
substring("012345", 0) = "012345".
substring("012345", 2) = "2345".
substring("012345", 2.745) = "2345".
substring(123, 2) = "3".
substring("012345", -1) = "012345".
substring(true, 1.2) = "rue".
substring(false, -2.411E247) = "false".
substring("012345", 1, 3) = "12".
substring("012345", -50, 50) = "012345".
substring("012345", 3, 1) = "".

sql_version()
このルールで指定されている SQL バージョンを返します。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートさ
れています。
例:
sql_version() = "2016-03-23"
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sqrt(10 進数)
数値の平方根を返します。Decimal 引数は関数適用の前に倍精度に丸められます。SQL バージョン
2015-10-08 以降でサポートされています。
例: sqrt(9) = 3.0。
引数の型

結果

Int

引数の平方根。

Decimal

引数の平方根。

Boolean

Undefined.

String

引数の平方根。文字列が Decimal に変換できない場合、
結果は Undefined です。

配列

Undefined.

オブジェクト

Undefined.

Null

Undefined.

未定義

Undefined.

startswith(文字列、文字列)
最初の文字列引数が 2 番目の文字列引数で始まるかどうか、Boolean を返します。どちらかの引数が
Null または Undefined の場合、結果は Undefined です。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポート
されています。
例:
startswith("ranger","ran") = true
引数の型 1

引数の型 2

結果

String

String

最初の文字列が 2 番目

その他の値

その他の値

両方の引数は標準変換
ます。最初の文字列が
を返します。どちらか
の場合、結果は Unde

tan(10 進数)
数値のタンジェントをラジアンで返します。Decimal 値は関数適用の前に倍精度に丸められます。SQL
バージョン 2015-10-08 以降でサポートされています。
例: tan(3) = -0.1425465430742778
引数の型

結果

Int

Decimal (倍精度で)、引数のタンジェント。
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引数の型

結果

Decimal

Decimal (倍精度で)、引数のタンジェント。

Boolean

Undefined.

String

Decimal (倍精度で)、引数のタンジェント。文字列が
Decimal に変換できない場合、結果は Undefined で
す。

配列

Undefined.

オブジェクト

Undefined.

Null

Undefined.

未定義

Undefined.

tanh(10 進数)
数値のハイパーボリックタンジェントをラジアンで返します。Decimal 値は関数適用の前に倍精度に丸め
られます。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートされています。
例: tanh(2.3) = 0.9800963962661914
引数の型

結果

Int

Decimal (倍精度で)、引数の双曲線タンジェント。

Decimal

Decimal (倍精度で)、引数の双曲線タンジェント。

Boolean

Undefined.

String

Decimal (倍精度で)、引数の双曲線タンジェント。文字列
が Decimal に変換できない場合、結果は Undefined で
す。

配列

Undefined.

オブジェクト

Undefined.

Null

Undefined.

未定義

Undefined.

time_to_epoch(String, String)
time_to_epoch 関数を使用して、タイムスタンプ文字列を Unix エポック時間のミリ秒数に変換しま
す。SQL バージョン 2016-03-23 以降でサポートされています。ミリ秒をフォーマットされたタイムスタ
ンプ文字列に変換するには、「parse_time(String, Long[, String]) (p. 604)」を参照してください。
time_to_epoch 関数は次の引数を想定します。
timestamp
(文字列) Unix エポックからミリ秒に変換されるタイムスタンプ文字列。タイムスタンプ文字列がタイ
ムゾーンを指定しない場合、関数は UTC タイムゾーンを使用します。

616

AWS IoT Core デベロッパーガイド
関数

pattern
(文字列) JDK11 Time フォーマットに従う日付/時刻パターン。
例:
time_to_epoch("2020-04-03 09:45:18 UTC+01:00", "yyyy-MM-dd HH:mm:ss VV") =
1585903518000
time_to_epoch("18 December 2015", "dd MMMM yyyy") = 1450396800000
time_to_epoch("2007-12-03 10:15:30.592 America/Los_Angeles", "yyyy-MM-dd
HH:mm:ss.SSS z") = 1196705730592

timestamp()
協定世界時 (UTC) の 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 から、AWS IoT ルールエンジンの観測に従い、ミリ秒単
位で現在のタイムスタンプを返します。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートされています。
例: timestamp() = 1481825251155

topic(10 進数)
ルールをトリガーしたメッセージが送信されたトピックを返します。パラメータが指定されていない
場合、トピック全体が返されます。Decimal パラメータは、特定のトピックセグメントを指定するた
めに使用され、1 は最初のセグメントを表します。foo/bar/baz トピックでは、topic(1) は foo を返
し、topic(2) は bar を返す、と続いていきます。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートされていま
す。
例:
topic() = "things/myThings/thingOne"
topic(1) = "things"
基本的な取り込み (p. 568)が使用されている場合、トピック ($aws/rules/rule-name) の最初のプレ
フィックスは topic() 関数では使用できません。たとえば、次のトピックがあるとします。
$aws/rules/BuildingManager/Buildings/Building5/Floor2/Room201/Lights
topic() = "Buildings/Building5/Floor2/Room201/Lights"
topic(3) = "Floor2"

traceid()
MQTT メッセージのトレース ID (UUID) を返すか、または、メッセージが MQTT 経由で送信されなかった
場合は Undefined を返します。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートされています。
例:
traceid() = "12345678-1234-1234-1234-123456789012"

transform(String, Object, Array)
Array パラメータの Object パラメータの指定された変換の結果を含むオブジェクトの配列を返します。
SQL バージョン 2016-03-23 以降でサポートされています。
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文字列
使用する変換モード。サポートされている変換モードと、Object および Array パラメータから
Result を作成する方法については、次の表を参照してください。
オブジェクト
Array の各要素に適用する属性を含むオブジェクト。
配列
Object の属性が適用されるオブジェクトの配列。
この配列内の各オブジェクトは、関数の応答内のオブジェクトに対応します。関数の応答の各オブ
ジェクトには、元のオブジェクトに存在する属性と、String で指定された変換モードによって決定
される Object によって提供される属性が含まれます。

String パラメータ

Object パラメータ

Array パラメータ

結果

enrichArray

オブジェクト

オブジェクトの配列

各オブジェクトに
Array パラメータの要
素の属性と Object パ
ラメータの属性が含ま
れるオブジェクトの配
列。

その他の値

任意の値

任意の値

未定義

Note
この関数によって返される配列は 128 KiB に制限されています。

変換関数の例 1
この例では、transform() 関数がデータオブジェクトと配列からオブジェクトの単一の配列を生成する方法
を示します。
この例では、次のメッセージが MQTT トピック A/B に発行されます。
{

}

"attributes": {
"data1": 1,
"data2": 2
},
"values": [
{
"a": 3
},
{
"b": 4
},
{
"c": 5
}
]

トピックルールアクションのこの SQL ステートメントでは、String 値が enrichArray である
transform() 関数を使用します。この例では、Object はメッセージペイロードの attributes プロパティ
で、Array は 3 つのオブジェクトを含む values 配列です。
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select value transform("enrichArray", attributes, values) from 'A/B'

メッセージペイロードを受信すると、SQL ステートメントは次の応答と評価されます。
[

{

"a": 3,
"data1": 1,
"data2": 2

},
{

"b": 4,
"data1": 1,
"data2": 2

},
{

]

}

"c": 5,
"data1": 1,
"data2": 2

変換関数の例 2
この例では、transform() 関数がリテラル値を使用して、メッセージペイロードの個々の属性を含めて、名
前を変更する方法を示します。
この例では、次のメッセージが MQTT トピック A/B に発行されます。これは the section called “変換関数
の例 1” (p. 618) で使用されたメッセージと同じものです。
{

}

"attributes": {
"data1": 1,
"data2": 2
},
"values": [
{
"a": 3
},
{
"b": 4
},
{
"c": 5
}
]

トピックルールアクションのこの SQL ステートメントでは、String 値が enrichArray であ
る transform() 関数を使用します。transform() 関数の Object にはメッセージペイロードの値が
attributes.data1 である key という単一属性が含まれており、Array は、前述の例で使用されたもの
と同じ 3 つのオブジェクトを含む values 配列です。
select value transform("enrichArray", {"key": attributes.data1}, values) from 'A/B'

メッセージペイロードを受信すると、SQL ステートメントは次の応答と評価されます。応答で data1 プ
ロパティの名前が key になっていることに注意してください。
[
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{

"a": 3,
"key": 1

},
{

"b": 4,
"key": 1

},
{

]

}

"c": 5,
"key": 1

変換関数の例 3
この例では、ネストされた SELECT 句で transform() 関数を使用して、複数の属性を選択し、後続の処理
のために新しいオブジェクトを作成する方法を示します。
この例では、次のメッセージが MQTT トピック A/B に発行されます。
{

}

"data1": "example",
"data2": {
"a": "first attribute",
"b": "second attribute",
"c": [
{
"x": {
"someInt": 5,
"someString": "hello"
},
"y": true
},
{
"x": {
"someInt": 10,
"someString": "world"
},
"y": false
}
]
}

この変換関数の Object は、メッセージの data2 オブジェクトの a 要素と b 要素を含む SELECT ステー
トメントによって返されるオブジェクトです。Array パラメータは、元のメッセージの data2.c 配列の
2 つのオブジェクトで構成されます。
select value transform('enrichArray', (select a, b from data2), (select value c from
data2)) from 'A/B'

前述のメッセージにより、SQL ステートメントは次の応答に評価されます。
[

{

"x": {
"someInt": 5,
"someString": "hello"
},
"y": true,
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"a": "first attribute",
"b": "second attribute"

},
{

]

}

"x": {
"someInt": 10,
"someString": "world"
},
"y": false,
"a": "first attribute",
"b": "second attribute"

この応答で返される配列は、batchMode をサポートするトピックルールアクションで使用できます。

trim(文字列)
提供された String から、すべての先頭および末尾の空白を削除します。SQL バージョン 2015-10-08 以
降でサポートされています。
例:
Trim(" hi ") = "hi"
引数の型

結果

Int

すべての先頭および末尾の空白が削除された String の
Int 表現。

Decimal

すべての先頭および末尾の空白が削除された String の
Decimal 表現。

Boolean

すべての先頭および末尾の空白が削除された String
(「true」または「false」) の Boolean 表現。

String

すべての先頭および末尾の空白が削除された String。

配列

標準変換ルールを使用した String の Array 表現。

オブジェクト

標準変換ルールを使用したオブジェクトの String 表現。

Null

Undefined.

未定義

Undefined.

trunc(10 進数、Int)
2 番目の引数で指定された Decimal の場所の数で最初の引数を切り捨てます。2 番目の引数がゼロよりよ
り少ない場合は、ゼロに設定されます。2 番目の引数が 34 より大きい場合は、34 に設定されます。末尾
のゼロは結果から省かれます。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートされています。
例:
trunc(2.3, 0) = 2.
trunc(2.3123, 2) = 2.31.
trunc(2.888, 2) = 2.88.
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trunc(2.00, 5) = 2.
引数の型 1

引数の型 2

結果

Int

Int

ソース値。

Int/Decimal

Int/Decimal

最初の引数は 2 番目の
れます。2 番目の引数
に切り下げられます。

Int/Decimal/String

Int/Decimal

最初の引数は 2 番目の
れます。2 番目の引数
に切り下げられます。
ます。文字列変換が失
す。

その他の値

Undefined.

upper(文字列)
指定した String の大文字バージョンを返します。非 String 引数は標準変換のルールを使用して
String に変換されます。SQL バージョン 2015-10-08 以降でサポートされています。
例:
upper("hello") = "HELLO"
upper(["hello"]) = "[\"HELLO\"]"

リテラル
ルール SQL の SELECT および WHERE 句で直接リテラルオブジェクトを指定でき、情報を渡すのに役立
ちます。

Note
リテラルは SQL バージョン 2016-03-23 以降を使用する場合にのみ利用可能です。
JSON オブジェクトの構文が使用されています (キーと値のペア、カンマ区切り、キーが文字列で値が
JSON 値なら波括弧 {} で囲む)。以下に例を示します。
トピックに公開された受信ペイロード topic/subtopic: {"lat_long": [47.606,-122.332]}
SQL ステートメント: SELECT {'latitude': get(lat_long, 0),'longitude':get(lat_long,
1)} as lat_long FROM 'topic/subtopic'
結果の出力ペイロードは次のとおりです: {"lat_long":
{"latitude":47.606,"longitude":-122.332}}。
ルール SQL の SELECT および WHERE 句で直接配列を指定でき、情報をグループ化できます。JSON の
構文が使用されています (カンマ区切りの項目を角括弧 [] でラップし、配列リテラルを作成する)。以下に
例を示します。
トピックに公開された受信ペイロード topic/subtopic: {"lat": 47.696, "long": -122.332}
SQL ステートメント: SELECT [lat,long] as lat_long FROM 'topic/subtopic'
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結果の出力ペイロードは次のとおりです: {"lat_long": [47.606,-122.332]}。

Case ステートメント
Case ステートメントを使用して、switch ステートメントと同様に、実行のブランチができます。
構文:
CASE v
WHEN
WHEN
ELSE

WHEN
t[2]
t[n]
r[e]

t[1] THEN r[1]
THEN r[2] ...
THEN r[n]
END

v 式が評価され、各 WHEN 句の t[i] 値と等しいかどうか比較されます。一致がある場合は、対応する
r[i] 式が CASE ステートメントの結果になります。WHEN 句は順番に評価され、一致する句が複数あ
る場合、最初に一致した句の結果が CASE ステートメントの結果になります。一致するものがない場合
は、ELSE 句の r[e] が結果です。一致するものがなく、ELSE 句もない場合、結果は Undefined です。
CASE ステートメントには少なくとも 1 つの WHEN 句が必要です。ELSE 句はオプションです。
例:
トピック topic/subtopic に公開された受信ペイロード:
{
}

"color":"yellow"

SQL ステートメント:
SELECT CASE color
WHEN 'green' THEN 'go'
WHEN 'yellow' THEN 'caution'
WHEN 'red' THEN 'stop'
ELSE 'you are not at a stop light' END as instructions
FROM 'topic/subtopic'

結果の出力ペイロードは次のとおりです。
{
}

"instructions":"caution"

Note
v が Undefined の場合、CASE ステートメントの結果は Undefined です。

JSON 拡張
入れ子になった JSON オブジェクトを容易に操作するには、次に示す ANSI SQL 構文への拡張を使用でき
ます。
"." 演算子
この演算子は、埋め込み JSON オブジェクトのメンバーにアクセスします。ANSI SQL や JavaScript の場
合と同じ機能があります。以下に例を示します。
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SELECT foo.bar AS bar.baz FROM 'topic/subtopic'

topic/subtopic トピックに送信される次のメッセージペイロードから、foo オブジェクト内の bar プ
ロパティの値を選択します。
{

}

"foo": {
"bar": "RED",
"bar1": "GREEN",
"bar2": "BLUE"
}

JSON プロパティ名にハイフン文字または数字が含まれている場合、単純な「ドット」表記は機能しませ
ん。代わりに、get 関数 (p. 595)を使用してプロパティの値を抽出します。
この例では、次のメッセージが iot/rules トピックに送信されます。
{

}

"mydata": {
"item2": {
"0": {
"my-key": "myValue"
}
}
}

通常、my-key の値はこのクエリのように識別されます。
SELECT * from iot/rules WHERE mydata.item2.0.my-key= "myValue"

ただし、プロパティ名my-key にはハイフンが含まれ、item2には数字が含まれるため、次のクエリが示
すように get 関数 (p. 595)を使用する必要があります。
SELECT * from 'iot/rules' WHERE get(get(get(mydata,"item2"),"0"),"my-key") = "myValue"

* 演算子
ANSI SQL の * ワイルドカードと同じ機能があります。SELECT 句のみで使用され、メッセージデータを
含む新しい JSON オブジェクトを作成します。メッセージペイロードが JSON 形式でない場合、* はメッ
セージペイロード全体を raw バイトとして返します。以下に例を示します。
SELECT * FROM 'topic/subtopic'

属性値に対する関数の適用
以下に、デバイスから発行される JSON ペイロードの例を示します。
{

"deviceid" : "iot123",
"temp" : 54.98,
"humidity" : 32.43,
"coords" : {
"latitude" : 47.615694,

624

AWS IoT Core デベロッパーガイド
置換テンプレート

}

}

"longitude" : -122.3359976

次の例では、JSON ペイロード内の属性値に関数を適用しています。
SELECT temp, md5(deviceid) AS hashed_id FROM topic/#

このクエリの結果は、次の JSON オブジェクトです。
{
}

"temp": 54.98,
"hashed_id": "e37f81fb397e595c4aeb5645b8cbbbd1"

置換テンプレート
ルールがトリガーされ、AWS IoT によってアクションが実行されたときに返される JSON データを加工
するには、置換テンプレートを使用できます。置換テンプレートの構文は、${expression} (expression
は、SELECT 句、WHERE 句での使用が AWS IoT および AWS IoT ルールアクション (p. 487) でサポー
トされる任意の式) です。この式をルールのアクションフィールドに接続して、アクションを動的に構成
できます。実際には、この機能はアクションの情報の一部を置き換えます。これには、関数、演算子、お
よび元のメッセージペイロードに存在する情報が該当します。

Important
置換テンプレート内の式は "SELECT..." ステートメントとは独立して評価されるため、AS 句を使
用して作成されたエイリアスを参照することはできません。元のペイロード、関数 (p. 582)、お
よび演算子 (p. 576)に存在する情報のみを参照できます。
サポートされる式の詳細については、「AWS IoT SQL リファレンス (p. 569)」を参照してください。
次のルールアクションは、置換テンプレートをサポートします。各アクションは、置換可能なさまざまな
フィールドをサポートしています。
• Apache Kafka (p. 489)
• CloudWatch アラーム (p. 496)
• [CloudWatch Logs] (p. 498)
• CloudWatch メトリクス (p. 499)
• DynamoDB (p. 501)
• DynamoDBv2 (p. 503)
• Elasticsearch (p. 504)
• HTTP (p. 506)
• IoT Analytics (p. 533)
• IoT Events (p. 535)
• IoT SiteWise (p. 536)
• Kinesis Data Streams (p. 542)
• Kinesis Data Firehose (p. 540)
• Lambda (p. 543)
• OpenSearch (p. 546)
• Republish (p. 548)
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• S3 (p. 549)
•
•
•
•

SNS (p. 551)
SQS (p. 553)
Step Functions (p. 555)
Timestream (p. 556)

置換テンプレートは、ルール内のアクションパラメータに表示されます。
{

}

"sql": "SELECT *, timestamp() AS timestamp FROM 'my/iot/topic'",
"ruleDisabled": false,
"actions": [{
"republish": {
"topic": "${topic()}/republish",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-iot-role"
}
}]

このルールが my/iot/topic に発行された次の JSON によってトリガーされた場合:
{

}

"deviceid": "iot123",
"temp": 54.98,
"humidity": 32.43,
"coords": {
"latitude": 47.615694,
"longitude": -122.3359976
}

この場合、このルールは次の JSON を my/iot/topic/republish に発行します。これは AWS IoT に
よって ${topic()}/republish から置き換えられたものです。
{

}

"deviceid": "iot123",
"temp": 54.98,
"humidity": 32.43,
"coords": {
"latitude": 47.615694,
"longitude": -122.3359976
},
"timestamp": 1579637878451

ネストされたオブジェクトのクエリ
ネストされた SELECT 句を使用して、配列および内部 JSON オブジェクト内の属性を照会できま
す。SQL バージョン 2016-03-23 以降でサポートされています。
次の MQTT メッセージを考えてみます。
{

"e": [
{ "n": "temperature", "u": "Cel", "t": 1234, "v": 22.5 },
{ "n": "light", "u": "lm", "t": 1235, "v": 135 },
{ "n": "acidity", "u": "pH", "t": 1235, "v": 7 }
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}

]

Example
次のルールを使用して、値を新しい配列に変換できます。
SELECT (SELECT VALUE n FROM e) as sensors FROM 'my/topic'

この場合、ルールにより、次の出力が生成されます。
{

}

"sensors": [
"temperature",
"light",
"acidity"
]

Example
同じ MQTT メッセージを使用して、次のルールを使い、ネストされたオブジェクト内の特定の値を照会す
ることもできます。
SELECT (SELECT v FROM e WHERE n = 'temperature') as temperature FROM 'my/topic'

この場合、ルールにより、次の出力が生成されます。
{

}

"temperature": [
{
"v": 22.5
}
]

Example
また、より複雑なルールで出力を平坦化することもできます。
SELECT get((SELECT v FROM e WHERE n = 'temperature'), 0).v as temperature FROM 'topic'

この場合、ルールにより、次の出力が生成されます。
{
}

"temperature": 22.5

バイナリペイロードの使用
raw バイナリペイロードを送信すると、AWS IoT Core は S3 アクションを介して、Amazon S3 バケッ
トにダウンストリームをルーティングします。raw バイナリペイロードは base64 としてエンコードさ
れ、JSON にアタッチされます。メッセージのペイロードを raw バイナリデータとして (JSON オブジェ
クトではなく) 処理するには、* 演算子を使用して SELECT 句で参照できます。
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バイナリペイロードの例
メッセージペイロードを raw バイナリデータとして参照するために * を使用するときは、ルールにデータ
を追加できます。空のペイロードまたは JSON ペイロードがある場合、結果のペイロードには、ルールを
使用してデータを追加できます。以下は、サポートされる SELECT 句の例です
• バイナリペイロードに * のみを使用した以下の SELECT 句を使用できます。
•
•

SELECT * FROM 'topic/subtopic'
SELECT * FROM 'topic/subtopic' WHERE timestamp() % 12 = 0

• データを追加して、以下の SELECT 句を使用することもできます。
•
•

SELECT *, principal() as principal, timestamp() as time FROM 'topic/subtopic'
SELECT encode(*, 'base64') AS data, timestamp() AS ts FROM 'topic/subtopic'

• これらの SELECT 句をバイナリペイロードと使用することもできます。
• 以下は、WHERE 句の device_type を参照します。
SELECT * FROM 'topic/subtopic' WHERE device_type = 'thermostat'

• 以下もサポートされています。
{

}

"sql": "SELECT * FROM 'topic/subtopic'"
"actions": [{
"republish": {
"topic":"device/${device_id}"
}
}]

次のルールアクションはバイナリペイロードをサポートしていないので、それらをデコードする必要があ
ります。
• Lambdaアクションなど、バイナリペイロード入力をサポートしないルールアクションの場合は、バイ
ナリペイロードをデコードする必要があります。Lambda ルールアクションは、base64 エンコード済み
で JSON ペイロードの場合、バイナリデータを受け取ることができます。ルールを以下のように変更す
ることで、これを実行できます。
SELECT encode(*, 'base64') AS data FROM 'my_topic'

• SQL ステートメントは、文字列を入力としてサポートしていません。文字列入力を JSON に変換するに
は、次のコマンドが実行できます。
SELECT decode(encode(*, 'base64'), 'base64') AS payload FROM 'topic'

SQL バージョン
AWS IoT ルールエンジンは、SQL に似た構文を使用して、MQTT メッセージからデータを選択しま
す。SQL ステートメントは、ルールが記述されている JSON ドキュメント内の awsIotSqlVersion プ
ロパティで指定された SQL バージョンに基づいて解釈されます。JSON ルールドキュメントの構造につい
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ては、「ルールの作成 (p. 483)」を参照してください。awsIotSqlVersion プロパティを使用すると、
使用する AWS IoT SQL ルールエンジンのバージョンを指定できます。新しいバージョンをデプロイした
場合は、引き続き古いバージョンを使用することも、新しいバージョンを使用できるようにルールを変更
することもできます。現在のルールでは、ルールの作成時のバージョンが引き続き使用されます。
以下の JSON 例は、awsIotSqlVersion プロパティを使用して SQL バージョンを指定する方法を示し
ています。
{

}

"sql": "expression",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [{
"republish": {
"topic": "my-mqtt-topic",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-iot-role"
}
}]

AWS IoT は、現在以下の SQL バージョンをサポートしています。
• 2016-03-23 – 2016 年 3 月 23 日にビルドされた SQL バージョン (推奨)。
• 2015-10-08 – 2015 年 10 月 8 日にビルドされた元の SQL バージョン。
• beta – 最新のベータ SQL バージョン。このバージョンでは、ルールへの変更が必要になる場合があり
ます。

SQL ルールエンジン 2016-03-23 バージョンの最新情報
• 入れ子になっている JSON オブジェクトの選択が修正されました。
• 配列クエリに関する修正が行われました。
• オブジェクト間でのクエリがサポートされるようになりました。詳細については、「ネストされたオブ
ジェクトのクエリ (p. 626)」を参照してください。
• 最上位レベルのオブジェクトとして配列を出力できるようになりました。
• JSON および非 JSON 形式のデータに適用できる encode(value, encodingScheme) 関数の追加。
詳細については、「encode 関数 (p. 594)」を参照してください。

最上位レベルのオブジェクトとして Array を出力する
この機能を使用すると、ルールから、最上位レベルのオブジェクトとして配列を返すことができます。た
とえば、次の MQTT メッセージの場合:
{
}

"a": {"b":"c"},
"arr":[1,2,3,4]

次のルールを使用します。
SELECT VALUE arr FROM 'topic'

この場合、ルールにより、次の出力が生成されます。
[1,2,3,4]
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AWS IoT Device Shadow サービス
AWS IoT Device Shadow サービスは AWS IoT Thing オブジェクトにシャドウを追加します。シャドウ
は、デバイスが AWS IoT に接続されているかどうかにかかわらず、アプリやその他のサービスでデバイス
の状態を利用できるようにします。AWS IoT Thing オブジェクトは複数の名前付きシャドウを持つことが
できるため、IoT ソリューションではデバイスを他のアプリやサービスに接続するためのオプションが増
えます。
AWS IoT モノのオブジェクトには、明示的に作成されるまで名前付きシャドウはありません。ただし、モ
ノが作成されると、そのモノに対する名前のないクラシックシャドウが作成されます。シャドウは、AWS
IoT コンソールを使用して作成、更新、削除できます。デバイス、その他のウェブクライアント、サービ
スは、MQTT および予約された MQTT トピック (p. 115)、Device Shadow REST API (p. 655) を使用す
る HTTP、AWS CLI for AWS IoT を使用して、シャドウを作成、更新、削除できます。シャドウは AWS
によってクラウドに保存されるため、デバイスが接続されているかどうかにかかわらず、アプリやその他
のクラウドサービスからデバイスの状態データを収集して報告できます。

シャドウの使用
シャドウは、デバイス、アプリ、その他のクラウドサービスでデータを共有するための信頼性の高いデー
タストアを提供します。これにより、デバイス、アプリ、その他のクラウドサービスが、デバイスの状態
を失うことなく接続および切断できます。
デバイス、アプリ、その他のクラウドサービスは AWS IoT に接続している間、シャドウを介してデバイ
スの現在の状態にアクセスし、制御できます。たとえば、アプリはシャドウを更新することで、デバイ
スの状態の変更を要求できます。AWS IoT は、デバイスへの変更を示すメッセージを発行します。デバ
イスはこのメッセージを受信し、一致するように状態を更新し、更新された状態のメッセージを発行しま
す。Device Shadow サービスは、この更新された状態を対応するシャドウに反映します。アプリはシャド
ウの更新をサブスクライブすることも、シャドウに現在の状態を照会することもできます。
デバイスがオフラインになった場合でも、アプリは AWS IoT およびデバイスのシャドウと通信できます。
デバイスは再接続すると、シャドウの現在の状態を受信し、シャドウの状態と一致するように状態を更新
し、更新された状態のメッセージを発行します。同様に、アプリがオフラインになり、デバイスがオフラ
イン中に状態が変わると、デバイスはシャドウを更新したままにして、アプリが再接続したときに現在の
状態のシャドウを照会できるようにします。
デバイスが頻繁にオフラインで、再接続後にデルタメッセージを受信するようにデバイスを設定する場合
は、永続セッション機能を使用できます。永続セッションの有効期間の詳細については、「永続的セッ
ションの有効期間」を参照してください。

名前付きのシャドウまたは名前のないシャドウの使用
の選択
Device Shadow サービスは、過去に使用されていたように、名前付きのクラシックなシャドウと名前のな
いクラシックなシャドウをサポートします。Thing オブジェクトは、複数の名前付きシャドウを持つこと
ができます。また、名前のないクラシックなシャドウを 1 つ以上持つことはできません。Thing オブジェ
クトは、名前付きのシャドウと名前のないシャドウを同時に持つことができますが、それぞれにアクセス
するために使用する API は若干異なるため、ソリューションに最適なシャドウのタイプを決定し、そのタ
イプのみを使用する方が効率的です。シャドウにアクセスするための API の詳細については、「シャドウ
トピック (p. 115)」を参照してください。
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名前付きシャドウを使用すると、Thing オブジェクトの状態をさまざまなビューで作成できます。たとえ
ば、多数のプロパティを持つ Thing オブジェクトを、それぞれがシャドウ名で識別される論理的なプロパ
ティのグループを持つシャドウに分割できます。また、プロパティを別のシャドウにグループ化し、ポリ
シーを使用してアクセスを制御することで、プロパティへのアクセスを制限することもできます。デバイ
スシャドウで使用するポリシーの詳細については、「AWS IoT のアクション、リソース、条件キー」を参
照してください。
クラシックな名前のないシャドウは単純ですが、名前付きシャドウよりも多少制限があります。各 AWS
IoT Thing オブジェクトは、名前のないシャドウを 1 つだけ持つことができます。IoT ソリューションで
シャドウデータの必要性が限られている場合は、そのようにシャドウの使用を開始することができます。
ただし、将来、シャドウを追加すると思われる場合は、最初から名前付きのシャドウを使用することを検
討してください。
フリートインデックスによるサポートは、名前のないシャドウと名前付きシャドウで異なります。詳細に
ついては、「Manage fleet indexing (p. 839)」(フリートインデックスの管理) を参照してください。

シャドウにアクセスする
すべてのシャドウには、予約された MQTT トピック (p. 115) と HTTP URL (p. 655) があり、シャドウに
対する get、update、delete アクションをサポートします。
シャドウは JSON シャドウドキュメント (p. 668)を使用してデータを格納および取得します。シャドウ
のドキュメントには、デバイスの状態の次の側面を説明する state プロパティが含まれています。
• desired
アプリは、desired オブジェクトを更新することによって、デバイスプロパティの desired 状態を指定
します。
• reported
デバイスは、reported オブジェクト内の現在の状態を報告します。
• delta
AWS IoT は、delta オブジェクトのあるべき状態と報告された状態の差異を報告します。
シャドウに格納されるデータは、更新アクションのメッセージ本文の state プロパティによって決まりま
す。それ以降の更新アクションでは、既存のデータオブジェクトの値を変更したり、シャドウの state オ
ブジェクト内のキーやその他の要素を追加および削除したりできます。シャドウへのアクセス方法の詳
細については、「デバイスでのシャドウの使用 (p. 634)」および「アプリとサービスでのシャドウの使
用 (p. 637)」を参照してください。

Important
更新リクエストを行うアクセス許可は、信頼できるアプリとデバイスに制限する必要がありま
す。これにより、シャドウの state プロパティが予期せず変更されるのを防ぐことができます。
そうしないと、シャドウを使用するデバイスおよびアプリは、state プロパティのキーが変更され
ることを期待するように設計する必要があります。

デバイス、アプリ、その他のクラウドサービスでの
シャドウの使用
デバイス、アプリ、その他のクラウドサービスでシャドウを使用するには、これらすべての一貫性と調整
が必要です。AWS IoT Device Shadow サービスは、シャドウ状態を保存し、シャドウ状態が変化したとき
にメッセージを送信し、状態が変化するメッセージに応答します。IoT ソリューション内のデバイス、ア
プリ、その他のクラウドサービスは、その状態を管理し、デバイスシャドウの状態と整合性を維持する必
要があります。
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シャドウ状態データは動的であり、シャドウへのアクセス許可を持つデバイス、アプリ、その他のクラウ
ドサービスによって変更できます。このため、各デバイス、アプリ、その他のクラウドサービスがシャド
ウとどのようにやり取りするかを検討することが重要です。以下に例を示します。
• デバイスは、状態データをシャドウに伝達するときに、シャドウ状態の reported プロパティにのみ書
き込む必要があります。
• アプリおよびその他のクラウドサービスは、状態変更リクエストをシャドウを介してデバイスに通信す
るときのみ、desired プロパティに書き込む必要があります。

Important
シャドウデータオブジェクトに含まれるデータは、他のシャドウや Thing オブジェクトのプロパ
ティ (Thing の属性や MQTT メッセージのコンテンツなど) から独立しています。ただし、デバイ
スは、必要に応じて、異なる MQTT トピックとシャドウで同じデータを報告できます。
複数のシャドウをサポートするデバイスは、異なるシャドウで報告するデータの整合性を維持す
る必要があります。

メッセージの順序
AWS IoT サービスからのメッセージが特定の順序でデバイスに到達するとは限りません。次のシナリオ
は、この場合に何が起こるかを示しています。
初期状態ドキュメント:
{

}

"state": {
"reported": {
"color": "blue"
}
},
"version": 9,
"timestamp": 123456776

更新 1:
{

}

"state": {
"desired": {
"color": "RED"
}
},
"version": 10,
"timestamp": 123456777

更新 2:
{

}

"state": {
"desired": {
"color": "GREEN"
}
},
"version": 11,
"timestamp": 123456778
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最終状態ドキュメント:
{

}

"state": {
"reported": {
"color": "GREEN"
}
},
"version": 12,
"timestamp": 123456779

これにより、2 つの差分メッセージが生成されます。
{

}

{

}

"state": {
"color": "RED"
},
"version": 11,
"timestamp": 123456778

"state": {
"color": "GREEN"
},
"version": 12,
"timestamp": 123456779

デバイスは順不同でこれらのメッセージを受信する場合があります。これらのメッセージ内の状態は累積
的であるため、デバイスは追跡しているものより古いバージョン番号が含まれるメッセージをすべて安全
に破棄できます。デバイスはバージョン 11 の前にバージョン 12 の差分を受信した場合、バージョン 11
のメッセージを安全に破棄できます。

シャドウメッセージのトリム
デバイスに送信されるシャドウメッセージのサイズを小さくするには、デバイスに必要なフィールドのみ
を選択してから、デバイスのリッスン対象の MQTT トピックにメッセージを再パブリッシュするルールを
定義します。
ルールは JSON で指定し、以下のようになります。
{

}

"sql": "SELECT state, version FROM '$aws/things/+/shadow/update/delta'",
"ruleDisabled": false,
"actions": [
{
"republish": {
"topic": "${topic(3)}/delta",
"roleArn": "arn:aws:iam:123456789012:role/my-iot-role"
}
}
]

SELECT ステートメントにより、指定したトピックにメッセージのどのフィールドが再パブリッシュ
されるかが決まります。すべての Shadow 名に一致させるには、"+" のワイルドカードを使用します。
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ルールでは、一致するすべてのメッセージが指定したトピックに再パブリッシュされるように定義し
ています。この場合、"topic()" 関数を使用して、再パブリッシュする先のトピックを指定していま
す。topic(3) は、元のトピック内のモノ名に評価されます。ルール作成の詳細については、「AWS IoT
のルール (p. 480)」を参照してください。

デバイスでのシャドウの使用
このセクションでは、デバイスが AWS IoT Device Shadow サービスと通信するのに推奨される方法であ
る MQTT メッセージを使用したシャドウとのデバイス通信について説明します。
シャドウ通信は、MQTT のパブリッシュ/サブスクライブ通信モデルを使用して、リクエスト/レスポンス
モデルをエミュレートします。すべてのシャドウアクションは、リクエストトピック、成功したレスポン
ストピック (accepted)、エラーレスポンストピック (rejected) で構成されます。
アプリとサービスで、デバイスが接続されているかどうかを判別できるようにする場合は、「デバイスが
接続されていることの’検出 (p. 638)」を参照してください。

Important
MQTT は発行/サブスクライブ通信モデルを使用するため、リクエストトピックを発行する前にレ
スポンストピックをサブスクライブする必要があります。そうでない場合、発行するリクエスト
に対するレスポンスを受信しない可能性があります。
AWS IoT Device SDK (p. 1303) を使用して Device Shadow サービス API を呼び出す場合、これ
は自動的に処理されます。
このセクションの例では、次の表で説明されているように、ShadowTopicPrefix が名前付きのシャドウ
または名前のないシャドウを参照できるトピックの省略形を使用します。
シャドウは、名前付き、または名前のないもの (クラシック) にすることができます。それぞれで使用され
るトピックは、トピックのプレフィックスでのみ異なります。この表は、各シャドウタイプで使用される
トピックのプレフィックスを示しています。
ShadowTopicPrefix 値

シャドウタイプ

$aws/things/thingName/shadow

名前のない (クラシック) シャドウ

$aws/things/thingName/shadow/
name/shadowName

名前付きシャドウ

Important
アプリまたはサービスによるシャドウの使用が一貫しており、デバイス内の対応する実装でサ
ポートされていることを確認してください。たとえば、シャドウの作成、更新、削除方法を考
えてみましょう。また、デバイスおよびシャドウを介してデバイスにアクセスするアプリまたは
サービスでの更新の処理方法も考慮してください。デバイスの状態がどのように更新され、報告
され、アプリやサービスがデバイスとそのシャドウとどのように相互作用するかを明確に設計す
る必要があります。
完全なトピックを作成するには、次の表に示すように、参照するシャドウのタイプの
ShadowTopicPrefix を選択し、thingName と、shadowName (該当する場合) を対応する値に置き換
え、トピックスタブに追加します。トピックでは大文字と小文字が区別されることに注意してください。
シャドウ用に予約されているトピックの詳細については、シャドウトピック (p. 115) を参照してくださ
い。
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AWS IoT への最初の接続時にデバイスを初期化する
デバイスは AWS IoT に登録した後、サポートしているシャドウのこれらの MQTT メッセージにサブスク
ライブする必要があります。
トピック

意味

このトピックの受信時にデバイ
スが実行するアクション

ShadowTopicPrefix/
delete/accepted

delete リクエストが受け入れら 更新の発行を停止するなど、削
除されたシャドウに対応するた
れ、AWS IoT ではシャドウが削
めに必要なアクション。
除されました。

ShadowTopicPrefix/
delete/rejected

delete リクエストは AWS IoT
によって拒否され、シャドウ
は削除されませんでした。メッ
セージ本文には、エラー情報が
含まれています。

メッセージ本文内のエラーメッ
セージに応答します。

ShadowTopicPrefix/get/
accepted

get リクエストは AWS IoT に
よって受け入れられ、メッセー
ジ本文に現在のシャドウドキュ
メントが含まれています。

メッセージ本文内の状態ドキュ
メントを処理するために必要な
アクション。

ShadowTopicPrefix/get/
rejected

get リクエストは AWS IoT に
よって拒否され、メッセージ本
文にエラー情報が含まれていま
す。

メッセージ本文内のエラーメッ
セージに応答します。

ShadowTopicPrefix/
update/accepted

update リクエストは AWS IoT
によって受け入れられ、メッ
セージ本文に現在のシャドウド
キュメントが含まれています。

メッセージ本文の更新された
データがデバイスの状態と一致
することを確認します。

ShadowTopicPrefix/
update/rejected

update リクエストは AWS IoT
によって拒否され、メッセージ
本文にエラー情報が含まれてい
ます。

メッセージ本文内のエラーメッ
セージに応答します。

ShadowTopicPrefix/
update/delta

シャドウドキュメントは AWS
IoT へのリクエストによって更新
され、メッセージ本文には要求
された変更が含まれています。

メッセージ本文内の目的の状態
と一致するようにデバイスの状
態を更新します。

ShadowTopicPrefix/
update/documents

シャドウの更新が最近完了し、
メッセージ本文に現在のシャド
ウドキュメントが含まれていま
す。

メッセージ本文の更新された状
態が、デバイスの状態と一致す
ることを確認します。

各シャドウの前の表のメッセージにサブスクライブした後、デバイスがサポートするシャドウがすでに作
成されているかどうかをテストして、各シャドウに /get トピックを発行します。/get/accepted メッ
セージを受信すると、メッセージ本文にはシャドウドキュメントが含まれます。シャドウドキュメント
は、デバイスがその状態を初期化するために使用できます。/get/rejected メッセージを受信した場合
は、現在のデバイス状態の /update メッセージを発行してシャドウを作成する必要があります。
例えば、モノ My_IoT_Thing があるとします。クラシックシャドウや名前の付いたシャドウはありませ
ん。今予約済みトピック $aws/things/My_IoT_Thing/shadow/get に /get リクエストを発行する場
合、モノにシャドウがないため $aws/things/My_IoT_Thing/shadow/get/rejected トピックのエ
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ラーが返されます。このエラーを解決するには、まず次のペイロードなど、現在のデバイス状態の $aws/
things/My_IoT_Thing/shadow/update トピックを使用して /update メッセージを発行します。
"state": {
"reported": {
"welcome": "aws-iot",
"color": "yellow"
}
}

}

これで モノのクラシックシャドウが作成され、$aws/things/My_IoT_Thing/shadow/update/
accepted トピックへメッセージが発行されます。トピック $aws/things/My_IoT_Thing/shadow/
get に発行する場合、デバイスの状態に関する $aws/things/My_IoT_Thing/shadow/get/
accepted トピックを返します。
名前付きシャドウの場合、Get リクエストを使用する前に、最初に名前付きシャドウを作成するか、シャ
ドウ名で更新を発行する必要があります。例えば、名前の付いたシャドウ namedShadow1 を作成するに
は、まず、デバイスの状態情報をトピック $aws/things/My_IoT_Thing/shadow/namedShadow1/
update に発行します。状態情報を取得するには、名前付きシャドウ $aws/things/My_IoT_Thing/
shadow/namedShadow1/get の /get リクエストを使用します。

デバイスが AWS IoT に接続している間にメッセージ
を処理する
デバイスが AWS IoT に接続している間は、/update/delta メッセージを受信でき、デバイスの状態をシャド
ウの変化に合わせて維持する必要があります。
1. 受信したすべての /update/delta メッセージを読み取り、一致するようにデバイスの状態を同期します。
2. デバイスの状態が変更されるたびに、デバイスの現在の状態を含む reported メッセージ本文を含む /
update メッセージを発行します。
デバイスが接続されている間は、これらのメッセージが表示されたら発行する必要があります。
表示

トピック

Payload

デバイスの状態が変更されまし
た。

ShadowTopicPrefix/update

reported プロパティを持つ
シャドウドキュメント。

デバイスがシャドウと同期して
いない可能性があります。

ShadowTopicPrefix/get

(空)

デバイスに対するアクション
は、デバイスの削除または交換
時など、デバイスによってシャ
ドウがサポートされなくなるこ
とを示します

ShadowTopicPrefix/delete

(空)

デバイスが AWS IoT に再接続したときのメッセージ
の処理
1 つ以上のシャドウを持つデバイスが AWS IoT に接続する場合、その状態を次のサポートしているすべて
のシャドウの状態と同期させる必要があります。
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1. 受信したすべての /update/delta メッセージを読み取り、一致するようにデバイスの状態を同期します。
2. デバイスの現在の状態を記載した reported メッセージ本文を含む /update メッセージを発行します。

アプリとサービスでのシャドウの使用
このセクションでは、アプリまたはサービスが AWS IoT Device Shadow サービスと相互作用する方法に
ついて説明します。この例では、アプリまたはサービスがシャドウと、シャドウを介してデバイスとのみ
相互作用していることを前提としています。この例には、シャドウの作成や削除などの管理アクションは
含まれていません。
この例では、AWS IoT Device Shadow サービスの REST API を使用してシャドウを操作します。発行/サ
ブスクライブ通信モデルを使用する デバイスでのシャドウの使用 (p. 634) で使用される例とは異なり、
この例では REST API のリクエスト/レスポンス通信モデルを使用します。つまり、アプリまたはサービス
は、 AWS IoT からのレスポンスを受信する前にリクエストを行う必要があります。ただし、このモデルの
欠点は、通知をサポートしていないことです。アプリまたはサービスで、デバイスの状態の変更をタイム
リーに通知する必要がある場合は、「デバイスでのシャドウの使用 (p. 634)」で説明されているように、
パブリッシュ/サブスクライブ通信モデルをサポートする WSS プロトコル経由の MQTT または MQTT を
検討してください。

Important
アプリまたはサービスによるシャドウの使用が、デバイス内の対応する実装と一致し、サポート
されていることを確認します。たとえば、シャドウの作成、更新、削除方法、デバイスとシャド
ウにアクセスするアプリまたはサービスで更新がどのように処理されるかを検討します。デザイ
ンでは、デバイスの状態の更新と報告方法、アプリやサービスがデバイスとそのシャドウとどの
ように相互作用するかを明確に指定する必要があります。
名前付きシャドウの REST API の URL は次のとおりです。
https://endpoint/things/thingName/shadow?name=shadowName

名前のないシャドウの場合：
https://endpoint/things/thingName/shadow

各パラメータの意味は次のとおりです。
エンドポイント
CLI コマンドによって返されるエンドポイント。
aws iot describe-endpoint --endpoint-type IOT:Data-ATS

thingName
シャドウが属する Thing オブジェクトの名前
shadowName
名前付きシャドウの名前。このパラメータは、名前のないシャドウでは使用されません。

AWS IoT への接続時のアプリまたはサービスの初期化
アプリが AWS IoT に最初に接続するとき、使用しているシャドウの現在の状態を取得するために、使用す
るシャドウの URL に HTTP GET リクエストを送信する必要があります。これにより、アプリまたはサー
ビスをシャドウと同期させることができます。
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アプリまたはサービスが AWS IoT に接続する間の状
態変更の処理
アプリまたはサービスが AWS IoT に接続している間は、使用するシャドウの URL に対して HTTP GET リ
クエストを送信することで、定期的に現在の状態を照会できます。
エンドユーザーがアプリまたはサービスと対話してデバイスの状態を変更すると、アプリまたはサービス
は、シャドウの desired 状態を更新するために使用するシャドウの URL に HTTP POST リクエストを送
信できます。このリクエストは受け入れられた変更を返しますが、デバイスがシャドウを新しい状態で更
新するまで HTTP GET リクエストを行い、シャドウをポーリングする必要がある場合があります。

デバイスが接続されていることの’検出
デバイスが現在接続されているかどうかを確認するには、シャドウドキュメントに connected プロパ
ティを含めて、MQTT Last Wy and Testament (LWT) メッセージを使用して、デバイスがエラーにより切
断された場合に、connected プロパティを false に設定します。

Note
AWS IoT 予約済みトピック ($ で始まるトピック) に送信される MQTT LWT メッセージは、AWS
IoT Device Shadow サービスによって無視されます。ただし、これらはサブスクライブされたク
ライアントおよび AWS IoT ルールエンジンによって処理されるため、予約されていないトピック
に送信される LWT メッセージと、MQTT LWT メッセージをシャドウ更新メッセージとしてシャ
ドウの予約済み更新トピック、ShadowTopicPrefix/update に再発行するルールを作成する必
要があります。

Device Shadow サービスに LWT メッセージを送信するには
1.

予約されたトピックで MQTT LWT メッセージを再発行するルールを作成します。次の例は、 my/
things/myLightBulb/update トピックに関するメッセージをリッスンし、$aws/things/
myLightBulb/shadow/update に再発行するルールです。
{

}

2.

"rule": {
"ruleDisabled": false,
"sql": "SELECT * FROM 'my/things/myLightBulb/update'",
"description": "Turn my/things/ into $aws/things/",
"actions": [
{
"republish": {
"topic": "$$aws/things/myLightBulb/shadow/update",
"roleArn": "arn:aws:iam:123456789012:role/aws_iot_republish"
}
}
]

}

デバイスが AWS IoT に接続すると、再発行ルールが認識できるように、予約されていないトピックに
LWT メッセージが登録されます。この例では、トピックが my/things/myLightBulb/update で
あり、connected プロパティを false に設定します。
{

"state": {
"reported": {
"connected":"false"
}
}
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3.

接続後、デバイスはシャドウ更新トピック、$aws/things/myLightBulb/shadow/update に関す
るメッセージを発行し、connected プロパティを true に設定することを含む現在の状態を報告し
ます。
{

}

4.

}

デバイスは正常に切断する前に、シャドウ更新トピック、$aws/things/myLightBulb/shadow/
update に関するメッセージを発行し、connected プロパティを false に設定することを含む最新
の状態を報告します。
{

}

5.

"state": {
"reported": {
"connected":"true"
}

"state": {
"reported": {
"connected":"false"
}
}

エラーが原因でデバイスが切断された場合、AWS IoT メッセージブローカーはデバイスの代わりに
デバイスの LWT メッセージを発行します。再発行ルールはこのメッセージを検出し、シャドウ更新
メッセージを発行してデバイスシャドウの connected プロパティを更新します。

デバイスシャドウサービス通信のシミュレーション
このトピックでは、Device Shadow サービスが仲介として動作する方法を示し、デバイスおよびアプリは
シャドウを使用してデバイスの状態を更新、保存、取得できます。
このトピックで説明されている相互作用を実証し、さらに詳しく調べるには、AWS アカウント と AWS
CLI を実行できるシステムが必要です。これらがない場合は、コード例で相互作用を確認できます。
この例では、AWS IoT コンソールはデバイスを表しています。AWS CLI は、シャドウを介してデバイス
にアクセスするアプリまたはサービスを表します。AWS CLI インターフェイスは、アプリが AWS IoT と
の通信に使用する API と非常によく似ています。この例のデバイスはスマート電球で、アプリは電球の状
態を表示し、電球の状態を変更できます。

シミュレーションの設定
これらの手順では、デバイスをシミュレートする AWS IoT コンソールと、アプリをシミュレートするコマ
ンドラインウィンドウを開いてシミュレーションを初期化します。

シミュレーション環境を設定するには
1.

2.

AWS アカウント を作成するか、すでにこのシミュレーションで使用するアカウントがある場合は、
この手順を省略できます。
このトピックの例を自分で実行するには、AWS アカウント が必要です。AWS 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. 19)」の説明に従ってアカウントを作成しま
す。
AWS IoT コンソールを開き、左側のメニューで [テスト] を選択して MQTT クライアントを開きま
す。
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3.

別のウィンドウで、AWS CLI がインストールされているシステムでターミナルウィンドウを開きま
す。

[Test] (テスト) ページの AWS IoT コンソールとコマンドラインプロンプトの 2 つのウィンドウを開いてお
く必要があります。

デバイスの初期化
このシミュレーションでは、mySimulatedThing という名前の Thing オブジェクトと、SimShadow1 とい
う名前のシャドウを使って作業します。
モノのオブジェクトとその IoT ポリシーを作成する
AWS IoT コンソールでモノのオブジェクトを作成するには
1. [Manage] (管理) を選択し、[Things] (モノ) を選択します。
2. モノがリストされている場合は [Create] (作成) ボタンをクリックします。それ以外の場合は、[Register
a single thing] (単一のモノを登録) をクリックして、単一の AWS IoT モノを作成します。
3. 名前 mySimulatedThing を入力し、その他の設定はデフォルトのままにして、[Next] (次へ) をクリッ
クします。
4. ワンクリックの証明書作成を使用して、AWS IoT へのデバイスの接続を認証する証明書を生成します。
[Activate] (有効化) をクリックして証明書を有効化します。
5. MQTT 予約トピックを発行およびサブスクライブするためのアクセス許可をデバイスに付与するポリ
シー My_IoT_Policy をアタッチできます。AWS IoT モノを作成する方法とこのポリシーを作成する
方法の詳細な手順については、モノのオブジェクトを作成する (p. 42) を参照してください。
モノのオブジェクトの名前の付いたシャドウを作成する
以下に示すように、トピック $aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/
update に更新リクエストを発行することで、モノの名前付きシャドウを作成できます。
または、名前付きシャドウを作成するには :
1. AWS IoT コンソールで、表示されたモノのリストから自分のモノオブジェクトを選択し、[Shadows]
(シャドウ) を選択します。
2. [Add a shadow] (シャドウの追加) を選択し、名前 simShadow1 を入力してから、[Create] (作成) を選
択して名前付きシャドウを追加します。
予約済みの MQTT トピックをサブスクライブして発行する
コンソールで、予約された MQTT シャドウのトピックをサブスクライブします。これらのトピックは
get、update、delete アクションに対するレスポンスです。これにより、デバイスがアクションを発行
した後にレスポンスを受信できます。

MQTT クライアントで MQTT トピックをサブスクライブするには
1.
2.

MQTT クライアント で、[Subscribe to topic] (トピックのサブスクライブ) を選択します。
サブスクライブする get、update、および delete トピックを入力します。次のリストから一度に
1 つのトピックをコピーして [Topic filter] (トピックフィルター) フィールドに貼り付け、[Subscribe]
(サブスクライブ) をクリックします。[Subscriptions] (サブスクリプション) の下にトピックが表示さ
れます。
• $aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/delete/accepted
• $aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/delete/rejected
• $aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/get/accepted
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• $aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/get/rejected
• $aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/update/accepted
• $aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/update/rejected
• $aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/update/delta
• $aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/update/documents
この時点で、シミュレートされたデバイスは、AWS IoT によって発行されるトピックを受信する準備
が整いました。
MQTT クライアントで MQTT トピックを発行するには
デバイス自体を初期化してレスポンストピックにサブスクライブした後、サポートしているシャドウを照
会する必要があります。このシミュレーションは、simShadow1 という名前の mySimulatedThing という
モノのオブジェクトをサポートする 1 つのシャドウのみをサポートします。

MQTT クライアントから現在のシャドウ状態を取得するには
1.

MQTT クライアントで、[トピックへの発行] を選択します。

2.

[Publish] (発行) で、次のトピックを入力し、取得するトピックを入力した下のメッセージ本文ウィン
ドウからコンテンツを削除します。その後、[Publish to topic] (トピックに発行) を選択してリクエスト
を発行できます。$aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/get。
名前付きシャドウ 、simShadow1 、を作成していない場合は、$aws/things/
mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/get/rejectedトピックでメッセージを受信
し、code が404 の場合 (この例のように)、シャドウは作成されていないため、次に作成します。
{
}

"code": 404,
"message": "No shadow exists with name: 'simShadow1'"

デバイスの現在のステータスを持つシャドウを作成するには
1.

[MQTT client] (MQTT クライアント) で、[Publish to a topic] (トピックへの発行) を選択し、このト
ピックを入力します。
$aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/update

2.

トピックを入力した下のメッセージ本文ウィンドウで、このシャドウドキュメントを入力して、デバ
イスが ID と現在の色を RGB 値で報告していることを示します。[Publish] (発行) を選択してリクエス
トを発行します。
{

}

"state": {
"reported": {
"ID": "SmartLamp21",
"ColorRGB": [
128,
128,
128
]
}
},
"clientToken": "426bfd96-e720-46d3-95cd-014e3ef12bb6"
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トピックでメッセージを受信した場合は、次のようになります。
• $aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/update/accepted: これは、
シャドウが作成され、メッセージ本文に現在のシャドウドキュメントが含まれていることを意味しま
す。
• $aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/update/rejected: メッセージ
本文内のエラーを確認します。
• $aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/get/accepted: シャドウは既に
存在し、この例のようにメッセージ本文には現在のシャドウ状態があります。これにより、デバイスを
設定したり、シャドウ状態と一致していることを確認したりできます。
{

}

"state": {
"reported": {
"ID": "SmartLamp21",
"ColorRGB": [
128,
128,
128
]
}
},
"metadata": {
"reported": {
"ID": {
"timestamp": 1591140517
},
"ColorRGB": [
{
"timestamp": 1591140517
},
{
"timestamp": 1591140517
},
{
"timestamp": 1591140517
}
]
}
},
"version": 3,
"timestamp": 1591140517,
"clientToken": "426bfd96-e720-46d3-95cd-014e3ef12bb6"

アプリからアップデートを送信する
このセクションでは、AWS CLI を使用して、アプリがシャドウとやり取りする方法を示します。
AWS CLI を使用してシャドウの現在の状態を取得するには
コマンドラインで、次のコマンドを入力します。
aws iot-data get-thing-shadow --thing-name mySimulatedThing --shadow-name simShadow1 /dev/
stdout

Windows プラットフォームでは、/dev/stdoutの代わりに con を使用できます。
aws iot-data get-thing-shadow --thing-name mySimulatedThing --shadow-name simShadow1 con
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シャドウが存在し、デバイスによって現在の状態を反映するように初期化されているため、次のシャドウ
ドキュメントが返されます。
{

}

"state": {
"reported": {
"ID": "SmartLamp21",
"ColorRGB": [
128,
128,
128
]
}
},
"metadata": {
"reported": {
"ID": {
"timestamp": 1591140517
},
"ColorRGB": [
{
"timestamp": 1591140517
},
{
"timestamp": 1591140517
},
{
"timestamp": 1591140517
}
]
}
},
"version": 3,
"timestamp": 1591141111

アプリはこのレスポンスを使用して、デバイスの状態の表現を初期化できます。
エンドユーザーがスマート電球の色を黄色に変更した場合など、アプリが状態を更新した場合、アプリは
update-thing-shadow コマンドを送信します。このコマンドは UpdateThingShadow REST API に対応し
ます。
アプリからシャドウを更新するには
コマンドラインで、次のコマンドを入力します。
AWS CLI v2.x
aws iot-data update-thing-shadow --thing-name mySimulatedThing --shadow-name simShadow1
\
--cli-binary-format raw-in-base64-out \
--payload '{"state":{"desired":{"ColorRGB":[255,255,0]}},"clientToken":"21b21b21bfd2-4279-8c65-e2f697ff4fab"}' /dev/stdout

AWS CLI v1.x
aws iot-data update-thing-shadow --thing-name mySimulatedThing --shadow-name simShadow1
\
--payload '{"state":{"desired":{"ColorRGB":[255,255,0]}},"clientToken":"21b21b21bfd2-4279-8c65-e2f697ff4fab"}' /dev/stdout
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成功した場合、このコマンドは次のシャドウドキュメントを返します。
{

}

"state": {
"desired": {
"ColorRGB": [
255,
255,
0
]
}
},
"metadata": {
"desired": {
"ColorRGB": [
{
"timestamp": 1591141596
},
{
"timestamp": 1591141596
},
{
"timestamp": 1591141596
}
]
}
},
"version": 4,
"timestamp": 1591141596,
"clientToken": "21b21b21-bfd2-4279-8c65-e2f697ff4fab"

デバイスでの更新に応答
AWS コンソールで MQTT クライアントに戻ると、前のセクションで発行された更新コマンドを反映する
ために AWS IoT が発行したメッセージが表示されます。
MQTT クライアントで更新メッセージを表示するには
[MQTT client] (MQTT クライアント) の、[Subscriptions] (サブスクリプション) 列で $aws/things/
mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/update/delta を選択します。トピック名が切り詰められて
いる場合は、トピック名を一時停止してトピック全体を表示できます。このトピックのトピックログに
は、次のような /delta メッセージが表示されます。
{

"version": 4,
"timestamp": 1591141596,
"state": {
"ColorRGB": [
255,
255,
0
]
},
"metadata": {
"ColorRGB": [
{
"timestamp": 1591141596
},
{
"timestamp": 1591141596
},
{
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}

}

"timestamp": 1591141596

]
},
"clientToken": "21b21b21-bfd2-4279-8c65-e2f697ff4fab"

デバイスはこのメッセージの内容を処理して、デバイスの状態がメッセージ内の desired 状態と一致す
るように設定します。
デバイスは、メッセージ内の desired 状態と一致するように状態を更新した後、更新メッセージを発行
して、新しい reported 状態を AWS IoT に送信する必要があります。この手順では、MQTT クライアン
トでこれをシミュレートします。

デバイスからシャドウを更新するには
1.

MQTT クライアントで、[トピックへの発行] を選択します。

2.

メッセージ本文ウィンドウで、メッセージ本文ウィンドウの上にあるトピックフィールドに、
シャドウのトピックを入力し、その後に /update アクションを入力します: $aws/things/
mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/updateとメッセージ本文に、デバイスの現在
の状態を説明するこの更新されたシャドウドキュメントを入力します。[Publish] (発行) をクリックし
て、更新されたデバイス状態を発行します。
{

}

"state": {
"reported": {
"ColorRGB": [255,255,0]
}
},
"clientToken": "a4dc2227-9213-4c6a-a6a5-053304f60258"

メッセージが AWS IoT によって正常に受信された場合は、この例のように、MQTT クライアントの
$aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/update/accepted メッセージログに、シャ
ドウの現在の状態を含む新しい応答が表示されます。
{

"state": {
"reported": {
"ColorRGB": [
255,
255,
0
]
}
},
"metadata": {
"reported": {
"ColorRGB": [
{
"timestamp": 1591142747
},
{
"timestamp": 1591142747
},
{
"timestamp": 1591142747
}
]
}
},
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}

"version": 5,
"timestamp": 1591142747,
"clientToken": "a4dc2227-9213-4c6a-a6a5-053304f60258"

デバイスの reported 状態を正常に更新すると、AWS IoT では、メッセージ内のシャドウ状態の包括的な説
明が トピックに送信されます。たとえば、前述の手順でデバイスによって実行されたシャドウ更新の結果
として発生したこのメッセージ本文です。
{

"previous": {
"state": {
"desired": {
"ColorRGB": [
255,
255,
0
]
},
"reported": {
"ID": "SmartLamp21",
"ColorRGB": [
128,
128,
128
]
}
},
"metadata": {
"desired": {
"ColorRGB": [
{
"timestamp": 1591141596
},
{
"timestamp": 1591141596
},
{
"timestamp": 1591141596
}
]
},
"reported": {
"ID": {
"timestamp": 1591140517
},
"ColorRGB": [
{
"timestamp": 1591140517
},
{
"timestamp": 1591140517
},
{
"timestamp": 1591140517
}
]
}
},
"version": 4
},
"current": {
"state": {
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"desired": {
"ColorRGB": [
255,
255,
0
]
},
"reported": {
"ID": "SmartLamp21",
"ColorRGB": [
255,
255,
0
]
}
},
"metadata": {
"desired": {
"ColorRGB": [
{
"timestamp": 1591141596
},
{
"timestamp": 1591141596
},
{
"timestamp": 1591141596
}
]
},
"reported": {
"ID": {
"timestamp": 1591140517
},
"ColorRGB": [
{
"timestamp": 1591142747
},
{
"timestamp": 1591142747
},
{
"timestamp": 1591142747
}
]
}
},
"version": 5

}

},
"timestamp": 1591142747,
"clientToken": "a4dc2227-9213-4c6a-a6a5-053304f60258"

アプリで更新を確認する
アプリは、デバイスによって報告された現在の状態をシャドウに照会できるようになりました。

AWS CLI を使用してシャドウの現在の状態を取得するには
1.

コマンドラインで、次のコマンドを入力します。
aws iot-data get-thing-shadow --thing-name mySimulatedThing --shadow-name simShadow1 /
dev/stdout
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Windows プラットフォームでは、/dev/stdoutの代わりに conを使用できます。
aws iot-data get-thing-shadow --thing-name mySimulatedThing --shadow-name simShadow1
con

2.

シャドウは現在の状態を反映するようにデバイスによって更新されたばかりなので、次のシャドウド
キュメントを返します。
{

}

"state": {
"desired": {
"ColorRGB": [
255,
255,
0
]
},
"reported": {
"ID": "SmartLamp21",
"ColorRGB": [
255,
255,
0
]
}
},
"metadata": {
"desired": {
"ColorRGB": [
{
"timestamp": 1591141596
},
{
"timestamp": 1591141596
},
{
"timestamp": 1591141596
}
]
},
"reported": {
"ID": {
"timestamp": 1591140517
},
"ColorRGB": [
{
"timestamp": 1591142747
},
{
"timestamp": 1591142747
},
{
"timestamp": 1591142747
}
]
}
},
"version": 5,
"timestamp": 1591143269
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シミュレーションを超える
AWS CLI (アプリを表す) とコンソール (デバイスを表す) の間の相互作用を試して、IoT ソリューションを
モデル化します。

シャドウとの相互作用
このトピックでは、シャドウを操作するために AWS IoT が提供する 3 つの方法のそれぞれに関連する
メッセージについて説明します。これらの方法には、次のものがあります。
UPDATE
存在しない場合はシャドウを作成します。メッセージ本文に指定された状態情報で既存のシャドウの
内容を更新します。AWS IoT は、更新ごとにタイムスタンプを記録して、状態が最後に更新された日
時を示します。シャドウの状態が変化すると、AWS IoT はすべての MQTT サブスクライバに /delta
状態と desired 状態の違いを示す reported メッセージを送信します。/delta メッセージを受信
するデバイスまたはアプリは、違いに基づいてアクションを実行できます。たとえば、デバイスは自
らの状態を desired 状態に更新でき、アプリケーションはデバイスの状態の変更を表示するようにそ
の UI を更新できます。
GET
メタデータを含むシャドウの完全な状態を含む現在のシャドウドキュメントを取得します。
DELETE
デバイスシャドウとそのコンテンツを削除します。
削除したデバイスシャドウドキュメントを復元することはできませんが、削除したデバイスシャドウ
ドキュメントの名前で新しいデバイスシャドウを作成することはできます。過去 48 時間以内に削除
されたものと同じ名前のデバイスシャドウドキュメントを作成した場合、新しいデバイスシャドウド
キュメントのバージョン番号は、削除されたデバイスのシャドウドキュメントのバージョン番号の続
きになります。デバイスシャドウドキュメントが 48 時間より前に削除されている場合、同じ名前の
新しいデバイスシャドウドキュメントのバージョン番号は 0 になります。

プロトコルサポート
AWS IoT は、MQTT および HTTPS プロトコル経由の REST API をサポートし、シャドウと対話しま
す。AWS IoT は、MQTT 発行アクションとサブスクライブアクション用に予約されたリクエストとレス
ポンスのトピックを提供します。デバイスおよびアプリは、AWS IoT リクエストの処理方法に関する情
報についてリクエストトピックを発行する前に、レスポンストピックをサブスクライブする必要がありま
す。詳細については、「Device Shadow MQTT トピック (p. 660)」および「Device Shadow の REST
API (p. 655)」を参照してください。

状態の要求と報告
AWS IoT とシャドウを使用して IoT ソリューションを設計する場合、変更を要求するアプリやデバイス
と、それらを実装するアプリやデバイスを決定する必要があります。通常、デバイスは変更をシャドウ
に実装して報告し、アプリとサービスはシャドウの変更に応答して要求します。ソリューションは異なる
場合がありますが、このトピックの例では、クライアントアプリまたはサービスがシャドウの変更を要求
し、デバイスがその変更を実行してシャドウに報告することを前提としています。
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シャドウの更新
アプリまたはサービスは、UpdateThingShadow (p. 657) API を使用するか、/update (p. 662) トピック
に発行することで、シャドウの状態を更新できます。更新は、リクエストで指定したフィールドにのみ反
映されます。

クライアントが状態の変更を要求したときのシャドウの更新
クライアントが MQTT プロトコルを使用してシャドウの状態の変更を要求した場合
1.

クライアントには、変更するプロパティを識別できるように、現在のシャドウドキュメントが必要で
す。現在のシャドウドキュメントを取得する方法については、/get アクションを参照してください。

2.

クライアントは、次の MQTT トピックにサブスクライブします。
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/update/accepted
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/update/rejected
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/update/delta
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/update/documents

3.

クライアントは、シャドウの desired 状態を含む状態ドキュメントを持つ $aws/
things/thingName/shadow/name/shadowName/update リクエストトピックを発行します。変
更するプロパティのみをドキュメントに含める必要があります。これは、desired 状態のドキュメント
の例です。
{

}

4.

"state": {
"desired": {
"color": {
"r": 10
},
"engine": "ON"
}
}

更新リクエストが有効な場合、AWS IoT はシャドウ内の desired 状態を更新し、次のトピックに関す
るメッセージを発行します。
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/update/accepted
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/update/delta
/update/accepted メッセージには /accepted レスポンス状態ドキュメント (p. 669) シャド
ウドキュメントが含まれ、/update/delta メッセージには /delta レスポンス状態ドキュメン
ト (p. 670) シャドウドキュメントが含まれます。

5.

更新リクエストが有効でない場合、AWS IoT は、エラーを説明する エラーレスポンスド
キュメント (p. 672) シャドウドキュメントとともに $aws/things/thingName/shadow/
name/shadowName/update/rejected トピックを含むメッセージを発行します。

クライアントが API を使用してシャドウの状態の変更を要求した場合
1.

クライアントは、UpdateThingShadow (p. 657) API と リクエスト状態ドキュメント (p. 668)
状態ドキュメントをメッセージ本文として使用します。

2.

リクエストが有効な場合、AWS IoT はレスポンスメッセージ本文として HTTP 成功レスポンスコード
と /accepted レスポンス状態ドキュメント (p. 669) シャドウドキュメントを返します。
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AWS IoT は、サブスクライブするデバイスまたはクライアントの /delta レスポンス状態ドキュメ
ント (p. 670) シャドウドキュメントを含む MQTT メッセージも $aws/things/thingName/
shadow/name/shadowName/update/delta トピックに発行します。
3.

リクエストが有効でない場合、AWS IoT はレスポンスメッセージ本文として HTTP エラーレスポンス
コード エラーレスポンスドキュメント (p. 672) を返します。

デバイスが /desired トピックに関する /update/delta 状態を受信すると、デバイス内で必要な変更
を行います。次に、/update トピックにメッセージが送信され、現在の状態がシャドウに報告されます。

デバイスが現在の状態を報告したときにシャドウを更新する
デバイスが MQTT プロトコルを使用して現在の状態をシャドウに報告する場合
1.

デバイスは、シャドウを更新する前に、次の MQTT トピックにサブスクライブする必要があります。
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/update/accepted
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/update/rejected
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/update/delta
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/update/documents

2.

デバイスは、この例のように、現在の状態を報告する $aws/things/thingName/shadow/
name/shadowName/update トピックにメッセージを発行することによって、現在の状態を報告しま
す。
{

}

"state": {
"reported" : {
"color" : { "r" : 10 },
"engine" : "ON"
}
}

3.

AWS IoT が更新を受け入れると、/accepted レスポンス状態ドキュメント (p. 669) シャドウドキュ
メントを含むメッセージを $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/update/
accepted トピックに発行します。

4.

更新リクエストが有効でない場合、AWS IoT は、エラーを説明する エラーレスポンスド
キュメント (p. 672) シャドウドキュメントとともに $aws/things/thingName/shadow/
name/shadowName/update/rejected トピックを含むメッセージを発行します。

デバイスが API を使用して現在の状態をシャドウに報告する場合
1.

デバイスは、リクエスト状態ドキュメント (p. 668) 状態ドキュメントをメッセージ本文として使用
して UpdateThingShadow (p. 657) API を呼び出します。

2.

リクエストが有効な場合、AWS IoT はシャドウを更新し、レスポンスメッセージ本文として /
accepted レスポンス状態ドキュメント (p. 669) シャドウドキュメントを含む HTTP 成功レスポンス
コードを返します。
AWS IoT は、サブスクライブするデバイスまたはクライアントの /delta レスポンス状態ドキュメ
ント (p. 670) シャドウドキュメントを含む MQTT メッセージも $aws/things/thingName/
shadow/name/shadowName/update/delta トピックに発行します。

3.

リクエストが有効でない場合、AWS IoT はレスポンスメッセージ本文として HTTP エラーレスポンス
コード エラーレスポンスドキュメント (p. 672) を返します。
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オプティミスティックロック
状態ドキュメントのバージョンを使用して、デバイスのシャドウドキュメントの最新バージョンを更新し
ていることを確認できます。更新リクエストでバージョンを渡したとき、そのバージョンと状態ドキュメ
ントの現在のバージョンとが一致しない場合、サービスは HTTP 409 conflict レスポンスコードでリクエス
トを拒否します。
以下に例を示します。
初期ドキュメント:
{

}

"state": {
"desired": {
"colors": [
"RED",
"GREEN",
"BLUE"
]
}
},
"version": 10

更新: (バージョンが一致しないと、リクエストは拒否される)
{

}

"state": {
"desired": {
"colors": [
"BLUE"
]
}
},
"version": 9

結果:
{

}

"code": 409,
"message": "Version conflict",
"clientToken": "426bfd96-e720-46d3-95cd-014e3ef12bb6"

更新: (バージョンが一致すると、リクエストは受け入れられる)
{

}

"state": {
"desired": {
"colors": [
"BLUE"
]
}
},
"version": 10

最終状態:
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{

}

"state": {
"desired": {
"colors": [
"BLUE"
]
}
},
"version": 11

シャドウキュメントの取得
シャドウドキュメントは、GetThingShadow (p. 656) API を使用するか、/get (p. 660) トピックをサブ
スクライブして発行することによって取得できます。これにより、desired 状態と reported 状態の間
の delta を含む、完全なシャドウドキュメントが取得されます。このタスクの手順は、デバイスまたはク
ライアントがリクエストを行っているかどうかにかかわらず同じです。

MQTT プロトコルを使用してシャドウドキュメントを取得するには
1.

デバイスまたはクライアントは、シャドウを更新する前に、次の MQTT トピックにサブスクライブす
る必要があります。
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/get/accepted
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/get/rejected

2.

デバイスまたはクライアントは、空のメッセージ本文を持つ $aws/things/thingName/shadow/
name/shadowName/get トピックにメッセージを発行します。

3.

リクエストが成功すると、AWS IoT はメッセージ本文に /accepted レスポンス状態ドキュメン
ト (p. 669) を含むメッセージを $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/get/
accepted トピックに発行します。

4.

リクエストが有効でなかった場合、AWS IoT はメッセージ本文に エラーレスポンスドキュメン
ト (p. 672) を含むメッセージを $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/get/
rejected トピックに発行します。

REST API を使用してシャドウドキュメントを取得するには
1.

デバイスまたはクライアントは、空のメッセージ本文で GetThingShadow (p. 656) API を呼び出
します。

2.

リクエストが有効な場合、AWS IoT はレスポンスメッセージ本文として /accepted レスポンス状態ド
キュメント (p. 669) シャドウドキュメントを含む HTTP 成功レスポンスコードを返します。

3.

リクエストが有効でない場合、AWS IoT はレスポンスメッセージ本文として HTTP エラーレスポンス
コード エラーレスポンスドキュメント (p. 672) を返します。

シャドウデータの削除
シャドウデータを削除するには、シャドウドキュメント内の特定のプロパティを削除する方法と、シャド
ウを完全に削除する方法の 2 つがあります。
• シャドウから特定のプロパティを削除するには、シャドウを更新します。ただし、削除するプロパティ
の値を null に設定します。値が null のフィールドは、シャドウドキュメントから削除されます。
• シャドウ全体を削除するには、DeleteThingShadow (p. 658) API を使用するか、/delete (p. 666) ト
ピックに発行します。
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シャドウを削除しても、バージョン番号は 0 にリセットされないことに注意してください。

シャドウドキュメントからのプロパティの削除
MQTT プロトコルを使用してシャドウからプロパティを削除するには
1.

デバイスまたはクライアントには、変更するプロパティを識別できるように、現在のシャドウドキュ
メントが必要です。現在のシャドウドキュメントを取得する方法については、「シャドウキュメント
の取得 (p. 653)」を参照してください。

2.

デバイスまたはクライアントは、次の MQTT トピックにサブスクライブします。
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/update/accepted
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/update/rejected

3.

デバイスまたはクライアントは、削除するシャドウのプロパティに $aws/things/thingName/
shadow/name/shadowName/update 値を割り当てる状態ドキュメントを含む null リクエスト
トピックを発行します。変更するプロパティのみをドキュメントに含める必要があります。これ
は、engine プロパティを削除するドキュメントの例です。
{

}

"state": {
"desired": {
"engine": null
}
}

4.

更新リクエストが有効な場合、AWS IoT はシャドウ内の指定されたプロパティを削除し、メッ
セージ本文に /accepted レスポンス状態ドキュメント (p. 669) シャドウドキュメントと $aws/
things/thingName/shadow/name/shadowName/update/accepted トピックを含むメッセージ
を発行します。

5.

更新リクエストが有効でない場合、AWS IoT は、エラーを説明する エラーレスポンスド
キュメント (p. 672) シャドウドキュメントとともに $aws/things/thingName/shadow/
name/shadowName/update/rejected トピックを含むメッセージを発行します。

REST API を使用してシャドウからプロパティを削除するには
1.

デバイスまたはクライアントは、削除するシャドウのプロパティに null 値を割り当てる リクエスト
状態ドキュメント (p. 668) を使用して UpdateThingShadow (p. 657) API を呼び出します。削
除するプロパティのみをドキュメントに含めます。これは、engine プロパティを削除するドキュメ
ントの例です。
{

}

"state": {
"desired": {
"engine": null
}
}

2.

リクエストが有効な場合、AWS IoT はレスポンスメッセージ本文として HTTP 成功レスポンスコード
と /accepted レスポンス状態ドキュメント (p. 669) シャドウドキュメントを返します。

3.

リクエストが有効でない場合、AWS IoT はレスポンスメッセージ本文として HTTP エラーレスポンス
コード エラーレスポンスドキュメント (p. 672) を返します。
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シャドウの削除
Note
デバイスのシャドウ状態を null に設定しても、シャドウは削除されません。シャドウのバー
ジョンは、次の更新時に増分されます。
デバイスのシャドウを削除しても、Thing オブジェクトは削除されません。Thing オブジェクトを
削除しても、対応するデバイスのシャドウは削除されません。
シャドウを削除しても、バージョン番号は 0 にリセットされません。

MQTT プロトコルを使用してシャドウを削除するには
1.

デバイスまたはクライアントは、次の MQTT トピックにサブスクライブします。
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/delete/accepted
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/delete/rejected

2.

デバイスまたはクライアントは、空のメッセージバッファを持つ $aws/things/thingName/
shadow/name/shadowName/delete を発行します。

3.

削除リクエストが有効な場合、AWS IoT はシャドウを削除し、メッセージ本文に $aws/
things/thingName/shadow/name/shadowName/delete/accepted トピックと省略形の /
accepted レスポンス状態ドキュメント (p. 669) シャドウドキュメントを含むメッセージを発行しま
す。次に、受け入れられた削除メッセージの例を示します。
{
}

4.

"version": 4,
"timestamp": 1591057529

更新リクエストが有効でない場合、AWS IoT は、エラーを説明する エラーレスポンスド
キュメント (p. 672) シャドウドキュメントとともに $aws/things/thingName/shadow/
name/shadowName/delete/rejected トピックを含むメッセージを発行します。

REST API を使用してシャドウを削除するには
1.

デバイスまたはクライアントは、空のメッセージバッファを使用して
DeleteThingShadow (p. 658) API を呼び出します。

2.

リクエストが有効な場合、AWS IoT は HTTP 成功レスポンスコードと、メッセージ本文に /accepted
レスポンス状態ドキュメント (p. 669) と省略形の /accepted レスポンス状態ドキュメント (p. 669)
シャドウドキュメントを含めて返します。次に、受け入れられた削除メッセージの例を示します。
{
}

3.

"version": 4,
"timestamp": 1591057529

リクエストが有効でない場合、AWS IoT はレスポンスメッセージ本文として HTTP エラーレスポンス
コード エラーレスポンスドキュメント (p. 672) を返します。

Device Shadow の REST API
Shadow は状態情報の更新用に以下の URI を公開します。
https://account-specific-prefix-ats.iot.region.amazonaws.com/things/thingName/shadow
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エンドポイントは AWS アカウント に固有のものです。エンドポイントを見つけるには、以下を実行しま
す。
• AWS CLI の describe-endpoint コマンドを使用します。
• AWS IoT コンソールの設定を使用します。[Settings] (設定) で、エンドポイントは [Custom endpoint]
(カスタムエンドポイント) の下に表示されます
• AWS IoT コンソールのモノの詳細ページを使用します。コンソールで:
1. [Manage] (管理) を展開し、[Manage] (管理) で [Things] (モノ) をクリックします。
2. モノのリストで、エンドポイント URI を取得するモノを選択します。
3. [Device Shadows] (デバイスシャドウ) タブをクリックし、シャドウを選択します。エンドポイント
URI は、[Device Shadow details] (デバイスシャドウの詳細) ページの [Device Shadow URL] (デバイ
スシャドウの URL) セクションで確認できます。
エンドポイントの形式は以下のとおりです。
identifier.iot.region.amazonaws.com

シャドウの REST API は、「デバイス通信プロトコル (p. 83)」で説明されているものと同じ HTTPS プロ
トコル/ポートマッピングに従います。

Note
API を使用するには、iotdevicegateway を認証のサービス名として使用する必要がありま
す。詳細については、「IOTDataPlane」を参照してください。
API アクション
• GetThingShadow (p. 656)
• UpdateThingShadow (p. 657)
• DeleteThingShadow (p. 658)
• ListNamedShadowsForThing (p. 659)
また、API のクエリパラメータの一部として name=shadowName を指定し、API を使用して名前付きシャ
ドウを作成することもできます。

GetThingShadow
指定したモノの Shadow を取得します。
レスポンス状態ドキュメントには、desired 状態と reported 状態との差分が含まれます。
リクエスト
リクエストには標準の HTTP ヘッダーに加えて、以下の URI が含まれます。
HTTP GET https://endpoint/things/thingName/shadow?name=shadowName
Request body: (none)

名前なし (クラシック) シャドウでは、name クエリパラメータは必要ありません。
応答
成功した場合、レスポンスには標準の HTTP ヘッダーに加えて、以下のコードと本体が含まれます。
HTTP 200
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詳細については、「レスポンス状態ドキュメントの例 (p. 669)」を参照してください。
承認
Shadow を取得するには、呼び出し元に iot:GetThingShadow アクションの実行を許可するポリシーが
必要です。Device Shadow サービスは、IAM 認証情報による署名バージョン 4、クライアント証明書によ
る TLS 相互認証という、2 つの形式の認証を受け入れます。
以下に示しているのは、呼び出し元にデバイスのシャドウの取得を許可するポリシーの例です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:GetThingShadow",
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:thing/thing"
]
}
]

UpdateThingShadow
指定したモノの Shadow を更新します。
更新は、リクエスト状態ドキュメントで指定したフィールドにのみ反映されます。値が null のフィール
ドはすべてデバイスのシャドウから削除されます。
リクエスト
リクエストには標準の HTTP ヘッダーに加えて、以下の URI と本体が含まれます。
HTTP POST https://endpoint/things/thingName/shadow?name=shadowName
Request body: request state document

名前なし (クラシック) シャドウでは、name クエリパラメータは必要ありません。
詳細については、「リクエスト状態ドキュメントの例 (p. 668)」を参照してください。
応答
成功した場合、レスポンスには標準の HTTP ヘッダーに加えて、以下のコードと本体が含まれます。
HTTP 200
Response body: response state document

詳細については、「レスポンス状態ドキュメントの例 (p. 669)」を参照してください。
承認
Shadow を更新するには、呼び出し元に iot:UpdateThingShadow アクションの実行を許可するポリ
シーが必要です。Device Shadow サービスは、IAM 認証情報による署名バージョン 4、クライアント証明
書による TLS 相互認証という、2 つの形式の認証を受け入れます。
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以下に示しているのは、呼び出し元にデバイスのシャドウの更新を許可するポリシーの例です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:UpdateThingShadow",
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:thing/thing"
]
}
]

DeleteThingShadow
指定したモノの Shadow を削除します。
リクエスト
リクエストには標準の HTTP ヘッダーに加えて、以下の URI が含まれます。
HTTP DELETE https://endpoint/things/thingName/shadow?name=shadowName
Request body: (none)

名前なし (クラシック) シャドウでは、name クエリパラメータは必要ありません。
応答
成功した場合、レスポンスには標準の HTTP ヘッダーに加えて、以下のコードと本体が含まれます。
HTTP 200
Response body: Empty response state document

シャドウを削除しても、バージョン番号は 0 にリセットされないことに注意してください。
承認
デバイスのシャドウを削除するには、呼び出し元に iot:DeleteThingShadow アクションの実行を許可
するポリシーが必要です。Device Shadow サービスは、IAM 認証情報による署名バージョン 4、クライア
ント証明書による TLS 相互認証という、2 つの形式の認証を受け入れます。
以下に示しているのは、呼び出し元にデバイスのシャドウの削除を許可するポリシーの例です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:DeleteThingShadow",
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:thing/thing"
]
}
]
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ListNamedShadowsForThing
指定されたモノのシャドウを一覧表示します。
リクエスト
リクエストには標準の HTTP ヘッダーに加えて、以下の URI が含まれます。
HTTP GET /api/things/shadow/ListNamedShadowsForThing/thingName?
nextToken=nextToken&pageSize=pageSize
Request body: (none)

nextToken
次の結果セットを取得するためのトークン。
この値は、ページングされた結果で返され、次のページを返す呼び出しで使用されます。
pageSize
各呼び出しで返すシャドウ名の数。「nextToken」も参照してください。
thingName
名前の付いたシャドウを一覧表示するモノの名前。
応答
成功した場合、レスポンスには標準の HTTP ヘッダーに加えて、以下のレスポンスコードと シャドウ名リ
ストレスポンスドキュメント (p. 672) が含まれます。

Note
名前なし (クラシック) シャドウは、このリストに表示されません。クラシックシャドウしかな
い、または指定したthingName が存在しない場合、レスポンスは空のリストになります。
HTTP 200
Response body: Shadow name list document

承認
デバイスのシャドウをリスト化するには、呼び出し元に iot:ListNamedShadowsForThing アクション
の実行を許可するポリシーが必要です。Device Shadow サービスは、IAM 認証情報による署名バージョン
4、クライアント証明書による TLS 相互認証という、2 つの形式の認証を受け入れます。
以下に示しているのは、呼び出し元にモノの名前付きシャドウの削除を許可するポリシーの例です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:ListNamedShadowsForThing",
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:thing/thing"
]
}
]
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}

Device Shadow MQTT トピック
Device Shadow サービスでは、予約された MQTT トピックを使用することで、アプリケーションやデバイ
スがデバイスの状態情報 (シャドウ) を取得、更新、削除できるようにします。
Shadow トピックへのパブリッシュとサブスクライブにはトピックベースの権限付与が必要です。AWS
IoT には、既存のトピック構造に新しいトピックを追加する権限があります。この理由から、Shadow ト
ピックへのサブスクリプションにワイルドカードを使用しないことをお勧めします。たとえば、$aws/
things/thingName/shadow/# のようなトピックフィルタへのサブスクライブは避けてください。AWS
IoT が新しい Shadow トピックを追加すると、このトピックフィルタに一致するトピックの数が増える可
能性があるためです。これらのトピックでパブリッシュされたメッセージの例については、「シャドウと
の相互作用 (p. 649)」を参照してください。
シャドウは、名前付き、または名前のないもの (クラシック) にすることができます。それぞれで使用され
るトピックは、トピックのプレフィックスでのみ異なります。この表は、各シャドウタイプで使用される
トピックのプレフィックスを示しています。
ShadowTopicPrefix 値

シャドウタイプ

$aws/things/thingName/shadow

名前のない (クラシック) シャドウ

$aws/things/thingName/shadow/
name/shadowName

名前付きシャドウ

完全なトピックを作成するには、次のセクションに示すように、参照するシャドウのタイプの
ShadowTopicPrefix を選択し、thingName と、shadowName (該当する場合) を対応する値に置き換
え、トピックスタブにそれを追加します。
以下に示しているのは、Shadow とのやり取りに使用される MQTT トピックです。
トピック
• /get (p. 660)
• /get/accepted (p. 661)
• /get/rejected (p. 662)
• /update (p. 662)
• /update/delta (p. 663)
• /update/accepted (p. 664)
• /update/documents (p. 665)
• /update/rejected (p. 665)
• /delete (p. 666)
• /delete/accepted (p. 667)
• /delete/rejected (p. 667)

/get
デバイスのシャドウを取得するには、このトピックに空のメッセージをパブリッシュします。
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ShadowTopicPrefix/get

AWS IoT は /get/accepted (p. 661) または /get/rejected (p. 662) のいずれかにパブリッシュすることで
応答します。

ポリシーの例
以下に示しているのは、必要なポリシーの例です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingName/shadow/get"
]
}
]

/get/accepted
AWS IoT は、デバイスのシャドウを返すとき、このトピックにレスポンスシャドウドキュメントを発行し
ます。
ShadowTopicPrefix/get/accepted

詳細については、「レスポンス状態ドキュメント (p. 669)」を参照してください。

ポリシーの例
以下に示しているのは、必要なポリシーの例です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/thingName/shadow/get/accepted"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingName/shadow/get/accepted"
]
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}

]

}

/get/rejected
AWS IoT は、デバイスのシャドウを返せないとき、このトピックにエラーレスポンスドキュメントをパブ
リッシュします。
ShadowTopicPrefix/get/rejected

詳細については、「エラーレスポンスドキュメント (p. 672)」を参照してください。

ポリシーの例
以下に示しているのは、必要なポリシーの例です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/thingName/shadow/get/rejected"
]
},
{
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingName/shadow/get/rejected"
]
}
]

/update
このトピックにリクエスト状態ドキュメントをパブリッシュして、デバイスのシャドウを更新します。
ShadowTopicPrefix/update

メッセージ本文には、部分的なリクエスト状態ドキュメント (p. 668)が含まれています。
デバイスの状態を更新しようとするクライアントは、次のような desired プロパティを持つ JSON リク
エスト状態ドキュメントを送信します。
{

"state": {
"desired": {
"color": "red",
"power": "on"
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}

}

}

シャドウを更新するデバイスは、次のような reported プロパティを持つ JSON リクエスト状態ドキュメ
ントを送信します。
{

}

"state": {
"reported": {
"color": "red",
"power": "on"
}
}

AWS IoT は /update/accepted (p. 664) または /update/rejected (p. 665) のいずれかにパブリッシュする
ことで応答します。

ポリシーの例
以下に示しているのは、必要なポリシーの例です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingName/shadow/update"
]
}
]

/update/delta
AWS IoT は、デバイスのシャドウに対する変更を受け入れると、このトピックにレスポンス状態ドキュメ
ントを発行します。リクエスト状態ドキュメントには、desired 状態と reported 状態とで異なる値が
含まれます。
ShadowTopicPrefix/update/delta

メッセージバッファには /delta レスポンス状態ドキュメント (p. 670) が含まれています

メッセージ本文の詳細
• update/delta にパブリッシュされたメッセージには、desired セクションと reported セクション
とで異なる属性のみが含まれます。それら属性が、現在の更新メッセージに含まれていたか、AWS IoT
にすでに保存されていたかには関係ありません。desired セクションと reported セクションとで同
じ属性は含まれません。
• 属性が reported セクションにあるが、desired セクションに同じ属性がない場合、その属性は含ま
れません。
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• 属性が desired セクションにあるが、reported セクションに同じ属性がない場合、その属性は含ま
れません。
• 属性が reported セクションから削除されたが、desired セクションにまだある場合、その属性は含
まれます。

ポリシーの例
以下に示しているのは、必要なポリシーの例です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/thingName/shadow/update/delta"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingName/shadow/update/delta"
]
}
]

/update/accepted
AWS IoT は、デバイスのシャドウに対する変更を受け入れると、このトピックにレスポンス状態ドキュメ
ントをパブリッシュします。
ShadowTopicPrefix/update/accepted

メッセージバッファには /accepted レスポンス状態ドキュメント (p. 669) が含まれています

ポリシーの例
以下に示しているのは、必要なポリシーの例です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/thingName/shadow/update/
accepted"
]
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}

]

},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingName/shadow/update/accepted"
]
}

/update/documents
AWS IoT は、Shadow に対する更新が正常に実行されるたびに、このトピックに状態ドキュメントをパブ
リッシュします。
ShadowTopicPrefix/update/documents

メッセージ本文には、 が含まれています/documents レスポンス状態ドキュメント (p. 670)

ポリシーの例
以下に示しているのは、必要なポリシーの例です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/thingName/shadow/update/
documents"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingName/shadow/update/documents"
]
}
]
}

/update/rejected
AWS IoT は、デバイスのシャドウに対する変更を拒否すると、このトピックにエラーレスポンスドキュメ
ントをパブリッシュします。
ShadowTopicPrefix/update/rejected
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メッセージ本文には、エラーレスポンスドキュメント (p. 672) が含まれています。

ポリシーの例
以下に示しているのは、必要なポリシーの例です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/thingName/shadow/update/
rejected"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingName/shadow/update/rejected"
]
}
]
}

/delete
デバイスのシャドウを削除するには、削除トピックに空のメッセージをパブリッシュします。
ShadowTopicPrefix/delete

メッセージの内容は無視されます。
シャドウを削除しても、バージョン番号は 0 にリセットされないことに注意してください。
AWS IoT は /delete/accepted (p. 667) または /delete/rejected (p. 667) のいずれかにパブリッシュする
ことで応答します。

ポリシーの例
以下に示しているのは、必要なポリシーの例です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingName/shadow/delete"
]
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}

]

}

/delete/accepted
AWS IoT は、デバイスのシャドウが削除されるときに、このトピックにメッセージをパブリッシュしま
す。
ShadowTopicPrefix/delete/accepted

ポリシーの例
以下に示しているのは、必要なポリシーの例です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/thingName/shadow/delete/
accepted"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingName/shadow/delete/accepted"
]
}
]
}

/delete/rejected
AWS IoT は、デバイスのシャドウを削除できないとき、このトピックにエラーレスポンスドキュメントを
パブリッシュします。
ShadowTopicPrefix/delete/rejected

メッセージ本文には、エラーレスポンスドキュメント (p. 672) が含まれています。

ポリシーの例
以下に示しているのは、必要なポリシーの例です。
{

"Version": "2012-10-17",
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"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/thingName/shadow/delete/
rejected"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingName/shadow/delete/rejected"
]
}
]
}

Device Shadow サービスドキュメント
Device Shadow サービスは JSON 仕様のすべてのルールに準拠します。値、オブジェクト、配列はデバイ
スのシャドウドキュメントに保存されます。
目次
• シャドウドキュメントの例 (p. 668)
• ドキュメントのプロパティ (p. 673)
• delta 状態 (p. 673)
• シャドウドキュメントのバージョニング (p. 675)
• シャドウドキュメント内のクライアントトークン (p. 675)
• 空のシャドウドキュメントのプロパティ (p. 675)
• シャドウドキュメント内の配列値 (p. 676)

シャドウドキュメントの例
Device Shadow サービスは、REST API (p. 655) または MQTT パブリッシュ/サブスクライブメッセー
ジ (p. 660)を使用する UPDATE、GET、DELETE オペレーションで、以下のドキュメントを使用しま
す。
例
• リクエスト状態ドキュメント (p. 668)
• レスポンス状態ドキュメント (p. 669)
• エラーレスポンスドキュメント (p. 672)
• シャドウ名リストレスポンスドキュメント (p. 672)

リクエスト状態ドキュメント
リクエスト状態ドキュメントの形式は次のとおりです。
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{

}

"state": {
"desired": {
"attribute1": integer2,
"attribute2": "string2",
...
"attributeN": boolean2
},
"reported": {
"attribute1": integer1,
"attribute2": "string1",
...
"attributeN": boolean1
}
},
"clientToken": "token",
"version": version

• state — 更新は、指定したフィールドにのみ反映されます。通常、同じリクエストで desired または
reported プロパティのいずれかを使用しますが、両方を使用することはありません。
• desired — デバイスで更新がリクエストされた state のプロパティと値。
• reported — デバイスによってレポートされた state のプロパティと値。
• clientToken — 使用する場合は、クライアントトークンによってリクエストとレスポンスを対応付け
ることができます。
• version — 使用した場合、指定したバージョンが最新バージョンと一致すると、Device Shadow サー
ビスは更新を処理します。

レスポンス状態ドキュメント
レスポンス状態ドキュメントはレスポンスタイプに応じて以下の形式になります。

/accepted レスポンス状態ドキュメント
{

"state": {
"desired": {
"attribute1": integer2,
"attribute2": "string2",
...
"attributeN": boolean2
}
},
"metadata": {
"desired": {
"attribute1": {
"timestamp": timestamp
},
"attribute2": {
"timestamp": timestamp
},
...
"attributeN": {
"timestamp": timestamp
}
}
},
"timestamp": timestamp,
"clientToken": "token",
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}

"version": version

/delta レスポンス状態ドキュメント
{

}

"state": {
"attribute1": integer2,
"attribute2": "string2",
...
"attributeN": boolean2
}
},
"metadata": {
"attribute1": {
"timestamp": timestamp
},
"attribute2": {
"timestamp": timestamp
},
...
"attributeN": {
"timestamp": timestamp
}
},
"timestamp": timestamp,
"clientToken": "token",
"version": version

/documents レスポンス状態ドキュメント
{

"previous" : {
"state": {
"desired": {
"attribute1": integer2,
"attribute2": "string2",
...
"attributeN": boolean2
},
"reported": {
"attribute1": integer1,
"attribute2": "string1",
...
"attributeN": boolean1
}
},
"metadata": {
"desired": {
"attribute1": {
"timestamp": timestamp
},
"attribute2": {
"timestamp": timestamp
},
...
"attributeN": {
"timestamp": timestamp
}
},
"reported": {
"attribute1": {
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"timestamp": timestamp
},
"attribute2": {
"timestamp": timestamp
},
...
"attributeN": {
"timestamp": timestamp
}

}
},
"version": version-1

}

},
"current": {
"state": {
"desired": {
"attribute1": integer2,
"attribute2": "string2",
...
"attributeN": boolean2
},
"reported": {
"attribute1": integer2,
"attribute2": "string2",
...
"attributeN": boolean2
}
},
"metadata": {
"desired": {
"attribute1": {
"timestamp": timestamp
},
"attribute2": {
"timestamp": timestamp
},
...
"attributeN": {
"timestamp": timestamp
}
},
"reported": {
"attribute1": {
"timestamp": timestamp
},
"attribute2": {
"timestamp": timestamp
},
...
"attributeN": {
"timestamp": timestamp
}
}
},
"version": version
},
"timestamp": timestamp,
"clientToken": "token"

レスポンス状態ドキュメントのプロパティ
• previous — 更新が成功した後、更新前のオブジェクトの state が含まれます。
• current — 更新が成功した後、更新後のオブジェクトの state が含まれます。
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• state
• reported — モノが reported セクション内の任意のデータを報告し、リクエスト状態ドキュメン
トにあったフィールドだけを含む場合にのみ存在します。
• desired — デバイスが desired セクション内の任意のデータを報告し、リクエスト状態ドキュメン
トにあったフィールドだけを含む場合にのみ存在します。
• delta — desired データがシャドウの現在の reported データと異なる場合のみ存在します。
• metadata — いつ状態が更新されたかを決定できるように、desired および reported セクションの
属性ごとにタイムスタンプが含まれます。
• timestamp — レスポンスが AWS IoT によって生成された日付と時刻 (エポック時間)。
• clientToken — /update トピックに有効な JSON を発行するときにクライアントトークンが使用さ
れた場合にのみ存在します。
• version — AWS IoT で共有されるデバイスのシャドウのドキュメントの現在のバージョン。ドキュメ
ントの前バージョンから 1 ずつインクリメントされます。

エラーレスポンスドキュメント
エラーレスポンスドキュメントの形式は次のとおりです。
{

}

"code": error-code,
"message": "error-message",
"timestamp": timestamp,
"clientToken": "token"

• code — エラーのタイプを示す HTTP レスポンスコード。
• message — 追加の情報を提供するテキストメッセージ。
• timestamp — レスポンスが AWS IoT によって生成された日付と時刻。このプロパティはすべてのエ
ラーレスポンスドキュメントに存在するわけではありません。
• clientToken — 発行されたメッセージでクライアントトークンが使用された場合にのみ表示されま
す。
詳細については、「Device Shadow エラーメッセージ (p. 676)」を参照してください。

シャドウ名リストレスポンスドキュメント
シャドウ名リストレスポンスドキュメントの形式は次のとおりです。
{

}

"results": [
"shadowName-1",
"shadowName-2",
"shadowName-3",
"shadowName-n"
],
"nextToken": "nextToken",
"timestamp": timestamp

• results — シャドウ名の配列。
• nextToken — シーケンス内の次のページを取得するためにページングされたリクエストで使用する
トークン値。返すシャドウ名がなくなると、このプロパティは存在しません。
• timestamp — レスポンスが AWS IoT によって生成された日付と時刻。
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ドキュメントのプロパティ
デバイスのシャドウドキュメントには、以下のプロパティがあります。
state
desired
デバイスの desired 状態。アプリケーションは、ドキュメントのこの部分に書き込んで、デバイ
スの状態を直接更新できます。そのために、デバイスに接続する必要はありません。
reported
デバイスの reported 状態。デバイスはドキュメントのこの部分に書き込んで、デバイスの新しい
状態を報告します。アプリは、ドキュメントのこの部分を読み取り、デバイスの last-reported 状
態を判断します。
metadata
ドキュメントの state セクションに保存されたデータに関する情報。この情報には state セクショ
ン内の属性ごとにタイムスタンプ (エポック時間) が含まれており、いつそれらの属性が更新されたか
を決定できます。

Note
メタデータは、サービスの制限または料金に関連するドキュメントサイズに影響を与えませ
ん。詳細については、「AWS IoT サービス制限」を参照してください。
timestamp
メッセージが AWS IoT によりいつ送信されたかを示します。メッセージ内のタイムスタンプと、
desired または reported セクションの個々の属性のタイムスタンプを使用すると、デバイスに内
部クロックがない場合でも、デバイスはプロパティの経過時間を判断できます。
clientToken
デバイスに一意の文字列。MQTT 環境でレスポンスをリクエストに関連付けるために使用されます。
version
ドキュメントのバージョン。ドキュメントが更新されるたびに、このバージョン番号がインクリメン
トされます。更新されるドキュメントのバージョンが最新になるように使用されます。
詳細については、「シャドウドキュメントの例 (p. 668)」を参照してください。

delta 状態
delta 状態は、desired 状態と reported 状態の違いを含む virtual 型の状態です。desired セクション
に含まれるが、reported セクションに含まれないフィールドは、差分に含まれます。reported セク
ションに含まれるが、desired セクションに含まれないフィールドは、差分に含まれません。差分にはメ
タデータが含まれ、その値は desired フィールドのメタデータに一致します。以下に例を示します。
{

"state": {
"desired": {
"color": "RED",
"state": "STOP"
},
"reported": {
"color": "GREEN",
"engine": "ON"
},
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"delta": {
"color": "RED",
"state": "STOP"
}

}

},
"metadata": {
"desired": {
"color": {
"timestamp": 12345
},
"state": {
"timestamp": 12345
}
},
"reported": {
"color": {
"timestamp": 12345
},
"engine": {
"timestamp": 12345
}
},
"delta": {
"color": {
"timestamp": 12345
},
"state": {
"timestamp": 12345
}
}
},
"version": 17,
"timestamp": 123456789
}

ネストされたオブジェクトが異なると、差分にはルートへのパスが含まれます。
{

"state": {
"desired": {
"lights": {
"color": {
"r": 255,
"g": 255,
"b": 255
}
}
},
"reported": {
"lights": {
"color": {
"r": 255,
"g": 0,
"b": 255
}
}
},
"delta": {
"lights": {
"color": {
"g": 255
}
}
}
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}

},
"version": 18,
"timestamp": 123456789

Device Shadow サービスは、desired 状態の各フィールドを反復処理し、reported 状態と比較するこ
とで、差分を計算します。
配列は値のように扱われます。desired セクションの配列が reported セクションの配列に一致しない
場合は、desired 配列全体が差分にコピーされます。

シャドウドキュメントのバージョニング
Device Shadow サービスは、リクエストとレスポンスの両方の更新メッセージごとにバージョニングを
サポートします。つまり、シャドウが更新されるたびに、JSON ドキュメントのバージョンが増分されま
す。これにより、以下の 2 つのことが確実になります。
• クライアントは、古いバージョン番号を使用して Shadow を上書きしようとした場合、エラーを受け取
ることができます。デバイスのシャドウを更新するには、再同期する必要があることがクライアントに
通知されます。
• クライアントは、受信したメッセージ内のバージョンが自らで保存しているバージョンより古い場合、
そのメッセージに基づいてアクションを実行しないことを決定できます。
クライアントは、シャドウドキュメントにバージョンを含めないことで、バージョン一致を回避できま
す。

シャドウドキュメント内のクライアントトークン
クライアントトークンを MQTT ベースのメッセージングで使用して、リクエストとそのレスポンスに同じ
クライアントトークンが含まれていることを確認できます。これにより確実にレスポンスとリクエストが
関連付けられます。

Note
クライアントトークンは 64 バイトを超えない範囲にします。64 バイトを超えるクライアント
トークンは、400 (不適切なリクエスト) レスポンスとInvalid clientToken エラーメッセージの原因
となります。

空のシャドウドキュメントのプロパティ
シャドウドキュメントの reported プロパティと desired プロパティは、現在のシャドウ状態に適用さ
れない場合は空にすることも、省略することもできます。たとえば、シャドウドキュメントには、desired
状態がある場合にのみ、desired プロパティが含まれます。次に、desired プロパティのない状態ド
キュメントの有効な例を示します。
{
}

"reported" : { "temp": 55 }

デバイスによってシャドウが更新されていない場合など、reported プロパティは空にすることもできま
す。
{
}

"desired" : { "color" : "RED" }

675

AWS IoT Core デベロッパーガイド
シャドウドキュメント内の配列値

更新によって desired または reported プロパティが null になると、ドキュメントから削除されます。
次に、desired プロパティを null に設定して削除する方法を示します。たとえば、デバイスの状態を更
新するときにこれを行うことができます。
{

}

"state": {
"reported": {
"color": "red"
},
"desired": null
}

シャドウドキュメントには、desired プロパティと reported プロパティのいずれも持たないため、
シャドウドキュメントは空になります。これは、空で有効なシャドウドキュメントの例です。
{
}

シャドウドキュメント内の配列値
シャドウでは、配列がサポートされていますが、配列に対する更新により配列全体が置き換わる点では、
通常の値として扱われます。配列の一部を更新することはできません。
初期状態:
{
}

"desired" : { "colors" : ["RED", "GREEN", "BLUE" ] }

更新:
{
}

"desired" : { "colors" : ["RED"] }

最終状態:
{
}

"desired" : { "colors" : ["RED"] }

配列に null 値を含めることはできません。たとえば、以下の配列は有効ではなく、拒否されます。
{

}

"desired" : {
"colors" : [ null, "RED", "GREEN" ]
}

Device Shadow エラーメッセージ
Device Shadow サービスは、状態ドキュメントの変更の試みが失敗したときに、MQTT を介して error ト
ピックにメッセージをパブリッシュします。このメッセージは、いずれかの予約された $aws トピックへ
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の発行リクエストに対するレスポンスとしてのみ発行されます。クライアントが REST API を使用してド
キュメントを更新する場合は、そのレスポンスの一部として HTTP エラーコードを受け取り、MQTT エ
ラーメッセージは発行されません。
HTTP エラーコード

エラーメッセージ

400 (Bad Request)

• JSON が無効です
• Missing required node: state
• State node must be an object
• Desired node must be an object
• Reported node must be an object
• Invalid version
• Invalid clientToken

Note
64 バイトを超えるクライアントトークンは、この
メッセージの原因となります。
• JSON contains too many levels of nesting; maximum is 6
• State contains an invalid node
401 (Unauthorized)

• Unauthorized

403 (Forbidden)

• Forbidden

404 (Not Found)

• Thing not found
• 次の名前のシャドウは存在しません: shadowName

409 (Conflict)

• Version conflict

413 (Payload Too Large)

• The payload exceeds the maximum size allowed

415 (Unsupported Media Type)

• Unsupported documented encoding; supported encoding is
UTF-8

429 (Too Many Requests)

• 単一の接続に 10 個を超える処理中のリクエストがある場
合、Device Shadow サービスはこのエラーメッセージを生
成します。実行中のリクエストとは、開始されたがまだ完
了していない進行中のリクエストのことです。

500 (Internal Server Error)

• Internal service failure
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ジョブ
AWS IoT Jobs を使用して、AWS IoT に接続された 1 つ以上のデバイスに送信され、そこで実行される
一連のリモートオペレーションを定義できます。例えば、一連のデバイスに対して、アプリケーションの
ダウンロードとインストール、ファームウェア更新の実行、再起動、証明書のローテーション、またはリ
モートトラブルシューティングオペレーションの実行を指示するジョブを定義できます。

AWS IoT jobs へのアクセス
コンソールまたは AWS IoT Core API を使用して AWS IoT jobs を開始できます。
コンソールの使用
AWS Management Console にサインインして、AWS IoT コンソールに移動します。ナビゲーションペイ
ンで、[管理]、[ジョブ] の順に選択します。このセクションからジョブを作成し、管理できます。ジョブテ
ンプレートを作成および管理するには、ナビゲーションペインで、[Job templates] (ジョブテンプレート)
を選択します。詳細については、「AWS Management Console を使用してジョブを作成および管理しま
す。 (p. 687)」を参照してください。
API または CLI の使用
AWS IoT Core API オペレーションを使用して開始できます。詳細については、「AWS IoT API リファレ
ンス」を参照してください。AWS IoT jobs が構築されている AWS IoT Core API は、AWS SDK でサポー
トされています。詳細については、AWS SDK およびツールキットを参照してください。
AWS CLI を使用して、ジョブやジョブテンプレートを作成および管理するためのコマンドを実行できま
す。詳細については、「AWS IoT CLI リファレンス」を参照してください。

AWS IoT jobs のリージョンとエンドポイント
AWS IoT jobs は、AWS リージョン に固有のコントロールプレーンとデータプレーン API エンドポイン
トをサポートしています。データプレーン API エンドポイントは、AWS アカウント と AWS リージョン
リージョンに固有です。AWS IoT jobs エンドポイントの詳細については、AWS 全般のリファレンスの
「AWS IoT Device Management - ジョブデータエンドポイント」を参照してください。

AWS IoT jobs とは?
AWS IoT Jobs を使用して、AWS IoT に接続された 1 つ以上のデバイスに送信され、そこで実行される一
連のリモートオペレーションを定義できます。
ジョブを作成するには、まず、デバイスがリモートで実行する必要があるオペレーションに関する指示
のリストを含むジョブドキュメントを定義します。これらのオペレーションを実行するには、ターゲッ
トのリストを指定します。ターゲットとは、個々のモノか、モノのグループ (p. 275)か、またはその両方
です。ジョブドキュメントとターゲットが一緒になって、デプロイを構成します。
各デプロイには、次の設定を追加できます。
• ロールアウト: この設定では、毎分ジョブドキュメントを受信するデバイスの数を定義します。
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• 中止 : 特定の数のデバイスがジョブ通知を受信しない場合、この設定を使用してジョブをキャンセル
し、フリート全体に不正な更新を送信しないようにします。
• タイムアウト: 特定の期間内にジョブターゲットから応答が受信されない場合、ジョブが失敗する可能性
があります。これらのデバイスで実行されているジョブを追跡できます。
• 再試行: デバイスが失敗を報告したり、ジョブがタイムアウトした場合は、AWS IoT ジョブ は、ジョブ
ドキュメントをデバイスに自動的に再送します。
AWS IoT ジョブは、ジョブが利用可能であることをターゲットに通知するメッセージを送信します。ター
ゲットは、ジョブ文書をダウンロードし、指定された操作を実行し、進行状況を に報告することによっ
て、ジョブの実行AWS IoTを開始します。AWS IoT Jobs が提供するコマンドを実行して、特定のター
ゲットのジョブまたはすべてのターゲットのジョブの進行状況を追跡できます。ジョブが開始されると、
ステータスは、[In progress] (進行中) になります。その後、デバイスは、ジョブが成功、失敗、またはタ
イムアウトするまで、このステータスを表示しながら変化分の更新を報告します。
次のトピックでは、ジョブの主要な概念と、ジョブとジョブ実行のライフサイクルについて説明します。
トピック
• ジョブの主要な概念 (p. 679)
• Jobs とジョブ実行の状態 (p. 681)

ジョブの主要な概念
次の概念は、AWS IoT Jobs についての詳細と、デバイス上でリモート操作を実行するためのジョブの作
成およびデプロイする方法について理解するのに役立ちます。

基本概念
以下に、AWS IoT Jobsを使用する際に知っておく必要がある基本的な概念を示します。
ジョブ
ジョブは、AWS IoT に接続された 1 つ以上のデバイスに送信され実行されるリモート操作です。例え
ば、一連のデバイスに対して、アプリケーションのダウンロードとインストール、ファームウェア更
新の実行、再起動、証明書のローテーション、またはリモートトラブルシューティングオペレーショ
ンの実行を指示するジョブを定義できます。
ジョブドキュメント
ジョブを作成するには、デバイスによって実行されるリモートオペレーションの説明であるジョブド
キュメントを最初に作成する必要があります。
ジョブドキュメントは、UTF-8 でエンコードされた JSON ドキュメントであり、デバイスがジョブを
実行するために必要な情報を含みます。ジョブドキュメントには、デバイスが更新やその他のデータ
をダウンロードできる URL が 1 つ以上含まれています。ジョブドキュメントは、Amazon S3 バケッ
トに格納することも、ジョブを作成するコマンドにインラインで含めることもできます。

Tip
ジョブドキュメントの例については、AWS IoT SDK for JavaScript の jobs-agent.js の例を参
照してください。
[Target] (ターゲット)
ジョブを作成するとき、オペレーションを実行する必要があるデバイスであるターゲットのリスト
を指定します。ターゲットはモノ、モノのグループ (p. 275)、またはその両方にすることができま
す。AWS IoT ジョブは、ジョブが利用可能であることを各ターゲットに通知するメッセージを送信し
ます。
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デプロイメント
ジョブドキュメントを指定し、ターゲットのリストを指定してジョブを作成した後、ジョブドキュメ
ントは、更新を実行するリモートターゲットデバイスにデプロイされます。スナップショットジョブ
では、ジョブは、ターゲットデバイスにデプロイした後に完了します。連続ジョブでは、ジョブは、
グループに追加されたデバイスのグループにデプロイされます。
ジョブの実行
ジョブの実行は、ターゲットデバイスでのジョブのインスタンスです。ターゲットは、ジョブのド
キュメントをダウンロードしてジョブの実行を開始します。次に、ドキュメントで指定されたオペ
レーションを実行し、AWS IoT にその進行状況をレポートします。実行番号は、特定のターゲットで
のジョブ実行の一意の識別子です。AWS IoT Jobs サービスは、ターゲット上のジョブ実行の進捗状
況と、すべてのターゲットでのジョブの進捗状況を追跡するコマンドを提供します。

ジョブタイプの概念
次の概念は、AWS IoT Jobs で作成できるさまざまなタイプのジョブについて理解するのに役立ちます。
スナップショットジョブ
デフォルトでは、ジョブの作成時に指定したすべてのターゲットにジョブが送信されます。それらの
ターゲットがジョブを完了した後 (または完了できないと報告した場合)、ジョブは完了となります。
連続ジョブ
ジョブの作成時に指定したすべてのターゲットにジョブが送信されます。引き続き実行され、ター
ゲットグループに追加された新しいデバイス (モノなど) に送信されます。例えば、連続ジョブを使用
して、グループに追加されたデバイスをオンボードまたはアップグレードできます。ジョブを作成す
るときにオプションのパラメータを設定することにより、連続ジョブを作成することができます。

Note
モノの動的グループを使用して IoT フリートをターゲットにする場合、スナップショット
ジョブではなく、連続ジョブを使用することをお勧めします。連続ジョブを使用すると、
グループに参加しているデバイスは、ジョブが作成された後でもジョブの実行を受け取りま
す。

署名付き URL
ジョブドキュメントに含まれないデータへのアクセスのセキュリティを確保し、時間制限を付けるには、
署名付き Amazon S3 URL を使用できます。データを Amazon S3 バケットに配置し、ジョブドキュメン
ト内のデータにプレースホルダーリンクを追加することができます。AWS IoT Jobs は、ジョブドキュメ
ントのリクエストを受け取ると、プレースホルダーリンクを探してジョブドキュメントを解析し、そのリ
ンクを署名付き Amazon S3 URL に置き換えます。
プレースホルダーリンクの形式は次のとおりです。
${aws:iot:s3-presigned-url:https://s3.amazonaws.com/bucket/key}

ここで、#### はバケット名で､##はリンク先のバケット内のオブジェクトです。
北京および寧夏リージョンでは、署名付き URL は、リソース所有者が ICP (Internet Content Provider) ラ
イセンスを持っている場合にのみ機能します。詳細については、中国での AWS のサービスの開始方法の
ドキュメントの Amazon Simple Storage Service を参照してください。

ジョブ設定の概念
次の概念は、ジョブの設定方法を理解するのに役立ちます。
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ロールアウト
保留中のジョブの実行がターゲットに通知される速度を指定できます。これにより、ステージングさ
れたロールアウトを作成し、更新、再起動、その他のオペレーションをよりよく管理できます。静的
ロールアウトレートまたは指数関数的ロールアウトレートを使用して、ロールアウト設定を作成でき
ます。1 分あたりに通知するジョブターゲットの最大数を指定するには、静的ロールアウトレートを
使用します。
ロールアウトレート設定の例とジョブロールアウトの設定の詳細については、「ジョブのロールアウ
トと中止設定」を参照してください。
中止
指定した基準が満たされたときにロールアウトを中止する一連の条件を作成できます。詳細について
は、「ジョブのロールアウトと中止設定」を参照してください。
タイムアウト
ジョブタイムアウトは、予期せず長時間ジョブのデプロイが IN_PROGRESS 状態になったとき
に通知します。タイマーには、進捗タイマーとステップタイマーの 2 種類があります。ジョブが
IN_PROGRESS のとき、ジョブデプロイの進行状況をモニタリングして追跡できます。
ロールアウトおよび中止の設定はジョブに固有ですが、タイムアウト設定はジョブのデプロイに固有
です。詳細については、「ジョブ実行タイムアウト設定と再試行の設定 (p. 716)」を参照してくださ
い。
再試行
ジョブ再試行により、ジョブが失敗したり、タイムアウトになったり、その両方になった場合、ジョ
ブの実行を再試行できます。ジョブの実行は、最大 10 回まで再試行できます。再試行の進行状況、
およびジョブ実行が成功したかどうかをモニタリングして追跡できます。
ロールアウトおよび中止の設定はジョブに固有ですが、タイムアウト設定と再試行設定はジョブの実
行に固有です。詳細については、「ジョブ実行タイムアウト設定と再試行の設定 (p. 716)」を参照し
てください。

Jobs とジョブ実行の状態
以下のセクションでは、AWS IoT job のライフサイクルとジョブ実行のライフサイクルについて説明しま
す。

ジョブの状態
次の図は、AWS IoT job のさまざまな状態を示しています。
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AWS IoT Jobs を使用して作成したジョブは、次のいずれかの状態になります。
• IN_PROGRESS
AWS IoT コンソールまたは CreateJob APIを使用してジョブを作成すると、ジョブステータスが
IN_PROGRESS に変わります。ジョブ作成中、AWS IoT ジョブは、ターゲットグループ内のデバイス
へのジョブ実行のロールアウトを開始します。すべてのジョブ実行がロールアウトされたら、AWS IoT
Jobs は、デバイスがリモートアクションを完了するまで待機します。
進行中のジョブに適用される同時実行性と制限については、「ジョブの制限 (p. 771)」を参照してくだ
さい。
• COMPLETED
連続ジョブは常に実行され、ターゲットグループに追加された新しいデバイスに対し
て引き続き実行されます。スナップショットジョブの場合、すべてのジョブ実行が
SUCCEEDED、FAILED、TIMED_OUT、REMOVED、または CANCELED などの終了状態になると、ジョブ
ステータスは COMPLETED に変わります。
• キャンセル済み
AWS IoT コンソール、CancelJob API、または ジョブの中止設定 (p. 716) を使用してジョブをキャ
ンセルした場合、ジョブのステータスが CANCELED に変わります。ジョブのキャンセル中、AWS IoT
ジョブは、以前に作成したジョブ実行のキャンセルを開始します。
キャンセルされるジョブに適用される同時実行性と制限については、「ジョブの制限 (p. 771)」を参照
してください。
• DELETION_IN_PROGRESS
AWS IoT コンソール、DeleteJob API を使用してジョブを削除すると、ジョブのステータスは
DELETION_IN_PROGRESS に変わります。ジョブの削除中に、AWS IoT Jobs は、以前に作成したジョ
ブ実行の削除を開始します。すべてのジョブ実行が削除されると、AWS アカウントからジョブが消えま
す。

Job 実行の状態
次の表は、AWS IoT ジョブ実行のさまざまな状態と、状態の変化がデバイスによって開始されたの
か、AWS IoT ジョブによって開始されたのかを示しています。

Job 実行の状態とソース
Job 実行の状態

デバイスによっ
て開始されまし
たか?

AWS IoT Jobs
によって開始さ
れましたか?

ターミナルス
テータス?

再試行できますか。

QUEUED

いいえ

はい

いいえ

該当しない

IN_PROGRESS

はい

いいえ

いいえ

該当しない

SUCCEEDED

はい

いいえ

はい

該当しない

FAILED

はい

いいえ

はい

はい

TIMED_OUT

いいえ

はい

はい

はい

REJECTED

はい

いいえ

はい

いいえ

REMOVED

いいえ

はい

はい

いいえ

CANCELED

いいえ

はい

はい

いいえ
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次のセクションでは、AWS IoT Jobs でジョブを作成したときにロールアウトされるジョブ実行のステー
タスについて詳しく説明します。
• QUEUED
AWS IoT Jobs がターゲットデバイスに対してジョブ実行をロールアウトすると、ジョブ実行ステータ
スは QUEUED に設定されます。ジョブ実行は、以下を行うまで QUEUED 状態のままになります。
• バイスがジョブの実行を受け取り、ジョブ API を呼び出し、ステータスを IN_PROGRESS と報告す
る。
• ジョブまたはジョブ実行をキャンセルするか、中止設定で指定した中止基準を満たした場合、ステー
タスが CANCELED に変わります。
• デバイスがターゲットグループから削除され、ステータスが REMOVED に変わります。

• IN_PROGRESS
IoT デバイスが予約済み ジョブのトピック (p. 109) $notify および $notify-next、 にサブスク
ライブしており、デバイスが、IN_PROGRESS ステータスの StartPendingJobExecution API ま
たは UpdateJobExecution API を呼び出した場合、AWS IoT ジョブはジョブ実行ステータスを
IN_PROGRESS に設定します。
UpdateJobExecution API は、ステータス IN_PROGRESS で複数回呼び出すことができま
す。statusDetails オブジェクトを使用して、実行ステップに関する追加の詳細を指定できます。

Note
デバイスごとに複数のジョブを作成する場合は、AWS IoT ジョブと MQTT プロトコルは、配信
の順序を保証するものではありません。
• 成功
デバイスがリモートオペレーションを正常に完了したら、デバイスは、ジョブ実行が成功したことを示
す SUCCEEDED というステータスで UpdateJobExecution APIを呼び出す必要があります。AWS IoT
その後、Jobs はジョブ実行のステータスを更新し、SUCCEEDED として返します。

• FAILED
デバイスがリモート操作を完了できなかった場合、デバイスはジョブ実行に失敗したことを示す
Failed というステータスで UpdateJobExecution APIを呼び出す必要があります。AWS IoTその
後、Jobs はジョブ実行のステータスを更新し、Failed として返します。このジョブの実行は、ジョブ
実行再試行設定 (p. 718) を使用してデバイスに対して再試行することができます。
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• TIMED_OUT
ステータスが IN_PROGRESS のとき、デバイスがジョブステップを完了できない場合、または進行中
タイマーのタイムアウト時間内にリモート操作を完了できない場合、AWS IoT Jobs はジョブの実行
ステータスを TIMED_OUT に設定します。また、進行中のジョブの各ジョブステップにステップタイ
マーがあり、ジョブの実行にのみ適用されます。進行中のタイマー時間は ジョブ実行タイムアウトの設
定 (p. 716) の inProgressTimeoutInMinutes プロパティを使用して指定されます。このジョブの
実行は、ジョブ実行再試行設定 (p. 718) を使用してデバイスに対して再試行することができます。

• 拒否
デバイスが無効または互換性のないリクエストを受信すると、デバイスは REJECTED というステータ
スで UpdateJobExecution APIを呼び出す必要があります。AWS IoTその後、Jobs はジョブの実行ス
テータスを更新し、REJECTED として返します。
• 削除済み
デバイスが、モノの動的モノグループからデタッチされた場合など、ジョブ実行の有効なターゲットで
なくなった場合、AWS IoT Jobs は、ジョブの実行ステータスを REMOVED に設定します。モノをター
ゲットグループに再アタッチし、デバイスのジョブ実行を再開できます。
• キャンセル済み
AWS IoT Jobs は、コンソールや CancelJob、CancelJobExecution API を使用してジョブをキャン
セルした場合、または ジョブの中止設定 (p. 716) で指定した中止条件を満たした場合、ジョブをキャ
ンセルしてジョブ実行状態を CANCELED に設定します。

ジョブの管理
ジョブを使用して、ソフトウェアまたはファームウェアの更新をデバイスに通知します。AWS IoT コ
ンソール、ジョブ管理と制御の API オペレーション (p. 740)、AWS Command Line Interface、または
AWS SDK を使用して、ジョブを作成および管理できます。
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ジョブのコード署名
デバイスにコードを送信するときに、コードが転送中に変更されたかどうかをデバイスが検出できるよう
に、AWS CLI を使用してコードファイルに署名することをお勧めします。手順については、??? (p. 688)
を参照してください。
詳細については、「What Is Code Signing for AWS IoT?」を参照してください。

ジョブドキュメント
ョブを作成する前に、ジョブドキュメントを作成する必要があります。AWS IoT のコード署名を使用して
いる場合は、バージョニングされた Amazon S3 バケットにジョブドキュメントをアップロードする必要
があります。Amazon S3 バケットの作成とファイルのアップロードの詳細については、Amazon S3 開始
方法のガイドの Amazon Simple Storage Service の開始方法を参照してください。

Tip
ジョブドキュメントの例については、AWS IoT SDK for JavaScript の jobs-agent.js の例を参照し
てください。

署名付き URL
ジョブドキュメントにコードファイル (またはその他のファイル) をポイントする署名付き Amazon S3
URL を含めることができます。署名付き Amazon S3 URL は一定の期間のみ有効であり、デバイスがジョ
ブドキュメントをリクエストしたときに生成されます。ジョブドキュメントを作成するときには署名付き
URL が作成されていないため、代わりにプレースホルダー URL をジョブドキュメントで使用します。プ
レースホルダー URL は次のようになります。
${aws:iot:s3-presigned-url:https://s3.region.amazonaws.com/<bucket>/<code
file>}
各パラメータの意味は次のとおりです。
• bucket は、コードファイルが含まれる Amazon S3 バケットです。
• code file は、コードファイルの Amazon S3 キーです。
デバイスがジョブドキュメントをリクエストするとき、AWS IoT は署名付き URL を生成し、その署名付
き URL で URL プレースホルダーが置き換えられます。それからジョブドキュメントは、デバイスに送信
されます。
S3 からファイルをダウンロードするアクセス許可を付与する IAM ロール
署名付き Amazon S3 URL を使用するジョブを作成する場合は、データまたは更新が格納されている
Amazon S3 バケットからファイルをダウンロードするアクセス許可を与える IAM ロールを指定する必要
があります。ロールは、AWS IoT がロールを引き受けるための権限も付与する必要があります｡
オプションで､署名付き URL のタイムアウトを指定することもできます。詳細については、
「CreateJob」を参照してください。

ロールを引き受けるアクセス許可を AWS IoT Jobs に付与する
1.
2.

[Roles hub of the IAM console] (IAM コンソールのロールハブ) に移動して、ロールを選択します。
[Trust Relationships] (信頼関係) タブで、[Edit Trust Relationship] (信頼関係の編集) を選択し、ポリ
シードキュメントを以下の JSON に置き換えます。[Update Trust Policy] (信頼ポリシーの更新) をク
リックします。
{

"Version": "2012-10-17",
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}

3.

"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"iot.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

Confused Deputy Problem (混乱した代理の問題) から保護するために、グローバル条件コンテキスト
キー aws:SourceArn と aws:SourceAccount をポリシーに追加します。

Important
aws:SourceArn は、arn:aws:iot:region:account-id:* の形式に従う必要があり
ます。region がお客様の AWS IoT リージョンと一致し、account-id がお客様のカスタ
マーアカウント ID と一致することを確認してください。詳細については、クロスサービスで
の混乱した代理処理を防止する (p. 345)を参照してください。
{

}

4.

"Effect": "Allow",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service":
"iot.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "123456789012"
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:iot:*:123456789012:job/*"
}
}
}
]

Amazon S3 オブジェクトであるジョブドキュメントをジョブが使用する場合には、[Permissions] (ア
クセス許可) を選択して、次の JSON で Amazon S3 バケットからファイルをダウンロードするアクセ
ス許可を付与するポリシーを追加します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:GetObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::your_S3_bucket/*"
}
]

トピック
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• AWS Management Console を使用してジョブを作成および管理します。 (p. 687)
• AWS CLI を使用してジョブを作成および管理します。 (p. 688)

AWS Management Console を使用してジョブを作成
および管理します。
ジョブを作成するには
1.

ジョブのタイプを選択する
1. AWS IoT コンソールの [Job hub] (ジョブハブ) に移動し、[Create job] (ジョブの作成) を選択しま
す。
2. 使用しているデバイスに応じて、カスタムジョブ、FreeRTOS OTA 更新ジョブ、または AWS IoT
Greengrass ジョブを作成できます。この例では、[Create a custom job] (カスタムジョブの作成) を
選択します。

2.

ジョブのプロパティの入力
一意の英数字のジョブ名、オプションの説明、およびタグを入力し、[Next] (次へ) をクリックしま
す。

Note
ジョブ ID または説明に個人を特定できる情報を使用しないようにお勧めします。
3.

ターゲットを選択する
このジョブで実行するモノまたはモノのグループをジョブターゲットとして選択します。

4.

ジョブドキュメントを指定する
JSON ジョブファイルを S3 バケットにアップロードし、そのファイルをジョブドキュメントとして
使用することも、テンプレートからジョブファイルを選択することもできます。
テンプレートを使用している場合は、カスタムジョブテンプレートまたは AWS マネージドテンプ
レートから選択できます。デバイスの再起動など、頻繁に使用されるリモートアクションを実行する
ためのジョブを作成する場合は、AWS マネージドテンプレートが使用できます。これらのテンプレー
トには、使用するための事前設定が既に行われています。詳細については、「カスタムジョブテンプ
レートを作成する (p. 709)」および「管理テンプレートからカスタムジョブテンプレートを作成す
る (p. 705)」を参照してください。

5.

ジョブのタイプを選択する
[Job configuration] (Job 設定) ページで、ジョブタイプとして連続またはスナップショットジョブを選
択します。スナップショットジョブは、ターゲットデバイスおよびグループでの実行が終了すると完
了します。連続ジョブはモノのグループに適用され、指定したターゲットグループにその後追加する
あらゆるデバイス上で実行されます。

6.

追加の設定を指定する (オプション)
引き続きジョブに追加の設定を追加し、確認してジョブを作成します。追加の設定については、以下
を参照してください。
• ジョブのロールアウト設定と中止設定 (p. 715)
• ジョブ実行タイムアウト設定と再試行の設定 (p. 716)

ジョブを作成した後、コンソールにより JSON 署名が生成され、ジョブドキュメントに入力されます。ス
テータスを表示、ジョブをキャンセル、削除するには、AWS IoT コンソールを使用できます。ジョブを管
理するには、コンソールの [Job hub] (ジョブハブ) に移動します。
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AWS CLI を使用してジョブを作成および管理しま
す。
このセクションでは、ジョブを作成して管理する方法について説明します。

ジョブの作成
AWS IoT ジョブを作成するには、CreateJob コマンドを使用します。ジョブは、指定したターゲット (モ
ノまたはモノのグループ) で実行キューに登録されます。AWS IoT ジョブを作成するには、リクエストの
本文に含めることができるジョブドキュメントまたは Amazon S3 ドキュメントへのリンクとしてジョブ
ドキュメントを作成する必要があります。署名付き Amazon S3 URL を使用してファイルをダウンロード
することがジョブに含まれる場合は、ファイルをダウンロードするアクセス許可があり、ロールを引き受
ける AWS IoT Jobs サービスにアクセス許可を付与する IAM ロール Amazon リソースネーム (ARN) が必
要です。

コード署名とジョブ
AWS IoT のコード署名を使用する場合は、コード署名付きのジョブを開始し、ジョブドキュメントにそ
の出力を含める必要があります。start-signing-job コマンドを使用してコード署名付きジョブを作成しま
す。start-signing-job はジョブ ID を返します。署名が保存されている Amazon S3 の場所を取得す
るには、describe-signing-job コマンドを使用します。その後、署名は Amazon S3 からダウンロードでき
ます。コード署名付きジョブの詳細については、AWS IoT のコード署名を参照してください。
次のように、ジョブドキュメントにはコードファイルの署名付き URL プレースホルダーおよび
codesign 要素に囲まれた、start-signing-job コマンドを使用して Amazon S3 バケットに配置された
JSON 署名出力が含まれる必要があります。
{

}

"presign": "${aws:iot:s3-presigned-url:https://s3.region.amazonaws.com/bucket/image}",
"codesign": {
"rawPayloadSize": <image-file-size>,
"signature": <signature>,
"signatureAlgorithm": <signature-algorithm>,
"payloadLocation": {
"s3": {
"bucketName": <my-s3-bucket>,
"key": <my-code-file>,
"version": <code-file-version-id>
}
}
}

ジョブドキュメントを使用したジョブの作成
次のコマンドは、Amazon S3 バケット (jobBucket) に保存されているジョブドキュメント (jobdocument.json) と、Amazon S3 からファイルをダウンロードするためのアクセス許可を持つロール
(S3DownloadRole) を使用してジョブを作成する方法を示しています。
aws iot create-job \
--job-id 010 \
--targets arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/thingOne \
--document-source https://s3.amazonaws.com/my-s3-bucket/job-document.json \
--timeout-config inProgressTimeoutInMinutes=100 \
--job-executions-rollout-config "{ \"exponentialRate\": { \"baseRatePerMinute\": 50,
\"incrementFactor\": 2, \"rateIncreaseCriteria\": { \"numberOfNotifiedThings\": 1000,
\"numberOfSucceededThings\": 1000}}, \"maximumPerMinute\": 1000}" \
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--abort-config "{ \"criteriaList\": [ { \"action\": \"CANCEL\", \"failureType\":
\"FAILED\", \"minNumberOfExecutedThings\": 100, \"thresholdPercentage\": 20}, { \"action
\": \"CANCEL\", \"failureType\": \"TIMED_OUT\", \"minNumberOfExecutedThings\": 200,
\"thresholdPercentage\": 50}]}" \
--presigned-url-config "{\"roleArn\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/
S3DownloadRole\", \"expiresInSec\":3600}"

ジョブは thingOne で実行されます。
オプションの timeout-config パラメータは、各デバイスがジョブの実行を終了する必要のある時間を
指定します。ジョブの実行ステータスが IN_PROGRESS に設定されると、タイマーが開始されます。タイ
マーが時間切れになるまでにジョブの実行ステータスが別の終了状態に設定されない場合は、TIMED_OUT
に設定されます。
進捗タイマーは更新できず、ジョブのすべての実行に適用されます。ジョブの実行がこの間隔より長時
間、IN_PROGRESS 状態のままになると、ジョブの実行は失敗し、終了ステータス TIMED_OUT に切り替
わります。AWS IoT は MQTT 通知も発行します。
ジョブロールアウトと中止に関する設定の作成の詳細については、「ジョブロールアウトと中止設定」を
参照してください。

Note
ジョブを作成するときに、Amazon S3 ファイルとして指定されたジョブドキュメントが取得され
ます。ジョブドキュメントを作成した後でジョブドキュメントのソースとして使用した Amazon
S3 ファイルの内容を変更しても、ジョブのターゲットに送信されるものは変更されません。

ジョブの更新
ジョブを更新するには、UpdateJob コマンドを使用します。ジョブの
description、presignedUrlConfig、jobExecutionsRolloutConfig、abortConfig および
timeoutConfig の各フィールドを更新できます。
aws iot update-job \
--job-id 010 \
--description "updated description" \
--timeout-config inProgressTimeoutInMinutes=100 \
--job-executions-rollout-config "{ \"exponentialRate\": { \"baseRatePerMinute\": 50,
\"incrementFactor\": 2, \"rateIncreaseCriteria\": { \"numberOfNotifiedThings\": 1000,
\"numberOfSucceededThings\": 1000}, \"maximumPerMinute\": 1000}}" \
--abort-config "{ \"criteriaList\": [ { \"action\": \"CANCEL\", \"failureType\":
\"FAILED\", \"minNumberOfExecutedThings\": 100, \"thresholdPercentage\": 20}, { \"action
\": \"CANCEL\", \"failureType\": \"TIMED_OUT\", \"minNumberOfExecutedThings\": 200,
\"thresholdPercentage\": 50}]}" \
--presigned-url-config "{\"roleArn\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/S3DownloadRole\",
\"expiresInSec\":3600}"

詳細については、「ジョブのロールアウトと中止設定」を参照してください。

ジョブのキャンセル
ジョブをキャンセルするには､CancelJob コマンドを使用します。ジョブをキャンセルすると、AWS IoT
により、そのジョブの新しいジョブの実行が開始されなくなります｡ また、QUEUED 状態にあるジョブの
実行をキャンセルします。AWS IoT は終了状態のジョブ実行をそのままにします。デバイスがすでにジョ
ブを完了しているためです。ジョブ実行のステータスが IN_PROGRESS の場合、オプションの --force
パラメータを使用しない限り、これも変更されません。
次のコマンドでは、ID が 010 のジョブをキャンセルする方法を示しています。
aws iot cancel-job --job-id 010
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コマンドによって以下の出力が表示されます。
{

}

"jobArn": "string",
"jobId": "string",
"description": "string"

ジョブをキャンセルすると、QUEUED 状態のジョブ実行がキャンセルされます。IN_PROGRESS 状態の
ジョブ実行は、オプションの --force パラメータを指定した場合にのみキャンセルされます。終了状態
のジョブ実行はキャンセルされません。

Warning
(--force パラメータを設定して) IN_PROGRESS 状態のジョブをキャンセルすると、実行中のす
べてのジョブ実行がキャンセルされ、このジョブを実行しているデバイスでジョブ実行ステータ
スを更新することができなくなります。キャンセルするジョブを実行している各デバイスが有効
な状態に必ず戻ることができるように注意してください。
キャンセルされたジョブの状態、あるいはそのジョブ実行のいずれか 1 つの状態に結果整合性がありま
す。AWS IoT は、可能な限り早急にデバイスに対してそのジョブに対する QUEUED ジョブの実行および新
しいジョブ実行のスケジュールを停止します。ジョブの実行ステータスを CANCELED に変更するには、デ
バイスの数やその他の要因によっては時間がかかることがあります。
AbortConfig オブジェクトによって定義された基準を満たすため、ジョブがキャンセルされた場合、
サービスにより comment および reasonCode フィールドに自動的に値が入力されます。ユーザーが自ら
ジョブをキャンセルしたときの reasonCode には、独自の値を作成できます。

ジョブ実行をキャンセルする
デバイスでジョブ実行をキャンセルするには、CancelJobExecution コマンドを使用します。QUEUED 状態
にあるジョブの実行をキャンセルします。進行中のジョブ実行をキャンセルするには、--force パラメー
タを使用する必要があります。
次のコマンドでは、myThing で実行されている 010 ジョブのジョブ実行をキャンセルする方法を示して
います。
aws iot cancel-job-execution --job-id 010 --thing-name myThing

コマンドは出力を表示しません。
QUEUED 状態にあるジョブの実行をキャンセルします。IN_PROGRESS 状態のジョブ実行は、オプション
の --force パラメータを指定した場合にのみキャンセルされます。終了状態のジョブ実行をキャンセル
することはできません。

Warning
IN_PROGRESS 状態のジョブ実行をキャンセルすると、そのデバイスでジョブ実行ステータスを
更新できなくなります。デバイスが有効な状態に必ず戻ることができるように注意してくださ
い。
ジョブ実行が終了状態にあるか、ジョブ実行が IN_PROGRESS 状態にあり、--force パラメータが true
に設定されていない場合に、このコマンドによって InvalidStateTransitionException になりま
す。
キャンセルされたジョブ実行のステータスは結果整合性があります。ジョブ実行のステータスの
CANCELED への変更は、さまざまな要因によっては時間がかかることがあります。
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ジョブを削除する
ジョブおよびジョブ実行を削除するには、DeleteJob コマンドを使用します。デフォルトでは、終了状態
(SUCCEEDED または CANCELED) にあるジョブのみが削除できます。他の場合は、例外が発生します。た
だし、force パラメータが true に設定されている場合は、IN_PROGRESS 状態のジョブを削除できま
す。
ジョブを削除するには、次のコマンドを実行します。
aws iot delete-job --job-id 010 --force|--no-force

コマンドは出力を表示しません。

Warning
IN_PROGRESS 状態のジョブを削除すると、ジョブをデプロイしているデバイスはジョブ情報に
アクセスすることもジョブ実行ステータスを更新することもできなくなります。削除されたジョ
ブをデプロイしている各デバイスが有効な状態に必ず戻ることができるように注意してくださ
い。
ジョブに作成されたジョブ実行の数およびその他の要因に応じて、ジョブの削除には少し時間がかかる場
合があります。ジョブの削除中、そのジョブのステータスは DELETION_IN_PROGRESS として表示されま
す。ステータスが既に DELETION_IN_PROGRESS のジョブを削除あるいはキャンセルしようとすると、エ
ラーになります。
同時に 10 個のジョブのみが DELETION_IN_PROGRESS ステータスになることができます。それ以外の場
合は、LimitExceededException が発生します。

ジョブドキュメントの取得
ジョブのジョブドキュメントを取得するには、GetJobDocument コマンドを使用します。ジョブドキュメ
ントは、デバイスによって実行されるリモートオペレーションの説明です。
ジョブドキュメントを取得するには、次のコマンドを実行します。
aws iot get-job-document --job-id 010

次のコマンドは、指定したジョブのジョブドキュメントを返します。
{

"document": "{\n\t\"operation\":\"install\",\n\t\"url\":\"http://amazon.com/
firmWareUpate-01\",\n\t\"data\":\"${aws:iot:s3-presigned-url:https://s3.amazonaws.com/jobtest-bucket/datafile}\"\n}"
}

Note
このコマンドを使用してジョブドキュメントを取得すると、プレースホルダー URL は署名付き
Amazon S3 URL に置き換えられません。デバイスが GetPendingJobExecutions API オペレー
ションを呼び出すときに、プレースホルダー URL は、ジョブドキュメント内の署名付き Amazon
S3 URL に置き換えられます。

ジョブのリスト表示
AWS アカウント 内のすべてのジョブのリストを取得するには、ListJobs コマンドを使用ます。ジョブ
データとジョブ実行データは、 期間限定で保持されます。次のコマンドを実行して、AWS アカウント の
すべてのジョブを一覧表示します。

691

AWS IoT Core デベロッパーガイド
CLI を使用してジョブを作成および管理します。

aws iot list-jobs

このコマンドは、ジョブステータスでソートされたアカウント内のすべてのジョブを返します。
{

}

"jobs": [
{
"status": "IN_PROGRESS",
"lastUpdatedAt": 1486687079.743,
"jobArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:job/013",
"createdAt": 1486687079.743,
"targetSelection": "SNAPSHOT",
"jobId": "013"
},
{
"status": "SUCCEEDED",
"lastUpdatedAt": 1486685868.444,
"jobArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:job/012",
"createdAt": 1486685868.444,
"completedAt": 148668789.690,
"targetSelection": "SNAPSHOT",
"jobId": "012"
},
{
"status": "CANCELED",
"lastUpdatedAt": 1486678850.575,
"jobArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:job/011",
"createdAt": 1486678850.575,
"targetSelection": "SNAPSHOT",
"jobId": "011"
}
]

ジョブの説明
ジョブのステータスを取得するには、DescribeJob コマンドを実行します。次のコマンドでは、ジョブの
説明を表示する方法を示しています。
$ aws iot describe-job --job-id 010

このコマンドは、指定されたジョブのステータスを返します。以下に例を示します。
{

"documentSource": "https://s3.amazonaws.com/job-test-bucket/job-document.json",
"job": {
"status": "IN_PROGRESS",
"jobArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:job/010",
"targets": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/myThing"
],
"jobProcessDetails": {
"numberOfCanceledThings": 0,
"numberOfFailedThings": 0,
"numberOfInProgressThings": 0,
"numberOfQueuedThings": 0,
"numberOfRejectedThings": 0,
"numberOfRemovedThings": 0,
"numberOfSucceededThings": 0,
"numberOfTimedOutThings": 0,
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"processingTargets": [
arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/thingOne,
arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thinggroup/thinggroupOne,
arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/thingTwo,
arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thinggroup/thinggroupTwo
]

}

}

},
"presignedUrlConfig": {
"expiresInSec": 60,
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/S3DownloadRole"
},
"jobId": "010",
"lastUpdatedAt": 1486593195.006,
"createdAt": 1486593195.006,
"targetSelection": "SNAPSHOT",
"jobExecutionsRolloutConfig": {
"exponentialRate": {
"baseRatePerMinute": integer,
"incrementFactor": integer,
"rateIncreaseCriteria": {
"numberOfNotifiedThings": integer, // Set one or the other
"numberOfSucceededThings": integer // of these two values.
},
"maximumPerMinute": integer
}
},
"abortConfig": {
"criteriaList": [
{
"action": "string",
"failureType": "string",
"minNumberOfExecutedThings": integer,
"thresholdPercentage": integer
}
]
},
"timeoutConfig": {
"inProgressTimeoutInMinutes": number
}

ジョブ実行リスト
特定のデバイス上で実行されているジョブは、ジョブ実行オブジェクトによって表されます。ジョブのす
べてのジョブ実行を一覧表示するには、ListJobExecutionsForJob コマンドを実行します。ジョブの実行を
リストする方法を次に示しています。
aws iot list-job-executions-for-job --job-id 010

このコマンドは、ジョブの実行リストを返します。
{

"executionSummaries": [
{
"thingArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/thingOne",
"jobExecutionSummary": {
"status": "QUEUED",
"lastUpdatedAt": 1486593196.378,
"queuedAt": 1486593196.378,
"executionNumber": 1234567890
}
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},
{

}

}
]

"thingArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/thingTwo",
"jobExecutionSummary": {
"status": "IN_PROGRESS",
"lastUpdatedAt": 1486593345.659,
"queuedAt": 1486593196.378,
"startedAt": 1486593345.659,
"executionNumber": 4567890123
}

モノのジョブ実行リスト
モノのジョブ実行をすべて一覧表示するには、ListJobExecutionsForThing コマンドを実行します。モノの
ジョブの実行をリストする方法を次に示しています。
aws iot list-job-executions-for-thing --thing-name thingOne

このコマンドは、指定されたモノの実行中または実行済みのジョブの実行リストを返します。
{

"executionSummaries": [
{
"jobExecutionSummary": {
"status": "QUEUED",
"lastUpdatedAt": 1486687082.071,
"queuedAt": 1486687082.071,
"executionNumber": 9876543210
},
"jobId": "013"
},
{
"jobExecutionSummary": {
"status": "IN_PROGRESS",
"startAt": 1486685870.729,
"lastUpdatedAt": 1486685870.729,
"queuedAt": 1486685870.729,
"executionNumber": 1357924680
},
"jobId": "012"
},
{
"jobExecutionSummary": {
"status": "SUCCEEDED",
"startAt": 1486678853.415,
"lastUpdatedAt": 1486678853.415,
"queuedAt": 1486678853.415,
"executionNumber": 4357680912
},
"jobId": "011"
},
{
"jobExecutionSummary": {
"status": "CANCELED",
"startAt": 1486593196.378,
"lastUpdatedAt": 1486593196.378,
"queuedAt": 1486593196.378,
"executionNumber": 2143174250
},
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}

}
]

"jobId": "010"

ジョブ実行の説明
ジョブ実行のステータスを取得するには、DescribeJobExecution コマンドを実行します。ジョブの実行を
識別するために、ジョブ ID とモノの名前、またオプションで実行番号を指定する必要があります。ジョブ
実行を記述する方法を次に示しています。
aws iot describe-job-execution --job-id 017 --thing-name thingOne

コマンドは JobExecution を返します。以下に例を示します。
{

}

"execution": {
"jobId": "017",
"executionNumber": 4516820379,
"thingArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/thingOne",
"versionNumber": 123,
"createdAt": 1489084805.285,
"lastUpdatedAt": 1489086279.937,
"startedAt": 1489086279.937,
"status": "IN_PROGRESS",
"approximateSecondsBeforeTimedOut": 100,
"statusDetails": {
"status": "IN_PROGRESS",
"detailsMap": {
"percentComplete": "10"
}
}
}

ジョブ実行を削除する
ジョブ実行を削除するには、DeleteJobExecution コマンドを実行します。ジョブの実行を識別するため
に、ジョブ ID、モノの名前、および実行番号を指定する必要があります。ジョブ実行を削除する方法を次
に示しています。
aws iot delete-job-execution --job-id 017 --thing-name thingOne --execution-number
1234567890 --force|--no-force

コマンドは出力を表示しません。
デフォルトでは、ジョブ実行のステータスは QUEUED または終了状態
(SUCCEEDED、FAILED、REJECTED、TIMED_OUT、REMOVED または CANCELED) である必要がありま
す。上書きされないと、エラーが発生します。IN_PROGRESS 状態のジョブ実行を削除するには、force
パラメータを true に設定できます。

Warning
IN_PROGRESS 状態のジョブ実行を削除すると、ジョブを実行しているデバイスはジョブ情報に
アクセスする、ジョブ実行ステータスを更新することはできません。デバイスが有効な状態に必
ず戻ることができるように注意してください。
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ジョブテンプレート
ジョブテンプレートを使用すると、ジョブを事前設定して複数のターゲットデバイスセットにデプロイで
きます。アプリケーションの再起動やインストールなど、頻繁に実行されるリモートアクションをデバイ
スにデプロイする場合は、テンプレートを使用して標準設定を定義できます。セキュリティパッチやバグ
修正のデプロイなどのオペレーションを行う場合は、既存のジョブからテンプレートを作成することもで
きます。
ジョブテンプレートを作成する際には、以下の設定やリソースを指定できます。
• ジョブプロパティ
• ジョブドキュメントとターゲット
• ロールアウトとキャンセル条件
• タイムアウト基準

カスタムテンプレートと AWS 管理テンプレート
実行するリモートアクションに応じて、カスタムジョブテンプレートを作成するか、AWS 管理テンプレー
トを使用できます。カスタムジョブテンプレートを使用して、独自のカスタムジョブドキュメントを提供
し、再利用可能なジョブを作成してデバイスにデプロイします。AWS 管理テンプレートとは、一般的に
実行されるアクション用に AWS IoT Jobs によって提供されるジョブテンプレートです。これらのテンプ
レートには、リモートアクション用の事前定義されたジョブドキュメントがあるため、独自のジョブド
キュメントを作成する必要はありません。管理テンプレートを使用すると、再利用可能なジョブを作成し
て、デバイスへの迅速な実行が可能になります。
トピック
• AWS 管理テンプレートを使用して、共通のリモートオペレーションをデプロイする (p. 696)
• カスタムジョブテンプレートを作成する (p. 709)

AWS 管理テンプレートを使用して、共通のリモート
オペレーションをデプロイする
AWS 管理テンプレートとは、再起動、ファイルのダウンロード、デバイスへのアプリケーションのインス
トールなど、頻繁に実行されるリモートオペレーションのための AWS が提供するジョブテンプレートで
す。これらのテンプレートには、リモートアクションごとに事前定義されたジョブドキュメントがあるた
め、独自のジョブドキュメントを作成する必要はありません。
事前定義された設定のセットから選択し、追加のコードを記述しなくても、これらのテンプレートを使用
してジョブを作成できます。管理テンプレートを使用すると、フリートにデプロイされたジョブドキュメ
ントを表示できます。これらのテンプレートを使用してジョブを作成し、さらに、リモートオペレーショ
ンで再利用できるカスタムジョブテンプレートを作成できます。

管理テンプレートには何が含まれていますか。
各 AWS 管理テンプレートには次のものが含まれます。
• オペレーションの名前とそのパラメータを指定するジョブドキュメント。例えば、Download file テンプ
レートの場合、オペレーション名は Download file で、パラメータは次のとおりです。
• デバイスにダウンロードするファイルの URL。インターネットリソースか、パブリックまたは署名付
き S3 URL です。
• ダウンロードしたファイルを保存するデバイス上のローカルファイルパス。
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ジョブドキュメントとそのパラメータの詳細については、「管理テンプレートのリモートアクションと
ジョブドキュメント (p. 697)」を参照してください。
• ジョブドキュメントでコマンドを実行するための環境。

Note
ジョブドキュメント内の代替パターンの合計数は、10 以下である必要があります。

前提条件
管理テンプレートジョブドキュメントで指定されたリモートアクションをデバイスで実行するには、次の
操作を行う必要があります。
• デバイスに特定のソフトウェアをインストールする
• AWS IoT Device Client を使用する
デバイスに AWS IoT Device Client をインストールして実行することをお勧めします。デフォルトで
コンソールから直接すべての管理テンプレートの使用をサポートしているためです。
Device Client は C++ で書かれたオープンソースソフトウェアで、組み込み Linux ベースの IoT デバイ
スにコンパイルしてインストールできます。Device Client には、ベースクライアントと個別のクライ
アント側の機能があります。ベースクライアントは MQTT プロトコル経由で AWS IoT との接続を確
立し、さまざまなクライアント側の機能に接続できます。
デバイスでリモートオペレーションを行うには、Device Client の クライアント側の Jobs 機能を使用
します。この機能には、ジョブドキュメントを受信するためのパーサーと、ジョブドキュメントで指
定されたリモートアクションを実装するジョブハンドラーが含まれます。Device Client とその機能の
詳細については、「AWS IoT Device Client」を参照してください。
デバイス上で実行すると、Device Client はジョブドキュメントを受信し、ドキュメント内のコマンド
を実行するために使用するプラットフォーム固有の実装ができるようになります。Device Client の
セットアップおよび Jobs 機能の使用の詳細については、AWS IoT のチュートリアル (p. 126) を参照
してください。
• 独自のデバイスソフトウェアとジョブハンドラーを使用する
または、AWS IoT Device SDK とそのリモートオペレーションをサポートするハンドラーのライブラ
リを使用して、デバイス用の独自のコードを書き込むこともできます。ジョブをデプロイして実行す
るには、デバイスエージェントライブラリが正しくインストールされ、これらのデバイスで実行され
ていることを確認してください。
リモートオペレーションをサポートできる独自のハンドラーを使用することもできます。これらのハ
ンドラーを作成する方法については、AWS IoT Device Client GitHub レポジトリのジョブハンドラー
のサンプル を参照してください。
• サポートされている環境を使用する
管理テンプレートごとに、リモートアクションの実行に使用できる環境に関する情報が表示されます。
テンプレートで指定されているように、サポートされている Linux 環境でテンプレートを使用すること
をお勧めします。AWS IoT Device Client は Debian や Ubuntu などの一般的なマイクロプロセッサおよ
び Linux 環境をサポートしているため、これを使用して管理テンプレートのリモートアクションを実行
できます。

管理テンプレートのリモートアクションとジョブドキュメント
次のセクションでは、AWS IoT ジョブのさまざまな AWS 管理テンプレートをリストし、デバイスで実行
できるリモートアクションについて説明します。以下のセクションでは、ジョブドキュメントに関する情
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報と、各リモートアクションのジョブドキュメントパラメータについて説明します。デバイス側のソフト
ウェアは、テンプレート名とパラメータを使用してリモートアクションを実行します。
AWS 管理テンプレートでは、テンプレートを使用してジョブを作成するときに、値を指定する入力パラ
メータを使用できます。すべての管理テンプレートには、共通して次の 2 つのオプションの入力パラメー
タ (runAsUser および pathToHandler) があります。AWS-Reboot 以外のテンプレートには、追加の入
力パラメータが必要です。このパラメータには、テンプレートを使用してジョブを作成するときに値を指
定する必要があります。これらの必須入力パラメータは、選択したテンプレートによって異なります。た
とえば、AWS-Download-File テンプレートを選択する場合、インストールするパッケージのリストと、
ファイルのダウンロード元の URL を指定する必要があります。
AWS IoT コンソールまたは AWS CLI を使用して、管理テンプレートを使用するジョブを作成するとき
に、入力パラメータの値を指定します。CLI を使用する場合は、document-parameters オブジェクトを
使用してこれらの値を指定します。詳細については、「documentParameters」を参照してください。

Note
document-parameters は、AWS 管理テンプレートからジョブを作成する場合にのみ使用する
必要があります｡ このパラメータは、カスタムジョブテンプレートで使用したり、カスタムジョ
ブテンプレートからジョブを作成したりすることはできません。
次に、一般的なオプションの入力パラメータについて説明します。各管理テンプレートが必要とするその
他の入力パラメータについては、以下のセクションを参照してください。
runAsUser
このパラメータは、ジョブハンドラーを別のユーザーとして実行するかどうかを指定します。ジョブ
作成時に指定されていない場合、ジョブハンドラーは Device Client と同じユーザーとして実行されま
す。ジョブハンドラーを別のユーザーとして実行する場合は、256 文字以下の文字列で値を指定しま
す。
pathToHandler
デバイスで実行されているジョブハンドラーへのパス。ジョブの作成時に指定しない場合、Device
Client は現在の作業ディレクトリを使用します。
以下に、さまざまなリモートアクション、それらのジョブドキュメント、およびそれらが受け入れるパラ
メータを示します。これらのテンプレートはすべて、デバイス上でリモートオペレーションを実行するた
めの Linux 環境をサポートしています。

AWS–Reboot
テンプレート名
AWS–Reboot
テンプレートの説明
デバイスを再起動するための AWS が提供する管理テンプレート。
入力パラメータ
このテンプレートには必須パラメータはありません。runAsUser および pathToHandler のオプション
パラメータを指定できます。
デバイスの動作
デバイスは正常に再起動します。
ジョブドキュメント
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以下は、ジョブドキュメントとその最新バージョンを示しています。テンプレートには、ジョブハンド
ラーへのパスとシェルスクリプト reboot.sh が表示されます。デバイスを再起動するには、ジョブハン
ドラーでこのシェルスクリプトを実行する必要があります。
{

}

"version": "1.0",
"steps": [
{
"action": {
"name": "Reboot",
"type": "runHandler",
"input": {
"handler": "reboot.sh",
"path": "${aws:iot:parameter:pathToHandler}"
},
"runAsUser": "${aws:iot:parameter:runAsUser}"
}
}
]

AWS–Download–File
テンプレート名
AWS–Download–File
テンプレートの説明
AWS が提供する管理テンプレート。ファイルのダウンロードに使用します。
入力パラメータ
このテンプレートには以下の必須パラメータがあります。runAsUser および pathToHandler のオプ
ションパラメータを指定することもできます。
downloadUrl
ファイルのダウンロード元の URL。これは、インターネットリソース、パブリックにアクセスできる
Amazon S3 内のオブジェクト、またはお客様のデバイスだけが署名付き URL を使用してアクセスで
きる Amazon S3 内のオブジェクトです。署名付き URL の使用およびアクセス許可の付与の詳細につ
いては、 署名付き URL (p. 685) を参照してください。
filePath
ダウンロードしたファイルを保存するデバイス内の場所を示すローカルファイルパス。
デバイスの動作
デバイスは、指定された場所からファイルをダウンロードし、ダウンロードが完了したことを確認し、
ローカルに保存します。
ジョブドキュメント
以下は、ジョブドキュメントとその最新バージョンを示しています。テンプレートには、ジョブハン
ドラへのパスとシェルスクリプト download-file.sh が表示されます。ファイルをダウンロードす
るには、ジョブハンドラでこのシェルスクリプトを実行する必要があります。また、必須パラメータ
downloadUrl および filePath も表示されます。
{

"version": "1.0",
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}

"steps": [
{
"action": {
"name": "Download-File",
"type": "runHandler",
"input": {
"handler": "download-file.sh",
"args": [
"${aws:iot:parameter:downloadUrl}",
"${aws:iot:parameter:filePath}"
],
"path": "${aws:iot:parameter:pathToHandler}"
},
"runAsUser": "${aws:iot:parameter:runAsUser}"
}
}
]

AWS–Install–Application
テンプレート名
AWS–Install–Application
テンプレートの説明
AWS が提供する管理テンプレート。1 つ以上のアプリケーションのインストールに使用します。
入力パラメータ
このテンプレートには以下の必須パラメータ packages があります。runAsUser および
pathToHandler のオプションパラメータを指定することもできます。
packages
インストールされる 1 つ以上のアプリケーションのスペース区切りのリスト。
デバイスの動作
デバイスは、ジョブドキュメントで指定されたとおりにアプリケーションをインストールします。
ジョブドキュメント
以下は、ジョブドキュメントとその最新バージョンを示しています。テンプレートには、ジョブハンド
ラーへのパスとシェルスクリプト install-packages.sh が表示されます。ファイルをダウンロードす
るには、ジョブハンドラーでこのシェルスクリプトを実行する必要があります。また、必須パラメータ
packages も表示されます。
{

"version": "1.0",
"steps": [
{
"action": {
"name": "Install-Application",
"type": "runHandler",
"input": {
"handler": "install-packages.sh",
"args": [
"${aws:iot:parameter:packages}"
],
"path": "${aws:iot:parameter:pathToHandler}"
},
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}

]

}

}

"runAsUser": "${aws:iot:parameter:runAsUser}"

AWS–Remove–Application
テンプレート名
AWS–Remove–Application
テンプレートの説明
AWS が提供する管理テンプレート。1 つ以上のアプリケーションのアンインストールに使用します。
入力パラメータ
このテンプレートには以下の必須パラメータ packages があります。runAsUser および
pathToHandler のオプションパラメータを指定することもできます。
packages
アンインストールされる 1 つ以上のアプリケーションのスペース区切りのリスト。
デバイスの動作
デバイスは、ジョブドキュメントで指定されたとおりにアプリケーションをアンインストールします。
ジョブドキュメント
以下は、ジョブドキュメントとその最新バージョンを示しています。テンプレートには、ジョブハンド
ラーへのパスとシェルスクリプト remove-packages.sh が表示されます。ファイルをダウンロードす
るには、ジョブハンドラーでこのシェルスクリプトを実行する必要があります。また、必須パラメータ
packages も表示されます。
{

}

"version": "1.0",
"steps": [
{
"action": {
"name": "Remove-Application",
"type": "runHandler",
"input": {
"handler": "remove-packages.sh",
"args": [
"${aws:iot:parameter:packages}"
],
"path": "${aws:iot:parameter:pathToHandler}"
},
"runAsUser": "${aws:iot:parameter:runAsUser}"
}
}
]

AWS–Start–Application
テンプレート名
AWS-Start-Application
テンプレートの説明
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AWS が提供する管理テンプレート。1 つ以上のサービスの起動に使用します。
入力パラメータ
このテンプレートには以下の必須パラメータ services があります。runAsUser および
pathToHandler のオプションパラメータを指定することもできます。
services
起動される 1 つ以上のアプリケーションのスペース区切りのリスト。
デバイスの動作
指定されたアプリケーションがデバイス上で実行を開始します。
ジョブドキュメント
以下は、ジョブドキュメントとその最新バージョンを示しています。テンプレートには、ジョブハンド
ラーへのパスとシェルスクリプト start-services.sh が表示されます。システムサービスを起動す
るには、ジョブハンドラーでこのシェルスクリプトを実行する必要があります。また、必須パラメータ
services も表示されます。
{

}

"version": "1.0",
"steps": [
{
"action": {
"name": "Start-Application",
"type": "runHandler",
"input": {
"handler": "start-services.sh",
"args": [
"${aws:iot:parameter:services}"
],
"path": "${aws:iot:parameter:pathToHandler}"
},
"runAsUser": "${aws:iot:parameter:runAsUser}"
}
}
]

AWS–Stop–Application
テンプレート名
AWS–Stop–Application
テンプレートの説明
AWS が提供する管理テンプレート。1 つ以上のサービスの停止に使用します。
入力パラメータ
このテンプレートには以下の必須パラメータ services があります。runAsUser および
pathToHandler のオプションパラメータを指定することもできます。
services
停止される 1 つ以上のアプリケーションのスペース区切りのリスト。
デバイスの動作
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指定されたアプリケーションは、デバイスでの実行を停止します。
ジョブドキュメント
以下は、ジョブドキュメントとその最新バージョンを示しています。テンプレートには、ジョブハンド
ラーへのパスとシェルスクリプト stop-services.sh が表示されます。システムサービスを停止す
るには、ジョブハンドラーでこのシェルスクリプトを実行する必要があります。また、必須パラメータ
services も表示されます。
{

}

"version": "1.0",
"steps": [
{
"action": {
"name": "Stop-Application",
"type": "runHandler",
"input": {
"handler": "stop-services.sh",
"args": [
"${aws:iot:parameter:services}"
],
"path": "${aws:iot:parameter:pathToHandler}"
},
"runAsUser": "${aws:iot:parameter:runAsUser}"
}
}
]

AWS–Restart–Application
テンプレート名
AWS–Restart–Application
テンプレートの説明
AWS が提供する管理テンプレート。1 つ以上のサービスの停止および再起動に使用します。
入力パラメータ
このテンプレートには以下の必須パラメータ services があります。runAsUser および
pathToHandler のオプションパラメータを指定することもできます。
services
再起動される 1 つ以上のアプリケーションのスペース区切りのリスト。
デバイスの動作
指定されたアプリケーションが停止し、その後デバイスで再起動されます。
ジョブドキュメント
以下は、ジョブドキュメントとその最新バージョンを示しています。テンプレートには、ジョブハンド
ラーへのパスとシェルスクリプト restart-services.sh が表示されます。システムサービスを再起動
するには、ジョブハンドラーでこのシェルスクリプトを実行する必要があります。また、必須パラメータ
services も表示されます。
{

"version": "1.0",
"steps": [
{
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}

]

}

"action": {
"name": "Restart-Application",
"type": "runHandler",
"input": {
"handler": "restart-services.sh",
"args": [
"${aws:iot:parameter:services}"
],
"path": "${aws:iot:parameter:pathToHandler}"
},
"runAsUser": "${aws:iot:parameter:runAsUser}"
}

トピック
• AWS Management Console を使用して AWS 管理テンプレートからジョブを作成する (p. 704)
• AWS CLI を使用して AWS 管理テンプレートからジョブを作成する (p. 706)

AWS Management Console を使用して AWS 管理テンプレート
からジョブを作成する
AWS Management Console を使用して AWS 管理テンプレートに関する情報を取得し、これらのテンプ
レートを使用してジョブを作成します。作成したジョブは、独自のカスタムテンプレートとして保存でき
ます。

管理テンプレートの詳細を取得する
使用できるさまざまな管理テンプレートに関する情報は、AWS IoT コンソールから取得できます。
1. 使用可能な管理テンプレートを表示するには、AWS IoT コンソールの [Job templates] (ジョブテンプ
レート) ハブに移動し、[Managed templates] (管理テンプレート) タブを選択します。
2. 管理テンプレートを選択して、詳細を表示します。
詳細ページには次の情報が含まれています。
• 管理テンプレートの名前、説明、および Amazon リソースネーム (ARN)。
• Linux など、リモートオペレーションを実行できる環境。
• ジョブハンドラーへのパスとデバイスで実行するコマンドを指定する JSON ジョブドキュメント。例え
ば、次の例は、AWS-Reboot テンプレートのジョブドキュメントです。テンプレートには、ジョブハン
ドラーへのパスとシェルスクリプト reboot.sh が表示されます。デバイスを再起動するには、ジョブ
ハンドラーでこのシェルスクリプトを実行する必要があります。
{

"version": "1.0",
"steps": [
{
"action": {
"name": "Reboot",
"type": "runHandler",
"input": {
"handler": "reboot.sh",
"path": "${aws:iot:parameter:pathToHandler}"
},
"runAsUser": "${aws:iot:parameter:runAsUser}"
}
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}

]

}

さまざまなリモートアクションのジョブドキュメントおよびそのパラメータの詳細については、管理テ
ンプレートのリモートアクションとジョブドキュメント (p. 697) を参照してください。
• ジョブドキュメントの最新バージョン。

管理テンプレートを使用してジョブを作成する
コンソールを使用して、ジョブの作成に使用する AWS 管理テンプレートを選択できます。このセクショ
ンでは、その方法を説明します。
ジョブ作成ワークフローを開始して、ジョブの作成時に使用する AWS 管理テンプレートを選択すること
もできます。ワークフローの詳細については、「AWS Management Console を使用してジョブを作成およ
び管理します。 (p. 687)」を参照してください。
1.

AWS 管理テンプレートを選択する

2.

AWS IoT コンソールの [Job templates] (ジョブテンプレート) ハブに移動して、[Managed templates]
(管理テンプレート) タブを選択し、テンプレートを選択します。
管理テンプレートを使用してジョブを作成する
1. テンプレートの詳細ページで [Create job] (ジョブを作成) を選択します。
コンソールは、テンプレート設定が追加されている [Create job] (ジョブを作成) ワークフローの
[Custom job properties] (カスタムジョブのプロパティ) のステップに切り替わります。
2. 一意の英数字のジョブ名、オプションの説明とタグを入力し、[Next] (次へ) をクリックします。
3. このジョブで実行するジョブターゲットとしてモノまたはモノのグループを選択します。
4. [Job document] (ジョブドキュメント) セクションで、テンプレートがその設定と入力パラメータと
ともに表示されます。選択したテンプレートの入力パラメータの値を入力します。例えば、[AWSDownload-File] テンプレートを選択した場合:
• [downloadUrl] には、ダウンロードするファイルの URL を入力します。例:
https://example.com/index.html。
• [filePath] には、ダウンロードしたファイルを保存するデバイス上のパスを入力します。例:
path/to/file。
オプションで、パラメータ runAsUser および pathToHandler の値を入力することもできます。
各テンプレートの入力パラメータの詳細については、「管理テンプレートのリモートアクションと
ジョブドキュメント (p. 697)」を参照してください。
5. [Job configuration] (ジョブ設定) ページで、ジョブタイプとして連続またはスナップショットジョブ
を選択します。スナップショットジョブは、ターゲットデバイスおよびグループでの実行が終了す
ると完了します。連続ジョブはモノのグループに適用され、指定したターゲットグループに追加し
たいずれかのデバイス上で実行されます。
6. 引き続きジョブに追加の設定を追加し、確認してジョブを作成します。追加の設定については、以
下を参照してください。
• ジョブのロールアウト設定と中止設定 (p. 715)
• ジョブ実行タイムアウト設定と再試行の設定 (p. 716)

管理テンプレートからカスタムジョブテンプレートを作成する
AWS 管理テンプレートとカスタムジョブをスタートポイントとして使用して、独自のカスタムジョブテン
プレートを作成できます。カスタムジョブテンプレートを作成するには、まず、前のセクションで説明し
たように、AWS 管理テンプレートからジョブを作成します。
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その後、カスタムジョブをテンプレートとして保存して、独自のカスタムジョブテンプレートを作成でき
ます。テンプレートとして保存するには:
1. AWS IoT コンソールの [Job] (ジョブ) ハブ に移動し、管理テンプレートを含むジョブを選択します。
2. [Save as a job template] (ジョブテンプレートとして保存) を選択し、カスタムジョブテンプレートを作
成します。カスタムジョブテンプレートの作成の詳細については、「既存のジョブからジョブテンプ
レートを作成する (p. 710)」を参照してください。

AWS CLI を使用して AWS 管理テンプレートからジョブを作成
する
AWS CLI を使用して AWS 管理テンプレートに関する情報を取得し、これらのテンプレートを使用して
ジョブを作成します。次に、ジョブをテンプレートとして保存し、独自のカスタムテンプレートを作成で
きます。

管理テンプレートを一覧表示する
list-managed-job-templates AWS CLI コマンドは、AWS アカウント のすべてのジョブテンプレー
トを一覧表示します。

aws iot list-managed-job-templates

デフォルトでは、このコマンドを実行すると、使用可能なすべての AWS 管理テンプレートとその詳細が
表示されます。
{

"managedJobTemplates": [
{
"templateArn": "arn:aws:iot:region::jobtemplate/AWS-Reboot:1.0",
"templateName": "AWS-Reboot",
"description": "A managed job template for rebooting the device.",
"environments": [
"LINUX"
],
"templateVersion": "1.0"
},
{
"templateArn": "arn:aws:iot:region::jobtemplate/AWS-Remove-Application:1.0",
"templateName": "AWS-Remove-Application",
"description": "A managed job template for uninstalling one or more
applications.",
"environments": [
"LINUX"
],
"templateVersion": "1.0"
},
{
"templateArn": "arn:aws:iot:region::jobtemplate/AWS-Stop-Application:1.0",
"templateName": "AWS-Stop-Application",
"description": "A managed job template for stopping one or more system
services.",
"environments": [
"LINUX"
],
"templateVersion": "1.0"
},
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{

"templateArn": "arn:aws:iot:us-east-1::jobtemplate/AWS-RestartApplication:1.0",
"templateName": "AWS-Restart-Application",
"description": "A managed job template for restarting one or more system
services.",
"environments": [
"LINUX"
],
"templateVersion": "1.0"
}
]
}

詳細については、「ListManagedJobTemplates」を参照してください。

管理テンプレートの詳細を取得する
describe-managed-job-template AWS CLI コマンドは、指定されたジョブテンプレートの詳細を取
得します。ジョブテンプレート名とオプションのテンプレートバージョンを指定します。テンプレートの
バージョンを指定しなかった場合は、定義済みのデフォルトバージョンが返されます。以下は、コマンド
を実行して AWS-Download-File テンプレートの詳細を取得する例を示しています。
aws iot describe-managed-job-template \
--template-name AWS-Download-File

このコマンドは、テンプレートの詳細と ARN、そのジョブドキュメント、およびテンプレートの入力パラ
メータのキーバリューのペアのリストである documentParameters パラメータを表示します。さまざま
なテンプレートと入力パラメータの詳細については、「管理テンプレートのリモートアクションとジョブ
ドキュメント (p. 697)」を参照してください。

Note
この API を使用するときに返される documentParameters オブジェクトは、AWS 管理テンプ
レートからジョブを作成する場合にのみ使用する必要があります。このオブジェクトをカスタム
ジョブテンプレートに使用しないでください。このパラメータの使用方法を示す例については、
「管理テンプレートを使用してジョブを作成する (p. 708)」を参照してください。
{

"templateName": "AWS-Download-File",
"templateArn": "arn:aws:iot:region::jobtemplate/AWS-Download-File:1.0",
"description": "A managed job template for downloading a file.",
"templateVersion": "1.0",
"environments": [
"LINUX"
],
"documentParameters": [
{
"key": "downloadUrl",
"description": "URL of file to download.",
"regex": "(.*?)",
"example": "http://www.example.com/index.html",
"optional": false
},
{
"key": "filePath",
"description": "Path on the device where downloaded file is written.",
"regex": "(.*?)",
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},
{

"example": "/path/to/file",
"optional": false

"key": "runAsUser",
"description": "Execute handler as another user. If not specified, then handler
is executed as the same user as device client.",
"regex": "(.){0,256}",
"example": "user1",
"optional": true
},
{
"key": "pathToHandler",
"description": "Path to handler on the device. If not specified, then device
client will use the current working directory.",
"regex": "(.){0,4096}",
"example": "/path/to/handler/script",
"optional": true
}
],
"document": "{\"version\":\"1.0\",\"steps\":[{\"action\":{\"name
\":\"Download-File\",\"type\":\"runHandler\",\"input\":{\"handler\":
\"download-file.sh\",\"args\":[\"${aws:iot:parameter:downloadUrl}\",
\"${aws:iot:parameter:filePath}\"],\"path\":\"${aws:iot:parameter:pathToHandler}\"},
\"runAsUser\":\"${aws:iot:parameter:runAsUser}\"}}]}"
}

詳細については、「DescribeManagedJobTemplate」を参照してください。

管理テンプレートを使用してジョブを作成する
create-job AWS CLI コマンドを使用すると、ジョブテンプレートからジョブを作成できます。これ
は、thingOne というデバイスをターゲットとし、ジョブのベースとして使用する管理テンプレートの
Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。create-job コマンドの関連パラメータを渡すことで、タ
イムアウトやキャンセルの設定といった詳細設定を上書きできます。
この例では、AWS-Download-File テンプレートを使用するジョブを作成する方法を示しています。ま
た、document-parameters パラメータを使用して、テンプレートの入力パラメータを指定する方法も
示します。

Note
document-parameters オブジェクトは、AWS 管理テンプレートでのみ使用する必要がありま
す｡ このオブジェクトをカスタムジョブテンプレートに使用しないでください。
aws iot create-job \
--targets arn:aws:iot:region:account-id:thing/thingOne \
--job-id "new-managed-template-job" \
--job-template-arn arn:aws:iot:region::jobtemplate/AWS-Download-File:1.0 \
--document-parameters downloadUrl=https://example.com/index.html,filePath=path/to/file

各パラメータの意味は次のとおりです。
• region は、AWS リージョン です。
• account-id は、一意の AWS アカウント 番号です。
• thingOne は、ジョブの対象となる IoT のモノの名前です。
• AWS-Download-File:1.0 は、管理テンプレートの名前です。
• https://example.com/index.html は、ファイルのダウンロード元の URL です。
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• https://pathto/file/index は、ダウンロードしたファイルを保存するデバイス上のローカルファ
イルパスです。
このコマンドを実行すると、以下に示すように、テンプレート AWS-Download-File のジョブが作成さ
れます。
{

"jobArn": "arn:aws:iot:region:account-id:job/new-managed-template-job",
"jobId": "new-managed-template-job",
"description": "A managed job template for downloading a file."

}

管理テンプレートからカスタムジョブテンプレートを作成する
1. 前のセクションで説明したように、管理テンプレートを使用してジョブを作成します。
2. 作成したジョブの ARN を使用して、カスタムジョブテンプレートを作成します。詳細については、
「既存のジョブからジョブテンプレートを作成する (p. 712)」を参照してください。

カスタムジョブテンプレートを作成する
AWS CLI と AWS IoT コンソールを使用して、ジョブテンプレートを作成できます。また、AWS
CLI、AWS IoT コンソール、および Fleet Hub for AWS IoT Device Management ウェブアプリケーション
を使用して、ジョブテンプレートからジョブを作成することもできます。Fleet Hub アプリケーションでの
ジョブテンプレートの操作の詳細については、Fleet Hub for AWS IoT Device Management でのジョブテ
ンプレートの操作を参照してください。

Note
ジョブドキュメント内の代替パターンの合計数は、10 以下である必要があります。
トピック
• AWS Management Console を使用してカスタムジョブテンプレートを作成する (p. 709)
• AWS CLI を使用してカスタムジョブテンプレートを作成する (p. 712)

AWS Management Console を使用してカスタムジョブテンプ
レートを作成する
このトピックでは、AWS IoT コンソールを使用してジョブテンプレートの作成、削除、詳細情報の表示を
行う方法について説明します。

カスタムジョブテンプレートを作成する
オリジナルのカスタムジョブテンプレートを作成することも、既存のジョブからジョブテンプレートを作
成することもできます。また、AWS 管理テンプレートを使用して作成された既存のジョブからカスタム
ジョブテンプレートを作成することもできます。詳細については、「管理テンプレートからカスタムジョ
ブテンプレートを作成する (p. 705)」を参照してください。

オリジナルのジョブテンプレートを作成する
1.

ジョブテンプレートの作成を開始する
1. AWS IoT コンソールの [Job templates] (ジョブテンプレート) ハブ に移動し、[Custom templates]
(カスタムテンプレート) タブを選択します。
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2. [Create job template] (ジョブテンプレートの作成) を選択します。

Note
また、[Fleet Hub] の [Related services] (関連サービス) ページから [Job templates] (ジョブテ
ンプレート) に移動することもできます。
2.

ジョブテンプレートのプロパティを指定する
[Create job template] (ジョブテンプレートを作成) ページで、ジョブ名の英数字識別子と英数字の説明
を入力して、テンプレートに関する追加情報を指定します。

Note
ジョブ ID または説明に個人を特定できる情報を使用しないようにお勧めします。
3.

ジョブドキュメントを提供する
S3 バケットに保存されている JSON ジョブファイル、またはジョブ内で指定されたインラインジョ
ブドキュメントである JSON ジョブファイルを指定します。このテンプレートを使用してジョブを作
成すると、このジョブファイルがジョブドキュメントになります。
ジョブファイルが S3 バケットに保存されている場合は、S3 の URL を入力するか、[Browse S3] (S3
をブラウズ) をクリックし、ジョブドキュメントに移動して選択します。

Note
現在のリージョンにある S3 バケットのみ選択できます。
4.

引き続きジョブに追加の設定を追加し、確認してジョブを作成します。追加の設定については、以下
を参照してください。
• ジョブのロールアウト設定と中止設定 (p. 715)
• ジョブ実行タイムアウト設定と再試行の設定 (p. 716)

既存のジョブからジョブテンプレートを作成する
1.

ジョブを選択する
1. AWS IoT コンソールの [Job] (ジョブ) ハブに移動し、ジョブテンプレートのベースとして使用する
ジョブを選択します。
2. [Save as a job template] (ジョブテンプレートとして保存) を選択します。

Note
必要に応じて、別のジョブドキュメントを選択したり、元のジョブから高度な設定を編集し
たりしてから、[Create job template] (ジョブテンプレートの作成) を選択することもできま
す。新しいジョブテンプレートが [Job templates] (ジョブテンプレート) ページに表示されま
す。
2.

ジョブテンプレートのプロパティを指定する
[Create job template] (ジョブテンプレートを作成) ページで、ジョブ名の英数字識別子と英数字の説明
を入力して、テンプレートに関する追加情報を指定します。

Note
ジョブドキュメントは、テンプレートの作成時に指定したジョブファイルです。ジョブド
キュメントが S3 の場所ではなくジョブ内で指定されている場合、ジョブドキュメントはこ
のジョブの詳細ページに表示されます。
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3.

引き続きジョブに追加の設定を追加し、確認してジョブを作成します。追加の設定については、以下
を参照してください。
• ジョブのロールアウト設定と中止設定 (p. 715)
• ジョブ実行タイムアウト設定と再試行の設定 (p. 716)

カスタムジョブテンプレートからジョブを作成する
このトピックで説明するように、ジョブテンプレートの詳細ページに移動して、カスタムジョブテンプ
レートからジョブを作成できます。ジョブを作成することも、ジョブ作成ワークフローの実行時に使用す
るジョブテンプレートを選択することもできます。詳細については、「AWS Management Console を使用
してジョブを作成および管理します。 (p. 687)」を参照してください。
このトピックでは、カスタムジョブテンプレートの詳細ページからジョブを作成する方法について説明し
ます。AWS 管理テンプレートからジョブを作成することもできます。詳細については、「管理テンプレー
トを使用してジョブを作成する (p. 705)」を参照してください。
1.

カスタムジョブテンプレートを選択する
AWS IoT コンソールの [Job templates] (ジョブテンプレート) ハブ に移動し、[Custom templates] (カ
スタムテンプレート) タブを選択し、テンプレートを選択します。

2.

カスタムテンプレートを使用してジョブを作成する
ジョブを作成するには:
1. テンプレートの詳細ページで [Create job] (ジョブを作成) を選択します。
コンソールは、テンプレート設定が追加されている [Create job] (ジョブを作成) ワークフローの
[Custom job properties] (カスタムジョブのプロパティ) のステップに切り替わります。
2. 一意の英数字のジョブ名、オプションの説明とタグを入力し、[Next] (次へ) をクリックします。
3. このジョブで実行するジョブターゲットとしてモノまたはモノのグループを選択します。
[Job document] (ジョブドキュメント) セクションで、テンプレートがその設定とともに表示されま
す。別のジョブドキュメントを使用する場合は、[Browse] (参照) をクリックし、別のバケットとド
キュメントを選択します。[Next] を選択します。
4. [Job configuration] (ジョブ設定) ページで、ジョブタイプとして連続またはスナップショットジョブ
を選択します。スナップショットジョブは、ターゲットデバイスおよびグループでの実行が終了す
ると完了します。連続ジョブはモノのグループに適用され、指定したターゲットグループに追加し
たいずれかのデバイス上で実行されます。
5. 引き続きジョブに追加の設定を追加し、確認してジョブを作成します。追加の設定については、以
下を参照してください。
• ジョブのロールアウト設定と中止設定 (p. 715)
• ジョブ実行タイムアウト設定と再試行の設定 (p. 716)

Fleet Hub Web アプリケーションを使用して、ジョブテンプレートからジョブを作成することもできま
す。Fleet Hub でのジョブの作成の詳細については、Fleet Hub for AWS IoT Device Management でのジョ
ブテンプレートの操作を参照してください。

ジョブテンプレートを削除する
ジョブテンプレートを削除するには、まず、AWS IoT コンソールの [Job templates] (ジョブテンプレート)
ハブ に移動し、[Custom templates] (カスタムテンプレート) タブを選択します。削除するジョブテンプ
レートを選択し、[Delete] (削除) をクリックします。
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Note
完全に削除され、ジョブテンプレートは [Custom templates] (カスタムテンプレート) タブに表示
されなくなります。

AWS CLI を使用してカスタムジョブテンプレートを作成する
このトピックでは、AWS CLI を使用してジョブテンプレートの作成、削除、詳細情報の取得を行う方法に
ついて説明します。

一からジョブテンプレートを作成する
次の AWS CLI コマンドは、S3 バケットに保存されているジョブドキュメント (job-document.json)
と、Amazon S3 からファイルをダウンロードするためのアクセス許可を持つロール (S3DownloadRole)
を使用してジョブを作成する方法を示しています。

aws iot create-job-template \
--job-template-id 010 \
--document-source https://s3.amazonaws.com/my-s3-bucket/job-document.json \
--timeout-config inProgressTimeoutInMinutes=100 \
--job-executions-rollout-config "{ \"exponentialRate\": { \"baseRatePerMinute\":
50, \"incrementFactor\": 2, \"rateIncreaseCriteria\": { \"numberOfNotifiedThings\": 1000,
\"numberOfSucceededThings\": 1000}}, \"maximumPerMinute\": 1000}" \
--abort-config "{ \"criteriaList\": [ { \"action\": \"CANCEL\", \"failureType\":
\"FAILED\", \"minNumberOfExecutedThings\": 100, \"thresholdPercentage\": 20}, { \"action
\": \"CANCEL\", \"failureType\": \"TIMED_OUT\", \"minNumberOfExecutedThings\": 200,
\"thresholdPercentage\": 50}]}" \
--presigned-url-config "{\"roleArn\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/S3DownloadRole
\", \"expiresInSec\":3600}"

オプションの timeout-config パラメータは、各デバイスがジョブの実行を終了する必要のある時間を
指定します。ジョブの実行ステータスが IN_PROGRESS に設定されると、タイマーが開始されます。タイ
マーが時間切れになるまでにジョブの実行ステータスが別の終了状態に設定されない場合は、TIMED_OUT
に設定されます。
進捗タイマーは更新できず、ジョブのすべての実行に適用されます。ジョブの実行がこの間隔より長時
間、IN_PROGRESS ステータスのままになるたびに、ジョブの実行は失敗し、終了ステータス TIMED_OUT
に切り替わります。AWS IoT は MQTT 通知も発行します。
ジョブロールアウトと中止に関する設定の作成の詳細については、「ジョブのロールアウトと中止設定」
を参照してください。

Note
ジョブを作成するときに、Amazon S3 ファイルとして指定されたジョブドキュメントが取得され
ます。ジョブを作成した後でジョブドキュメントのソースとして使用した Amazon S3 ファイル
の内容を変更しても、ジョブのターゲットに送信されるものは変更されません。

既存のジョブからジョブテンプレートを作成する
以下の AWS CLI コマンドは、既存のジョブの Amazon リソースネーム (ARN) を指定してジョブテンプ
レートを作成します。新しいジョブテンプレートでは、ジョブで指定されたすべての設定が使用されま
す。必要に応じて、任意のオプションのパラメータを使用して既存のジョブの構成を変更できます。

aws iot create-job-template \
--job-arn arn:aws:iot:region:123456789012:job/job-name
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--timeout-config inProgressTimeoutInMinutes=100

ジョブテンプレートの詳細を取得する
以下の AWS CLI コマンドは、指定されたジョブテンプレートの詳細を取得します。

aws iot describe-job-template \
--job-template-id template-id

コマンドによって以下の出力が表示されます。

{

}

"abortConfig": {
"criteriaList": [
{
"action": "string",
"failureType": "string",
"minNumberOfExecutedThings": number,
"thresholdPercentage": number
}
]
},
"createdAt": number,
"description": "string",
"document": "string",
"documentSource": "string",
"jobExecutionsRolloutConfig": {
"exponentialRate": {
"baseRatePerMinute": number,
"incrementFactor": number,
"rateIncreaseCriteria": {
"numberOfNotifiedThings": number,
"numberOfSucceededThings": number
}
},
"maximumPerMinute": number
},
"jobTemplateArn": "string",
"jobTemplateId": "string",
"presignedUrlConfig": {
"expiresInSec": number,
"roleArn": "string"
},
"timeoutConfig": {
"inProgressTimeoutInMinutes": number
}

ジョブテンプレートを一覧表示する
以下の AWS CLI コマンドは、AWS アカウント のすべてのジョブテンプレートを一覧表示します。

aws iot list-job-templates
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コマンドによって以下の出力が表示されます。

{

}

"jobTemplates": [
{
"createdAt": number,
"description": "string",
"jobTemplateArn": "string",
"jobTemplateId": "string"
}
],
"nextToken": "string"

結果の追加ページを取得するには、nextToken フィールドの値を使用します。

ジョブテンプレートを削除する
以下の AWS CLI コマンドは、指定されたジョブテンプレートを削除します。

aws iot delete-job-template \
--job-template-id template-id

コマンドは出力を表示しません。

カスタムジョブテンプレートからジョブを作成する
以下の AWS CLI コマンドは、カスタムジョブテンプレートからジョブを作成します。これは、thingOne
というデバイスをターゲットとし、ジョブのベースとして使用するジョブテンプレートの Amazon リソー
スネーム (ARN) を指定します。create-job コマンドの関連パラメータを渡すことで、タイムアウトや
キャンセルの設定といった詳細設定を上書きできます。

Warning
document-parameters オブジェクトは、AWS 管理テンプレートからジョブを作成する場合の
み create-job コマンドで使用する必要があります。このオブジェクトをカスタムジョブテンプ
レートに使用しないでください。このパラメータを使用してジョブを作成する方法を示す例につ
いては、「管理テンプレートを使用してジョブを作成する (p. 708)」を参照してください。
aws iot create-job \
--targets arn:aws:iot:region:123456789012:thing/thingOne \
--job-template-arn arn:aws:iot:region:123456789012:jobtemplate/template-id

ジョブの 設定
指定したターゲットにデプロイするジョブごとに、次の追加設定ができます。
• ロールアウト: この設定では、毎分ジョブドキュメントを受信するデバイスの数を定義します。
• 中止 : 一部のデバイスがジョブ通知を受信しない場合や、デバイスがジョブ実行の失敗を報告する場合
など、ジョブをキャンセルするにはこの設定を使用します。
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• タイムアウト : ジョブの実行の開始後、特定の期間内にジョブターゲットから応答が受信されない場
合、ジョブが失敗する可能性があります。
• 再試行 : ジョブの実行を完了しようとしたときにデバイスが失敗を報告した場合、またはジョブの実行
がタイムアウトした場合は、この設定を使用してデバイスのジョブ実行を再試行できます。
これらの設定を使用すると、ジョブ実行のステータスをモニタリングし、不正な更新がフリート全体に送
信されるのを防ぐことができます。
トピック
• ジョブ設定の仕組み (p. 715)
• 追加の設定を指定する (p. 719)

ジョブ設定の仕組み
ジョブのデプロイ時にロールアウト設定と中止設定を使用し、タイムアウトと再試行設定をジョブの実行
に使用します。以下のセクションに、これらの設定の仕組みの詳細を示します。
トピック
• ジョブのロールアウト設定と中止設定 (p. 715)
• ジョブ実行タイムアウト設定と再試行の設定 (p. 716)

ジョブのロールアウト設定と中止設定
ジョブロールアウト設定および中止の設定を使用して、ジョブドキュメントを毎分受信するデバイスの数
を定義できます。また、特定の数のデバイスがジョブドキュメントを受信しない場合にジョブをキャンセ
ルする基準も定義できます。

ジョブのロールアウト設定
保留中のジョブの実行がターゲットに通知される速度を指定できます。また、ステージングされたロール
アウトを作成し、更新、再起動、その他のオペレーションをよりよく管理できます。ターゲットの通知方
法を指定するには、ジョブのロールアウトレートを使用します。

ジョブロールアウトレート
一定のロールアウトレートまたは指数関数的ロールアウトレートを使用して、ロールアウト設定を作成で
きます。1 分あたりに通知するジョブターゲットの最大数を指定するには、一定のロールアウトレートを
使用します。
さまざまな基準としきい値が満たされると、指数関数的ロールアウトレートを使用して AWS IoT
ジョブをデプロイできます。失敗したジョブの数が、指定した基準のセットと一致する場合、ジョ
ブのロールアウトをキャンセルできます。ジョブのロールアウトレート基準は、ジョブを作成時
に、JobExecutionsRolloutConfig オブジェクトを使用して設定します。ジョブの中止基準も、ジョ
ブの作成時に、AbortConfig オブジェクトを使用して設定します。
次の例は、ロールアウトレートの仕組みを示しています。例えば、基本レートが 50 分あたり、増分係数
2、通知および成功したデバイスの数がそれぞれ 1000 のジョブロールアウトは、次のように機能します :
ジョブは、1 分あたり 50 のジョブ実行の割合で開始され、1000 個のモノがジョブの実行通知を受信する
か、1000 のジョブ実行が成功するまでその割合で継続されます。
次の表で、最初の 4 つのインクリメントでロールアウトを進める方法を示します。
分あたりのロールアウトレート

50
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レートの増加を満たすための通知されたデ
バイス数または成功したジョブ実行数

1000

2000

3000

4000

モノの動的グループを使用した継続的ジョブのジョブロールアウトレート
継続的なジョブを使用してフリートでリモートオペレーションを展開する場合、AWS IoT Jobs は、ター
ゲットグループ内のデバイスに対してジョブ実行をロールアウトします。モノの動的グループに新たに追
加されたデバイスについては、ジョブ作成後もこれらのジョブ実行が新たに追加されたデバイスに対して
引き続きロールアウトされます。
ロールアウト設定では、ジョブが作成されるまでグループに追加されたデバイスのみ、ロールアウトレー
トを制御できます。ジョブが作成されると、新しいデバイスについては、デバイスがターゲットグループ
に参加するとすぐに、ジョブの実行がほぼリアルタイムで作成されます。

ジョブの中止設定
この設定を使用して、デバイスのしきい値の割合がその基準を満たした場合にジョブをキャンセルする基
準を作成します。例えば、次の場合にこの設定を使用してジョブをキャンセルできます :
• デバイスのしきい値の割合がジョブ実行通知を受信しない場合（デバイスが OTA アップデートに対応し
ていない場合など）。この場合、デバイスは REJECTED ステータスを報告します。
• S3 URL からジョブドキュメントをダウンロードしようとしたときにデバイスが切断された場合など、
デバイスのしきい値の割合がジョブ実行の失敗を報告した場合。このような場合、デバイスを FAILURE
ステータスを AWS IoT にレポートするようにプログラムする必要があります。
• ジョブの実行が開始された後、デバイスのしきい値の割合でジョブ実行がタイムアウトし TIMED_OUT
ステータスが報告された場合。
• 複数の再試行が失敗した場合。再試行設定を追加すると、再試行のたびに AWS アカウント に追加料金
が発生することがあります。このような場合、ジョブをキャンセルすると、キューに入れられたジョブ
の実行がキャンセルされ、これらの実行の再試行を回避できます。再試行設定と、中止設定との使用の
詳細については、「ジョブ実行タイムアウト設定と再試行の設定 (p. 716)」を参照してください。
ジョブの中止条件を設定するには、AWS IoT コンソールまたは AWS IoT ジョブ API を使用します。

ジョブ実行タイムアウト設定と再試行の設定
ジョブ実行タイムアウト設定を使用して、ジョブの実行が設定された期間より長く進行中の場合 ジョブの
通知 (p. 730) を送信します。ジョブが失敗またはタイムアウトしたときに実行を再試行するには、ジョ
ブ実行リトライ設定を使用します。

ジョブ実行タイムアウトの設定
ジョブ実行タイムアウト設定を使用すると、予期せず長時間、ジョブの実行が IN_PROGRESS ステータス
のままになるたびに、通知を受けることができます。ジョブが IN_PROGRESS のとき、ジョブ実行の進行
状況をモニタリングできます。

ジョブタイムアウトのタイマー
タイマーには、進捗タイマーとステップタイマーの 2 種類があります。
進捗タイマー
ジョブまたはジョブテンプレートを作成するときに、進捗タイマーの値を 1 分から 7 日間の間で指定で
きます。ジョブ実行の開始まで、このタイマーの値を更新できます。タイマーが開始されると、タイマー
は更新できず、タイマー値はジョブのすべての実行に適用されます。ジョブの実行がこの間隔より長時
間、IN_PROGRESS ステータスのままになるたびに、ジョブの実行は失敗し、終了ステータス TIMED_OUT
に切り替わります。AWS IoT は MQTT 通知も発行します。
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ステップタイマー
更新するジョブ実行のみに適用されるステップタイマーを設定することもできます。このタイマーは、進
捗タイマーには影響を与えません。ジョブの実行を更新するたびに、このステップタイマーに新しい値を
設定できます。モノに対して保留中の次のジョブ実行を開始するときに、新しいステップタイマーを作成
することもできます。ジョブの実行がステップタイマーの間隔より長い間、IN_PROGRESS ステータスの
ままになる場合、ジョブの実行は失敗し、終了ステータス TIMED_OUT に切り替わります。

Note
進捗タイマーは、AWS IoT コンソールまたは AWS IoT ジョブ API を使用して設定します。ス
テップタイマーを指定するには、API を使用します。

ジョブタイムアウトのタイマーの仕組み
以下の図は、20 分のタイムアウト期間の間に、進捗タイムアウトとステップタイムアウトが相互に影響を
与えている例を示しています。

以下は異なるステップを示します。
1. 12:00
新しいジョブが作成され、ジョブの作成時に 20 分の進捗タイマーが開始されます。進捗タイマーが開
始され、ジョブの実行が IN_PROGRESS に切り替えられます。
2. 午後 12:05
値 7 分の新しいステップタイマーを作成します。ジョブの実行は午後 12:12 にタイムアウトします。
3. 午後 12:10
値 5 分の新しいステップタイマーを作成します。新しいステップタイマーが作成されると、前のステッ
プタイマーは破棄され、ジョブの実行は午後 12:15 にタイムアウトになります。
4. 午後 12:13
値 9 分の新しいステップタイマーを作成します。前のステップタイマーは破棄され、進捗タイマーが
午後 12:20 にタイムアウトするため、ジョブの実行は午後 12:20 にタイムアウトします。ステップタイ
マーは、進捗タイマーによって作成された絶対限度時間を超えることはできません。
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ジョブ実行再試行設定
再試行設定を使用して、特定の条件セットが満たされたときにジョブの実行を再試行できます。再試行
は、ジョブがタイムアウトしたとき、またはデバイスで失敗が発生したときに試行できます。タイムアウ
ト失敗が原因で実行を再試行するには、タイムアウト設定を有効にする必要があります。
再試行設定の使用方法
次に、再試行設定の使用方法を示します。
1. FAILED、TIMED_OUT、または両方の失敗基準に対して再試行設定を使用するかどうかを決定しま
す。TIMED_OUT ステータスの場合、ステータスが報告された後、AWS IoT ジョブは、デバイスのジョ
ブ実行を自動的に再試行します。
2. FAILED ステータスの場合、ジョブの実行失敗を再試行できるかどうかを確認します。再試行可能な場
合は、FAILURE ステータスを AWS IoT に報告するようデバイスをプログラムします。次のセクション
では、再試行可能な失敗と復元不可能な失敗について詳しく説明します。
3. 前述の情報を使用して、各失敗タイプに使用する再試行回数を指定します。1 つのデバイスに対して、
両方の失敗タイプを合わせて最大 10 回の再試行を指定できます。再試行は、実行が成功したとき、ま
たは指定された試行回数に達すると、自動的に停止します。
4. 繰り返し再試行が失敗した場合にジョブをキャンセルする中止設定を追加して、再試行回数が多い場合
に追加料金が発生しないようにします。
再試行と中止設定
再試行のたびに、AWS アカウント に追加料金が発生します。繰り返しの再試行失敗による追加料金が
発生しないように、中止設定を追加することを推奨します。料金の詳細については、「AWS IoT Device
Management の料金」を参照してください。
デバイスのしきい値が高い割合でタイムアウトしたり、失敗を報告したりすると、複数の再試行が失敗す
ることがあります。この場合、中止設定を使用してジョブをキャンセルし、キューに入っているジョブの
実行やそれ以上の再試行を回避できます。

Note
ジョブ実行をキャンセルするための中止基準が満たされた場合のみ、QUEUED ジョブ実行はキャ
ンセルされます。デバイスのキューに入れられた再試行は試行されません。ただし、現在の
IN_PROGRESS ステータスのジョブ実行はキャンセルされません。
失敗したジョブ実行を再試行する前に、以下のセクションで説明するように、ジョブ実行の失敗が再試行
可能かどうかをチェックすることを推奨します。
FAILED の失敗タイプの再試行
FAILED の失敗タイプの再試行をする場合は、失敗したジョブ実行の FAILURE ステータスを AWS IoT に
レポートするようにデバイスがプログラムされている必要があります。また、FAILED ジョブを再試行す
る条件再試行設定で設定し、また再試行回数を指定する必要があります。AWS IoT ジョブが FAILURE ス
テータスを検出した場合、デバイスのジョブ実行を自動的に再試行します。再試行は、ジョブの実行が成
功するか、最大再試行回数に達するまで継続されます。
各再試行とこれらのデバイスで実行されているジョブを追跡できます。実行ステータスを追跡すること
で、指定した回数の再試行が試行された後、デバイスを使用して失敗を報告し、別の再試行を開始できま
す。
再試行可能な失敗と復元不可能な失敗
ジョブ実行の失敗は、再試行可能または復元不可能の可能性があります。再試行するたびに、AWS アカ
ウント に料金が発生します。複数の再試行による追加料金が発生しないようにするには、まず、ジョブ実
行の失敗が再試行可能かどうかをチェックすることを検討してください。再試行可能な失敗の例には、S3
URL からジョブドキュメントをダウンロードしようとしたときにデバイスに発生する接続エラーが含まれ
ます。ジョブ実行の失敗が再試行可能な場合は、デバイスをプログラムして、ジョブの実行に失敗した場
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合に FAILURE ステータスを報告するように設定し、再試行設定で FAILED 実行を再試行するように設定
します。
実行を再試行できない場合、ジョブの実行を再試行し、アカウントに追加料金が発生する可能性を回避す
るために、デバイスを REJECTED ステータスを AWS IoT に報告するようプログラムすることを推奨しま
す。再試行不可能な障害の例としては、デバイスがジョブの更新を受信できない場合や、ジョブの実行
中にメモリエラーが発生した場合などがあります。このような場合、AWS IoT ジョブは FAILED または
TIMED_OUT のステータスを検出した場合にのみジョブの実行を再試行するため、ジョブの実行を再試行
しません。
ジョブ実行の失敗が再試行可能であると判断した後、再試行が失敗する場合は、デバイスログを確認する
ことを検討してください。
TIMEOUT の失敗タイプの再試行
ジョブの作成時にタイムアウトを有効にした場合、AWS IoT ジョブは、ステータスが IN_PROGRESS から
TIMED_OUT に変更されたときに、デバイスのジョブ実行を再試行します。このステータスの変化は、進
捗タイマーがタイムアウトしたとき、または指定したステップタイマーが IN_PROGRESS である場合に発
生し、その後タイムアウトします。再試行は、ジョブの実行が成功するか、この失敗タイプの再試行の最
大回数に達するまで継続されます。
継続的なジョブとモノグループメンバーシップの更新
継続的なジョブのジョブステータスが IN_PROGRESS の場合、モノグループメンバーシップが更新される
と、再試行回数はゼロにリセットされます。例えば、再試行を 5 回指定し、3 回の再試行がすでに実行さ
れているとします。モノがモノグループから削除され、ダイナミックモノグループの場合など、モノがグ
ループに再登録すると、再試行回数はゼロにリセットされます。これで、残りの 2 回の試行ではなく、モ
ノグループに対して 5 回の再試行を実行できます。さらに、モノがモノグループから削除されると、追加
の再試行がキャンセルされます。

追加の設定を指定する
ジョブまたはジョブテンプレートを作成する場合、これらの追加設定を指定できます。次に、これらの設
定を指定できる時期を示します。
• カスタムジョブテンプレートの作成時 テンプレートからジョブを作成するときに、指定した追加の構成
設定が保存されます。
• ジョブファイルを使用したカスタムジョブの作成時 ジョブファイルには、S3 バケットにアップロード
される JSON ファイルを使用できます。
• カスタムジョブテンプレートを使用したカスタムジョブの作成時 テンプレートにこれらの設定が既に指
定されている場合は、それらを再利用するか、新しい構成設定を指定して上書きできます。
• AWS 管理テンプレートを使用したカスタムジョブの作成時
トピック
• AWS Management Console を使用して、ジョブ設定を指定します。 (p. 719)
• AWS IoT ジョブ API を使用して、ジョブ設定を指定します。 (p. 721)

AWS Management Console を使用して、ジョブ設定を指定しま
す。
AWS IoT コンソールを使用して、ジョブにさまざまな設定を追加できます。ジョブを作成した後、ジョブ
設定のステータスの詳細を [job details] (ジョブ詳細) ページで確認できます。さまざまな設定とその動作の
詳細については、「ジョブ設定の仕組み (p. 715)」を参照してください。
ジョブまたはジョブテンプレートを作成するときに、ジョブ設定を追加します。
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カスタムジョブテンプレートの作成時
カスタムジョブテンプレートの作成時にロールアウト設定を指定するには
1. AWS IoT コンソールの [Job templates hub] (ジョブテンプレートハブ) に移動し、[Create job template]
(ジョブテンプレートの作成) を選択します。
2. ジョブテンプレートのプロパティを指定し、ジョブドキュメントを指定し、追加する設定を展開して、
設定パラメータを指定します。
カスタムジョブの作成時
カスタムジョブの作成時にロールアウト設定を指定するには
1. AWS IoT コンソールの [Job hub] (ジョブハブ) に移動し、[Create job] (ジョブの作成) を選択します。
2. [Create a custom job] (カスタムジョブの作成) を選択し、ジョブのプロパティ、ターゲット、および
ジョブドキュメントにジョブファイルまたはテンプレートを使用するかどうかを指定します。カスタム
テンプレートまたは AWS 管理テンプレートを使用できます。
3. ジョブ設定を選択し、[Rollout configuration] (ロールアウト設定) を展開し、[Constant rate] (一定のレー
ト) または [Exponential rate] (指数関数的レート) を使用するかどうか指定します。次に、設定パラメー
タを指定します。
次のセクションでは、各設定に指定できるパラメータを示します。

ロールアウト設定
一定のロールアウトレートを使用するか、指数関数的レートを使用するかを指定できます。
• 一定のロールアウトレートを設定する
ジョブ実行の一定レートを設定するには、[Constant rate] (一定レート) を選択し、[Maximum per
minute] (1 分あたりの最大数) でレートの上限を指定します。この値はオプションで、1～1000 の範囲で
す。設定しないと、デフォルト値として 1000 が使用されます。
• 指数関数的なロールアウトレートを設定する
指数関数的レートを設定するには、[Exponential rate] (指数関数的レート) を選択し、次に、パラメータ
を指定します。
• 1 分あたりのベースレート
[Number of notified devices] (通知されたデバイスの数) または[Number of succeeded devices] (成功し
たデバイスの数) が [Rate increase criteria] (レート上げ基準) のしきい値を満たすまでジョブが実行さ
れるレート。
• 増分係数
ロールアウトレートが、[Number of notified devices] (通知されたデバイスの数) または[Number of
succeeded devices] (成功したデバイスの数) が [Rate increase criteria] (レート上げ基準) のしきい値を
満たした後にロールアウトレートが増加する指数係数。
• レート上げ基準
[Number of notified devices] (通知されたデバイスの数) または[Number of succeeded devices] (成功し
たデバイスの数) どちらかのしきい値。

中止設定
[Add new configuration] (新しい設定の追加) を選択し、各設定の以下のパラメータを指定します。
• 失敗タイプ
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ジョブの中止を開始する失敗の種類を指定します。[FAILED] (失敗)、[REJECTED] (拒
否)、[TIMED_OUT] (タイムアウト)、または [ALL] (すべて) が含まれます。
• 増分係数
ジョブ中止基準が満たされる前に、完了が必要なジョブの数を指定します。
• しきい値割合
ジョブ中止を開始する、実行されたモノの合計数を指定します。

タイムアウト設定
デフォルトでは、タイムアウトはなく、ジョブの実行はキャンセルまたは削除されます。タイムアウトを
使用するには、[Enable timeout] (タイムアウトを有効にする) を選択し、1 分から 7 日の間のタイムアウト
値を指定します。

再試行設定
Note
ジョブの作成後は、再試行回数は更新できません。すべての失敗タイプの再試行設定のみを削除
できます。ジョブを作成するときは、設定に使用する適切な再試行回数を考慮してください。再
試行失敗の可能性による過剰なコストが発生しないようにするには、中止設定を追加します。
[Add new configuration] (新しい設定の追加) を選択し、各設定の以下のパラメータを指定します。
• 失敗タイプ
ジョブ実行の再試行をトリガーする失敗の種類を指定します。[Failed] (失敗)、[Timeout] (タイムアウ
ト)、[All] (すべて) が含まれます。
• 再試行回数
選択した [Failure type] (失敗タイプ) の再試行回数を指定します。両方の失敗タイプを組み合わせると、
最大 10 回の再試行が可能です。

AWS IoT ジョブ API を使用して、ジョブ設定を指定します。
[CreateJob] (ジョブの作成) または[CreateJobTemplate] (ジョブテンプレートの作成) API を使用し
てさまざまなジョブ設定を指定できます。以下にその設定を追加する方法を示します。設定を追加
後、[JobExecutionSummary] (ジョブ実行概要) および [JobExecutionSummaryForJob] (ジョブ用のジョブ
実行概要) を使用して、そのステータスを表示します。
さまざまな設定とその動作の詳細については、「ジョブ設定の仕組み (p. 715)」を参照してください。

ロールアウト設定
ロールアウト設定には、一定のロールアウトレートまたは指数関数的なロールアウトレートを指定できま
す。
• 一定のロールアウトレートを設定する
一定のロールアウトレートを設定するには、JobExecutionsRolloutConfig オブジェクトを使用し
てmaximumPerMinute パラメータを CreateJob リクエストに追加します。このパラメータはジョブ
実行が発生するレートの上限を指定します。この値はオプションで、1～1000 の範囲です。値を設定し
ないと、デフォルト値として 1000 が使用されます。
"jobExecutionsRolloutConfig": {
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}

"maximumPerMinute": 1000

• 指数関数的なロールアウトレートを設定する
可変ジョブロールアウトレートを設定するには、JobExecutionsRolloutConfig オブジェクトを使
用します。CreateJob API オペレーション実行時の ExponentialRolloutRate プロパティを設定で
きます。次の例では、exponentialRate パラメータを使用して指数関数的ロールアウトレートを設定
します。パラメータの詳細については、「ExponentialRolloutRate」を参照してください。
{
...
"jobExecutionsRolloutConfig": {
"exponentialRate": {
"baseRatePerMinute": 50,
"incrementFactor": 2,
"rateIncreaseCriteria": {
"numberOfNotifiedThings": 1000,
"numberOfSucceededThings": 1000
},
"maximumPerMinute": 1000
}
}
...
}

パラメータが以下の場合 :
baseRatePerMinute
numberOfNotifiedThings または numberOfSucceededThings しきい値に達するまで、ジョブ
を実行するレートを指定します。
incrementFactor
numberOfNotifiedThings または numberOfSucceededThings しきい値に達した後にロールア
ウトレートを増加する指数係数を指定します。
rateIncreaseCriteria
numberOfNotifiedThings または numberOfSucceededThings しきい値のいずれかを指定しま
す。

中止設定
API を使用してこの設定を追加するには、CreateJob または CreateJobTemplate API オペレーション
を実行するときの AbortConfig パラメータを指定します。次の例は、CreateJob API オペレーション
で指定された複数回失敗した実行のジョブロールアウトに対する中止設定を示しています。

Note
ジョブ実行を削除すると、完了した実行の合計数の計算値に影響します。ジョブを中止すると
き、サービスは自動で comment と reasonCode を作成し、ジョブ中止のキャンセルとユーザー
によるキャンセルを区別します。
"abortConfig": {
"criteriaList": [
{
"action": "CANCEL",
"failureType": "FAILED",
"minNumberOfExecutedThings": 100,
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},
{

}

]

}

"thresholdPercentage": 20
"action": "CANCEL",
"failureType": "TIMED_OUT",
"minNumberOfExecutedThings": 200,
"thresholdPercentage": 50

パラメータが以下の場合 :
アクション
中止基準が満たされたときに実行するアクションを指定します。このパラメータは必須であ
り、CANCEL が唯一の有効な値です。
failureType
ジョブの中止を開始する失敗の種類を指定します。有効な値
は、FAILED、REJECTED、TIMED_OUT、および ALL です。
minNumberOfExecutedThings
ジョブ中止基準が満たされる前に、完了が必要なジョブの数を指定します。この例では、AWS IoT
は、ジョブ実行が完了しているデバイスが少なくとも 100 個になるまで、ジョブ中止が必要かどうか
をチェックしません。
thresholdPercentage
ジョブ中止を開始する、ジョブが実行されたモノの合計数を指定します。この例では、AWS IoT は順
番にチェックし、しきい値の割合が満たされた場合にジョブ中止を開始します。100 回の実行が完了
した後に完了した実行の 20% 以上が失敗した場合、ジョブのロールアウトはキャンセルされます。こ
の基準が満たされない場合、AWS IoT は、200 回の実行が完了した後に完了した実行の 50% 以上が
タイムアウトしたかどうかを確認します。この場合、ジョブのロールアウトがキャンセルされます。

タイムアウト設定
API を使用してこの設定を追加するには、CreateJob または CreateJobTemplate API オペレーション
を実行するときの TimeoutConfig パラメータを指定します。
タイムアウト設定を使用するには
1. ジョブまたはジョブテンプレートの作成時に進捗タイマーを設定するには、オプションの
TimeoutConfig オブジェクトの inProgressTimeoutInMinutes プロパティの値を設定します。
"timeoutConfig": {
"inProgressTimeoutInMinutes": number

}

2. ジョブ実行のステップタイマーを設定するには、UpdateJobExecution を呼び出すときの
stepTimeoutInMinutesの値を設定します。ステップタイマーは更新するジョブ実行にのみ適用され
ます。ジョブの実行を更新するたびに、このタイマーに新しい値を設定できます。

Note
UpdateJobExecution は、値 -1 の新しいステップタイマーを作成することで、すでに作成
されたステップタイマーを破棄することもできます。
{

...
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}

"statusDetails": {
"string" : "string"
},
"stepTimeoutInMinutes": number

3. 新しいステップタイマーを作成するには、StartNextPendingJobExecution API オペレーションを呼び出
すこともできます。

再試行設定
Note
ジョブを作成するときは、設定に使用する適切な再試行回数を考慮してください。再試行失敗の
可能性による過剰なコストが発生しないようにするには、中止設定を追加します。ジョブの作成
後は、再試行回数は更新できません。UpdateJob API オペレーションを使用する場合、再試行回
数は 0 のみに設定できます。
API を使用してこの設定を追加するには、CreateJob または CreateJobTemplate API オペレーション
を実行するときの jobExecutionsRetryConfig パラメータを指定します。
{
...
"jobExecutionsRetryConfig": {
"criteriaList": [
{
"failureType": "string",
"numberOfRetries": number
}
]
}
...
}

criteriaList は、ジョブの失敗タイプごとに許可される再試行回数を決定する基準のリストを指定する配列
です。

デバイスとジョブ
デバイスは、MQTT、HTTP 署名バージョン 4、または HTTP TLS を使用して、AWS IoT Jobs と
通信できます。デバイスが AWS IoT Jobs と通信するときに使用するエンドポイントを決定するに
は、DescribeEndpoint コマンドを実行します。例えば、次のコマンドを実行するとします。
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS

以下のような応答が得られます。
{
}

"endpointAddress": "a1b2c3d4e5f6g7-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com"

MQTT プロトコルを使用する
デバイスは、MQTT プロトコルを使用して AWS IoT Jobs と通信できます。デバイスは MQTT トピックに
登録して新規ジョブの通知を受け、AWS IoT ジョブサービスからのレスポンスを受け取ります。デバイス
は、MQTT トピックを発行して、ジョブの実行状態をクエリまたは更新します。各デバイスには、全般的
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な MQTT トピックがあります。MQTT トピックのパブリッシュとサブスクライブの詳細については、「デ
バイス通信プロトコル (p. 83)」を参照してください。
この通信方法では、デバイスはデバイス固有の証明書とプライベートキーを使用して、AWS IoT Jobs に
対して認証します。
デバイスは次のトピックをサブスクライブできます。thing-name はデバイスに関連付けられたモノの名
前です。
• $aws/things/thing-name/jobs/notify
このトピックをサブスクライブして、保留中のジョブ実行のリストに対してジョブ実行が追加または削
除されたときに、通知を受け取ります。
• $aws/things/thing-name/jobs/notify-next
このトピックをサブスクライブして、次の保留中のジョブ実行が変更されたときに、通知を受け取りま
す。
• $aws/things/thing-name/request-name/accepted
AWS IoT ジョブサービスは MQTT トピックで、成功と失敗のメッセージを発行します。このトピック
は、accepted または rejected を、リクエストを行うために使用されたトピックに追加することで
構成されます。ここで、request-name は Get のようなリクエスト名で、トピックは $aws/things/
myThing/jobs/get である可能性があります。AWS IoTジョブは成功メッセージを $aws/things/
myThing/jobs/get/accepted トピックに公開します。
• $aws/things/thing-name/request-name/rejected
ここで、request-name は Get のようなリクエスト名です。リクエストが失敗した場合、AWS IoT
ジョブは $aws/things/myThing/jobs/get/rejected トピックに失敗のメッセージを公開します｡
以下の HTTPS API を使用することもできます。
• UpdateJobExecution API を呼び出してジョブ実行のステータスを更新します。
• DescribeJobExecution API を呼び出してジョブ実行のステータスをクエリします。
• GetPendingJobExecutions API を呼び出して保留中のジョブの実行リストを取得します。
• jobId を $next として DescribeJobExecution API を呼び出して次の保留中のジョブ実行を取得し
ます。
• StartNextPendingJobExecution API を呼び出して次の保留中のジョブ実行を取得して開始しま
す。

HTTP 署名バージョン 4 の使用
デバイスは、ポート 443 で HTTP 署名バージョン 4 を使用して AWS IoT Jobs と通信できます。これ
は、AWS SDK と CLI で使用されるメソッドです。これらのツールの詳細については、AWS CLI コマン
ドリファレンス: iot-jobs-data またはAWS SDK とツール、および希望する言語の IotJobsDataPlane セク
ションを参照してください。
この通信方法では、デバイスは IAM 認証情報を使用して AWS IoT Jobs に対して認証します。
この方法では次のコマンドを使用できます。
• DescribeJobExecution
aws iot-jobs-data describe-job-execution ...
• GetPendingJobExecutions
aws iot-jobs-data get-pending-job-executions ...
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• StartNextPendingJobExecution
aws iot-jobs-data start-next-pending-job-execution ...
• UpdateJobExecution
aws iot-jobs-data update-job-execution ...

HTTP TLS の使用
デバイスは、このプロトコルをサポートするサードパーティーのソフトウェアを使用して、ポート 8443
で HTTP TLS を使用して AWS IoT Jobs と通信できます。
この方法では、デバイスは X.509 証明書ベースの認証 (たとえば、デバイス固有の証明書とプライベート
キー) を使用します。
この方法では次のコマンドを使用できます。
• DescribeJobExecution
• GetPendingJobExecutions
• StartNextPendingJobExecution
• UpdateJobExecution

ジョブを処理するデバイスのプログラミング
このセクションの例では、MQTT を使用してデバイスと AWS IoT ジョブサービスの連携を示します。ま
たは、対応する API または CLI コマンドを使用できます。これらの例では、MyThing と呼ばれるデバイ
スが以下の MQTT トピックをサブスクライブすることを想定しています。
• $aws/things/MyThing/jobs/notify または $aws/things/MyThing/jobs/notify-next *
• $aws/things/MyThing/jobs/get/accepted
• $aws/things/MyThing/jobs/get/rejected
• $aws/things/MyThing/jobs/jobId/get/accepted
• $aws/things/MyThing/jobs/jobId/get/rejected
AWS IoT のコード署名を使用している場合は、デバイスコードでコードファイルの署名を確認する必要が
あります。署名は codesign プロパティのジョブドキュメントにあります。コードファイル署名の検証の
詳細については、「Device Agent Sample」を参照してください。
トピック
• デバイスのワークフロー (p. 726)
• ジョブワークフロー (p. 728)
• ジョブの通知 (p. 730)

デバイスのワークフロー
デバイスは、次のいずれかの方法を使用してデバイスが実行するジョブを処理できます。
• 次のジョブを取得する
1.

デバイスが最初にオンラインになると、デバイスの notify-next トピックに登録する必要があり
ます。
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2.

jobId を $next として DescribeJobExecution (p. 753) MQTT API を呼び出して、次のジョブ、そ
のジョブのドキュメント、および statusDetails に保存されている状態を含むその他の詳細を取
得します。ジョブドキュメントにコードファイル署名がある場合、ジョブリクエストの処理を続行
する前に、署名を確認する必要があります。

3.

ジョブステータスを更新するには､UpdateJobExecution (p. 754) MQTT API を呼び出し
ます｡ または、これと前のステップを 1 回の呼び出しで組み合わせるには、デバイスは
StartNextPendingJobExecution (p. 752) を呼び出すことができます。

4.

(オプション) ステップタイマーを追加するには、stepTimeoutInMinutes
または UpdateJobExecution (p. 754) のいずれかを呼び出すときに
StartNextPendingJobExecution (p. 752) の値を設定します。

5.

UpdateJobExecution (p. 754) MQTT API を使用してジョブドキュメントで指定されたアクション
を実行して、ジョブの進行状況を報告します。

6.

この jobId で DescribeJobExecution (p. 753)MQTT API を呼び出して、ジョブ実行のモニ
タリングを続行します。ジョブ実行が削除された場合、DescribeJobExecution (p. 753) は
ResourceNotFoundException を返します。
デバイスがジョブを実行中にジョブ実行がキャンセルされたまたは削除された場合、このデバイス
は有効な状態に復旧することができる必要があります。

7.

ジョブが終了したら、UpdateJobExecution (p. 754) MQTT API を呼び出してジョブのステータス
を更新し、成功または失敗を報告します。

8.

このジョブの実行ステータスが終了状態に変更されたため、実行可能な次のジョブ (存在する場合)
が変更されます。デバイスは、次の保留中のジョブ実行が変更されたことを通知されます。この時
点で、デバイスはステップ 2 の説明に従って続行する必要があります。

デバイスがオンラインのままであれば、ジョブが完了する、または保留中の新しいジョブ実行が追加さ
れたときに、そのジョブ実行データを含む後続の保留中のジョブ実行の通知を引き続き受信します。こ
れが発生すると、デバイスはステップ 2 の説明に従って続行されます。
• 利用可能なジョブから選択
1.

デバイスが最初にオンラインになると、モノの notify トピックに登録する必要があります。

2.

GetPendingJobExecutions (p. 752) MQTT API を呼び出して、保留中のジョブ実行のリストを取得
します。

3.

リストに 1 つ以上のジョブの実行が含まれている場合は、1 つのジョブを選択します。

4.

DescribeJobExecution (p. 753) MQTT API を呼び出して、statusDetails に保存されている状
態を含め、ジョブドキュメントおよびその他の詳細を取得します。

5.

ジョブステータスを更新するには､UpdateJobExecution (p. 754) MQTT API を呼び出します｡ この
コマンドで includeJobDocument フィールドが true に設定されている場合、デバイスは前のス
テップをスキップして、この時点でジョブドキュメントを取得できます。

6.

オプションで、ステップタイマーを追加するには、stepTimeoutInMinutes を呼び出すときに
UpdateJobExecution (p. 754) の値を設定します。

7.

UpdateJobExecution (p. 754) MQTT API を使用してジョブドキュメントで指定されたアクション
を実行して、ジョブの進行状況を報告します。

8.

この jobId で DescribeJobExecution (p. 753)MQTT API を呼び出して、ジョブ実行のモニタリン
グを続行します。デバイスがジョブを実行中にジョブ実行がキャンセルされたまたは削除された場
合、このデバイスは有効な状態に復旧することができる必要があります。

9.

ジョブが終了したら、UpdateJobExecution (p. 754) MQTT API を呼び出してジョブのステータス
を更新し、成功または失敗を報告します。

デバイスがオンラインのままになると、新しい保留中のジョブ実行が利用可能になるとき、保留中の
ジョブの実行がすべて通知されます。これが発生すると、デバイスはステップ 2 の説明に従って続行で
きます。
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デバイスがジョブを実行できない場合は、UpdateJobExecution (p. 754) MQTT API を呼び出してジョブ
のステータスを REJECTED に更新する必要があります｡

ジョブワークフロー
以下に、新しいジョブの開始からジョブ実行の完了ステータスのレポートまで、ジョブワークフローのさ
まざまなステップを示しています。

新しいジョブを開始する
新しいジョブが作成されると、AWS IoT Jobs は各ターゲットデバイスの $aws/things/thing-name/
jobs/notify トピックにメッセージを発行します。
メッセージには、次に示す情報が含まれます。
{

}

"timestamp":1476214217017,
"jobs":{
"QUEUED":[{
"jobId":"0001",
"queuedAt":1476214216981,
"lastUpdatedAt":1476214216981,
"versionNumber" : 1
}]
}

デバイスは、ジョブの実行がキューに入れられたときに、'$aws/things/thingName/jobs/notify'
トピックでこのメッセージを受け取ります。

ジョブ情報を取得する
ジョブの実行に関する詳細情報を取得するには、デバイスは includeJobDocument フィールドを true
に設定して DescribeJobExecution (p. 753) MQTT API を呼び出します (デフォルト)。
リクエストが成功した場合、AWS IoT ジョブサービスは $aws/things/MyThing/jobs/0023/get/
accepted トピックにメッセージを発行します｡
{

}

"clientToken" : "client-001",
"timestamp" : 1489097434407,
"execution" : {
"approximateSecondsBeforeTimedOut": number,
"jobId" : "023",
"status" : "QUEUED",
"queuedAt" : 1489097374841,
"lastUpdatedAt" : 1489097374841,
"versionNumber" : 1,
"jobDocument" : {
< contents of job document >
}
}

リクエストが失敗した場合、AWS IoT ジョブサービスは $aws/things/MyThing/jobs/0023/get/
rejected トピックにメッセージを発行します｡
デバイスにはジョブドキュメントがあるようになり、これを使用してジョブのリモートオペレーションを
実行できます。ジョブドキュメントに Amazon S3 の署名付き URL が含まれている場合、デバイスはその
URL を使用してジョブに必要なファイルをダウンロードできます。
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ジョブの実行ステータスレポート
デバイスがジョブを実行しているときに、UpdateJobExecution (p. 754) MQTT API を呼び出してジョブ
の実行ステータスを更新できます。
たとえば、デバイスは、IN_PROGRESS トピックに次のメッセージを公開することによって、ジョブの実
行ステータスを $aws/things/MyThing/jobs/0023/update に更新することができます。
{

}

"status":"IN_PROGRESS",
"statusDetails": {
"progress":"50%"
},
"expectedVersion":"1",
"clientToken":"client001"

ジョブは、$aws/things/MyThing/jobs/0023/update/accepted トピックまたは $aws/things/
MyThing/jobs/0023/update/rejected トピックにメッセージを公開して応答します｡
{
}

"clientToken":"client001",
"timestamp":1476289222841

デバイスは、StartNextPendingJobExecution (p. 752) を呼び出すことによって以前の 2 つのリクエスト
を組み合わせることができます。これは､次の保留中のジョブ実行を取得して開始し、デバイスがジョブ実
行ステータスを更新できるようにします。このリクエストは、ジョブの実行が保留中の場合にもジョブド
キュメントを返します。
ジョブに TimeoutConfig が含まれている場合、進捗タイマーが開始されます。UpdateJobExecution を呼
び出すときの stepTimeoutInMinutesの値を設定することで、ジョブ実行のステップタイマーを設定
することもできます。ステップタイマーは更新するジョブ実行にのみ適用されます。ジョブの実行を更
新するたびに、このタイマーに新しい値を設定できます。StartNextPendingJobExecution を呼び出すと
きに、ステップタイマーを作成することもできます。ジョブの実行がステップタイマーの間隔より長い
間、IN_PROGRESS ステータスのままになる場合、ジョブの実行は失敗し、終了ステータス TIMED_OUT
に切り替わります。ステップタイマーは、ジョブの作成時に設定した進捗タイマーには影響を与えませ
ん。
status フィールドは、IN_PROGRESS､SUCCEEDED､または FAILED に設定できます。すでにターミナル
状態になっているジョブの実行ステータスは更新できません。

レポート実行の完了
ジョブの実行が終了すると、デバイスは UpdateJobExecution (p. 754) MQTT API を呼び出します。ジョ
ブが正常に行われた場合は、status を SUCCEEDED に設定し､メッセージペイロードの statusDetails
にジョブに関する他の情報を名前と値のペアとして追加します。ジョブの実行が完了すると、進捗タイ
マーとステップタイマーが終了します。
以下に例を示します。
{

"status":"SUCCEEDED",
"statusDetails": {
"progress":"100%"
},
"expectedVersion":"2",
"clientToken":"client-001"
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ジョブが失敗した場合は、status を FAILED に設定し、statusDetails に発生したエラーに関する情
報を追加します。
{

}

"status":"FAILED",
"statusDetails": {
"errorCode":"101",
"errorMsg":"Unable to install update"
},
"expectedVersion":"2",
"clientToken":"client-001"

Note
statusDetails 属性には、任意の数の名前と値のペアを含めることができます。
AWS IoT ジョブサービスがこの更新を受け取ると、$aws/things/MyThing/jobs/notify トピックに
メッセージを発行し、ジョブの実行が完了したことを示します。
{
}

"timestamp":1476290692776,
"jobs":{}

その他のジョブ
デバイスに対して保留中の他のジョブの実行がある場合、それらは $aws/things/MyThing/jobs/
notify に公開されたメッセージに含まれます。
以下に例を示します。
{

}

"timestamp":1476290692776,
"jobs":{
"QUEUED":[{
"jobId":"0002",
"queuedAt":1476290646230,
"lastUpdatedAt":1476290646230
}],
"IN_PROGRESS":[{
"jobId":"0003",
"queuedAt":1476290646230,
"lastUpdatedAt":1476290646230
}]
}

ジョブの通知
AWS IoT ジョブサービスは、ジョブが保留中の場合や、リスト内の最初のジョブ実行が変更された場
合、MQTT メッセージを予約済みトピックに発行します。デバイスは、これらのトピックにサブスクライ
ブすることによって、保留中のジョブを追跡できます。

ジョブ通知タイプ
ジョブ通知は、MQTT トピックに JSON ペイロードとして発行されます。通知は 2 種類あります。
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• ListNotification には、10 を超えない保留中のジョブの実行リストが含まれます。このリスト内の
ジョブ実行のステータス値は IN_PROGRESS または QUEUED です。ステータスによってソートされた後
(IN_PROGRESS ジョブ実行の前に QUEUED ジョブ実行)、キューに入れられた時刻によってソートされ
ます。
ListNotification は、次のいずれかの条件が満たされると必ず発行されます。
• 新しいジョブ実行がキューに登録されたか、非ターミナルステータス (IN_PROGRESS または
QUEUED) に変わった。
• 古いジョブの実行が終了ステータスに変わった
(FAILED、SUCCEEDED、CANCELED、TIMED_OUT、REJECTED、または REMOVED)。
• NextNotification には、キュー内の次の 1 つのジョブ実行に関する概要が含まれています。
NextNotification は、リスト内の最初のジョブ実行が変更されると必ず発行されます。
• 新しいジョブ実行は QUEUED としてリストに追加され、リスト内の最初の項目になります。
• リスト内の最初の項目でない既存のジョブ実行のステータスは、QUEUED から IN_PROGRESS に変
わり、リストにある最初の項目になります。(これは、リスト内に他の IN_PROGRESS ジョブ実行
がない場合や、ステータスが QUEUED から IN_PROGRESS に変わったジョブ実行がリスト内の他の
IN_PROGRESS ジョブ実行より早くキューに登録された場合に発生します)。
• リスト内の最小にあるジョブ実行のステータスがターミナルステータスに変更され、リストから削除
されます。
MQTT トピックのパブリッシュとサブスクライブの詳細については、「the section called “デバイス通信プ
ロトコル” (p. 83)」を参照してください。

Note
ジョブとの通信に HTTP 署名バージョン 4 あるいは HTTP TLS を使用する場合、通知は利用でき
ません。

ジョブの保留
AWS IoT ジョブサービスは、あるジョブの保留中のジョブ実行リストにジョブが追加されたり削除された
りするか、リスト内の最初のジョブ実行が変化すると、MQTT トピックにメッセージを発行します。
• $aws/things/thingName/jobs/notify
• $aws/things/thingName/jobs/notify-next
メッセージには、次のペイロード例が含まれています。
$aws/things/thingName/jobs/notify:
{

"timestamp" : 10011,
"jobs" : {
"IN_PROGRESS" : [ {
"jobId" : "other-job",
"queuedAt" : 10003,
"lastUpdatedAt" : 10009,
"executionNumber" : 1,
"versionNumber" : 1
} ],
"QUEUED" : [ {
"jobId" : "this-job",
"queuedAt" : 10011,
"lastUpdatedAt" : 10011,
"executionNumber" : 1,
"versionNumber" : 0
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}

}

} ]

$aws/things/thingName/jobs/notify-next:
{

}

"timestamp" : 10011,
"execution" : {
"jobId" : "other-job",
"status" : "IN_PROGRESS",
"queuedAt" : 10009,
"lastUpdatedAt" : 10009,
"versionNumber" : 1,
"executionNumber" : 1,
"jobDocument" : {"c":"d"}
}

有効なジョブの実行ステータス値は
QUEUED、IN_PROGRESS、FAILED、SUCCEEDED、CANCELED、TIMED_OUT、REJECTED、REMOVED で
す。
以下の一連の例では、ジョブ実行が作成、および 1 つの状態から別の状態に変更される各トピックに発行
される通知を示しています。
まず、job1 という名の 1 つのジョブが作成されます。この通知は、jobs/notify トピックに発行され
ます。
{

}

"timestamp": 1517016948,
"jobs": {
"QUEUED": [
{
"jobId": "job1",
"queuedAt": 1517016947,
"lastUpdatedAt": 1517016947,
"executionNumber": 1,
"versionNumber": 1
}
]
}

この通知は、jobs/notify-next トピックに発行されます。
{

}

"timestamp": 1517016948,
"execution": {
"jobId": "job1",
"status": "QUEUED",
"queuedAt": 1517016947,
"lastUpdatedAt": 1517016947,
"versionNumber": 1,
"executionNumber": 1,
"jobDocument": {
"operation": "test"
}
}
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別のジョブが作成されると (job2)、この通知が jobs/notify トピックに発行されます。
{

}

"timestamp": 1517017192,
"jobs": {
"QUEUED": [
{
"jobId": "job1",
"queuedAt": 1517016947,
"lastUpdatedAt": 1517016947,
"executionNumber": 1,
"versionNumber": 1
},
{
"jobId": "job2",
"queuedAt": 1517017191,
"lastUpdatedAt": 1517017191,
"executionNumber": 1,
"versionNumber": 1
}
]
}

キューの次のジョブ (jobs/notify-next) が変更されていないため、通知は job1 トピックに発行され
ません。job1 が実行を開始した場合、そのステータスは IN_PROGRESS に変わります。ジョブのリスト
およびキューの次のジョブが変更されないため、通知は発行されません。
3 番目のジョブが追加されると (job3)、この通知が jobs/notify トピックに発行されます。
{

}

"timestamp": 1517017906,
"jobs": {
"IN_PROGRESS": [
{
"jobId": "job1",
"queuedAt": 1517016947,
"lastUpdatedAt": 1517017472,
"startedAt": 1517017472,
"executionNumber": 1,
"versionNumber": 2
}
],
"QUEUED": [
{
"jobId": "job2",
"queuedAt": 1517017191,
"lastUpdatedAt": 1517017191,
"executionNumber": 1,
"versionNumber": 1
},
{
"jobId": "job3",
"queuedAt": 1517017905,
"lastUpdatedAt": 1517017905,
"executionNumber": 1,
"versionNumber": 1
}
]
}

キューの次のジョブがまだ jobs/notify-next であるため、通知は job1 トピックに発行されません。
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job1 が完了すると、そのステータスは SUCCEEDED に変わり、この通知は jobs/notify トピックに発
行されます。
{

}

"timestamp": 1517186269,
"jobs": {
"QUEUED": [
{
"jobId": "job2",
"queuedAt": 1517017191,
"lastUpdatedAt": 1517017191,
"executionNumber": 1,
"versionNumber": 1
},
{
"jobId": "job3",
"queuedAt": 1517017905,
"lastUpdatedAt": 1517017905,
"executionNumber": 1,
"versionNumber": 1
}
]
}

この時点で、job1 はキューから削除され、実行する次のジョブが job2 になります。この通知
は、jobs/notify-next トピックに発行されます。
{

}

"timestamp": 1517186269,
"execution": {
"jobId": "job2",
"status": "QUEUED",
"queuedAt": 1517017191,
"lastUpdatedAt": 1517017191,
"versionNumber": 1,
"executionNumber": 1,
"jobDocument": {
"operation": "test"
}
}

job3 よりも前に job2 の実行を開始する必要がある場合 (非推奨)、job3 のステータスを IN_PROGRESS
に変更できます。この場合、job2 はキューの次のジョブではなくなり、この通知が jobs/notify-next
トピックに発行されます。
{

}

"timestamp": 1517186779,
"execution": {
"jobId": "job3",
"status": "IN_PROGRESS",
"queuedAt": 1517017905,
"startedAt": 1517186779,
"lastUpdatedAt": 1517186779,
"versionNumber": 2,
"executionNumber": 1,
"jobDocument": {
"operation": "test"
}
}
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追加あるいは削除されたジョブがないため、jobs/notify トピックに発行される通知はありません。
デバイスが job2 を拒否し、そのステータスを REJECTED に変更した場合、この通知は jobs/notify ト
ピックに発行されます。
{

}

"timestamp": 1517189392,
"jobs": {
"IN_PROGRESS": [
{
"jobId": "job3",
"queuedAt": 1517017905,
"lastUpdatedAt": 1517186779,
"startedAt": 1517186779,
"executionNumber": 1,
"versionNumber": 2
}
]
}

job3 (まだ進行中) が強制的に削除される場合、この通知は jobs/notify トピックに発行されます。
{
}

"timestamp": 1517189551,
"jobs": {}

この時点で、キューは空です。この通知は、jobs/notify-next トピックに発行されます。
{
}

"timestamp": 1517189551

AWS IoT ジョブ API
AWS IoT ジョブ API は、次のいずれかのカテゴリで使用できます。
• ジョブの管理や制御などの管理タスクに使用される API オペレーション。これは、コントロールプレー
ンです。
• これらのジョブを実行するデバイスに使用される API オペレーション。これは、データプレーンです。
これにより、データの送受信が可能になります。
ジョブの管理と制御には HTTPS プロトコル API を使用します。デバイスは、MQTT または HTTPS プロ
トコル API を使用できます。コントロールプレーンは、ジョブの作成と追跡の際に一般的な少数の呼び出
しに対応するように設計されています。これは、通常、単一のリクエストの接続を開き、レスポンスが受
信された後で接続を閉じます。データプレーンの HTTPS および MQTT API により、長時間のポーリング
が可能になります。これらの API オペレーションは、数百万のデバイスに拡張できる大量のトラフィック
用に設計されています。
各 AWS IoT ジョブの HTTPS API には対応するコマンドがあり、AWS CLI から API を呼び出すことがで
きます。コマンドは小文字で、API の名前を構成する単語の間にハイフンが付きます。たとえば、CLI で
CreateJob API を呼び出すには、次のように入力します。
aws iot create-job ...
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オペレーション中にエラーが発生した場合は、エラーに関する情報を含むエラーレスポンスが返されま
す。

ErrorResponse
AWS IoT ジョブサービスオペレーション中に発生したエラーに関する情報が含まれます。
以下の例は、このオペレーションの構文を示しています。
{

}

"code": "ErrorCode",
"message": "string",
"clientToken": "string",
"timestamp": timestamp,
"executionState": JobExecutionState

以下は、この ErrorResponse の説明です。
code
ErrorCode を以下に設定できます。
InvalidTopic
リクエストが、任意の API にマップされていない AWS IoT ジョブ名前空間内のトピックに送信
されました。
InvalidJson
リクエストの内容を有効な UTF-8 エンコード JSON として解釈できませんでした。
InvalidRequest
リクエストの内容が無効です。たとえば、このコードは、UpdateJobExecution リクエストに
無効なステータスの詳細が含まれている場合に返されます。メッセージには、エラーに関する詳
細情報が含まれています。
InvalidStateTransition
ジョブの実行のステータスを変更しようとしましたが、ジョブの実行の現在のステータスのた
め、変更後のステータスが無効でした (たとえば、リクエストのステータスを SUCCEEDED
から IN_PROGRESS に変更しようとしました)。この場合、エラーメッセージの本文には
executionState フィールドも含まれます。
ResourceNotFound
リクエストトピックによって指定された JobExecution が存在しません。
VersionMismatch
リクエストで指定された想定バージョンが、AWS IoT ジョブサービスのジョブ実行バージョンと
一致しません。この場合、エラーメッセージの本文には executionState フィールドも含まれ
ます。
InternalError
リクエストの処理中に内部エラーが発生しました。
RequestThrottled
リクエストがスロットリングされました。
TerminalStateReached
ターミナル状態のジョブでジョブについて説明するコマンドが実行されたときに発生します。
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message
エラーメッセージ文字列。
clientToken
リクエストをその応答に関連付けるために使用される任意の文字列。
timestamp
エポックからの秒単位の時間。
executionState
JobExecutionState オブジェクト。このフィールドは、code フィールドの値が
InvalidStateTransition または VersionMismatch の場合にのみ含まれます。これにより、こ
れらの場合、現在のジョブ実行ステータスデータを取得するための別の DescribeJobExecution リ
クエストを実行する必要はありません。
ジョブの API とデータ型は以下の通りです。
• ジョブ管理と制御のデータ型 (p. 737)
• ジョブデバイス MQTT および HTTPS API とデータ型 (p. 750)

ジョブ管理と制御のデータ型
次のコマンドは、CLI または HTTPS プロトコルを介してジョブの管理および制御で使用できます。
• ジョブ管理と制御のデータ型 (p. 737)
• ジョブ管理と制御の API オペレーション (p. 740)
CLI コマンドの endpoint-url パラメータを特定するには、次のコマンドを実行します。
aws iot describe-endpoint --endpoint-type=iot:Jobs

このコマンドは、次の出力を返します。
{
"endpointAddress": "account-specific-prefix.jobs.iot.aws-region.amazonaws.com"
}

Note
ジョブエンドポイントは ALPN z-amzn-http-ca をサポートしていません。

ジョブ管理と制御のデータ型
以下のデータ型は、管理アプリケーションと制御アプリケーションが AWS IoT ジョブと通信するために使
用します。

Job
Job オブジェクトにはジョブの詳細が含まれています。以下は、その構文を示しています。
{

"jobArn": "string",
"jobId": "string",

737

AWS IoT Core デベロッパーガイド
ジョブ管理と制御のデータ型

}

"status": "IN_PROGRESS|CANCELED|SUCCEEDED",
"forceCanceled": boolean,
"targetSelection": "CONTINUOUS|SNAPSHOT",
"comment": "string",
"targets": ["string"],
"description": "string",
"createdAt": timestamp,
"lastUpdatedAt": timestamp,
"completedAt": timestamp,
"jobProcessDetails": {
"processingTargets": ["string"],
"numberOfCanceledThings": long,
"numberOfSucceededThings": long,
"numberOfFailedThings": long,
"numberOfRejectedThings": long,
"numberOfQueuedThings": long,
"numberOfInProgressThings": long,
"numberOfRemovedThings": long,
"numberOfTimedOutThings": long
},
"presignedUrlConfig": {
"expiresInSec": number,
"roleArn": "string"
},
"jobExecutionsRolloutConfig": {
"exponentialRate": {
"baseRatePerMinute": integer,
"incrementFactor": integer,
"rateIncreaseCriteria": {
"numberOfNotifiedThings": integer, // Set one or the other
"numberOfSucceededThings": integer // of these two values.
},
"maximumPerMinute": integer
}
},
"abortConfig": {
"criteriaList": [
{
"action": "string",
"failureType": "string",
"minNumberOfExecutedThings": integer,
"thresholdPercentage": integer
}
]
},
"timeoutConfig": {
"inProgressTimeoutInMinutes": long
}

詳細については、「Job」または「job」を参照してください。

JobSummary
JobSummary オブジェクトにはジョブの概要が含まれています。以下は、その構文を示しています。
{

"jobArn": "string",
"jobId": "string",
"status": "IN_PROGRESS|CANCELED|SUCCEEDED",
"targetSelection": "CONTINUOUS|SNAPSHOT",
"thingGroupId": "string",
"createdAt": timestamp,
"lastUpdatedAt": timestamp,
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}

"completedAt": timestamp

詳細については、「JobSummary」または「job-summary」を参照してください。

JobExecution
JobExecution オブジェクトは､デバイスでのジョブの実行を表します。以下は、その構文を示していま
す。
{

}

"approximateSecondsBeforeTimedOut": 50,
"executionNumber": 1234567890,
"forceCanceled": true|false,
"jobId": "string",
"lastUpdatedAt": timestamp,
"queuedAt": timestamp,
"startedAt": timestamp,
"status": "QUEUED|IN_PROGRESS|FAILED|SUCCEEDED|CANCELED|TIMED_OUT|REJECTED|REMOVED",
"forceCanceled": boolean,
"statusDetails": {
"detailsMap": {
"string": "string" ...
},
"status": "string"
},
"thingArn": "string",
"versionNumber": 123

詳細については、「JobExecution」または「job-execution」を参照してください。

JobExecutionSummary
JobExecutionSummary オブジェクトには､ジョブ実行の概要情報が含まれています。以下は、その構文
を示しています。
{

}

"executionNumber": 1234567890,
"queuedAt": timestamp,
"lastUpdatedAt": timestamp,
"startedAt": timestamp,
"status": "QUEUED|IN_PROGRESS|FAILED|SUCCEEDED|CANCELED|TIMED_OUT|REJECTED|REMOVED"

詳細については、「JobExecutionSummary」または「job-execution-summary」を参照してくださ
い。

JobExecutionSummaryForJob
JobExecutionSummaryForJob オブジェクトには、特定のジョブのジョブ実行に関する情報の概要が含
まれています。以下は、その構文を示しています。
{

"executionSummaries": [
{
"thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyThing",
"jobExecutionSummary": {
"status": "IN_PROGRESS",
"lastUpdatedAt": 1549395301.389,
"queuedAt": 1541526002.609,
"executionNumber": 1
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}

]

},
...

}

詳細については、「JobExecutionSummaryForJob」または「job-execution-summary-for-job」
を参照してください。

JobExecutionSummaryForThing
JobExecutionSummaryForThing オブジェクトには、特定のモノのジョブ実行に関する情報の概要が含
まれています。以下は、その構文を示しています。
{

}

"executionSummaries": [
{
"jobExecutionSummary": {
"status": "IN_PROGRESS",
"lastUpdatedAt": 1549395301.389,
"queuedAt": 1541526002.609,
"executionNumber": 1
},
"jobId": "MyThingJob"
},
...
]

詳細については、「JobExecutionSummaryForThing」または「job-execution-summary-forthing」を参照してください。

ジョブ管理と制御の API オペレーション
次の API オペレーションまたは CLI コマンドを使用します。

AssociateTargetsWithJob
グループを連続ジョブに関連付けます。以下の条件を満たす必要があります。
• ジョブは､targetSelection フィールドを CONTINUOUS に設定して作成しておく必要があります。
• ジョブのステータスは、現在 IN_PROGRESS です。
• ジョブに関連付けられたターゲットの合計数が 100 を超えることはできません。
HTTPS request
POST /jobs/jobId/targets
{
"targets": [ "string" ],
"comment": "string"
}

(詳細については、「AssociateTargetsWithJob」を参照してください)
CLI syntax
aws iot associate-targets-with-job \
--targets <value> \
--job-id <value> \
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[--comment <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

cli-input-json 形式:
{
"targets": [
"string"
],
"jobId": "string",
"comment": "string"
}

(詳細については、「associate-targets-with-job」を参照してください)

CancelJob
ジョブをキャンセルします｡
HTTPS request
PUT /jobs/jobId/cancel
{
"force": boolean,
"comment": "string",
"reasonCode": "string"
}

(詳細については、「CancelJob」を参照してください)
CLI syntax
aws iot cancel-job \
--job-id <value> \
[--force <value>] \
[--comment <value>] \
[--reasonCode <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

cli-input-json 形式:
{

}

"jobId": "string",
"force": boolean,
"comment": "string"

(詳細については、「cancel-job」を参照してください)

CancelJobExecution
デバイスでジョブ実行をキャンセルする。
HTTPS request
PUT /things/thingName/jobs/jobId/cancel
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{
"force": boolean,
"expectedVersion": "string",
"statusDetails": {
"string": "string"
...
}
}

(詳細については、「CancelJobExecution」を参照してください)
CLI syntax
aws iot cancel-job-execution \
--job-id <value> \
--thing-name <value> \
[--force | --no-force] \
[--expected-version <value>] \
[--status-details <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

cli-input-json 形式:
{
"jobId": "string",
"thingName": "string",
"force": boolean,
"expectedVersion": long,
"statusDetails": {
"string": "string"
}
}

(詳細については、「cancel-job-execution」を参照してください)

CreateJob
ジョブを作成します｡ ジョブドキュメントは、Amazon S3 バケット (documentSource パラメータ) また
はリクエストの本文 (document パラメータ) のファイルへのリンクとして提供できます。
オプションの targetSelection パラメータを CONTINUOUSに設定することで、ジョブを連続にするこ
とができます。(デフォルトは SNAPSHOT です。) 連続ジョブは、デバイスが実行され続けているため、グ
ループに追加されるデバイスのオンボードまたはアップグレードに使用できます。ジョブが作成された時
点のグループの内容が完了した後でも、新しく追加されたものに対して実行されます。
ジョブでは、オプションの TimeoutConfig に進捗タイマーの値を設定できます。進捗タイマーは更新でき
ず、ジョブのすべての実行に適用されます。
CreateJob API の引数に対して、次の検証が実行されます。
• targets 引数は、有効なモノまたはモノのグループの ARN のリストでなければなりません。すべての
モノとモノのグループは、AWS アカウント にある必要があります。
• documentSource 引数は、ジョブドキュメント有効な Amazon S3 URL である必要があります｡
Amazon S3 URL はhttps://s3.amazonaws.com/bucketName/objectName という形式です：
• documentSource 引数で指定された URL に格納されているドキュメントは、UTF-8 でエンコードされ
た JSON ドキュメントである必要があります。
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• ジョブドキュメントのサイズは、MQTT メッセージのサイズ (128 KB) と暗号化の制限から､32 KB に制
限されています。
• jobId は、AWS アカウント 内で一意である必要があります。
HTTPS request
PUT /jobs/jobId
{
"targets": [ "string" ],
"document": "string",
"documentSource": "string",
"description": "string",
"jobTemplateArn": "string",
"presignedUrlConfigData": {
"roleArn": "string",
"expiresInSec": "integer"
},
"targetSelection": "CONTINUOUS|SNAPSHOT",
"jobExecutionsRolloutConfig": {
"exponentialRate": {
"baseRatePerMinute": integer,
"incrementFactor": integer,
"rateIncreaseCriteria": {
"numberOfNotifiedThings": integer, // Set one or the other
"numberOfSucceededThings": integer // of these two values.
},
"maximumPerMinute": integer
}
},
"abortConfig": {
"criteriaList": [
{
"action": "string",
"failureType": "string",
"minNumberOfExecutedThings": integer,
"thresholdPercentage": integer
}
]
},
"timeoutConfig": {
"inProgressTimeoutInMinutes": long
}
}

(詳細については、「CreateJob」を参照してください)
CLI syntax
aws iot create-job \
--job-id <value> \
--targets <value> \
[--document-source <value>] \
[--document <value>] \
[--description <value>] \
[--job-template-arn <value>] \
[--presigned-url-config <value>] \
[--target-selection <value>] \
[--job-executions-rollout-config <value>] \
[--abort-config <value>] \
[--timeout-config <value>] \
[--document-parameters <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
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[--generate-cli-skeleton]

cli-input-json 形式:
{

}

"jobId": "string",
"targets": [ "string" ],
"documentSource": "string",
"document": "string",
"description": "string",
"jobTemplateArn": "string",
"presignedUrlConfig": {
"roleArn": "string",
"expiresInSec": long
},
"targetSelection": "string",
"jobExecutionsRolloutConfig": {
"exponentialRate": {
"baseRatePerMinute": integer,
"incrementFactor": integer,
"rateIncreaseCriteria": {
"numberOfNotifiedThings": integer, // Set one or the other
"numberOfSucceededThings": integer // of these two values.
},
"maximumPerMinute": integer
}
},
"abortConfig": {
"criteriaList": [
{
"action": "string",
"failureType": "string",
"minNumberOfExecutedThings": integer,
"thresholdPercentage": integer
}
]
},
"timeoutConfig": {
"inProgressTimeoutInMinutes": long
},
"documentParameters": {
"string": "string"
}

(詳細については、「create-job」を参照してください)

DeleteJob
ジョブおよびそれに関連するジョブの実行を削除します。
ジョブに作成されたジョブ実行の数およびその他さまざまな要素に応じて、ジョブの削除には時間がかか
る場合があります。ジョブの削除中、そのジョブのステータスは「DELETION_IN_PROGRESS」として
表示されます。ステータスがすでに「DELETION_IN_PROGRESS」のジョブを削除あるいはキャンセル
しようとすると、エラーになります。
HTTPS request
DELETE /jobs/jobId?force=force

(詳細については、「DeleteJob」を参照してください)
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CLI syntax
aws iot delete-job \
--job-id <value> \
[--force | --no-force] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

cli-input-json 形式:
{
"jobId": "string",
"force": boolean
}

(詳細については、「delete-job」を参照してください)

DeleteJobExecution
ジョブの実行を削除します。
HTTPS request
DELETE /things/thingName/jobs/jobId/executionNumber/executionNumber?force=force

(詳細については、「DeleteJobExecution」を参照してください)
CLI syntax
aws iot delete-job-execution \
--job-id <value> \
--thing-name <value> \
--execution-number <value> \
[--force | --no-force] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

cli-input-json 形式:
{
"jobId": "string",
"thingName": "string",
"executionNumber": long,
"force": boolean
}

(詳細については、「delete-job-execution」を参照してください)

DescribeJob
ジョブ実行の詳細を取得します。
HTTPS request
GET /jobs/jobId

(詳細については、「DescribeJob」を参照してください)
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CLI syntax
aws iot describe-job \
--job-id <value> \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

cli-input-json 形式:
{
"jobId": "string"
}

(詳細については、「describe-job」を参照してください)

DescribeJobExecution
ジョブ実行の詳細を取得します。ジョブの実行ステータスは、SUCCEEDED または FAILED である必要が
あります。
HTTPS request
GET /things/thingName/jobs/jobId?executionNumber=executionNumber

(詳細については、「DescribeJobExecution」を参照してください)
CLI syntax
aws iot describe-job-execution \
--job-id <value> \
--thing-name <value> \
[--execution-number <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

cli-input-json 形式:
{
"jobId": "string",
"thingName": "string",
"executionNumber": long
}

(詳細については、「describe-job-execution」を参照してください)

GetJobDocument
ジョブのジョブドキュメントを取得します。

Note
プレースホルダーの URL は、返されたドキュメントの署名付き Amazon S3 URL に置き換えられ
ません。署名付き URL は、AWS IoT ジョブサービスが MQTT を介して要求を受け取った場合に
のみ生成されます。
HTTPS request
GET /jobs/jobId/job-document
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(詳細については、「GetJobDocument」を参照してください)
CLI syntax
aws iot get-job-document \
--job-id <value> \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

cli-input-json 形式:
{
"jobId": "string"
}

(詳細については、「get-job-document」を参照してください)

ListJobExecutionsForJob
ジョブのジョブ実行リストを取得します。
HTTPS request
GET /jobs/jobId/things?status=status&maxResults=maxResults&nextToken=nextToken

(詳細については、「ListJobExecutionsForJob」を参照してください)
CLI syntax
aws iot list-job-executions-for-job \
--job-id <value> \
[--status <value>] \
[--max-results <value>] \
[--next-token <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

cli-input-json 形式:
{
"jobId": "string",
"status": "string",
"maxResults": "integer",
"nextToken": "string"
}

(詳細については、「list-job-executions-for-job」を参照してください)

ListJobExecutionsForThing
モノのジョブ実行リストを取得します。
HTTPS request
GET /things/thingName/jobs?status=status&maxResults=maxResults&nextToken=nextToken

747

AWS IoT Core デベロッパーガイド
ジョブ管理と制御のデータ型

(詳細については、「ListJobExecutionsForThing」を参照してください)
CLI syntax
aws iot list-job-executions-for-thing \
--thing-name <value> \
[--status <value>] \
[--max-results <value>] \
[--next-token <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

cli-input-json 形式:
{
"thingName": "string",
"status": "string",
"maxResults": "integer",
"nextToken": "string"
}

(詳細については、「list-job-executions-for-thing」を参照してください)

ListJobs
AWS アカウント のジョブのリストを取得します。
HTTPS request

GET /jobs?
status=status&targetSelection=targetSelection&thingGroupName=thingGroupName&thingGroupId=thingGroup

(詳細については、「ListJobs」を参照してください)
CLI syntax
aws iot list-jobs \
[--status <value>] \
[--target-selection <value>] \
[--max-results <value>] \
[--next-token <value>] \
[--thing-group-name <value>] \
[--thing-group-id <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

cli-input-json 形式:
{
"status": "string",
"targetSelection": "string",
"maxResults": "integer",
"nextToken": "string",
"thingGroupName": "string",
"thingGroupId": "string"
}

(詳細については、「list-jobs」を参照してください)
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UpdateJob
指定されたジョブのサポート対象フィールドを更新する。timeoutConfig の更新された値は、新しく進
行中の実行に対してのみ有効になります。現時点では、進行中の実行は、古いタイムアウト設定で実行し
続けます。
HTTPS request
PATCH /jobs/jobId
{
"description": "string",
"presignedUrlConfig": {
"expiresInSec": number,
"roleArn": "string"
},
"jobExecutionsRolloutConfig": {
"exponentialRate": {
"baseRatePerMinute": number,
"incrementFactor": number,
"rateIncreaseCriteria": {
"numberOfNotifiedThings": number,
"numberOfSucceededThings": number
},
"maximumPerMinute": number
},
"abortConfig": {
"criteriaList": [
{
"action": "string",
"failureType": "string",
"minNumberOfExecutedThings": number,
"thresholdPercentage": number
}
]
},
"timeoutConfig": {
"inProgressTimeoutInMinutes": number
}
}

(詳細については、「UpdateJob」を参照してください)
CLI syntax
aws iot update-job \
--job-id <value> \
[--description <value>] \
[--presigned-url-config <value>] \
[--job-executions-rollout-config <value>] \
[--abort-config <value>] \
[--timeout-config <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

cli-input-json 形式:
{
"description": "string",
"presignedUrlConfig": {
"expiresInSec": number,
"roleArn": "string"
},
"jobExecutionsRolloutConfig": {
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"exponentialRate": {
"baseRatePerMinute": number,
"incrementFactor": number,
"rateIncreaseCriteria": {
"numberOfNotifiedThings": number,
"numberOfSucceededThings": number
}
},
"maximumPerMinute": number
},
"abortConfig": {
"criteriaList": [
{
"action": "string",
"failureType": "string",
"minNumberOfExecutedThings": number,
"thresholdPercentage": number
}
]
},
"timeoutConfig": {
"inProgressTimeoutInMinutes": number
}
}

(詳細については、「update-job」を参照してください)

ジョブデバイス MQTT および HTTPS API とデータ型
次のコマンドは、MQTT および HTTPS プロトコル経由で利用できます。ジョブを実行するデバイスの
データプレーンで、これらの API オペレーションを使用します。

ジョブデバイス MQTT および HTTPS データ型
以下のデータ型は、MQTT および HTTPS プロトコルを介して AWS IoT ジョブサービスと通信するために
使用されます。

JobExecution
ジョブの実行に関するデータが含まれます。以下に構文例を示します。
{

}

"jobId" : "string",
"thingName" : "string",
"jobDocument" : "string",
"status": "QUEUED|IN_PROGRESS|FAILED|SUCCEEDED|CANCELED|TIMED_OUT|REJECTED|REMOVED",
"statusDetails": {
"string": "string"
},
"queuedAt" : "timestamp",
"startedAt" : "timestamp",
"lastUpdatedAt" : "timestamp",
"versionNumber" : "number",
"executionNumber": long

詳細については、「JobExecution」または「job-execution」を参照してください。

JobExecutionState
ジョブの実行状態に関するデータが含まれます。以下に構文例を示します。
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{

}

"status": "QUEUED|IN_PROGRESS|FAILED|SUCCEEDED|CANCELED|TIMED_OUT|REJECTED|REMOVED",
"statusDetails": {
"string": "string"
...
}
"versionNumber": "number"

詳細については、「JobExecutionState」または「job-execution-state」を参照してください。

JobExecutionSummary
ジョブの実行に関する情報のサブセットが含まれています。以下に構文例を示します。
{

}

"jobId": "string",
"queuedAt": timestamp,
"startedAt": timestamp,
"lastUpdatedAt": timestamp,
"versionNumber": "number",
"executionNumber": long

詳細については、「JobExecutionSummary」または「job-execution-summary」を参照してくださ
い。
MQTT および HTTPS API オペレーションの詳細については、以下のセクションを参照してください。
• ジョブデバイス HTTP API (p. 751)
• ジョブデバイス HTTP API (p. 757)

ジョブデバイス HTTP API
ジョブデバイスコマンドは、ジョブコマンドに使用される予約済みトピック (p. 109)に MQTT メッセージ
を発行することで発行できます。
デバイス側のクライアントは、これらのコマンドの応答メッセージトピックにサブスクライブする必要が
あります。AWS IoT デバイスクライアントを使用している場合、デバイスは応答トピックに自動的にサブ
スクライブします。つまり、クライアントが応答メッセージトピックをサブスクライブしているかどうか
にかかわらず、メッセージブローカーはコマンドメッセージを発行したクライアントに応答メッセージト
ピックを発行します。これらの応答メッセージはメッセージブローカーを通過せず、他のクライアントま
たはルールによってサブスクライブできません。
フリートモニタリングソリューション用のジョブと jobExecution イベントトピックをサブスクライブ
する際は、まずジョブおよびジョブ実行イベント (p. 1106)を有効にして、クラウド側でイベント受信しま
す。メッセージブローカーを介して処理され、AWS IoT ルールで使用できるジョブ進行状況メッセージは
ジョブイベント (p. 1117) として発行されます。メッセージブローカーは、応答メッセージを発行するた
め、明示的なサブスクリプションがない場合でも、クライアントは、メッセージを受信し、受信したメッ
セージを識別するように設定される必要があります。また、クライアントは、クライアントがメッセージ
を処理する前に、受信メッセージトピックの thingName がクライアントの Thing 名に適用されることを
確認する必要もあります。

Note
AWS IoT が MQTT ジョブ API コマンドメッセージに応答して送信するメッセージは、明示的に
サブスクライブしたかどうかにかかわらず、課金され、アカウントに請求されます。
以下は、MQTT API オペレーションとそのリクエストとレスポンスの構文を示しています。すべての
MQTT API オペレーションには次のパラメータがあります。
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clientToken
リクエストとレスポンスを関連付けるために使用できる、オプションのクライアントトークン。ここ
に任意の値を入力すると、レスポンスに反映されます。
timestamp
メッセージが送信されたときの、エポックからの秒単位の時間。

GetPendingJobExecutions
特定のモノについて、ターミナル状態にないすべてのジョブのリストを取得します。
この API を呼び出すには、$aws/things/thingName/jobs/get にメッセージを発行します。
リクエストペイロード:
{ "clientToken": "string" }

メッセージブローカーは、特定のサブスクリプションがなくても $aws/things/thingName/jobs/
get/accepted および $aws/things/thingName/jobs/get/rejected を発行します。ただし、ク
ライアントがメッセージを受信するには、それらをリッスンしている必要があります。詳細については、
[the note about Jobs API messages (p. 751)](Jobs API メッセージに関する注記) を参照してください。
レスポンスペイロード:
{
"inProgressJobs" : [ JobExecutionSummary ... ],
"queuedJobs" : [ JobExecutionSummary ... ],
"timestamp" : 1489096425069,
"clientToken" : "client-001"
}

ここで、inProgressJobs と queuedJobs は、IN_PROGRESS または QUEUED のステータスを持つ
JobExecutionSummary (p. 751) オブジェクトのリストを返します。

StartNextPendingJobExecution
モノの次の保留中のジョブ実行を取得し、開始します (ステータスが IN_PROGRESS または QUEUED)。
• ステータスが IN_PROGRESS のジョブの実行が最初に返されます。
• ジョブの実行は、作成された順に返されます。
• 次の保留中のジョブの実行が QUEUED の場合、そのステータスは IN_PROGRESS に変更され、ジョブの
実行の詳細は指定どおりに設定されます。
• 次の保留中のジョブの実行がすでに IN_PROGRESS である場合、そのステータスの詳細は変更されませ
ん。
• 保留中のジョブの実行がない場合、レスポンスに execution フィールドは含まれません。
• オプションで、stepTimeoutInMinutes プロパティの値を設定してステップタイマーを作成できま
す。UpdateJobExecution を実行してこのプロパティの値を更新しない場合、ステップタイマーが時
間切れになると、ジョブの実行がタイムアウトになります。
この API を呼び出すには、$aws/things/thingName/jobs/start-next にメッセージを発行しま
す。
リクエストペイロード:
{
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"statusDetails": {
"string": "job-execution-state"
...
},
"stepTimeoutInMinutes": long,
"clientToken": "string"
}

statusDetails
ジョブ実行のステータスについて説明する名前と値のペアの集合。指定しない場
合、statusDetails は変更されません。
stepTimeOutInMinutes
このデバイスがこのジョブの実行を終了する必要のある時間を指定します。このタイマーが時間切
れになるか、再設定される (UpdateJobExecution を呼び出し、ステータスを IN_PROGRESS に設
定して、stepTimeoutInMinutes フィールドで新しいタイムアウト値を指定する) までに、ジョブ
の実行ステータスが終了状態に設定されない場合、ジョブの実行ステータスは TIMED_OUT に設定
されます。このタイムアウトを設定しても、ジョブの作成時に指定したジョブの実行タイムアウト
(CreateJob で timeoutConfig フィールドを使用することにより) には影響を与えません。
メッセージブローカーは、特定のサブスクリプションがなくても $aws/things/thingName/jobs/
start-next/accepted および $aws/things/thingName/jobs/start-next/rejected を発行し
ます。ただし、クライアントがメッセージを受信するには、それらをリッスンしている必要があります。
詳細については、[the note about Jobs API messages (p. 751)](Jobs API メッセージに関する注記) を参
照してください。
レスポンスペイロード:
{
"execution" : JobExecutionData,
"timestamp" : timestamp,
"clientToken" : "string"
}

ここで、execution は JobExecution (p. 750) オブジェクトです。例:
{
"execution" : {
"jobId" : "022",
"thingName" : "MyThing",
"jobDocument" : "< contents of job document >",
"status" : "IN_PROGRESS",
"queuedAt" : 1489096123309,
"lastUpdatedAt" : 1489096123309,
"versionNumber" : 1,
"executionNumber" : 1234567890
},
"clientToken" : "client-1",
"timestamp" : 1489088524284,
}

DescribeJobExecution
ジョブの実行に関する詳細情報を取得します。
jobId を $next に設定して、モノ (ステータスが IN_PROGRESS または QUEUED のもの) に対して保留中
の次のジョブ実行を返すことができます。
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この API を呼び出すには、$aws/things/thingName/jobs/jobId/get にメッセージを発行します。
リクエストペイロード:
{
"executionNumber": long,
"includeJobDocument": boolean,
"clientToken": "string"
}

thingName
デバイスに関連付けられたモノの名前。
jobId
作成時にこのジョブに割り当てた一意の識別子。
または、$next を使用して、モノ (ステータスが IN_PROGRESS または QUEUED のもの) に対して保
留中の次のジョブ実行を返すことができます。この場合は､ステータスが IN_PROGRESS のジョブの
実行が最初に返されます。ジョブの実行は、作成された順に返されます。
executionNumber
(オプション) デバイスでジョブの実行を識別する番号。指定しない場合、最新のジョブ実行が返され
ます。
includeJobDocument
(オプション) false に設定しない限り、レスポンスにはジョブドキュメントが含まれます。デフォル
ト: true。
メッセージブローカーは、特定のサブスクリプションがなくても $aws/things/thingName/
jobs/jobId/get/accepted および $aws/things/thingName/jobs/jobId/get/rejected を発
行します。ただし、クライアントがメッセージを受信するには、それらをリッスンしている必要がありま
す。詳細については、[the note about Jobs API messages (p. 751)](Jobs API メッセージに関する注記)
を参照してください。
レスポンスペイロード:
{
"execution" : JobExecutionData,
"timestamp": "timestamp",
"clientToken": "string"
}

ここで、execution は JobExecution (p. 750) オブジェクトです。

UpdateJobExecution
ジョブ実行のステータスを更新します。オプションで、ステップタイマーを作成するに
は、stepTimeoutInMinutes プロパティの値を設定します。UpdateJobExecution を再び実行してこ
のプロパティの値を更新しない場合、ステップタイマーが時間切れになると、ジョブの実行がタイムアウ
トになります。
この API を呼び出すには、$aws/things/thingName/jobs/jobId/update にメッセージを発行しま
す。
リクエストペイロード:
{
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"status": "job-execution-state",
"statusDetails": {
"string": "string"
...
},
"expectedVersion": "number",
"executionNumber": long,
"includeJobExecutionState": boolean,
"includeJobDocument": boolean,
"stepTimeoutInMinutes": long,
"clientToken": "string"
}

status
ジョブ実行の新しいステータス (IN_PROGRESS、FAILED、SUCCEEDED、または REJECTED)。これは
すべての更新時に指定する必要があります。
statusDetails
ジョブ実行のステータスについて説明する名前と値のペアの集合。指定しない場
合、statusDetails は変更されません。
expectedVersion
ジョブ実行の予想される現在のバージョン。ジョブの実行を更新するたびに、そのバージョンがイン
クリメントされます。AWS IoT ジョブサービスに格納されているジョブ実行のバージョンが一致しな
い場合、VersionMismatch エラーで更新が拒否され、現在のジョブ実行ステータスデータを含む
ErrorResponse (p. 736) が返されます。(これにより、ジョブ実行ステータスデータを取得するため
に別の DescribeJobExecution リクエストを実行する必要はありません。)
executionNumber
(オプション) デバイスでジョブの実行を識別する番号。指定しない場合、最新のジョブ実行が使用さ
れます。
includeJobExecutionState
(オプション) これが含まれ、true に設定されている場合、レスポンスには JobExecutionState
フィールドが含まれます。デフォルト: false。
includeJobDocument
(オプション) これが含まれ、true に設定されている場合、レスポンスには JobDocument が含まれ
ます。デフォルト: false。
stepTimeoutInMinutes
このデバイスがこのジョブの実行を終了する必要のある時間を指定します。このタイマーが時間切れ
になるか、再設定される (UpdateJobExecution を再び呼び出し、ステータスを IN_PROGRESS に
設定して、このフィールドで新しいタイムアウト値を指定する) までに、ジョブの実行ステータスが終
了状態に設定されない場合、ジョブの実行ステータスは TIMED_OUT に設定されます。このタイムア
ウトを設定または再設定しても、ジョブの作成時に指定したジョブの実行タイムアウト (CreateJob
で timeoutConfig を使用することにより) には影響を与えません。
メッセージブローカーは、特定のサブスクリプションがなくても $aws/things/thingName/
jobs/jobId/update/accepted および $aws/things/thingName/jobs/jobId/update/
rejected を発行します。ただし、クライアントがメッセージを受信するには、それらをリッスンしてい
る必要があります。詳細については、[the note about Jobs API messages (p. 751)](Jobs API メッセージ
に関する注記) を参照してください。
レスポンスペイロード:
{
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"executionState": JobExecutionState,
"jobDocument": "string",
"timestamp": timestamp,
"clientToken": "string"
}

executionState
JobExecutionState (p. 750) オブジェクト。
jobDocument
ジョブドキュメント (p. 679)オブジェクト。
timestamp
メッセージが送信されたときの、エポックからの秒単位の時間。
clientToken
リクエストとレスポンスを相関させるために使用されるクライアントトークン。
MQTT プロトコルを使用する場合、以下の更新を実行することもできます。

JobExecutionsChanged
あるジョブの実行中のジョブのリストに､ジョブの実行が追加または削除されるたびに送信されます。
トピックを使用します。
$aws/things/thingName/jobs/notify
メッセージペイロード:
{
"jobs" : {
"JobExecutionState": [ JobExecutionSummary ... ]
},
"timestamp": timestamp
}

NextJobExecutionChanged
DescribeJobExecution に対して jobId $next で定義されている、モノに対する保留されてい
るジョブ実行のリストで、次の順番のジョブに変更があったときに送信されます。このメッセージ
は、次のジョブの実行の詳細が変更されたときには送信されません。これは､jobId $next とともに
DescribeJobExecution で返される次のジョブが変更されたときだけです。ステータスが QUEUED の
ジョブ実行 J1 と J2 を考えてみましょう。保留中のジョブの実行リストの次に J1 が表示されます。J1 の
状態が変更されないまま J2 のステータスが IN_PROGRESS に変更された場合、この通知が送信され、J2
の詳細が含まれます。
トピックを使用します。
$aws/things/thingName/jobs/notify-next
メッセージペイロード:
{
"execution" : JobExecution,
"timestamp": timestamp,
}
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ジョブデバイス HTTP API
デバイスは、ポート 443 で HTTP 署名バージョン 4 を使用して AWS IoT Jobs と通信できます。これ
は、AWS SDK と CLI で使用されるメソッドです。これらのツールの詳細については、「AWS CLI コマン
ドリファレンス: iot-jobs-data」または「AWS SDK とツール」を参照してください。
ジョブを実行するデバイスでは、次のコマンドを使用できます。MQTT プロトコルでの API オペレーショ
ンの使用方法については、「ジョブデバイス HTTP API (p. 751)」を参照してください。

GetPendingJobExecutions
特定のモノについて、ターミナル状態にないすべてのジョブのリストを取得します。
HTTPS request
GET /things/thingName/jobs

レスポンス:
{
"inProgressJobs" : [ JobExecutionSummary ... ],
"queuedJobs" : [ JobExecutionSummary ... ]
}

(詳細については、「GetPendingJobExecutions」を参照してください)
CLI syntax
aws iot-jobs-data get-pending-job-executions \
--thing-name <value> \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

cli-input-json 形式:
{
"thingName": "string"
}

(詳細については、「get-pending-job-executions」を参照してください)

StartNextPendingJobExecution
モノ (ステータスが IN_PROGRESS または QUEUED のもの) に対する次の保留中のジョブ実行を取得し、開
始します。
• ステータスが IN_PROGRESS のジョブの実行が最初に返されます。
• ジョブの実行は、作成された順に返されます。
• 次の保留中のジョブの実行が QUEUED の場合、そのステータスは IN_PROGRESS に変更され、ジョブの
実行のステータスの詳細は指定どおりに設定されます。
• 次の保留中のジョブの実行がすでに IN_PROGRESS である場合、そのステータスの詳細は変更されませ
ん。
• 保留中のジョブの実行がない場合、レスポンスに execution フィールドは含まれません。
• オプションで、stepTimeoutInMinutes プロパティの値を設定してステップタイマーを作成できま
す。UpdateJobExecution を実行してこのプロパティの値を更新しない場合、ステップタイマーが時
間切れになると、ジョブの実行がタイムアウトになります。
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HTTPS request
以下に構文例を示します。
PUT /things/thingName/jobs/$next
{
"statusDetails": {
"string": "string"
...
},
"stepTimeoutInMinutes": long
}

(詳細については、「StartNextPendingJobExecution」を参照してください)
CLI syntax
概要:
aws iot-jobs-data start-next-pending-job-execution \
--thing-name <value> \
{--step-timeout-in-minutes <value>] \
[--status-details <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

cli-input-json 形式:
{
"thingName": "string",
"statusDetails": {
"string": "string"
},
"stepTimeoutInMinutes": long
}

(詳細については、「start-next-pending-job-execution」を参照してください)

DescribeJobExecution
ジョブの実行に関する詳細情報を取得します。
jobId を $next に設定して、モノに対して保留中の次のジョブ実行を返すことができます。ジョブの実
行ステータスは、QUEUED または IN_PROGRESS である必要があります。
HTTPS request
リクエスト:
GET /things/thingName/jobs/jobId?
executionNumber=executionNumber&includeJobDocument=includeJobDocument

レスポンス:
{
"execution" : JobExecution,
}
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(詳細については、「DescribeJobExecution」を参照してください)
CLI syntax
概要:
aws iot-jobs-data describe-job-execution \
--job-id <value> \
--thing-name <value> \
[--include-job-document | --no-include-job-document] \
[--execution-number <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

cli-input-json 形式:
{
"jobId": "string",
"thingName": "string",
"includeJobDocument": boolean,
"executionNumber": long
}

(詳細については、「describe-job-execution」を参照してください)

UpdateJobExecution
ジョブ実行のステータスを更新します。オプションで、stepTimeoutInMinutes プロパティの値を設定
してステップタイマーを作成できます。UpdateJobExecution を再び実行してこのプロパティの値を更
新しない場合、ステップタイマーが時間切れになると、ジョブの実行がタイムアウトになります。
HTTPS request
リクエスト:
POST /things/thingName/jobs/jobId
{
"status": "job-execution-state",
"statusDetails": {
"string": "string"
...
},
"expectedVersion": "number",
"includeJobExecutionState": boolean,
"includeJobDocument": boolean,
"stepTimeoutInMinutes": long,
"executionNumber": long
}

(詳細については、「UpdateJobExecution」を参照してください)
CLI syntax
概要:
aws iot-jobs-data update-job-execution \
--job-id <value> \
--thing-name <value> \
--status <value> \
[--status-details <value>] \
[--expected-version <value>] \
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[--include-job-execution-state | --no-include-job-execution-state] \
[--include-job-document | --no-include-job-document] \
[--execution-number <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--step-timeout-in-minutes <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

cli-input-json 形式:
{
"jobId": "string",
"thingName": "string",
"status": "string",
"statusDetails": {
"string": "string"
},
"stepTimeoutInMinutes": number,
"expectedVersion": long,
"includeJobExecutionState": boolean,
"includeJobDocument": boolean,
"executionNumber": long
}

(詳細については、「update-job-execution」を参照してください)

AWS IoT ジョブでユーザーおよびデバイスを保護
する
ユーザーに自分のデバイスでの AWS IoT ジョブの使用を承認するには、IAM ポリシーを使用してアクセス
許可を付与する必要があります。その後、デバイスが安全に AWS IoT に接続してジョブの実行を受信し、
実行ステータスを更新するためには、AWS IoT Core ポリシーを使用して承認される必要があります。

AWS IoT ジョブに必要なポリシータイプ
次の表に、認可に使用する必要があるさまざまなポリシーのタイプを示します。必要なポリシーの詳細に
ついては、「認証 (p. 333)」を参照してください。

必要なポリシータイプ
ユースケース

プロト
コル

認証

コントロールプ ID のタイプ
レーン/データ
プレーン

必要なポリシー
タイプ

管理者、オペ
HTTPS
レーター、また
はクラウドサー
ビスがジョブで
安全に作業でき
るように承認す
る

AWS 署名バージョン
4 認証 (ポート 443)

コントロールプ Amazon
レーンとデータ Cognito
プレーンの両方 ID、IAM、また
はフェデレー
ティッドユー
ザー

IAM ポリシー

ジョブで安全に MQTT/
使用できるよう HTTPS
にIoT デバイス
を承認する

TCP または TLS 相互
認証 (ポート 8883 ま
たは 443)

データプレーン X.509 証明書

AWS IoT Core
ポリシー
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コントロールプレーンとデータプレーンの両方で実行可能な AWS IoT ジョブオペレーションを承認する
には、IAM ポリシーを使用する必要があります。これらのオペレーションを行うためには、ID は AWS
IoT で認証されている必要があり、Amazon Cognito ID (p. 321) または IAM ユーザー、グループ、ロー
ル (p. 320) である必要があります。認証の詳細については、「認証 (p. 296)」を参照してください。
デバイスは、デバイスゲートウェイに安全に接続するために、AWS IoT Core ポリシーを使用して、デー
タプレーンで承認される必要があります。デバイスゲートウェイにより、デバイスは AWS IoT と安全に通
信し、ジョブの実行を受信し、ジョブの実行ステータスを更新することができます。デバイス通信は、セ
キュアな MQTT (p. 86) または HTTPS (p. 97) 通信プロトコルを使用することで保護されます。これらのプ
ロトコルは、AWS IoT が提供する X.509 クライアント証明書 (p. 300) を使用して、デバイスの接続を認証
します。
以下に AWS IoT ジョブを使用するために、ユーザー、クラウドサービス、デバイスを承認する方法を示し
ます。コントロールプレーンとデータプレーンの API オペレーションの詳細については、AWS IoT ジョブ
API (p. 735) を参照してください。
トピック
• AWS IoT ジョブを使用するためにユーザーとクラウドサービスを承認する (p. 761)
• データプレーンで AWS IoT を安全に使用するためにデバイスを承認する (p. 768)

AWS IoT ジョブを使用するためにユーザーとクラウド
サービスを承認する
ユーザーとクラウドサービスを承認するには、コントロールプレーンとデータプレーンの両方で IAM ポリ
シーを使用する必要があります。ポリシーは HTTPS プロトコルと一緒に使用し、ユーザー認証には AWS
署名バージョン 4 認証 (ポート 443) を使用する必要があります。

Note
AWS IoT Core ポリシーは、コントロールプレーンでは使用しないでください。ユーザーおよび
クラウドサービスの承認には、IAM ポリシーのみが使用されます。必要なポリシータイプの詳細
については、「AWS IoT ジョブに必要なポリシータイプ (p. 760)」を参照してください。
IAM ポリシーは、ポリシーステートメントを含む JSON ドキュメントです。ポリシーステートメントで
は、効果、アクション、およびリソースの各要素を使用して、リソース、許可または拒否するアクショ
ン、およびアクションが許可または拒否される条件を指定します。詳細については、IAM ユーザーガイ
ドの「IAM JSON ポリシー要素のリファレンス」を参照してください。

Warning
IAM ポリシーまたはAWS IoT Core ポリシーでは、"Action": ["iot:*"] などのワイルドカー
ドアクセス許可を使用しないことをお勧めします。ワイルドカードアクセス許可の使用は、セ
キュリティ上のベストプラクティスとして推奨されません。詳細については、「AWS IoT ポリ
シーの権限が過剰です (p. 949)」を参照してください。

コントロールプレーンにおける IAM ポリシー
コントロールプレーンでは、IAM ポリシーは、対応するジョブ API オペレーションを承認するために、ア
クションと一緒にiot: プレフィックスを使用します。たとえば、iot:CreateJob ポリシーアクション
は、CreateJob API を使用するアクセス許可をユーザーに付与します。

ポリシーアクション
次の表に API アクションを使用するための IAM ポリシーアクションとアクセス許可のリストを示します。
リソースタイプの詳細については、「AWS IoT で定義されるリソースタイプ」を参照してください。AWS
IoT アクションの詳細については、「AWS IoT で定義されるアクション」を参照してください。
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コントロールプレーンにおける IAM ポリシーアクション
ポリシーアクション

API オペレーション

リソース
タイプ

説明

• ジョブ グループを連続ジョブに関連付
iot:AssociateTargetsWithJob
AssociateTargetsWithJob
けるためのアクセス許可を表しま
• thing
す。iot:AssociateTargetsWithJob アク
• thinggroup
セス許可は、ターゲットの関連付けのリクエ
ストが行われるたびに確認されます。
iot:CancelJob

CancelJob

ジョブ

• ジョブ
iot:CancelJobExecution
CancelJobExecution
• thing

iot:CreateJob

CreateJob

ジョブをキャンセルするアクセス許可を表し
ます。iot:CancelJob アクセス許可は、
ジョブのキャンセルリクエストが行われるた
びに確認されます。
ジョブの実行をキャンセルするアクセス許可
を表します。iot: CancelJobExecution
アクセス許可は、ジョブの実行のキャンセル
リクエストが行われるたびに確認されます。

• ジョブ

ジョブを作成するためのアクセス許可を表し
ます。iot: CreateJob アクセス許可は、
• thing
ジョブの作成リクエストが行われるたびに確
• thinggroup
認されます。
• jobtemplate

iot:CreateJobTemplate
CreateJobTemplate• ジョブ ジョブテンプレートを作成するため
のアクセス許可を表します。iot:
• jobtemplate
CreateJobTemplate アクセス許可は、ジョ
ブテンプレートの作成リクエストが行われる
たびに確認されます。
iot:DeleteJob

DeleteJob

ジョブ

ジョブを削除するアクセス許可を表しま
す。iot: DeleteJob アクセス許可は、ジョ
ブの削除リクエストが行われるたびに確認さ
れます。

iot:DeleteJobTemplate
DeleteJobTemplatejobtemplate ジョブテンプレートを削除するアクセス許可
を表します。iot: CreateJobTemplate ア
クセス許可は、ジョブテンプレートの削除リ
クエストが行われるたびに確認されます。
iot:DeleteJobExecution
DeleteJobTemplate• ジョブ
• thing

iot:DescribeJob

DescribeJob

ジョブ

• ジョブ
iot:DescribeJobExecution
DescribeJobExecution
• thing

ジョブの実行を削除するアクセス許可を表し
ます。iot: DeleteJobExecution アクセ
ス許可は、ジョブの実行の削除リクエストが
行われるたびに確認されます。
ジョブを説明するアクセス許可を表しま
す。iot: DescribeJob アクセス許可は、
ジョブの説明のリクエストが行われるたびに
確認されます。
ジョブの実行を説明するアクセス許可を表し
ます。iot: DescribeJobExecution アク
セス許可は、ジョブの実行の説明のリクエス
トが行われるたびに確認されます。

jobtemplate ジョブテンプレートを説明するため
iot:DescribeJobTemplate
DescribeJobTemplate
のアクセス許可を表します。iot:
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ポリシーアクション

API オペレーション

リソース
タイプ

説明
DescribeJobTemplate アクセス許可は、
ジョブテンプレートの説明のリクエストが行
われるたびに確認されます。

jobtemplate マネージドジョブテンプレートを説明
iot:DescribeManagedJobTemplate
DescribeManagedJobTemplate
するアクセス許可を表します。iot:
DescribeManagedJobTemplate アクセス
許可は、マネージドジョブテンプレートの説
明のリクエストが行われるたびに確認されま
す。
iot:GetJobDocumentGetJobDocument

ジョブ

ジョブ
iot:ListJobExecutionsForJob
ListJobExecutionsForJob

ジョブのジョブドキュメントを取得するアク
セス許可を表します。iot:GetJobDocument
アクセス許可は、ジョブドキュメントの取得
リクエストが行われるたびに確認されます。
ジョブのジョブ実行を一覧表示
するためのアクセス許可を表しま
す。iot:ListJobExecutionsForJob アク
セス許可は、ジョブ実行を一覧表示するリク
エストが行われるたびに確認されます。

thing
ジョブのジョブ実行を一覧表示
iot:ListJobExecutionsForThing
ListJobExecutionsForThing
するためのアクセス許可を表しま
す。iot:ListJobExecutionsForThing ア
クセス許可は、モノのジョブ実行を一覧表示
するリクエストが行われるたびに確認されま
す。
none

ジョブを一覧表示するためのアクセス許可を
表します。iot:ListJobs アクセス許可は、
ジョブを一覧表示するリクエストが行われる
たびに確認されます。

iot:ListJobTemplates
ListJobTemplates none

ジョブテンプレートを一覧表示
するためのアクセス許可を表しま
す。iot:ListJobTemplates アクセス許可
は、ジョブテンプレートを一覧表示するリク
エストが行われるたびに確認されます。

none
iot:ListManagedJobTemplates
ListManagedJobTemplates

マネージドジョブテンプレートを
一覧表示するアクセス許可を表しま
す。iot:ListManagedJobTemplates アク
セス許可は、マネージドジョブテンプレート
を一覧表示するリクエストが行われるたびに
確認されます。

iot:ListJobs

ListJobs

iot:UpdateJob

UpdateJob

ジョブ

iot:TagResource

TagResource

• ジョブ

ジョブを更新するアクセス許可を表しま
す。iot:UpdateJob アクセス許可は、ジョ
ブの更新リクエストが行われるたびに確認さ
れます。

特定のリソースにタグを付けるアクセス許可
を表します。
• jobtemplate
• thing
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ポリシーアクション

API オペレーション

iot:UntagResource UntagResource

リソース
タイプ

説明

• ジョブ

特定のリソースのタグを解除するためのアク
セス許可を表します。
• jobtemplate
• thing

基本的な IAM ポリシーの例
IoT のモノとモノのグループに対して、ユーザーに以下のアクションを実行する許可を与える IAM ポリ
シーの例を以下に示します。
この例では、次のように置き換えます。
• region を AWS リージョン (例: us-east-1) に。
• account-id を AWS アカウント 番号 (例: 57EXAMPLE833) に。
• Thing-group-name をジョブのターゲットとなる IoT のモノグループの名前 (例:
FirmwareUpdateGroup) に。
• thing-name をジョブのターゲットとなる IoT のモノの名前 (例: MyIoTThing) に。

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"iot:CreateJobTemplate",
"iot:CreateJob",
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iot:region:account-id:thinggroup/thing-group-name"
},
{
"Action": [
"iot:DescribeJob",
"iot:CancelJob",
"iot:DeleteJob",
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iot:region:account-id:job/*"
},
{
"Action": [
"iot:DescribeJobExecution",
"iot:CancelJobExecution",
"iot:DeleteJobExecution",
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name"
"arn:aws:iot:region:account-id:job/*"
]
}
]
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IP ベースの認証用の IAM ポリシーの例
プリンシパルに対して、特定の IP アドレスからのコントロールプレーンエンドポイントへの API
コールを制限できます。許可できる IP アドレスを指定するには、IAM ポリシーの Condition 要素
で、aws:SourceIp グローバル条件キーを使用します。
この条件キーを使用すると、これらの API コールをユーザーに代わって実行するための他の AWS のサー
ビス (AWS CloudFormation など) へのアクセスを拒否することもできます。これらのサービスへのアクセ
スを許可するには、aws:ViaAWSService グローバル条件キーを aws: SourceIp キーで 使用します。こ
れにより、送信元 IP アドレスのアクセス制限は、プリンシパルによって直接行われた要求にのみ適用され
ます。詳細については、「AWS: 送信元 IP に基づいて AWS へのアクセスを拒否する」を参照してくださ
い。
次の例は、コントロールプレーンエンドポイントへの API コールを特定の IP アドレスにのみ許可する方
法を示しています。aws:ViaAWSService キーを true に設定します。これにより、ユーザーに代わって
API コールを行うことを他のサービスに許可します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:CreateJobTemplate",
"iot:CreateJob"
],
"Resource": ["*"],
"Condition": {
"IpAddress": {
"aws:SourceIp": "123.45.167.89"
}
},
"Bool": {"aws:ViaAWSService": "true"}
}
],

データプレーンにおける IAM ポリシー
データプレーンの IAM ポリシーでは、ユーザーが実行できるジョブ API オペレーショ
ンを承認するために iotjobsdata: プレフィックスを使用します。データプレーンで
は、iotjobsdata:DescribeJobExecution ポリシーアクションを使用することで、ユーザーに
DescribeJobExecution API を使用するアクセス許可を付与することができます。

Warning
AWS IoT ジョブをデバイスのターゲットにする場合、データプレーンで IAM ポリシーを使用す
ることは推奨されません。ユーザーがジョブを作成および管理するには、コントロールプレー
ンで IAM ポリシーを使用することをお勧めします。データプレーンでは、ジョブ実行の取得と
実行ステータスの更新をデバイスに承認するには、HTTPS プロトコルの AWS IoT Core ポリ
シー (p. 770) を使用します。

基本的な IAM ポリシーの例
承認する必要がある API オペレーションは、通常、ユーザーが CLI コマンドを入力して実行します。ユー
ザーが DescribeJobExecution オペレーションを実行した場合の例を以下に示します。
この例では、次のように置き換えます。
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• region を AWS リージョン (例: us-east-1) に。
• account-id を AWS アカウント 番号 (例: 57EXAMPLE833) に。
• thing-name をジョブのターゲットとなる IoT のモノの名前 (例: myRegisteredThing) に。
• job-id は、API を使用してターゲットとするジョブの一意の識別子です。

aws iot-jobs-data describe-job-execution \
--endpoint-url "https://account-id.jobs.iot.region.amazonaws.com" \
--job-id jobID --thing-name thing-name

以下に、このアクションを承認する IAM ポリシーの例を示します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement":
{
"Action": ["iotjobsdata:DescribeJobExecution"],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name",
}

}

IP ベースの認証用の IAM ポリシーの例
プリンシパルに対して、特定の IP アドレスからのデータプレーンエンドポイントへの API コールを制限
できます。許可できる IP アドレスを指定するには、IAM ポリシーの Condition 要素で、aws:SourceIp
グローバル条件キーを使用します。
この条件キーを使用すると、これらの API コールをユーザーに代わって実行するための他の AWS のサー
ビス (AWS CloudFormation など) へのアクセスを拒否することもできます。これらのサービスへのアクセ
スを許可するには、aws:ViaAWSService グローバル条件キーを aws:SourceIp 条件キーで使用しま
す。これにより、IP アドレスのアクセス制限は、プリンシパルによって直接行われた要求にのみ適用され
ます。詳細については、「AWS: 送信元 IP に基づいて AWS へのアクセスを拒否する」を参照してくださ
い。
次の例は、データプレーンエンドポイントへの API コールを特定の IP アドレスにのみ許可する方法を示
しています。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["iotjobsdata:*"],
"Resource": ["*"],
"Condition": {
"IpAddress": {
"aws:SourceIp": "123.45.167.89"
}
},
"Bool": {"aws:ViaAWSService": "false"}
}
],

次の例は、特定の IP アドレスまたはアドレス範囲に対して、データプレーンエンドポイントへの API
コールを制限する方法を示しています。
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": ["iotjobsdata:*"],
"Condition": {
"IpAddress": {
"aws:SourceIp": [
"123.45.167.89",
"192.0.2.0/24",
"203.0.113.0/24"
]
}
},
"Resource": ["*"],
}
],

コントロールプレーンとデータプレーン両方の IAM ポリシーの例
ユーザーがコントロールプレーンとデータプレーンの両方で API オペレーションを実行する場合、コント
ロールプレーンのポリシーアクションは iot: プレフィックスを使用する必要があり、データプレーンの
ポリシーアクションは iotjobsdata: プレフィックスを使用する必要があります。
たとえば、DescribeJobExecution API は、コントロールプレーンとデータプレーン両方で使用できま
す。コントロールプレーン上では、DescribeJobExecution API は、ジョブ実行を説明するために使用され
ます。データプレーン上では、DescribeJobExecution API は、ジョブ実行の詳細を取得するために使用さ
れます。
以下の IAM ポリシーは、コントロールプレーンとデータプレーンの両方で DescribeJobExecution API
を使用するアクセス許可をユーザーに付与します。
この例では、次のように置き換えます。
• region を AWS リージョン (例: us-east-1) に。
• account-id を AWS アカウント 番号 (例: 57EXAMPLE833) に。
• thing-name をジョブのターゲットなる IoT のモノの名前 (例: MyIoTThing) に。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": ["iotjobsdata:DescribeJobExecution"],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name"
},
{
"Action": [
"iot:DescribeJobExecution",
"iot:CancelJobExecution",
"iot:DeleteJobExecution",
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name"
"arn:aws:iot:region:account-id:job/*"
]
}
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}

]

IoT リソースのタグ付けを承認する
ユーザーが作成、変更、使用できるジョブおよびジョブテンプレートをより適切に制御するために、ジョ
ブまたはジョブテンプレートにタグをアタッチできます。タグは、所有権を識別し、請求グループに配置
してタグをアタッチすることで、コストを割り当てるのにも役立ちます。
ユーザーが AWS Management Console または AWS CLI を使用して作成したジョブまたはジョブテンプ
レートにタグを付けたい場合、IAM ポリシーによってユーザーにタグ付けのアクセス許可を付与する必要
があります。アクセス許可を付与するには、IAM ポリシーで iot:TagResource アクションを使用する必
要があります。
リソースのタグ付けの詳細については、「AWS IoT リソースのタグ付け (p. 290)」を参照してください。

IAM ポリシーの例
タグ付けのアクセス許可を付与する方法を示す例として、次のコマンドを実行してジョブを作成し、特定
の環境にタグ付けするユーザーについて考えてみましょう。
この例では、次のように置き換えます。
• region を AWS リージョン (例: us-east-1) に。
• account-id を AWS アカウント 番号 (例: 57EXAMPLE833) に。
• thing-name をジョブをターゲットにしている IoT のモノの名前 (例: MyIoTThing) に。

aws iot create-job
--job-id test_job
--targets "arn:aws:iot:region:account-id:thing/thingOne"
--document-source "https://s3.amazonaws.com/my-s3-bucket/job-document.json"
--description "test job description"
--tags Key=environment,Value=beta

この例では、次の IAM ポリシーを使用する必要があります。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement":
{
"Action": [ "iot:CreateJob", "iot:CreateJobTemplate", "iot:TagResource" ],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:iot:aws-region:account-id:job/*",
"arn:aws:iot:aws-region:account-id:jobtemplate/*"
]
}

データプレーンで AWS IoT を安全に使用するために
デバイスを承認する
デバイスがデータプレーンで AWS IoT ジョブとの安全なやり取りをできるよう承認するには、AWS IoT
Core ポリシーを使用する必要があります。AWS IoT Core のジョブに関するポリシーは、ポリシーステー
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トメントを含む JSON ドキュメントです。これらのポリシーでは効果、アクション、およびリソースの
各要素を使用し、IAM ポリシーと同様の規則に従います。要素の詳細については、IAM ユーザーガイドの
「IAM JSON ポリシーの要素のリファレンス」を参照してください。
ポリシーは MQTT プロトコルと HTTPS プロトコルの両方で使用でき、デバイスを認証するには TCP ま
たは TLS 相互認証を使用する必要があります。以下に、さまざまな通信プロトコルでこれらのポリシーを
使用する方法を示します。

Warning
IAM ポリシーまたは AWS IoT Core ポリシーでは、"Action": ["iot:*"] など、ワイルド
カードのアクセス許可を使用しないことをお勧めします。ワイルドカードアクセス許可の使用
は、セキュリティ上のベストプラクティスとして推奨されません。詳細については、「AWS IoT
ポリシーの権限が過剰です (p. 949)」を参照してください。

MQTT プロトコルの AWS IoT Core ポリシー
MQTT プロトコルの AWS IoT Core ポリシーは、ジョブデバイスの MQTT API アクションを使用するア
クセス許可を付与します。MQTT API オペレーションは、ジョブコマンド用に予約されている MQTT ト
ピックを操作するために使用されます。これらの API オペレーションの詳細については、「ジョブデバイ
ス HTTP API (p. 751)」を参照してください。
MQTT ポリシーは、iot:Connect、iot:Publish、iot:Subscribe、iot:Receieve などのポリシー
アクションを使用して、ジョブトピックと連携します。これらのポリシーにより、メッセージブローカー
への接続、ジョブズ MQTT トピックのサブスクライブ、デバイスとクラウド間の MQTT メッセージの送
受信を行うことができます。これらのアクションの詳細については、「AWS IoT Core ポリシーアクショ
ン (p. 335)」を参照してください。
AWS IoT ジョブのトピックの詳細については、「ジョブのトピック (p. 109)」を参照してください。

基本的な MQTT ポリシーの例
次の例は、iot:Publish と iot:Subscribe を使用して、ジョブおよびジョブ実行を発行およびサブス
クライブする方法を示します。
この例では、次のように置き換えます。
• region を AWS リージョン (例: us-east-1) に。
• account-id を AWS アカウント 番号 (例: 57EXAMPLE833) に。
• thing-name をジョブをターゲットにしている IoT のモノの名前 (例: MyIoTThing) に。

{

"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish",
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/events/job/*",
"arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/events/jobExecution/*",
"arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/thing-name/jobs/*"
]
}
],
"Version": "2012-10-17"
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HTTPS プロトコルの AWS IoT Core ポリシー
データプレーン上の AWS IoT Core ポリシーは、TLS 認証メカニズムを備えた HTTPS プロトコルを
使用して、デバイスを承認することもできます。データプレーンでは、ポリシーは iotjobsdata:
プレフィックスを使用して、デバイスが実行できるジョブ API オペレーションを承認します。例え
ば、iotjobsdata:DescribeJobExecution ポリシーアクションは、DescribeJobExecution API
を使用するアクセス許可をユーザーに付与します。

Note
データプレーンポリシーアクションは、iotjobsdata: プレフィックスを使用する必要があり
ます。コントロールプレーンでは、アクションは iot: プレフィックスを使用する必要があり
ます。コントロールプレーンとデータプレーンの両方のポリシーアクションを使用する場合の
IAM ポリシーの例については、「コントロールプレーンとデータプレーン両方の IAM ポリシーの
例 (p. 767)」を参照してください。

ポリシーアクション
次の表は、AWS IoT Core のポリシーアクションと、デバイスに API アクションの使用を承認するアクセ
ス許可のリストです。データプレーンで実行できる API オペレーションのリストについては、「ジョブデ
バイス HTTP API (p. 757)」を参照してください。

Note
これらのジョブ実行ポリシーアクションは、HTTP TLS エンドポイントにのみ適用されま
す。MQTT エンドポイントを使用する場合は、以前に定義された MQTT ポリシーアクションを使
用する必要があります。

データプレーンでの AWS IoT Core ポリシーアクション
ポリシーアクション

API オペレーション

リソー
スタイ
プ

iotjobsdata:DescribeJobExecution
DescribeJobExecution• ジョ
ブ
• thing

thing
iotjobsdata:GetPendingJobExecutions
GetPendingJobExecutions

説明

ジョブの実行を取得す
るアクセス許可を表しま
す。iotjobsdata:DescribeJobExecution
アクセス許可は、ジョブの実行の取得
リクエストが行われるたびに確認されま
す。
モノの終了のステータスで
はないジョブのリストを取
得するアクセス権限を表しま
す。iotjobsdata:GetPendingJobExecutions
アクセス権限は、リストの取得リクエス
トが行われるたびに確認されます。

thing
モノに対して保留中の次のジョブ実行を
iotjobsdata:StartNextPendingJobExecution
StartNextPendingJobExecution
取得および開始するアクセス権限を表し
ます (つまり、ステータスが QUEUED の
ジョブ実行を IN_PROGRESS に更新しま
す)。iot:StartNextPendingJobExecution
アクセス許可は、保留中の次のジョブ実
行を開始するリクエストが行われるたび
に確認されます。
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ポリシーアクション

API オペレーション

リソー
スタイ
プ

iotjobsdata:UpdateJobExecution
UpdateJobExecution thing

説明

ジョブの実行を更新するアクセス権限を
表します。iot:UpdateJobExecution
アクセス権限は、ジョブ実行の状態の更
新リクエストが行われるたびに確認され
ます。

基本的なポリシーの例
以下に、任意のリソースのデータプレーン API オペレーションに対するアクションの実行をユーザーに許
可する AWS IoT Core ポリシーの例を示します。特定のリソース (IoT のモノなど) にポリシーのスコープ
を設定することができます。例では、以下を置き換えます。
• region を AWS リージョン (例: us-east-1) に。
• account-id を AWS アカウント 番号 (例: 57EXAMPLE833) に。
• thing-name を IoT のモノの名前 (例: MyIoTthing) に。

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"iotjobsdata:GetPendingJobExecutions",
"iotjobsdata:StartNextPendingJobExecution",
"iotjobsdata:DescribeJobExecution",
"iotjobsdata:UpdateJobExecution"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name"
}
]

これらのポリシーを使用する必要がある場合の一例として、IoT デバイスが AWS IoT Core ポリシーを使
用して、これらの API オペレーションの 1 つにアクセスする場合 (DescribeJobExecution APIの次の
例のような場合) が挙げられます。
GET /things/thingName/jobs/jobId?
executionNumber=executionNumber&includeJobDocument=includeJobDocument&namespaceId=namespaceId
HTTP/1.1

ジョブの制限
AWS IoT Jobs には、AWS アカウント のサービスリソースやオペレーションの最大数に相当するサービス
クォータ (制限とも呼ばれます) があります。

アクティブなジョブおよび同時ジョブの制限
このセクションでは、アクティブなジョブと同時ジョブ、およびそれらに適用される制限について詳しく
説明します。
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アクティブなジョブとアクティブなジョブの制限
AWS IoT コンソールまたは CreateJob API を使用してジョブを作成すると、ジョブのステータスが
IN_PROGRESS に変わります。進行中のジョブはすべて アクティブなジョブ であり、アクティブなジョ
ブの制限にカウントされます。これには、新しいジョブ実行をロールアウトしているジョブ、またはデ
バイスがジョブ実行を完了するのを待っているジョブが含まれます。この制限は、連続ジョブとスナップ
ショットジョブの両方に適用されます。
同時ジョブとジョブの同時実行制限
新しいジョブ実行をロールアウトしている進行中のジョブ、または以前に作成したジョブ実行をキャン
セルしているジョブは 同時ジョブ そして、ジョブの同時実行制限にカウントされます。AWS IoT ジョ
ブは 1 分間に 1000 台という高速でジョブ実行をロールアウトしてキャンセルできるため、各ジョブは
concurrent となり、短い時間のみジョブ同時実行数の制限にカウントされます。ジョブの実行がロール
アウトまたはキャンセルされると、ジョブは同時実行されなくなり、ジョブの同時実行制限にはカウント
されません。ジョブの同時実行を使用して、デバイスがジョブの実行を完了するのを待っている間に、多
数のジョブを作成できます。
ジョブが同時実行されているかどうかを判断するには、AWS IoT コンソールからジョブの
IsConcurrent プロパティを使用するか、DescribeJob または ListJob API を使用できます。この制
限は、連続ジョブとスナップショットジョブの両方に適用されます。
AWS アカウント のアクティブなジョブやジョブ同時実行数の制限、その他の AWS IoT Jobs クォー
タを表示したり、制限の拡大をリクエストするには、AWS 全般リファレンスの「AWS IoT Device
Management エンドポイントおよびクォータ」を参照してください。
次の図は、ジョブの同時実行が、進行中のジョブとキャンセルされるジョブにどのように適用されるかを
示しています。

次の表では、アクティブなジョブと同時ジョブ、およびジョブ状態の同時フェーズと非同時フェーズに適
用される制限を示しています。

アクティブなジョブおよび同時ジョブの制限
ジョブステータ
ス

[Phase] (フェーズ)

アクティブな
ジョブ制限

ジョブ同時実行数の
制限

IN_PROGRESS

同時フェーズ: AWS IoT Jobs は、ジョブ
の作成リクエストを受け入れ、デバイスへ
のジョブ実行通知のロールアウトを開始し
ます。このフェーズのジョブは同時実行さ
れ、IsConcurrent プロパティが true に
設定され、アクティブなジョブとジョブの
同時実行制限の両方に対してカウントされ
ます。

申請済み

申請済み
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ジョブステータ
ス

Canceled

[Phase] (フェーズ)

アクティブな
ジョブ制限

ジョブ同時実行数の
制限

非同時フェーズ: AWS IoT Jobs は、デバ
イスがジョブ実行の結果を報告するのを
待ちます。このフェーズのジョブは、ア
クティブなジョブの制限にのみカウントさ
れ、IsConcurrentプ ロパティは false に
設定されています。

申請済み

適用されません

同時フェーズ: AWS IoT Jobs は、ジョブの
キャンセルリクエストを受け入れ、デバイ
ス用に以前に作成されたジョブ実行のキャ
ンセルを開始します。このフェーズのジョ
ブは同時実行され、IsConcurrent プロパ
ティを true に設定します。ジョブとジョブ
実行がキャンセルされると、ジョブは同時
実行されなくなり、ジョブの同時実行制限
にはカウントされません。

適用されません

申請済み
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AWS IoT セキュアトンネリング
リモートサイトの制限付きファイアウォールの背後でデバイスをデプロイする場合、トラブルシューティ
ング、設定の更新、およびその他のオペレーションタスクのために、それらのデバイスにアクセスする方
法が必要です。セキュアトンネリングを使用し、AWS IoT によって管理されるセキュアな接続を介して、
リモートデバイスへの双方向通信を確立します。セキュアトンネリングでは、既存のインバウンドファイ
アウォールルールを更新する必要がないため、リモートサイトのファイアウォールルールで提供されるの
と同じセキュリティレベルを維持できます。
たとえば、数百マイル離れた工場にあるセンサー装置で工場の温度測定に問題があるとします。セキュア
トンネリングを使用すると、そのセンサーデバイスへのセッションを開いて、すばやく開始できます。問
題（不正な設定ファイルなど）を特定したら、同じセッションでファイルをリセットし、センサーデバイ
スを再起動できます。従来のトラブルシューティング（センサーデバイスを調査するために技術者を工場
に派遣するなど）と比較して、セキュアトンネリングでは、インシデント対応と復旧の時間および運用コ
ストが削減されます。

セキュアトンネリングとは?
セキュアトンネリングを使用して、リモートサイトのポート制限ファイアウォールの背後にデプロイされ
ているデバイスにアクセスします。AWS クラウド を使用して、ノートパソコンまたはデスクトップコン
ピュータから送信先デバイスにソースデバイスとして接続できます。送信元と送信先は、各デバイスで実
行されるオープンソースのローカルプロキシを使用して通信します。ローカルプロキシはファイアウォー
ルで許可されているオープンポート（通常は 443）を使用して AWS クラウド と通信します。トンネルを
介して送信されるデータは、Tranported Layer Security（TLS）を使用して暗号化されています。
トピック
• セキュアトンネリングの概念 (p. 774)
• セキュアトンネリングの仕組み (p. 775)
• 安全なトンネルのライフサイクル (p. 776)

セキュアトンネリングの概念
リモートデバイスとの通信を確立する際に、セキュアトンネリングで使用される条件は次のとおりです。
セキュアトンネリングの仕組みについては、「セキュアトンネリングの仕組み (p. 775)」を参照してくだ
さい。
クライアントアクセストークン (CAT)
新しいトンネルが作成されたときにセキュアトンネリングによって生成されるトークンのペ
ア。CAT は、送信元および宛先デバイスが、セキュアトンネリングサービスに接続するために使
用されます。CAT は、トンネルに接続するためだけに使用できます。トンネルに再接続するに
は、RotateTunnelAccessToken API オペレーションまたは rotate-tunnel-access-token CLI コマンドを
使用してクライアントアクセストークンをローテーションします。
クライアントトークン
AWS IoT セキュアトンネリングが、同じトンネルへのその後のすべての再試行接続に使用できる、ク
ライアントによって生成された一意の値。このフィールドはオプションです。クライアントトークン
が指定されていない場合、クライアントアクセストークン (CAT) は同じトンネルに対して一度だけ使
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用できます。同じ CAT を使用したその後の接続試行は拒否されます。クライアントトークンの使用方
法の詳細については、「GitHub でのローカルプロキシリファレンスの実装」を参照してください。
宛先アプリケーション
宛先デバイスで実行されているアプリケーション。たとえば、宛先アプリケーションは、セキュアト
ンネリングを使用して SSH セッションを確立するための SSH デーモンにすることができます。
宛先デバイス
アクセスするリモートデバイス。
デバイスエージェント
AWS IoT デバイスゲートウェイに接続し、MQTT 経由で新しいトンネル通知をリッスンする IoT アプ
リケーション。詳細については、「IoT エージェントスニペット (p. 794)」を参照してください。
ローカルプロキシ
送信元および宛先デバイスで実行され、セキュアトンネリングとデバイスアプリケーション間でデー
タストリームをリレーするソフトウェアプロキシ。ローカルプロキシは、送信元モードまたは宛先
モードで実行できます。詳細については、「ローカルプロキシ (p. 779)」を参照してください。
送信元デバイス
オペレータが宛先デバイス（通常はラップトップまたはデスクトップコンピュータ）へのセッション
を開始するために使用するデバイス。
トンネル
送信元デバイスと宛先デバイス間の双方向通信を可能にする AWS IoT を通る論理パスウェイ。

セキュアトンネリングの仕組み
次に、セキュアトンネリングが送信元と宛先デバイス間の接続を確立する方法を示します。クライアント
アクセストークン (CAT) などのさまざまな用語については、「セキュアトンネリングの概念 (p. 774)」
を参照してください。
1.

トンネルを開く
リモート宛先デバイスとのセッションを開始するためのトンネルを開くには、AWS Management
Console、AWS CLI オープントンネルコマンド、またはOpenTunnel API を使用します。

2.

クライアントアクセストークンペアをダウンロードする
トンネルを開いた後、送信元と宛先のクライアントアクセストークン（CAT）をダウンロードし、送
信元デバイスに保存できます。ローカルプロキシを開始する前に、CAT を取得して保存する必要があ
ります。

3.

宛先モードでのローカルプロキシの起動
インストール済みで宛先デバイスで実行されている IoT エージェントは、予約済み MQTT トピック
$aws/things/thing-name/tunnels/notify をサブスクライブし、CAT を受け取ります。ここ
で、[thing-name] (モノの名前) は宛先に作成した AWS IoT モノの名前です。詳細については、
「セキュアトンネリングのトピック (p. 114)」を参照してください。
IoT エージェントは、CAT を使用して宛先モードでローカルプロキシを起動し、トンネルの宛先側の
接続を設定します。詳細については、「IoT エージェントスニペット (p. 794)」を参照してくださ
い。

4.

送信元モードでのローカルプロキシの実行
トンネルが開通した後、AWS IoT Device Management は、送信元デバイスでダウンロードできる送
信元の CAT を提供します。CAT を使用して、ローカルプロキシを送信元モードで起動し、トンネル
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の送信元側を接続します。ローカルプロキシの詳細については、「ローカルプロキシ (p. 779)」を参
照してください。
5.

SSH セッションを開く
トンネルの両側が接続されると、送信元側のローカルプロキシを使用して SSH セッションを開始でき
ます。

AWS Management Console を使用してトンネルを開き、SSH セッションを開始する方法の詳細について
は、「トンネルを開き、リモートデバイスへの SSH セッションを開始します (p. 777)」を参照してくだ
さい。
次の動画では、セキュアトンネリングの仕組みと、Raspberry Pi デバイスへの SSH セッションを設定す
るプロセスを説明します。

安全なトンネルのライフサイクル
トンネルはステータス OPEN または CLOSED を持つことができます。トンネルへの接続は、CONNECTED
または DISCONNECTED ステータスを持つことができます。次に、さまざまなトンネルと接続ステータス
の仕組みを示します。
1. トンネルを開くと、ステータスは OPEN になります。トンネルの送信元および宛先の接続ステータスは
DISCONNECTED に設定されます。
2. デバイス（送信元または宛先）がトンネルに接続すると、対応する接続ステータスが CONNECTED に変
更されます。
3. トンネルのステータスが OPEN のままデバイスがトンネルとの接続を切断すると、対応する接続ステー
タスが DISCONNECTED に戻ります。デバイスは、トンネルが OPEN のままである限り、トンネルに対
して繰り返し接続および切断できます。

Note
クライアントアクセストークン (CAT) は、トンネルに接続するためだけに使用できます。トン
ネルに再接続するには、RotateTunnelAccessToken API オペレーションまたは rotate-tunnelaccess-token CLI コマンドを使用してクライアントアクセストークンをローテーションしま
す。例については、「クライアントのアクセストークンをローテーションして AWS IoT セ
キュアトンネリングの接続性の問題を解決する (p. 801)」を参照してください。
4. CloseTunnel を呼び出すか、トンネルが MaxLifetimeTimeout 値よりも長く OPEN のままであ
るときにトンネルのステータスは、CLOSED になります。MaxLifetimeTimeout を呼び出すときに
OpenTunnel を設定できます。値を指定しない場合、MaxLifetimeTimeout はデフォルトで 12 時間
に設定されます。

Note
トンネルが CLOSED である場合、再び開くことはできません。
5. トンネルが表示されている間は、DescribeTunnel と ListTunnels を呼び出して、トンネルメタ
データを表示できます。トンネルは、少なくとも 3 時間 AWS IoT コンソールに表示されてから、削除
されます。

AWS IoT セキュアトンネリングのチュートリアル
AWS IoT セキュアトンネリングは、お客様が AWS IoT によって管理される安全な接続を経由して、ファ
イアウォールの内側にあるリモートデバイスへの双方向通信を確立するために役立ちます。以下のチュー
トリアルは、セキュアトンネリングの使用開始方法と使用方法の学習に役立ちます。
AWS IoT セキュアトンネリングを素早くデモするには、GitHub の AWS IoT セキュアトンネリングのデ
モを使用してください。
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AWS IoT セキュアトンネリングのチュートリアル
• トンネルを開き、リモートデバイスへの SSH セッションを開始します (p. 777)

トンネルを開き、リモートデバイスへの SSH セッ
ションを開始します
このチュートリアルでは、トンネルを開き、それを使用してリモートデバイスへの SSH セッションを開
始します。リモートデバイスは、すべてのインバウンドトラフィックをブロックするファイアウォールの
背後にあり、デバイスに直接 SSH 接続できません。開始する前に、AWS IoT レジストリにデバイスを登
録し、デバイスを AWS IoT デバイスゲートウェイに接続する方法を理解していることを確認してくださ
い。

前提条件
• リモートデバイスが背後にあるファイアウォールは、ポート 443 で発信トラフィックを許可する必要が
あります。
• RemoteDeviceA レジストリに AWS IoT という名前の IoT モノが作成されました。
• AWS IoT デバイスゲートウェイに接続し、MQTT トピックサブスクリプションで設定されているリモー
トデバイスで実行されている IoT デバイスエージェントがあります。このチュートリアルには、エー
ジェントの実装方法を示すスニペットが含まれています。詳細については、「」を参照してくださいIoT
エージェントスニペット (p. 794)
• リモートデバイスで SSH デーモンが実行されている必要があります。
• GitHub からローカルプロキシソースコードをダウンロードし、選択したプラットフォーム用にビルドし
ました。このチュートリアルでは、ビルドされたローカルプロキシ実行可能ファイルを localproxy と
呼びます。

トンネルを開く
OpenTunnel を呼び出すときに宛先を設定すると、セキュアトンネリングにより MQTT および予約済み
MQTT トピック ($aws/things/RemoteDeviceA/tunnels/notify) を介して宛先クライアントアクセ
ストークンがリモートデバイスに配信されます。詳細については、「予約済みトピック (p. 102)」を参照
してください。MQTT メッセージを受信すると、リモートデバイス上の IoT エージェントがローカルプロ
キシを宛先モードで起動します。宛先クライアントアクセストークンを別の方法でリモートデバイスに配
信する場合は、宛先設定を省略できます。詳細については、「」を参照してくださいリモートデバイスの
設定と IoT エージェントの使用 (p. 794)

コンソールでトンネルを開くには
1.

AWS IoT コンソールで、[Manage] (管理) に移動し、[Tunnels] (トンネル) を選択します。

2.

[Create tunnel] (トンネルの作成) を選択します。
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3.

トンネルの説明、トンネルを開くモノの名前、SSH や FTP などの使用されるサービス、トンネルの
タイムアウト時間、リソースを識別するのに役立つキーと値のペアとしてリソースタグを入力しま
す。

4.

送信元と送信先のクライアントアクセストークンをダウンロードします。[Done] (完了) を選択した
後、トークンはダウンロードできません。

5.

[完了] を選択します。

ローカルプロキシの起動
ラップトップでターミナルを開き、送信元クライアントアクセストークンをコピーし、それを使用して
ローカルプロキシを送信元モードで起動します。次のコマンドでは、ローカルプロキシは、ポート 5555
で新しい接続をリッスンするように設定されています。
./localproxy -r us-east-1 -s 5555 -t source-client-access-token

Note
このコマンドの AWS リージョン は、トンネルが作成された AWS リージョン と同じである必要
があります。
-r
トンネルが作成される AWS リージョン を指定します。
-s
プロキシが接続するポートを指定します。
-t
クライアントトークンのテキストを指定します。

Note
次のエラーが表示された場合は、CA パスを設定します。詳細については、GitHub を参照してく
ださい。
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Could not perform SSL handshake with proxy server: certificate verify
failed

SSH セッションの開始
別のターミナルを開き、次のコマンドを使用して、ポート 5555 のローカルプロキシに接続し、新しい
SSH セッションを開始します。
ssh username@localhost -p 5555
SSH セッションのパスワードの入力が求められる場合があります。SSH セッションが終了したら、exit
と入力してセッションを閉じます。

トンネルを閉じる
1. AWS IoT コンソールを開きます。
2. トンネルを選択し、[アクション] から [閉じる] を選択します。トンネルを閉じると、両方のローカルプ
ロキシインスタンスが閉じます。

ローカルプロキシ
ローカルプロキシは、WebSocketの安全な接続を介したセキュアトンネリングを使用して、送信元デバイ
スで実行中のアプリケーションによって送信されたデータを送信します。GitHub からローカルプロキシ
ソースをダウンロードすることができます。
ローカルプロキシは、source または destination の 2 つのモードで実行できます。送信元モードで
は、ローカルプロキシは TCP 接続を開始するクライアントアプリケーションと同じデバイスまたはネット
ワーク上で実行されます。宛先モードでは、ローカルプロキシは宛先アプリケーションとともにリモート
デバイス上で実行されます。トンネル多重化を使用すると、1 つのトンネルで一度に最大 3 つのデータス
トリームをサポートできます。セキュアトンネリングでは、データストリームごとに複数の TCP 接続が使
用されるため、タイムアウトの可能性が低くなります。詳細については、「セキュアトンネル内でのデー
タストリームの多重化と同時 TCP 接続の使用 (p. 789)」を参照してください。

ローカルプロキシの使用方法
送信元デバイスおよび宛先デバイスでローカルプロキシを実行して、セキュアトンネリングエンドポイン
トにデータを送信できます。デバイスが、ウェブプロキシを使用するネットワーク内にある場合、ウェブ
プロキシは接続をインターネットに転送する前にそれらをインターセプトできます。この場合、ウェブプ
ロキシを使用するようにローカルプロキシを設定する必要があります。詳細については、「ウェブプロキ
シを使用するデバイスのローカルプロキシを設定します (p. 783)」を参照してください。

ローカルプロキシのワークフロー
次の手順は、送信元デバイスおよび宛先デバイスでローカルプロキシがどのように実行されるかを説明し
ます。
1.

ローカルプロキシをセキュアトンネリングに接続する
まず、ローカルプロキシはセキュアトンネリングへの接続を確立する必要があります。ローカルプロ
キシを起動するとき、次の引数を使用します。
• トンネルが開かれている AWS リージョン を指定する -r 引数。
• OpenTunnel から返された送信元または宛先のクライアントアクセストークンを渡す -t 引数。
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Note
同じクライアントアクセストークン値を使用する 2 つのローカルプロキシを同時に接続す
ることはできません。
2.

送信元または宛先アクションの実行
WebSocket 接続が確立されると、ローカルプロキシは、その設定に応じて、送信元モードまたは宛先
モードのいずれかのアクションを実行します。
デフォルトでは、入力/出力 (I/O) エラーが発生した場合、または WebSocket 接続が予期せず閉じら
れた場合、ローカルプロキシは、セキュアトンネリングに再接続しようとします。これにより、TCP
接続が閉じられます。TCP ソケットエラーが発生した場合、ローカルプロキシはトンネルを経由して
メッセージを送信し、相手側に TCP 接続を閉じるように通知します。デフォルトでは、ローカルプロ
キシは常に SSL 通信を使用します。

3.

ローカルプロキシの停止
トンネルを使用した後は、ローカルプロキシプロセスを停止しても安全です。CloseTunnel を
呼び出して、トンネルを明示的に閉じることを推奨します。アクティブなトンネルクライアント
は、CloseTunnel を呼び出した直後に閉じられないことがあります。

AWS Management Console を使用してトンネルを開き、SSH セッションを開始する方法の詳細について
は、「トンネルを開き、リモートデバイスへの SSH セッションを開始します (p. 777)」を参照してくだ
さい。

ローカルプロキシのベストプラクティス
ローカルプロキシを実行する場合は、以下のベストプラクティスに従ってください。
• -t ローカルプロキシ引数を使用してアクセストークンを渡すことは避けてくださ
い。AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN 環境変数を使用して、ローカルプロキシのアクセストークンを
設定することをお勧めします。
• オペレーティングシステムまたは環境で、ローカルプロキシ実行可能ファイルを最小特権で実行しま
す。
• Windows では、ローカルプロキシを管理者として実行することは避けてください。
• Linux および macOS の場合は、ローカルプロキシを root として実行することは避けてください。
• 個別のホスト、コンテナ、サンドボックス、chroot jail、または仮想化環境でローカルプロキシを実行す
ることを検討してください。
• ツールチェーンに応じて、関連するセキュリティフラグを持つローカルプロキシを構築します。
• 複数のネットワークインターフェイスを持つデバイスでは、-b引数を使用して、送信先アプリケーショ
ンとの通信に使用されるネットワークインターフェイスに、TCP ソケットをバインドします。

コマンドと出力の例
以下は、実行するコマンドと、対応する出力の例です。この例は、ローカルプロキシを source および
destination モードの両方で設定する方法を示しています。ローカルプロキシは HTTPS プロトコルを
WebSockets にアップグレードして存続期間が長い接続を確立し、接続を介して安全なトンネリングデバ
イスエンドポイントへのデータの送信を開始します。
次のコマンドを実行する前に:
トンネルをオープンし、送信元と送信先のクライアントアクセストークンを取得しておく必要がありま
す。また、前述の説明に従ってローカルプロキシを構築しておく必要もあります。ローカルプロキシを構
築するには、GitHub レポジトリでローカルプロキシのソースコードを開き、ローカルプロキシを構築、イ
ンストールするための手順に従います。
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Note
この例で使用される以下のコマンドは、ローカルプロキシを実行した後の異なるステップ (先ほど
説明したもの) の概要を説明するために verbosity フラグを使用します。このフラグはテストの
みに使用することが推奨されます。
出典モードでのローカルプロキシの実行
以下のコマンドは、ローカルプロキシを出典モードで実行する方法を示しています。
Linux/macOS
Linux または macOS では、ターミナルで次のコマンドを実行して、送信元でローカルプロキシを設定
および起動します。
export AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=${access_token}
./localproxy -s 5555 -v 5 -r us-west-2

実行する条件は以下のとおりです。
• -s は送信元リッスンポートです。ローカルプロキシを送信元モードで起動します。
• -v は出力の冗長性です。0～6 の値を指定できます。
• -r は、トンネルが開かれるエンドポイントリージョンです。
これらのパラメータの詳細については、「コマンドライン引数を使用して設定されるオプション」を
参照してください。
Windows
Windows では、Linux や macOS の場合と同様にローカルプロキシを設定しますが、環境変数の定義
方法は、他のプラットフォームとは異なります。cmd ウィンドウで以下のコマンドを実行し、送信元
のローカルプロキシを設定して起動します。
set AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=${access_token}
.\localproxy -s 5555 -v 5 -r us-west-2

実行する条件は以下のとおりです。
• -s は送信元リッスンポートです。ローカルプロキシを送信元モードで起動します。
• -v は出力の冗長性です。0～6 の値を指定できます。
• -r は、トンネルが開かれるエンドポイントリージョンです。
これらのパラメータの詳細については、「コマンドライン引数を使用して設定されるオプション」を
参照してください。
以下は、ローカルプロキシを source モードで実行したサンプル出力です。
...
...
Starting proxy in source mode
Attempting to establish web socket connection with endpoint wss://data.tunneling.iot.uswest-2.amazonaws.com:443
Resolved proxy server IP: 10.10.0.11
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Connected successfully with proxy server
Performing SSL handshake with proxy server
Successfully completed SSL handshake with proxy server
HTTP/1.1 101 Switching Protocols
...
Connection: upgrade
channel-id: 01234567890abc23-00001234-0005678a-b1234c5de677a001-2bc3d456
upgrade: websocket
...
Web socket session ID: 01234567890abc23-00001234-0005678a-b1234c5de677a001-2bc3d456
Web socket subprotocol selected: aws.iot.securetunneling-2.0
Successfully established websocket connection with proxy server: wss://
data.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com:443
Setting up web socket pings for every 5000 milliseconds
Scheduled next read:
...
Starting web socket read loop continue reading...
Resolved bind IP: 127.0.0.1
Listening for new connection on port 5555

送信先モードでのローカルプロキシの実行
以下のコマンドは、送信先モードでローカルプロキシを実行する方法を示しています。
Linux/macOS
Linux または macOS では、ターミナルで次のコマンドを実行して、宛先でローカルプロキシを設定お
よび起動します。
export AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=${access_token}
./localproxy -d 22 -v 5 -r us-west-2

実行する条件は以下のとおりです。
• -d は宛先アプリケーションです。ローカルプロキシを宛先モードで起動します。
• -v は出力の冗長性です。0～6 の値を指定できます。
• -r は、トンネルが開かれるエンドポイントリージョンです。
これらのパラメータの詳細については、「コマンドライン引数を使用して設定されるオプション」を
参照してください。
Windows
Windows では、Linux や macOS の場合と同様にローカルプロキシを設定しますが、環境変数の定義
方法は、他のプラットフォームとは異なります。cmd ウィンドウで以下のコマンドを実行して、宛先
のローカルプロキシを設定して起動します。
set AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=${access_token}
.\localproxy -d 22 -v 5 -r us-west-2

実行する条件は以下のとおりです。
• -d は宛先アプリケーションです。ローカルプロキシを宛先モードで起動します。
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• -v は出力の冗長性です。0～6 の値を指定できます。
• -r は、トンネルが開かれるエンドポイントリージョンです。
これらのパラメータの詳細については、「コマンドライン引数を使用して設定されるオプション」を
参照してください。
以下は、ローカルプロキシを destination モードで実行したサンプル出力です。
...
...
Starting proxy in destination mode
Attempting to establish web socket connection with endpoint wss://data.tunneling.iot.uswest-2.amazonaws.com:443
Resolved proxy server IP: 10.10.0.11
Connected successfully with proxy server
Performing SSL handshake with proxy server
Successfully completed SSL handshake with proxy server
HTTP/1.1 101 Switching Protocols
...
Connection: upgrade
channel-id: 01234567890abc23-00001234-0005678a-b1234c5de677a001-2bc3d456
upgrade: websocket
...
Web socket session ID: 01234567890abc23-00001234-0005678a-b1234c5de677a001-2bc3d456
Web socket subprotocol selected: aws.iot.securetunneling-2.0
Successfully established websocket connection with proxy server: wss://
data.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com:443
Setting up web socket pings for every 5000 milliseconds
Scheduled next read:
...
Starting web socket read loop continue reading...

ウェブプロキシを使用するデバイスのローカルプロキ
シを設定します
AWS IoT デバイスでローカルプロキシを使用して、AWS IoT セキュアトンネリング API と通信でき
ます。ローカルプロキシは、WebSocketの安全な接続を介したセキュアトンネリングを通して、デバ
イスアプリケーションによって送信されたデータを送信します。ローカルプロキシは source または
destination モードで実行できます。source モードでは、TCP 接続を開始するものと同じデバイス
またはネットワークで実行されます。destination モードでは、ローカルプロキシが送信先アプリケー
ションと共にリモートデバイス上で実行されます。詳細については、「ローカルプロキシ (p. 779)」を参
照してください。
ローカルプロキシは、 AWS IoT セキュアトンネリングを使用するためには、インターネットに直接接続す
る必要があります。セキュアトンネリングを使用した存続期間が長い TCP 接続については、ローカルプロ
キシが HTTPS リクエストをアップグレードして、セキュアトンネリングデバイス接続エンドポイントの
いずれかへの WebSockets 接続を確立します。
デバイスが、ウェブプロキシを使用するネットワーク内にある場合、ウェブプロキシは接続をインター
ネットに転送する前にそれらをインターセプトできます。セキュアトンネリングデバイス接続エンドポイ
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ントに対して存続期間が長い接続を確立するには、WebSocket の仕様で説明されているとおり、ウェブプ
ロキシを使用するようにローカルプロキシを設定します。

Note
AWS IoT Device Client (p. 1306)は、ウェブプロキシを使用するデバイスをサポートしていませ
ん。ウェブプロキシに対応させるには、以下で説明されているように、ローカルプロキシを使用
してウェブプロキシに対応するように設定する必要があります。
以下の手順は、ローカルプロキシとウェブプロキシがどのように連動するかを説明するものです。
1. ローカルプロキシは、HTTP CONNECT リクエストをウェブプロキシに送信します。このリクエストに
は、セキュアトンネリングサービスのリモートアドレスと共に、ウェブプロキシ認証情報が含まれてい
ます。
2. 次に、ウェブプロキシがリモートセキュアトンネリングエンドポイントに対する存続期間が長い接続を
作成します。
3. TCP 接続が確立され、ローカルプロキシは、データ伝送の送信元モードと送信先モードの両方で稼働し
ます。
この手順を完了するには、次のステップを実行します。
• ローカルプロキシを構築します (p. 784)
• ウェブプロキシを設定します (p. 784)
• ローカルプロキシを設定、起動します (p. 785)

ローカルプロキシを構築します
GitHub リポジトリで、ローカルプロキシのソースコードを開き、ローカルプロキシを構築、インストール
するための手順に従います。

ウェブプロキシを設定します
ローカルプロキシは、HTTP/1.1 の仕様で説明されている HTTP トンネリングメカニズムに依存していま
す。この仕様に準拠するには、ウェブプロキシが CONNECT メソッドの使用をデバイスに許可する必要が
あります。
ウェブプロキシの設定方法は、使用しているウェブプロキシと Wウェブプロキシのバージョンによって異
なります。ウェブプロキシを正しく設定されるように、ウェブプロキシのドキュメントを確認してくださ
い。
Web プロキシを設定するには、まず ウェブプロキシ URLを特定し、ウェブプロキシが、HTTP トンネリ
ングをサポートしているかどうかを確認します。ウェブプロキシURL は、後でローカルプロキシを設定し
て起動する時に使用されます。
1. ウェブプロキシの URL を特定します
ウェブプロキシ URL は以下の形式になるでしょう。
protocol://web_proxy_host_domain:web_proxy_port

AWS IoTセキュアトンネリングは、ウェブプロキシの基本認証のみをサポートします。ベーシック認証
を使用するには、usernameおよびpasswordをウェブプロキシ URLの一部として指定する必要があり
ます。ウェブプロキシ URL は、次の形式になります。
protocol://username:password@web_proxy_host_domain:web_proxy_port
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• protocol は、http または https にすることが可能です。https を使用することをお勧めしま
す。
• [proxy_host_domain]は、ウェブプロキシの IP アドレス、またはウェブプロキシの IP アドレスを
解決する DNS 名です。
• [web_proxy_port]は、ウェブプロキシがリッスンするポートです。
• ウェブプロキシはこのusernameおよびpasswordを使用してリクエストを認証します。
2. ウェブプロキシの URL をテストします
Web プロキシが TCP トンネリングをサポートしているかどうかを確認するには、curlコマンドを使用
し、必ず2xxまたは3xxレスポンスを受け取る事を確認してください。
例えば、ウェブプロキシ URL が https://server.com:1235 の場合は、curl コマンドで proxyinsecure フラグを使用します。これは、ウェブプロキシが自己署名証明書に依存する可能性があるた
めです。
export HTTPS_PROXY=https://server.com:1235
curl -I https://aws.amazon.com --proxy-insecure

ウェブプロキシ URL にhttpポート (例、http://server.com:1234)がある場合は、proxyinsecureフラグを使う必要はありません。
export HTTPS_PROXY=http://server.com:1234
curl -I https://aws.amazon.com

ローカルプロキシを設定、起動します
ウェブプロキシを使用するためにローカルプロキシを設定するには、DNS ドメイン名、またはウェブプロ
キシが使用する IP アドレスとポート番号でHTTPS_PROXY 環境変数を設定する必要があります。
ローカルプロキシを設定したら、この README ドキュメントに説明されているようにローカルプロキシ
を使用できます。

Note
環境変数の宣言では、大文字と小文字が区別されます。一度、すべて大文字またはすべて小文字
のいずれかを使用して、それぞれの変数を定義する事をお勧めいたします。以下の例は、大文字
で宣言された環境変数を示しています。同じ変数が大文字と小文字の両方を使用して指定されて
いる場合は、小文字を使用して指定された変数が優先されます。
以下のコマンドは、ウェブプロキシを使用するように送信先で実行されているローカルプロキシを設定し
て、ローカルプロキシを開始する方法を示しています。
• AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN: この変数は、送信先のクライアントアクセストークン (CAT) を保持
します。
• HTTPS_PROXY: この変数は、ローカルプロキシを設定するための Web プロキシ URL または IP アドレ
スを保持します。
以下の例にあるコマンドは、使用するオペレーティングシステムと、ウェブプロキシが HTTP ポートまた
は HTTPS ポートのどちらでリッスンしているかに応じて異なります。

HTTP ポートでリッスンする ウェブプロキシ
ウェブプロキシが HTTP ポートでリッスンしている場合は、HTTPS_PROXY 変数にウェブプロキシ URL ま
たは IP アドレスを指定できます。
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Linux/macOS
Linux または macOS では、ターミナルで次のコマンドを実行して、HTTP ポートをリッスンする
Web プロキシを使用するように宛先でローカルプロキシを設定および起動します。
export AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=${access_token}
export HTTPS_PROXY=http:proxy.example.com:1234
./localproxy -r us-east-1 -d 22

プロキシで認証する必要がある場合は、usernameおよびpasswordをHTTPS_PROXY変数の一部とし
て実行します。
export AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=${access_token}
export HTTPS_PROXY=http://username:password@proxy.example.com:1234
./localproxy -r us-east-1 -d 22

Windows
Windows では、Linux や macOS の場合と同様にローカルプロキシを設定しますが、環境変数の
定義方法は、他のプラットフォームとは異なります。cmd ウィンドウで以下のコマンドを実行し
て、HTTP ポートをリッスンするウェブプロキシを使用するように送信先のローカルプロキシを設定
して、ローカルプロキシを開始します。
set AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=${access_token}
set HTTPS_PROXY=http://proxy.example.com:1234
.\localproxy -r us-east-1 -d 22

プロキシで認証する必要がある場合は、usernameおよびpasswordをHTTPS_PROXY変数の一部とし
て実行する必要があります。
set AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=${access_token}
set HTTPS_PROXY=http://username:password@10.15.20.25:1234
.\localproxy -r us-east-1 -d 22

HTTPS ポートでリッスンする ウェブプロキシ
ウェブプロキシが HTTPS ポートでリッスンしている場合は、以下のコマンドを実行します。

Note
Web プロキシに自己署名証明書を使用している場合、またはネイティブの OpenSSL サポートお
よびデフォルト設定がない OS でローカルプロキシを実行している場合は、[Certificate setup](証
明書セットアップ)セクションを GitHub リポジトリに追加します。
以下のコマンドは、HTTP プロキシ用にウェブプロキシを設定した方法と似ていますが、上記の説明どお
りにインストールされた証明書ファイルへのパスも指定するという点が異なります。
Linux/macOS
Linux または macOS では、ターミナルで以下のコマンドを実行して、HTTPS ポートをリッスンする
ウェブプロキシを使用するように送信先で実行されているローカルプロキシを設定します。
export AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=${access_token}
export HTTPS_PROXY=http:proxy.example.com:1234
./localproxy -r us-east-1 -d 22 -c /path/to/certs
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プロキシで認証する必要がある場合は、HTTPS_PROXY 変数の一部として username および
password を指定する必要があります。
export AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=${access_token}
export HTTPS_PROXY=http://username:password@proxy.example.com:1234
./localproxy -r us-east-1 -d 22 -c /path/to/certs

Windows
Windows では、cmd ウィンドウで以下のコマンドを実行して、HTTP ポートをリッスンするウェブプ
ロキシを使用するように送信先で実行されているローカルプロキシを設定し、ローカルプロキシを開
始します。
set AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=${access_token}
set HTTPS_PROXY=http://proxy.example.com:1234
.\localproxy -r us-east-1 -d 22 -c \path\to\certs

プロキシで認証する必要がある場合は、HTTPS_PROXY 変数の一部として username および
password を指定する必要があります。
set AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=${access_token}
set HTTPS_PROXY=http://username:password@10.15.20.25:1234
.\localproxy -r us-east-1 -d 22 -c \path\to\certs

コマンドと出力の例
以下は、Linux OS で実行するコマンドと、対応する出力の例です。この例では、HTTP ポートでリッスン
しているウェブプロキシと、ウェブプロキシを source および destination モードの両方で使用するよ
うにローカルプロキシを設定する方法を説明します。これらのコマンドを実行する前に、トンネルをオー
プンし、送信元と宛先のクライアントアクセストークンを取得しておく必要があります。また、前述の説
明に従ってローカルプロキシを構築し、ウェブプロキシを設定しておく必要もあります。
ここでは、ローカルプロキシを起動した後の手順の概要を示します。ローカルプロキシ:
• ウェブプロキシURLを識別し、そのURLを使用してプロキシサーバーに接続できるようにします。
• ウェブプロキシとの TCP 接続を確立します。
• HTTP CONNECT リクエストをウェブプロキシに送信し、接続が確立されたことを示す HTTP/1.1 200
レスポンスを待ちます。
• HTTPS プロトコルを WebSockets にアップグレードして、存続時間が長い接続を確立します。
• セキュアトンネリングデバイスエンドポイントへの接続を介してデータの送信を開始します。

Note
この例で使用される以下のコマンドは、ローカルプロキシを実行した後の異なるステップ (先ほど
説明したもの) の概要を説明するために verbosity フラグを使用します。このフラグはテストの
みに使用することが推奨されます。
出典モードでのローカルプロキシの実行
以下のコマンドは、ローカルプロキシを出典モードで実行する方法を示しています。
export AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=${access_token}
export HTTPS_PROXY=http:username:password@10.15.10.25:1234
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./localproxy -s 5555 -v 5 -r us-west-2

以下は、ローカルプロキシを source モードで実行したサンプル出力です。
...
Parsed basic auth credentials for the URL
Found Web proxy information in the environment variables, will use it to connect via the
proxy.
...
Starting proxy in source mode
Attempting to establish web socket connection with endpoint wss://data.tunneling.iot.uswest-2.amazonaws.com:443
Resolved Web proxy IP: 10.10.0.11
Connected successfully with Web Proxy
Successfully sent HTTP CONNECT to the Web proxy
Full response from the Web proxy:
HTTP/1.1 200 Connection established
TCP tunnel established successfully
Connected successfully with proxy server
Successfully completed SSL handshake with proxy server
Web socket session ID: 0a109afffee745f5-00001341-000b8138-cc6c878d80e8adb0-f186064b
Web socket subprotocol selected: aws.iot.securetunneling-2.0
Successfully established websocket connection with proxy server: wss://
data.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com:443
Seting up web socket pings for every 5000 milliseconds
Scheduled next read:
...
Starting web socket read loop continue reading...
Resolved bind IP: 127.0.0.1
Listening for new connection on port 5555

送信先モードでのローカルプロキシの実行
以下のコマンドは、送信先モードでローカルプロキシを実行する方法を示しています。
export AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=${access_token}
export HTTPS_PROXY=http:username:password@10.15.10.25:1234
./localproxy -d 22 -v 5 -r us-west-2

以下は、ローカルプロキシを destination モードで実行したサンプル出力です。
...
Parsed basic auth credentials for the URL
Found Web proxy information in the environment variables, will use it to connect via the
proxy.
...
Starting proxy in destination mode
Attempting to establish web socket connection with endpoint wss://data.tunneling.iot.uswest-2.amazonaws.com:443
Resolved Web proxy IP: 10.10.0.1
Connected successfully with Web Proxy
Successfully sent HTTP CONNECT to the Web proxy
Full response from the Web proxy:
HTTP/1.1 200 Connection established
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TCP tunnel established successfully
Connected successfully with proxy server
Successfully completed SSL handshake with proxy server
Web socket session ID: 06717bfffed3fd05-00001355-000b8315-da3109a85da804dd-24c3d10d
Web socket subprotocol selected: aws.iot.securetunneling-2.0
Successfully established websocket connection with proxy server: wss://
data.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com:443
Seting up web socket pings for every 5000 milliseconds
Scheduled next read:
...
Starting web socket read loop continue reading...

セキュアトンネル内でのデータストリームの多重化
と同時 TCP 接続の使用
セキュアトンネリング多重化機能を使用すると、トンネルごとに複数のデータストリーミングを使用でき
ます。多重化により、複数のデータストリームを使用してデバイスをトラブルシューティングできます。
また、複数のローカルプロキシを構築、デプロイ、開始したり、同じデバイスに対して複数のトンネル
を開いたりする必要がなくなるため、運用負荷を緩和できます。例えば、複数の HTTP および SSH スト
リーミングを送信する必要があるウェブブラウザの場合、多重化を使用できます。
各データストリームについて、AWS IoT セキュアトンネリングは同時 TCP 接続をサポートします。同時
接続を使用すると、クライアントから複数のリクエストがあった場合にタイムアウトする可能性が低くな
ります。例えば、送信先デバイスに対してローカルなウェブサーバーにリモートアクセスするときのロー
ド時間を短縮できます。
次のセクションでは、多重化と同時 TCP 接続の使用、およびそれらのさまざまな使用例について詳しく説
明します。
トピック
• セキュアトンネル内の複数のデータストリームを多重化する (p. 789)
• セキュアトンネルでの同時 TCP 接続の使用 (p. 792)

セキュアトンネル内の複数のデータストリームを多重
化する
多重化機能は、複数の接続またはポートを使用するデバイスに使用できます。多重化は、問題のトラブル
シューティングのためにリモートデバイスへの複数の接続が必要な場合にも使用できます。例えば、複数
の HTTP および SSH データストリーミングを送信する必要があるウェブブラウザの場合、多重化を使用
できます。両方のストリームからのアプリケーションデータが、多重化されたトンネルを介して同時にデ
バイスに送信されます。

ユースケースの例
例えば、デバイス上のウェブアプリケーションに接続して、一部のネットワーキングパラメータを変更す
ると同時に、ターミナルからシェルコマンドを発行して、デバイスが新しいネットワーキングパラメータ
で正常に動作していることを確認する必要がある場合があります。このシナリオでは、ウェブアプリケー
ションとターミナルに同時にアクセスするために、HTTP と SSH の両方を介してデバイスに接続し、2 つ
の並列データストリーミングを転送する必要がある場合があります。多重化機能を使用すると、これらの
2 つの独立したストリーミングを同時に同じトンネルを介して転送できます。
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多重化トンネルの設定方法
次の手順では、複数のポートへの接続を必要とするアプリケーションを使用してデバイスをトラブル
シューティングするための多重化トンネルを設定する方法について説明します。HTTP ストリーミングと
SSH ストリーミングの 2 つの多重化されたストリーミングを持つ 1 つのトンネルを設定します。
1.

オプションの設定ファイル
設定ファイルを使用して送信元および送信先デバイスを設定できます。ポートマッピングが頻繁に
変更される可能性がある場合は、設定ファイルを使用します。CLI を使用して明示的にポートマッピ
ングを指定する場合、または指定されたリスニングポートでローカルプロキシを開始する必要がな
い場合は、このステップを省略できます。設定ファイルの使用方法の詳細については、GitHub の「
Options set via --config」(–-config を介して設定されるオプション) を参照してください。
1. 送信元デバイスでローカルプロキシを実行するフォルダに、Config という設定フォルダを作成し
ます。このフォルダ内で、次の内容を含む SSHSource.ini というファイルを作成します。
HTTP1 = 5555
SSH1 = 3333

2. 送信先デバイスのローカルプロキシを実行するフォルダに、Config という設定フォルダを作成し
ます。このフォルダ内で、次の内容を含む SSHDestination.ini というファイルを作成します。
HTTP1 = 80
SSH1 = 22

2.

トンネルを開く
OpenTunnel API オペレーションまたは open-tunnel CLI コマンドを使用してトンネルを開きま
す。SSH1 および HTTP1 をサービスとして指定し、リモートデバイスに対応する AWS IoT のモノの
名前を指定して、送信先を設定します。SSH アプリケーションと HTTP アプリケーションはこのリ
モートデバイスで実行されています。AWS IoT レジストリで IoT のモノを作成しておく必要がありま
す。詳細については、「レジストリによるモノの管理方法 (p. 268)」を参照してください。
aws iotsecuretunneling open-tunnel \
--destination-config thingName=RemoteDevice1,services=HTTP1,SSH1

このコマンドを実行すると、ローカルプロキシの実行に使用する送信元と送信先のアクセストークン
が生成されます。
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{

"tunnelId": "b2de92a3-b8ff-46c0-b0f2-afa28b00cecd",
"tunnelArn": "arn:aws:iot:us-west-2:431600097591:tunnel/b2de92a3-b8ff-46c0-b0f2afa28b00cecd",
"sourceAccessToken": source_client_access_token,
"destinationAccessToken": destination_client_access_token
}

3.

ローカルプロキシを設定、起動します
ローカルプロキシを実行する前に、AWS IoT Device Client を設定するか、GitHub からローカルプロ
キシソースコードをダウンロードし、選択したプラットフォーム用にビルドします。その後、送信先
と送信元のローカルプロキシを起動して、セキュアトンネルに接続できます。ローカルプロキシの設
定と使用の詳細については、「ローカルプロキシの使用方法 (p. 779)」を参照してください。

Note
送信元デバイスでは、設定ファイルを使用しないか、CLI を使用してポートマッピングを指
定しない場合でも、同じコマンドを使用してローカルプロキシを実行できます。ソースモー
ドのローカルプロキシは、自動的に使用可能なポートを選択して、マッピングを使用しま
す。
Start local proxy using configuration files
次のコマンドを実行し、設定ファイルを使用して送信元モードと送信先モードでローカルプロキ
シを実行します。
// ----------------- Start the destination local proxy ----------------------./localproxy -r us-east-1 -m dst -t destination_client_access_token
// ----------------- Start the source local proxy ---------------------------// You also run the same command below if you want the local proxy to
// choose the mappings for you instead of using configuration files.
./localproxy -r us-east-1 -m src -t source_client_access_token

Start local proxy using CLI port mapping
次のコマンドを実行し、CLI を使用してポートマッピングを明示的に指定することにより、送信
元モードと送信先モードでローカルプロキシを実行します。
// ----------------- Start the destination local proxy
----------------------------------./localproxy -r us-east-1 -d HTTP1=80,SSH1=22 -t destination_client_access_token
// ----------------- Start the source local proxy
---------------------------------------./localproxy -r us-east-1 -s HTTP1=5555,SSH1=33 -t source_client_access_token

SSH および HTTP 接続からのアプリケーションデータを、多重化されたトンネルを介して同時に転送でき
るようになりました。以下のマップからわかるように、サービス識別子は、送信元デバイスと送信先デバ
イス間のポートマッピングを変換する読み取り可能な形式として機能します。この設定では、セキュアト
ンネリングは、送信元デバイスのポート 5555 からのすべての着信 HTTP トラフィックを送信先デバイス
のポート 80 に転送し、ポート 3333 からの着信 SSH トラフィックを送信先デバイスのポート 22 に転送
します。
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セキュアトンネルでの同時 TCP 接続の使用
AWS IoT セキュアトンネリングは、各データストリームについて、複数の同時 TCP 接続をサポートしま
す。この機能は、リモートデバイスへの同時接続が必要な場合に使用できます。同時 TCP 接続を使用す
ると、クライアントから複数のリクエストがあった場合にタイムアウトする可能性が低くなります。例え
ば、複数のコンポーネントが実行されているウェブサーバーにアクセスする場合、同時 TCP 接続を行う
と、サイトのロードにかかる時間を短縮できます。

Note
同時 TCP 接続には、AWS アカウントごとに毎秒 800 KB の帯域幅制限があります。AWS IoT セ
キュアトンネリングでは、受信リクエストの数に応じてこの制限を自動的に設定できます。

ユースケースの例
送信先デバイスに対してローカルで、複数のコンポーネントが実行されているウェブサーバーにリモート
にアクセスする必要があるとします。単一の TCP 接続でウェブサーバーにアクセスを試みているときに、
シーケンシャルロードを行うと、サイト上のリソースのロードにかかる時間が長くなる可能性がありま
す。同時 TCP 接続により、サイトのリソース要件を満たすことでロード時間を短縮でき、アクセス時間を
短縮できます。次の図は、リモートデバイスで実行されているウェブサーバーアプリケーションへのデー
タストリームに対して、同時 TCP 接続がどのようにサポートされるかを示しています。

Note
トンネルを使用してリモートデバイスで実行されている複数のアプリケーションにアクセスする
場合は、トンネル多重化を使用できます。詳細については、「セキュアトンネル内の複数のデー
タストリームを多重化する (p. 789)」を参照してください。
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同時 TCP 接続を使用する方法
次の手順では、同時 TCP 接続を使用してリモートデバイスのウェブブラウザにアクセスする方法について
説明します。クライアントから複数のリクエストがある場合、AWS IoT セキュアトンネリングはリクエス
トを処理するために同時 TCP 接続を自動的にセットアップし、それによってロード時間を短縮します。
1.

トンネルを開く
OpenTunnel API オペレーションまたは open-tunnel CLI コマンドを使用してトンネルを開きま
す。HTTP をサービスとして指定し、リモートデバイスに対応する AWS IoT のモノの名前を指定し
て、送信先を設定します。ウェブサーバーアプリケーションはこのリモートデバイスで実行されてい
ます。AWS IoT レジストリで IoT のモノを作成しておく必要があります。詳細については、「レジス
トリによるモノの管理方法 (p. 268)」を参照してください。
aws iotsecuretunneling open-tunnel \
--destination-config thingName=RemoteDevice1,services=HTTP

このコマンドを実行すると、ローカルプロキシの実行に使用する送信元と送信先のアクセストークン
が生成されます。
{

"tunnelId": "b2de92a3-b8ff-46c0-b0f2-afa28b00cecd",
"tunnelArn": "arn:aws:iot:us-west-2:431600097591:tunnel/b2de92a3-b8ff-46c0-b0f2afa28b00cecd",
"sourceAccessToken": source_client_access_token,
"destinationAccessToken": destination_client_access_token
}

2.

ローカルプロキシを設定、起動します
ローカルプロキシを実行する前に、GitHub からローカルプロキシソースコードをダウンロードし、
選択したプラットフォーム用にビルドします。その後、送信先と送信元のローカルプロキシを起動し
て、セキュアトンネルに接続し、リモートウェブサーバーアプリケーションの使用を開始できます。

Note
同時 TCP 接続を使用する AWS IoT セキュアトンネリングを行うには、ローカルプロキシの
最新バージョンにアップグレードする必要があります。AWS IoT Device Client を使用して
ローカルプロキシを設定する場合、この機能は使用できません。
// Start the destination local proxy
./localproxy -r us-east-1 -d HTTP=80 -t destination_client_access_token
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// Start the source local proxy
./localproxy -r us-east-1 -s HTTP=5555 -t source_client_access_token

ローカルプロキシの設定と使用の詳細については、「ローカルプロキシの使用方法 (p. 779)」を参照
してください。
これで、トンネルを使用してウェブサーバーアプリケーションにアクセスできます。AWS IoT セキュアト
ンネリングは、クライアントから複数のリクエストがあった場合に、同時 TCP 接続を自動的にセットアッ
プして処理します。

リモートデバイスの設定と IoT エージェントの使用
IoT エージェントは、クライアントアクセストークンを含む MQTT メッセージを受信し、リモートデバイ
スでローカルプロキシを起動するために使用されます。MQTT を使用してセキュアトンネリングでクライ
アントアクセストークンを配信する場合は、リモートデバイスに IoT エージェントをインストールして実
行する必要があります。IoT エージェントは、次の予約済み IoT MQTT トピックにサブスクライブする必
要があります。

Note
予約済み MQTT トピックへのサブスクライブ以外の方法で送信先クライアントアクセストークン
をリモートデバイスに配信する場合は、送信先クライアントアクセストークン (CAT) リスナーお
よびローカルプロキシが必要になることがあります。CAT リスナーは、選択したクライアントア
クセストークン配信メカニズムを使用して、送信先モードでローカルプロキシを起動できる必要
があります。

IoT エージェントスニペット
IoT エージェントは、次の予約済み IoT MQTT トピックにサブスクライブする必要があります。これによ
り、MQTT メッセージを受信してローカルプロキシを起動できます。
$aws/things/thing-name/tunnels/notify
ここで、thing-name は、リモートデバイスに関連付けられている AWS IoT のモノの名前です。
MQTT メッセージペイロードの例を次に示します。
{

}

"clientAccessToken": "destination-client-access-token",
"clientMode": "destination",
"region": "aws-region",
"services": ["destination-service"]

MQTT メッセージを受信した後、IoT エージェントは適切なパラメータを使用してリモートデバイスで
ローカルプロキシを起動する必要があります。
次の Java コードは、Java ライブラリのAWS IoT デバイス SDK および ProcessBuilder を使用して、セ
キュアトンネリングと連携する簡単な IoT エージェントを構築する方法を示しています。
// Find the IoT device endpoint for your AWS #####
final String endpoint = iotClient.describeEndpoint(new
DescribeEndpointRequest().withEndpointType("iot:Data-ATS")).getEndpointAddress();
// Instantiate the IoT Agent with your AWS credentials
final String thingName = "RemoteDeviceA";
final String tunnelNotificationTopic = String.format("$aws/things/%s/tunnels/notify",
thingName);

794

AWS IoT Core デベロッパーガイド
トンネルへのアクセスの制御
final AWSIotMqttClient mqttClient = new AWSIotMqttClient(endpoint, thingName,
"your_aws_access_key", "your_aws_secret_key");
try {
mqttClient.connect();
final TunnelNotificationListener listener = new
TunnelNotificationListener(tunnelNotificationTopic);
mqttClient.subscribe(listener, true);
}
finally {
mqttClient.disconnect();
}
private static class TunnelNotificationListener extends AWSIotTopic {
public TunnelNotificationListener(String topic) {
super(topic);
}
@Override
public void onMessage(AWSIotMessage message) {
try {
// Deserialize the MQTT message
final JSONObject json = new JSONObject(message.getStringPayload());
final String accessToken = json.getString("clientAccessToken");
final String region = json.getString("region");
final String clientMode = json.getString("clientMode");
if (!clientMode.equals("destination")) {
throw new RuntimeException("Client mode " + clientMode + " in the MQTT
message is not expected");
}

service");

final JSONArray servicesArray = json.getJSONArray("services");
if (servicesArray.length() > 1) {
throw new RuntimeException("Services in the MQTT message has more than 1
}
final String service = servicesArray.get(0).toString();
if (!service.equals("SSH")) {
throw new RuntimeException("Service " + service + " is not supported");
}

// Start the destination local proxy in a separate process to connect to the
SSH Daemon listening port 22
final ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder("localproxy",
"-t", accessToken,
"-r", region,
"-d", "localhost:22");
pb.start();
}
catch (Exception e) {
log.error("Failed to start the local proxy", e);
}
}

}

トンネルへのアクセスの制御
セキュアトンネリングは、IAM アクセス許可ポリシーで使用するために、サービス固有のアクション、リ
ソース、および条件コンテキストキーを提供します。
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トンネルアクセスの前提条件
• IAM ポリシーを使用して AWS リソースを保護する方法について説明します。
• IAM 条件を作成および評価する方法について説明します。
• リソースタグを使用して AWS リソースを保護する方法について説明します。

トンネルアクセスポリシー
セキュアトンネリング API を使用する権限を認証するには、次のポリシーを使用する必要がありま
す。AWS IoT のセキュリティについては、「AWS IoT のためのアイデンティティおよびアクセス管
理 (p. 387)」を参照してください。

iot:OpenTunnel
iot:OpenTunnel ポリシーアクションは、 OpenTunnel を呼び出すためのプリンシパルアクセス許可を
付与します。
IAM ポリシーステートメントの Resource 要素で以下を実行します。
• ワイルドカードトンネル ARN を指定します。
arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*
• 特定の IoT のモノの OpenTunnel 権限を管理するためのモノの ARN を指定します。
arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:thing/thing-name
たとえば、次のポリシーステートメントでは、TestDevice という IoT モノへのトンネルを開くことがで
きます。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iot:OpenTunnel",
"Resource": [
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*",
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:thing/TestDevice"
]

iot:OpenTunnel ポリシーアクションは、次の条件キーをサポートします。
• iot:ThingGroupArn
• iot:TunnelDestinationService
• aws:RequestTag/tag-key
• aws:SecureTransport
• aws:TagKeys
以下のポリシーステートメントでは、モノが TestGroup で始まる名前のモノのグループに属し、そのト
ンネルの設定済み送信先サービスが SSH である場合、モノにトンネルを開くことができます。
{

"Effect": "Allow",
"Action": "iot:OpenTunnel",
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}

"Resource": [
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*"
],
"Condition": {
"ForAnyValue:StringLike": {
"iot:ThingGroupArn": [
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:thinggroup/TestGroup*"
]
},
"ForAllValues:StringEquals": {
"iot:TunnelDestinationService": [
"SSH"
]
}
}

また、リソースタグを使用して、トンネルを開くアクセス許可を制御することもできます。たとえば、次
のポリシーステートメントでは、タグキー Owner が Admin の値で存在し、他にタグが指定されていない
場合に、トンネルを開くことができます。タグの使用に関する一般情報については、「AWS IoT リソース
のタグ付け (p. 290)」を参照してください。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iot:OpenTunnel",
"Resource": [
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/Owner": "Admin"
},
"ForAllValues:StringEquals": {
"aws:TagKeys": "Owner"
}
}

iot:RotateTunnelAccessToken
iot:RotateTunnelAccessToken ポリシーアクションは、RotateTunnelAccessToken を呼び出すため
のプリンシパルアクセス許可を付与します。
IAM ポリシーステートメントの Resource 要素で以下を実行します。
• 完全修飾トンネル ARN を指定します。
arn:aws:iot:aws-region: aws-account-id:tunnel/tunnel-id
また、次のワイルドカードトンネル ARN を使用することもできます。
arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*
• 特定の IoT のモノの RotateTunnelAccessToken 権限を管理するためのモノの ARN を指定します。
arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:thing/thing-name
たとえば、次のポリシーステートメントでは、トンネルの送信元アクセストークンまたはクライアントの
宛先アクセストークンを、TestDevice という IoT のモノに対してローテーションできます。
{
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}

"Effect": "Allow",
"Action": "iot:RotateTunnelAccessToken",
"Resource": [
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*",
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:thing/TestDevice"
]

iot:RotateTunnelAccessToken ポリシーアクションは、次の条件キーをサポートします。
• iot:ThingGroupArn
• iot:TunnelDestinationService
• iot:ClientMode
• aws:SecureTransport
以下のポリシーステートメントでは、モノが TestGroup で始まる名前のモノのグループに属し、そのト
ンネルの設定済み宛先サービスが SSH で、クライアントが DESTINATION モードである場合、モノに対
する宛先アクセストークンをローテーションすることができます。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iot:RotateTunnelAccessToken",
"Resource": [
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*"
],
"Condition": {
"ForAnyValue:StringLike": {
"iot:ThingGroupArn": [
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:thinggroup/TestGroup*"
]
},
"ForAllValues:StringEquals": {
"iot:TunnelDestinationService": [
"SSH"
],
"iot:ClientMode": "DESTINATION"
}
}

iot:DescribeTunnel
iot:DescribeTunnel ポリシーアクションは、DescribeTunnel を呼び出すためのプリンシパルアクセス
許可を付与します。
IAM ポリシーステートメントの Resource 要素で、完全修飾 ARN を指定します。
arn:aws:iot:aws-region: aws-account-id:tunnel/tunnel-id
また、次のワイルドカード ARN を使用することもできます。
arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*
iot:DescribeTunnel ポリシーアクションは、次の条件キーをサポートします。
• aws:ResourceTag/tag-key
• aws:SecureTransport

798

AWS IoT Core デベロッパーガイド
トンネルアクセスポリシー

次のポリシーステートメントでは、要求されたトンネルに DescribeTunnel の値が Owner のキーでタグ
付けされている場合に Admin を呼び出すことができます。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iot:DescribeTunnel",
"Resource": [
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/Owner": "Admin"
}
}

iot:ListTunnels
iot:ListTunnels ポリシーアクションは、ListTunnels を呼び出すプリンシパルアクセス許可を付与し
ます。
IAM ポリシーステートメントの Resource 要素で以下を実行します。
• ワイルドカードトンネル ARN を指定します。
arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*
• 特定の IoT のモノの ListTunnels 権限を管理するためのモノの ARN を指定します。
arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:thing/thing-name
iot:ListTunnels ポリシーアクションは、条件キー aws:SecureTransport をサポートします。
以下のポリシーステートメントでは、TestDevice という名前のモノのトンネルを一覧表示することがで
きます。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iot:ListTunnels",
"Resource": [
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*",
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:thing/TestDevice"
]

iot:ListTagsForResource
iot:ListTagsForResource ポリシーアクションは、ListTagsForResource を呼び出すためのプリ
ンシパルアクセス許可を付与します。
IAM ポリシーステートメントの Resource 要素で、完全修飾 ARN を指定します。
arn:aws:iot:aws-region: aws-account-id:tunnel/tunnel-id
また、次のワイルドカードトンネル ARN を使用することもできます。
arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*
iot:ListTagsForResource ポリシーアクションは、条件キー aws:SecureTransport をサポートし
ます。
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iot:CloseTunnel
iot:CloseTunnel ポリシーアクションは、CloseTunnel を呼び出すプリンシパルアクセス許可を付与し
ます。
IAM ポリシーステートメントの Resource 要素で、完全修飾 ARN を指定します。
arn:aws:iot:aws-region: aws-account-id:tunnel/tunnel-id
また、次のワイルドカードトンネル ARN を使用することもできます。
arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*
iot:CloseTunnel ポリシーアクションは、次の条件キーをサポートします。
• iot:Delete
• aws:ResourceTag/tag-key
• aws:SecureTransport
次のポリシーステートメントでは、リクエストの Delete パラメータが false で、リクエストされたト
ンネルに値が QATeam のキー Owner でタグ付けされている場合に、CloseTunnel を呼び出すことができ
ます。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iot:CloseTunnel",
"Resource": [
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*"
],
"Condition": {
"Bool": {
"iot:Delete": "false"
},
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/Owner": "QATeam"
}
}

iot:TagResource
iot:TagResource ポリシーアクションは、TagResource を呼び出すためのプリンシパルアクセス許可
を付与します。
IAM ポリシーステートメントの Resource 要素で、完全修飾 ARN を指定します。
arn:aws:iot:aws-region: aws-account-id:tunnel/tunnel-id
また、次のワイルドカードトンネル ARN を使用することもできます。
arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*
iot:TagResource ポリシーアクションは、条件キー aws:SecureTransport をサポートします。

iot:UntagResource
iot:UntagResource ポリシーアクションは、UntagResource を呼び出すためのプリンシパルアクセス
許可を付与します。
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IAM ポリシーステートメントの Resource 要素で、完全修飾 ARN を指定します。
arn:aws:iot:aws-region: aws-account-id:tunnel/tunnel-id
また、次のワイルドカードトンネル ARN を使用することもできます。
arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*
iot:UntagResource ポリシーアクションは、条件キー aws:SecureTransport をサポートします。

クライアントのアクセストークンをローテーション
して AWS IoT セキュアトンネリングの接続性の問
題を解決する
AWS IoT セキュアトンネリングを使用すると、トンネルが開いている場合でも接続性の問題が発生する可
能性があります。次のセクションでは、発生する可能性のある問題と、クライアントアクセストークンを
ローテーションして解決する方法について説明します。クライアントアクセストークン (CAT) をローテー
ションするには、RotateTunnelAccessToken API またはrotate-tunnel-access-token AWS CLI を使用しま
す。クライアントを送信元モードまたは宛先モードのどちらで使用する場合にエラーが発生するかに応じ
て、送信元モードまたは宛先モード、あるいはその両方で CAT をローテーションできます。

Note
• 送信元と宛先のどちらで CAT をローテーションする必要があるか不明な場合
は、RotateTunnelAccessToken API 使用時に ClientMode を ALL に設定することで、送
信元と宛先の両方で CAT をローテーションできます。
• CAT をローテーションしてもトンネル期間は延長されません。例えば、トンネル期間が 12 時
間で、トンネルが既に 4 時間開かれているとします。アクセストークンをローテーションする
と、生成された新しいトークンは残りの 8 時間だけ使用できます。
トピック
• 無効なクライアントアクセストークンのエラー (p. 801)
• クライアントトークンの不一致エラー (p. 802)
• リモートデバイスの接続性に関する問題 (p. 803)

無効なクライアントアクセストークンのエラー
AWS IoT セキュアトンネリングを使用する場合、同じクライアントアクセストークン (CAT) を使用して同
じトンネルに再接続すると、接続エラーが発生する可能性があります。この場合、ローカルプロキシはセ
キュアトンネリングプロキシサーバーに接続できません。クライアントを送信元モードで使用している場
合は、次のエラーメッセージが表示されることがあります。
Invalid access token: The access token was previously used and cannot be used again

このエラーは、クライアントアクセストークン (CAT) がローカルプロキシで一度しか使用できず、その
後無効となるために発生します。このエラーを解決するには、クライアントアクセストークンを SOURCE
モードでローテーションさせ、送信元に新しい CAT を生成します。送信元 CAT をローテーションする方
法の例については、「送信元 CAT のローテーションの例 (p. 802)」を参照してください。
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クライアントトークンの不一致エラー
Note
クライアントトークンを使用して CAT を再利用することは推奨されていません。代わり
に、RotateTunnelAccessToken API を使用してクライアントアクセストークンをローテー
ションし、トンネルに再接続することをお勧めします。
クライアントトークンを使用している場合は、トンネルへの再接続に CAT を再利用できます。CAT を再
利用するには、セキュアトンネリングに初めて接続するときに、クライアントトークンに CAT を提供する
必要があります。セキュアトンネリングはクライアントトークンを保存するため、同じトークンを使用し
てその後に接続を試みる場合は、クライアントトークンも提供する必要があります。クライアントトーク
ンの使用方法の詳細については、「GitHub でのローカルプロキシリファレンスの実装」を参照してくださ
い。
クライアントトークンを使用している場合、クライアントを送信元モードで使用していると、次のエラー
が表示されることがあります。
Invalid client token: The provided client token does not match the client token
that was previously set.

このエラーは、提供されたクライアントトークンが、トンネルにアクセスするときに CAT で提供されたク
ライアントトークンと一致しないために発生します。このエラーを解決するには、CAT を SOURCE モード
でローテーションさせ、送信元に新しい CAT を生成します。例を以下に示します。

送信元 CAT のローテーションの例
以下は、RotateTunnelAccessToken API を SOURCE モードで実行して、送信元の新しい CAT を生成
する方法の例です。
aws iotsecuretunneling rotate-tunnel-access-token \
--region <region> \
--tunnel-id <tunnel-id> \
--client-mode SOURCE

このコマンドを実行すると、新しい送信元アクセストークンが生成され、トンネルの ARN が返されま
す。
{
}

"sourceAccessToken": "<source-access-token>",
"tunnelArn": "arn:aws:iot:<region>:<account-id>:tunnel/<tunnel-id>"

これで、新しい送信元トークンを使用して、ローカルプロキシを送信元モードで接続できます。
export AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=<source-access-token>
./localproxy -r <region> -s <port>

以下は、ローカルプロキシを実行したサンプル出力です。
...
[info]
...
[info]
[info]

Starting proxy in source mode
Successfully established websocket connection with proxy server ...
Listening for new connection on port <port>
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リモートデバイスの接続性に関する問題
AWS IoT セキュアトンネリングを使用する場合、トンネルが開いていてもデバイスが予期せず切断され
ることがあります。デバイスがトンネルにまだ接続されているかどうかを識別するには、DescribeTunnel
API または describe-tunnel AWS CLI を使用します。
デバイスは、複数の理由で切断されることがあります。デバイスが以下の考えられる理由によって切断さ
れた場合、接続性の問題を解決するには、宛先の CAT をローテーションさせます。
• 宛先の CAT が無効になった。
• トークンがセキュアトンネリングの予約済み MQTT トピックを介してデバイスに配信されなかった。
$aws/things/<thing-name>/tunnels/notify
次の例は、この問題を解決する方法を示しています。

宛先 CAT のローテーションの例
リモートデバイス <RemoteThing1> を考えてみます。このモノへのトンネルを開くには、次のコマンド
を使用できます。
aws iotsecuretunneling open-tunnel \
--region <region> \
--destination-config thingName=<RemoteThing1>,services=SSH

このコマンドを実行すると、トンネルの詳細と、送信元と宛先の CAT が生成されます。
{

}

"sourceAccessToken": "<source-access-token>",
"destinationAccessToken": "<destination-access-token>",
"tunnelId": "<tunnel-id>",
"tunnelArn": "arn:aws:iot:<region>:<account-id>:tunnel/tunnel-id"

ただし、DescribeTunnel API の場合、次の図に示すように、出力はデバイスが切断されたことを示しま
す。
aws iotsecuretunneling describe-tunnel \
--tunnel-id <tunnel-id> \
--region <region>

このコマンドを実行すると、デバイスがまだ接続されていないことが表示されます。
{

}

"tunnel": {
...
"destinationConnectionState": {
"status": "DISCONNECTED"
},
...
}
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このエラーを解決するには、クライアントを DESTINATION モードにし、宛先の設定を変更した状態で
RotateTunnelAccessToken API を実行します。このコマンドを実行すると、古いアクセストークンが
取り消され、新しいトークンが生成され、このトークンが MQTT トピックに再送信されます。
$aws/things/<thing-name>/tunnels/notify
aws iotsecuretunneling rotate-tunnel-access-token \
--tunnel-id <tunnel-id> \
--client-mode DESTINATION \
--destination-config thingName=<RemoteThing1>,services=SSH \
--region <region>

このコマンドを実行すると、次に示すように、新しいアクセストークンが生成されます。その後、デバイ
スエージェントが正しく設定されていれば、トークンはデバイスに配信され、トンネルに接続します。
{
}

"destinationAccessToken": "destination-access-token",
"tunnelArn": "arn:aws:iot:region:account-id:tunnel/tunnel-id"
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デバイスプロビジョニング
AWS では、デバイスをプロビジョニングし、一意のクライアント証明書をデバイスにインストールす
る方法がいくつか用意されています。このセクションでは、各方法と、IoT ソリューションに最適な方
法を選択する方法について説明します。これらのオプションについては、「Device Manufacturing and
Provisioning with X.509 Certificates in AWS IoT Core」(AWS IoT Core における X.509 証明書を使ったデ
バイス製造およびプロビジョニング) というタイトルのホワイトペーパーで詳しく説明しています。

状況に最も適したオプションを選択してください
• 証明書は、配送前に IoT デバイスにインストールできます。
エンドユーザーによる使用のために配送される前に IoT デバイスに一意のクライアント証明書を安全に
インストールできる場合は、ジャストインタイムプロビジョニング (JITP) (p. 814) またはジャストイ
ンタイム登録 (JITR) (p. 313) を使用する必要があります。
JITP と JITR を使用して、デバイス証明書の署名に使用される認証機関 (CA) は AWS IoT に登録され、
デバイスが最初に接続したときに AWS IoT によって認識されます。デバイスは、プロビジョニングテン
プレートの詳細を使用して、最初の接続で AWS IoT でプロビジョニングされます。
一意の証明書を持つデバイスの単一のモノ、JITP、JITR、およびバルクプロビジョニングの詳細につい
ては、「the section called “デバイス証明書があるデバイスのプロビジョニング” (p. 813)」を参照して
ください。
• エンドユーザーまたはインストーラは、アプリケーションを使用して IoT デバイスに証明書をインス
トールできます
エンドユーザーに配信される前に IoT デバイスに一意のクライアント証明書を安全にインストールでき
ないが、エンドユーザーまたはインストーラがアプリケーションを使用してデバイスを登録し、一意
のデバイス証明書をインストールできる場合は、信頼できるユーザープロセスによるプロビジョニン
グ (p. 809)を使用する必要があります。
エンドユーザーや既知のアカウントを持つインストーラなどの信頼できるユーザーを使用すると、デバ
イスの製造プロセスを簡素化できます。デバイスには、一意のクライアント証明書の代わりに、デバイ
スが AWS IoT に 5 分間だけ接続できるようにする一時的な証明書があります。この 5 分間で、信頼さ
れたユーザーは有効期限の長い一意のクライアント証明書を取得し、デバイスにインストールします。
クレーム証明書には有効期限があるため、証明書のセキュリティが侵害された場合のリスクを最小限は
最小限に抑えられます。
詳細については、「the section called “信頼できるユーザーによるプロビジョニング” (p. 809)」を参照
してください。
• エンドユーザーは、アプリケーションを使用して IoT デバイスに証明書をインストールすることはでき
ません
上記のオプションのいずれも IoT ソリューションで機能しない場合は、クレームプロセスによるプロビ
ジョニング (p. 807)を使用します。このプロセスでは、IoT デバイスには、フリート内の他のデバイス
によって共有されるクレーム証明書があります。デバイスがクレーム証明書と初めて接続すると、AWS
IoT はプロビジョニングテンプレートを使用してデバイスを登録し、デバイスから AWS IoT への以降の
アクセス用に一意のクライアント証明書を発行します。
このオプションを使用すると、デバイスが AWS IoT に接続するときにデバイスの自動プロビジョニング
が可能になりますが、クレーム証明書のセキュリティが侵害された場合に大きなリスクが生じる可能性
があります。クレーム証明書のセキュリティが侵害された場合は、証明書を無効化できます。クレーム
証明書を無効化すると、そのクレーム証明書を持つすべてのデバイスが今後登録されなくなります。た
だし、クレーム証明書を無効にしても、既にプロビジョニングされているデバイスはブロックされませ
ん。
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詳細については、「the section called “クレームによるプロビジョニング” (p. 807)」を参照してくださ
い。

AWS IoT のデバイスをプロビジョニングする
AWS IoT でデバイスをプロビジョニングする場合、デバイスと AWS IoT が安全に通信できるように、リ
ソースを作成する必要があります。デバイスフリートの管理に役立つその他のリソースを作成できます。
プロビジョニングプロセスでは、次のリソースを作成できます。
• IoT モノ。
IoT モノは、AWS IoT デバイスレジストリのエントリです。各モノには一意の名前と属性のセットがあ
り、物理デバイスに関連付けられています。モノはモノの種類を使用して定義することも、モノグルー
プにグループ化することもできます。詳細については、「AWS IoT によるデバイスの管理 (p. 268)」を
参照してください。
必須ではありませんが、モノを作成することで、モノの種類、モノグループ、およびモノ属性でデバイ
スを検索し、デバイスフリートをより効率的に管理できます。詳細については、「フリートインデック
ス作成 (p. 839)」を参照してください。

Note
Fleet Hub がモノの接続ステータスデータのインデックスを作成するには、モノをプロビジョニ
ングし、モノの名前が Connect リクエストで使用されるクライアント ID と一致するように設
定します。
• X.509 証明書。
デバイスは X.509 証明書を使用して、AWS IoT との相互認証を実行します。既存の証明書を登録するこ
とも、AWS IoT で新しい証明書を生成して登録することもできます。証明書を、デバイスを表すモノに
アタッチすることで、デバイスと関連付けることができます。また、証明書および関連付けられたプラ
イベートキーをデバイスにコピーする必要もあります。デバイスでは、AWS IoT への接続時に証明書が
提示されます。詳細については、「認証 (p. 296)」を参照してください。
• IoT ポリシー。
IoT ポリシーは、デバイスが AWS IoT で実行できるオペレーションを定義します。IoT ポリシーはデバ
イス証明書にアタッチされます。デバイスが AWS IoT に証明書を提示すると、ポリシーで指定された
アクセス許可が付与されます。詳細については、「認証 (p. 333)」を参照してください。各デバイスに
は、AWS IoT と通信する証明書が必要です。
AWS IoT は、プロビジョニングテンプレートを使用した自動フリートプロビジョニングをサポートしま
す。プロビジョニングテンプレートは、AWS IoT がデバイスのプロビジョニングに必要なリソースを記
述します。テンプレートには、1 つのテンプレートを使用して複数のデバイスをプロビジョニングできる
変数が含まれています。デバイスをプロビジョニングするときは、ディクショナリまたはマップを使用し
て、デバイスに固有の変数の値を指定します。別のデバイスをプロビジョニングするには、ディクショナ
リに新しい値を指定します。
デバイスに固有の証明書 (および関連するプライベートキー) があるかどうかにかかわらず、自動プロビ
ジョニングを使用できます。

フリートプロビジョニング API
フリートプロビジョニングで使用されるAPIには、いくつかのカテゴリがあります。
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• これらのコントロールプレーン機能は、フリートのプロビジョニングテンプレートを作成および管理
し、信頼できるユーザポリシーを設定します。
• CreateProvisioningTemplate
• CreateProvisioningTemplateVersion
• DeleteProvisioningTemplate
• DeleteProvisioningTemplateVersion
• DescribeProvisioningTemplate
• DescribeProvisioningTemplateVersion
• ListProvisioningTemplates
• ListProvisioningTemplateVersions
• UpdateProvisioningTemplate
• 信頼されたユーザーは、このコントロールプレーン機能を使用して、一時的なオンボーディング要求を
生成できます。この一時的なクレームは、Wi-Fi 設定または同様の方法を通じてデバイスに渡されます。
• CreateProvisioningClaim
• プロビジョニング処理中に使用される MQTT API。プロビジョニング要求証明書が埋め込まれているデ
バイスによって使用され、信頼されたユーザーによってそのデバイスに渡されます。
• the section called “CreateCertificateFromCsr” (p. 833)
• the section called “CreateKeysAndCertificate” (p. 835)
• the section called “RegisterThing” (p. 837)

フリートプロビジョニングを使用したデバイス証明
書がないデバイスのプロビジョニング
AWS IoT フリートプロビジョニングを使用することで、AWS IoT は、初めて AWS IoT に接続するとき
にデバイス証明書とプライベートキーを生成し、デバイスに安全に配信できます。AWS IoT は、Amazon
ルート認証局（CA）によって署名されたクライアント証明書を提供します。
フリートプロビジョニングを使用するには、次の 2 つの方法があります。
• クレームによるプロビジョニング (p. 807)
• 信頼されたユーザーによるプロビジョニング (p. 809)

クレームによるプロビジョニング
デバイスは、プロビジョニングクレーム証明書とプライベートキー（特別な目的の認証情報）が埋め込ま
れた状態で製造できます。これらの証明書が AWS IoT に登録されている場合、サービスはそれらを、デバ
イスが通常のオペレーションで使用できる一意のデバイス証明書と交換できます。このプロセスには、以
下のステップが含まれます。

デバイスを配送する前に
1.

CreateProvisioningTemplate を呼び出して、プロビジョニングテンプレートを作成します。
この API はテンプレート ARN を返します。詳細については、「デバイスプロビジョニング MQTT
API (p. 833)」を参照してください
また、AWS IoT コンソールからフリートプロビジョニングテンプレートを作成することもできます。
a.

ナビゲーションペインで、[Connect] (接続)、[Fleet provisioning templates] (フリートプロビジョ
ニングテンプレート) の順に選択します。
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b.

[Create template] (テンプレートの作成) を選択し、プロンプトに従います。

2.

プロビジョニングクレーム証明書として使用する証明書および関連付けられたプライベートキーを作
成します。

3.

これらの証明書を AWS IoT に登録し、証明書の使用を制限する IoT ポリシーを関連付けます。次の
IoT ポリシーの例では、このポリシーに関連付けられた証明書の使用をプロビジョニングデバイスに
制限しています。
{

*",

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["iot:Connect"],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["iot:Publish","iot:Receive"],
"Resource": [
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:topic/$aws/certificates/create/

"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:topic/$aws/provisioningtemplates/templateName/provision/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:Subscribe",
"Resource": [
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:topicfilter/$aws/certificates/
create/*",
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:topicfilter/$aws/provisioningtemplates/templateName/provision/*"
]
}
]
}

4.

デバイスのプロビジョニング時に、アカウント内のモノや証明書などの IoT リソース
を作成または更新するアクセス許可を AWS IoT サービスに付与します。これを行うに
は、AWSIoTThingsRegistration サービスプリンシパルを信頼する IAM ロール (プロビジョニン
グロールと呼ばれる) に AWS IoT 管理ポリシーをアタッチします。

5.

プロビジョニングクレーム証明書が安全に埋め込まれたデバイスを製造します。

これで、デバイスを設置して使用する場所に配送する準備ができました。

Important
プロビジョニングクレームプライベートキーは、デバイス上を含め、常に保護する必要がありま
す。AWS IoT CloudWatch メトリクスとログを使用して、誤用の兆候を監視することをお勧めし
ます。誤用を検出した場合は、プロビジョニングクレーム証明書を無効にして、デバイスのプロ
ビジョニングに使用できないようにします。

デバイスを使用できるように初期化するには
1.

デバイスは AWS IoT Device SDK、Mobile SDK、および AWS IoT Device Client (p. 1303) に対し
て、AWS IoT を使用して接続し、デバイスにインストールされているプロビジョニングクレーム証明
書を使用して認証されます。
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Note
セキュリティ上の理由から、CreateCertificateFromCsr (p. 833)
および CreateKeysAndCertificate (p. 835) によって返
される certificateOwnershipToken は 1 時間後に有効期限
切れになります。certificateOwnershipToken が有効期限
切れになる前に、RegisterThing (p. 837) を呼び出す必要
があります。CreateCertificateFromCsr (p. 833) または
CreateKeysAndCertificate (p. 835) によって作成された証明書がトー
クンの有効期限が切れるまでにアクティベートされず、ポリシーまたはモノ
にアタッチされない場合、証明書は削除されます。トークンの有効期限が切
れた場合、デバイスは CreateCertificateFromCsr (p. 833) または
CreateKeysAndCertificate (p. 835) を呼び出して新しい証明書を生成します。
2.

デバイスは、以下のオプションのいずれかを使用して、永続的な証明書とプライベートキーを取得し
ます。デバイスは、AWS IoT での今後のすべての認証にその証明書とキーを使用します。
a.

CreateKeysAndCertificate (p. 835) を呼び出して、AWS 認証局により新しい証明書とプ
ライベートキーを作成します。
または

b.
3.

CreateCertificateFromCsr (p. 833) を呼び出して、プライベートキーを安全に保つ証明書
署名リクエストから証明書を生成します。

デバイスから RegisterThing (p. 837) を呼び出してデバイスを AWS IoT に登録し、クラウドリ
ソースを作成します。
フリートプロビジョニングサービスは、プロビジョニングテンプレートで定義されているように、モ
ノ、モノのグループ、属性などのクラウドリソースを作成します。

4.

デバイスに永続的な証明書を保存した後、デバイスはプロビジョニングクレーム証明書を使用して開
始したセッションから切断し、永続的な証明書を使用して再接続する必要があります。

これで、デバイスは AWS IoT と正常に通信する準備ができました。

信頼できるユーザーによるプロビジョニング
多くの場合、エンドユーザーやインストール技術者などの信頼されたユーザーがモバイルアプリを使用し
てデプロイされた場所にデバイスを設定するときに、デバイスは AWS IoT に初めて接続します。

Important
この手順を実行するには、信頼されたユーザーのアクセスとアクセス許可を管理する必要があり
ます。そのための 1 つの方法は、信頼されたユーザーに対して、これらのユーザーを認証し、こ
の手順の実行に必要な AWS IoT 機能および API オペレーションへのアクセスを許可するアカウ
ントを提供して維持することです。

デバイスを配送する前に
1.

CreateProvisioningTemplate を呼び出してプロビジョニングテンプレートを作成し、その
templateArn および templateName を返します。

2.

信頼されたユーザーがプロビジョニングプロセスを開始するために使用する IAM ロールを作成しま
す。プロビジョニングテンプレートでは、そのユーザーだけがデバイスをプロビジョニングできま
す。以下に例を示します。
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
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}

"iot:CreateProvisioningClaim"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:provisioningtemplate/templateName"
]

3.

デバイスのプロビジョニング時に、アカウント内のモノや証明書などの IoT リソースを作
成または更新するアクセス許可を AWS IoT サービスに付与します。これを行うには、AWS
IoT サービスプリンシパルを信頼する IAM ロール（プロビジョニングロールと呼ばれる）に
AWSIoTThingsRegistration 管理ポリシーをアタッチします。

4.

信頼されたユーザーを識別する手段を提供します。例えば、これらのユーザーを認証し、デバイスの
登録に必要な AWS API オペレーションとのやり取りを許可できるアカウントを提供します。

デバイスを使用できるように初期化するには
1.

信頼されたユーザーは、プロビジョニングモバイルアプリまたはウェブサービスにサインインしま
す。

2.

モバイルアプリケーションまたはウェブアプリケーションは、IAM ロールを使用
し、CreateProvisioningClaim を呼び出して、AWS IoT から一時的なプロビジョニングクレーム
証明書を取得します。

Note
セキュリティ上の理由から、CreateProvisioningClaim から返される一時的なプロビ
ジョニングクレーム証明書は 5 分後に有効期限切れになります。以下の手順では、一時的な
プロビジョニングクレーム証明書の有効期限が切れる前に、有効な証明書を正常に返す必要
があります。一時的なプロビジョニングクレーム証明書はアカウントの証明書のリストには
表示されません。
3.

モバイルアプリまたはウェブアプリケーションは、Wi-Fi 認証情報などの必要な設定情報と共に、一時
的なプロビジョニングクレーム証明書をデバイスに提供します。

4.

デバイスは、一時的なプロビジョニングクレーム証明書と AWS IoT を使用して AWS IoT Device
SDK、Mobile SDK、および AWS IoT Device Client (p. 1303) に接続します。

5.

デバイスは、一時的なプロビジョニングクレーム証明書で AWS IoT に接続してから 5 分以内に、こ
れらのオプションのいずれかを使用して永続的な証明書とプライベートキーを取得します。デバイス
は、AWS IoT での今後のすべての認証にその証明書とキーを使用します。
a.

CreateKeysAndCertificate (p. 835) を呼び出して、AWS 認証局により新しい証明書とプ
ライベートキーを作成します。
または

b.

CreateCertificateFromCsr (p. 833) を呼び出して、プライベートキーを安全に保つ証明書
署名リクエストから証明書を生成します。

Note
CreateKeysAndCertificate (p. 835) または CreateCertificateFromCsr (p. 833)
は、一時的なプロビジョニングクレーム証明書を使用して AWS IoT に接続してから 5 分以内
に有効な証明書を返す必要があることを覚えておいてください。
6.

デバイスは RegisterThing (p. 837) を呼び出してデバイスを AWS IoT に登録し、クラウドリソー
スを作成します。
フリートプロビジョニングサービスは、プロビジョニングテンプレートで定義されているよう
に、IoT、モノグループ、属性などのクラウドリソースを作成します。

7.

永続的な証明書をデバイスに保存した後、デバイスは一時的なプロビジョニングクレーム証明書を使
用して開始したセッションから切断し、永続的な証明書を使用して再接続する必要があります。
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これで、デバイスは AWS IoT と正常に通信する準備ができました。

AWS CLI での事前プロビジョニングフックの使用
次の手順では、事前プロビジョニングフックを使用してプロビジョニングテンプレートを作成します。こ
こで使用されている Lambda 関数の例は変更可能です。

事前プロビジョニングフックを作成してプロビジョニングテンプレートに適用するには
1.

定義された入力と出力を持つ Lambda 関数を作成します。Lambda 関数は高度にカスタマイズ可能で
あり、allowProvisioning および parameterOverrides は事前プロビジョニングフックを作成
するために必要です。Lambda 関数の作成の詳細については、「AWS コマンドラインインターフェイ
スで AWS Lambda を使用する」を参照してください。
Lambda 関数出力の例を次に示します。
{

}

2.

"allowProvisioning": True,
"parameterOverrides": {
"incomingKey0": "incomingValue0",
"incomingKey1": "incomingValue1"
}

AWS IoT はリソースベースのポリシーを使用して Lambda を呼び出すため、Lambda 関数を呼び出す
ための AWS IoT アクセス許可を与える必要があります。

Important
Lambda アクションにアタッチされたポリシーのグローバル条件コンテキストキーに
source-arn または source-account を必ず含め、アクセス許可の操作を防止します。詳
細については、「サービス間の混乱した代理の防止 (p. 345)」を参照してください。
以下は、add-permission を使用して Lambda に IoT アクセス許可を付与する例です。
aws lambda add-permission \
--function-name myLambdaFunction \
--statement-id iot-permission \
--action lambda:InvokeFunction \
--principal iot.amazonaws.com

3.

create-provisioning-template または update-provisioning-template コマンドを使用して、テンプレート
に事前プロビジョニングフックを追加します。
次の CLI 例では、create-provisioning-template を使用して、事前プロビジョニングフックを持つプロ
ビジョニングテンプレートを作成します。
aws iot create-provisioning-template \
--template-name myTemplate \
--provisioning-role-arn arn:aws:iam:us-east-1:1234564789012:role/myRole \
--template-body file://template.json \
--pre-provisioning-hook file://hooks.json

このコマンドの出力は以下のようになります。
{

"templateArn": "arn:aws:iot:us-east-1:1234564789012:provisioningtemplate/
myTemplate",
"defaultVersionId": 1,
"templateName": myTemplate
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また、パラメータをすべてコマンドラインパラメータ値として入力する代わりに、ファイルからロー
ドして、時間を節約することもできます。詳細については、「ファイルから AWS CLI パラメータを
ロードする」を参照してください。次に、拡張された JSON 形式の template パラメータを示しま
す。
{

"Parameters" : {
"DeviceLocation": {
"Type": "String"
}
},
"Mappings": {
"LocationTable": {
"Seattle": {
"LocationUrl": "https://example.aws"
}
}
},
"Resources" : {
"thing" : {
"Type" : "AWS::IoT::Thing",
"Properties" : {
"AttributePayload" : {
"version" : "v1",
"serialNumber" : "serialNumber"
},
"ThingName" : {"Fn::Join":["",["ThingPrefix_",
{"Ref":"SerialNumber"}]]},
"ThingTypeName" : {"Fn::Join":["",["ThingTypePrefix_",
{"Ref":"SerialNumber"}]]},
"ThingGroups" : ["widgets", "WA"],
"BillingGroup": "BillingGroup"
},
"OverrideSettings" : {
"AttributePayload" : "MERGE",
"ThingTypeName" : "REPLACE",
"ThingGroups" : "DO_NOTHING"
}
},
"certificate" : {
"Type" : "AWS::IoT::Certificate",
"Properties" : {
"CertificateId": {"Ref": "AWS::IoT::Certificate::Id"},
"Status" : "Active"
}
},
"policy" : {
"Type" : "AWS::IoT::Policy",
"Properties" : {
"PolicyDocument" : {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action":["iot:Publish"],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:504350838278:topic/foo/
bar"]
}]
}
}
}
},
"DeviceConfiguration": {
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"FallbackUrl": "https://www.example.com/test-site",
"LocationUrl": {
"Fn::FindInMap": ["LocationTable",{"Ref": "DeviceLocation"},
"LocationUrl"]}
}

}

次に、拡張された JSON 形式の pre-provisioning-hook パラメータを示します。
{

"targetArn" : "arn:aws:lambda:useast-1:765219403047:function:pre_provisioning_test",
"payloadVersion" : "2020-04-01"
}

デバイス証明書があるデバイスのプロビジョニング
AWS IoT では、デバイスにデバイス証明書 (および関連付けられたプライベートキー) がすでにある場合
に、デバイスをプロビジョニングする 3 つの方法があります。
• プロビジョニングテンプレートを使用した単一のモノのプロビジョニング。このオプションは、一度に
1 つずつデバイスをプロビジョニングするだけの場合に適しています。
• AWS IoT へのデバイスの初回接続時にプロビジョニングが行われるテンプレートを使用した、ジャスト
インタイムプロビジョニング (JITP)。このオプションは、大量のデバイスを登録する必要があるが、そ
れらのデバイスに関して一括プロビジョニングリストにまとめることができる情報がない場合に適して
います。
• 一括登録。このオプションを使用すると、S3 バケットのファイルに保存された単一のモノのプロビジョ
ニングテンプレートの値のリストを指定できます。このアプローチは、目的の特性をリストにまとめる
ことができる、既知のデバイスが大量にある場合に適しています。
トピック
• 単一のモノプロビジョニング (p. 813)
• ジャストインタイムプロビジョニング (p. 814)
• 一括登録 (p. 818)

単一のモノプロビジョニング
モノをプロビジョニングするには、RegisterThing API または register-thing CLI コマンドを使用しま
す。register-thing CLI コマンドは次の引数をとります。
--template-body
プロビジョニングテンプレート｡
--parameters
プロビジョニングテンプレートで使用される、JSON 形式のパラメータの名前/値のペアのリスト（例:
{"ThingName" : "MyProvisionedThing", "CSR" : "csr-text"}）。
「プロビジョニングテンプレート (p. 819)」を参照してください。
RegisterThing または register-thing は、作成した証明書のリソースとテキストの ARN を返します。
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{

"certificatePem": "certificate-text",
"resourceArns": {
"PolicyLogicalName": "arn:aws:iot:uswest-2:123456789012:policy/2A6577675B7CD1823E271C7AAD8184F44630FFD7",
"certificate": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:cert/
cd82bb924d4c6ccbb14986dcb4f40f30d892cc6b3ce7ad5008ed6542eea2b049",
"thing": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyProvisionedThing"
}
}

ディクショナリからパラメータを省略すると、デフォルト値が使用されます。デフォルト値が指定されて
いない場合、パラメータは値に置き換えられません。

ジャストインタイムプロビジョニング
ジャストインタイムプロビジョニング (JITP) を使用して、デバイスが最初に AWS IoT に接続しようとす
るときにデバイスをプロビジョニングできます。デバイスをプロビジョニングするには、自動登録を有効
にして、プロビジョニングテンプレートを、デバイス証明書に署名するために使用される CA 証明書に関
連付ける必要があります。プロビジョニングの成功とエラーは、Amazon CloudWatch の デバイスプロビ
ジョニングのメトリクス (p. 455) と同様にログに記録されます。
トピック
• JITP の概要 (p. 814)
• プロビジョニングテンプレートを使用して CA を登録する (p. 816)
• プロビジョニングテンプレート名を使用して CA を登録する (p. 818)

JITP の概要
デバイスが登録された CA 認定で署名された証明書を使用して AWS IoT に接続しようとすると、AWS IoT
はその CA 認定からテンプレートを読み込み、そのテンプレートを使用して RegisterThing (p. 837) を
呼び出します。JITP ワークフローは、最初に PENDING_ACTIVATION というステータス値で証明書を登
録します。デバイスのプロビジョニングフローが完了すると、証明書のステータスは ACTIVE に変わりま
す。
AWS IoT では、プロビジョニングテンプレートで宣言および参照できる次のパラメータを定義していま
す。
• AWS::IoT::Certificate::Country
• AWS::IoT::Certificate::Organization
• AWS::IoT::Certificate::OrganizationalUnit
• AWS::IoT::Certificate::DistinguishedNameQualifier
• AWS::IoT::Certificate::StateName
• AWS::IoT::Certificate::CommonName
• AWS::IoT::Certificate::SerialNumber
• AWS::IoT::Certificate::Id
これらのプロビジョニングテンプレートパラメータの値は、プロビジョニング対象のデバイスの証明書の
件名フィールドから JITP が抽出できるものに限られます。証明書には、テンプレート本体のすべてのパラ
メータの値が含まれている必要があります。AWS::IoT::Certificate::Id パラメータは、証明書に含
まれている ID ではなく、内部で生成された ID を参照します。この ID の値は、principal() ルール内で
AWS IoT 関数を使用して取得できます。

814

AWS IoT Core デベロッパーガイド
ジャストインタイムプロビジョニング

Note
デバイスをプロビジョニングするには、AWS IoT Core ジャストインタイムプロビジョニング
(JITP) 機能を使用できます。この機能を使うと、AWS IoT Core へのデバイスの最初の接続時に
トラストチェーン全体を送信する必要がありません。CA 証明書の提示はオプションですが、デバ
イスが AWS IoT Core に接続するときに [Server Name Indication (SNI)] (サーバーネームインディ
ケーション (SNI)) エクステンションを送信する必要があります。

テンプレート本文の例
次の JSON ファイルは、完全な JITP テンプレートのテンプレート本文の例です。
{

"Parameters":{
"AWS::IoT::Certificate::CommonName":{
"Type":"String"
},
"AWS::IoT::Certificate::SerialNumber":{
"Type":"String"
},
"AWS::IoT::Certificate::Country":{
"Type":"String"
},
"AWS::IoT::Certificate::Id":{
"Type":"String"
}
},
"Resources":{
"thing":{
"Type":"AWS::IoT::Thing",
"Properties":{
"ThingName":{
"Ref":"AWS::IoT::Certificate::CommonName"
},
"AttributePayload":{
"version":"v1",
"serialNumber":{
"Ref":"AWS::IoT::Certificate::SerialNumber"
}
},
"ThingTypeName":"lightBulb-versionA",
"ThingGroups":[
"v1-lightbulbs",
{
"Ref":"AWS::IoT::Certificate::Country"
}
]
},
"OverrideSettings":{
"AttributePayload":"MERGE",
"ThingTypeName":"REPLACE",
"ThingGroups":"DO_NOTHING"
}
},
"certificate":{
"Type":"AWS::IoT::Certificate",
"Properties":{
"CertificateId":{
"Ref":"AWS::IoT::Certificate::Id"
},
"Status":"ACTIVE"
}
},
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"policy":{
"Type":"AWS::IoT::Policy",
"Properties":{
"PolicyDocument":"{ \"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": [{ \"Effect
\": \"Allow\", \"Action\":[\"iot:Publish\"], \"Resource\": [\"arn:aws:iot:useast-1:123456789012:topic/foo/bar\"] }] }"
}
}
}
}

このサンプルテンプレートでは、証明書から抽出され、AWS::IoT::Certificate::CommonName セク
ションで使用されている
AWS::IoT::Certificate::SerialNumber、AWS::IoT::Certificate::Country、AWS::IoT::Certificate
および Resources プロビジョニングパラメータの値を宣言します。次に、JITP ワークフローはこのテン
プレートを使用して次のアクションを実行します。
• 証明書を登録し、そのステータスを PENDING_ACTIVE に設定します。
• 1 つのモノのリソースを作成します。
• 1 つのポリシーのリソースを作成します。
• ポリシーを証明書にアタッチします。
• 証明書をモノにアタッチします。
• 証明書のステータスを ACTIVE に更新します。
templateBody の Parameters セクションに記載されているすべてのプロパティが証明書に
含まれていない場合、デバイスのプロビジョニングは失敗することに注意してください。例え
ば、AWS::IoT::Certificate::Country がテンプレートに含まれていても、証明書に Country プロ
パティがない場合、デバイスのプロビジョニングは失敗します。
CloudTrail を使用して、JITP テンプレートに関する問題をトラブルシューティングすることもできま
す。Amazon CloudWatch にログ記録されるメトリクスについては、「デバイスプロビジョニングのメト
リクス (p. 455)」を参照してください。プロビジョニングテンプレートの詳細については、「プロビジョ
ニングテンプレート (p. 819)」を参照してください。

Note
プロビジョニングプロセス中に、ジャストインタイムプロビジョニング (JITP) は、他の AWS IoT
コントロールプレーン API オペレーションを呼び出します。これらの呼び出しは、アカウントに
設定されたAWS IoT スロットリングクォータを超過し、スロットリングされた呼び出しが発生す
る可能性があります。必要に応じて、AWS カスタマーサポートに連絡して、スロットリングの
クォータを引き上げてください。

プロビジョニングテンプレートを使用して CA を登録する
完全なプロビジョニングテンプレートを使用して CA を登録するには、次の手順に従います。
1.

次の例に示すようなプロビジョニングテンプレートとロール ARN 情報を JSON ファイルとして保存
します。
{

"templateBody" : "{\r\n
\"Parameters\" : {\r\n
\"AWS::IoT::Certificate::CommonName\": {\r\n
\"Type\": \"String\"\r\n
},\r\n
\"AWS::IoT::Certificate::SerialNumber\": {\r\n
\"Type
\": \"String\"\r\n
},\r\n
\"AWS::IoT::Certificate::Country\": {\r\n
\"Type\": \"String\"\r\n
},\r\n
\"AWS::IoT::Certificate::Id
\": {\r\n
\"Type\": \"String\"\r\n
}\r\n
},\r\n
\"Resources
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\": {\r\n

\"thing\": {\r\n
\"Type\": \"AWS::IoT::Thing\",\r\n
\"Properties\": {\r\n
\"ThingName\": {\r\n
\"Ref\": \"AWS::IoT::Certificate::CommonName\"\r\n
},\r\n
\"AttributePayload\": {\r\n
\"version\": \"v1\",
\r\n
\"serialNumber\": {\r\n
\"Ref\":
\"AWS::IoT::Certificate::SerialNumber\"\r\n
}\r\n
},\r\n
\"ThingTypeName\": \"lightBulb-versionA\",\r\n
\"ThingGroups\": [\r\n
\"v1-lightbulbs\",\r\n
{\r\n
\"Ref\": \"AWS::IoT::Certificate::Country
\"\r\n
}\r\n
]\r\n
},\r\n
\"OverrideSettings\": {\r\n
\"AttributePayload\": \"MERGE\",\r\n
\"ThingTypeName\": \"REPLACE\",\r\n
\"ThingGroups\":
\"DO_NOTHING\"\r\n
}\r\n
},\r\n
\"certificate\": {\r\n
\"Type\": \"AWS::IoT::Certificate\",\r\n
\"Properties\": {\r\n
\"CertificateId\": {\r\n
\"Ref\": \"AWS::IoT::Certificate::Id
\"\r\n
},\r\n
\"Status\": \"ACTIVE\"\r\n
},
\r\n
\"OverrideSettings\": {\r\n
\"Status\": \"DO_NOTHING
\"\r\n
}\r\n
},\r\n
\"policy\": {\r\n
\"Type
\": \"AWS::IoT::Policy\",\r\n
\"Properties\": {\r\n
\"PolicyDocument\": \"{ \\\"Version\\\": \\\"2012-10-17\\\", \\\"Statement\\\": [{ \\
\"Effect\\\": \\\"Allow\\\", \\\"Action\\\":[\\\"iot:Publish\\\"], \\\"Resource\\\": [\
\\"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic\/foo\/bar\\\"] }] }\"\r\n
}\r\n
}\r\n
}\r\n}",
"roleArn" : "arn:aws:iam::123456789012:role/JITPRole"
}

この例で、templateBody フィールドの値は、エスケープ文字列として指定された JSON オブジェ
クトである必要があり、前のリスト (p. 814)に示した値のみを使用できます。json.dumps (Python)
や JSON.stringify （ノード）など、必要な JSON 出力を作成するには、さまざまなツールを使用
できます。roleARN フィールドの値は、AWSIoTThingsRegistration がアタッチされたロールの
ARN である必要があります。また、テンプレートでは例のインライン PolicyName の代わりに、既
存の PolicyDocument を使用できます
2.

RegisterCACertificate API オペレーションまたは register-ca-certificate CLI コマンドを使用
して CA 証明書を登録します。前のステップで保存したプロビジョニングテンプレートとロール ARN
情報のディレクトリを指定します。
以下に、AWS CLI を使用して DEFAULT モードで CA 証明書を登録する方法の例を示します。
aws iot register-ca-certificate --ca-certificate file://your-ca-cert --verificationcert file://your-verification-cert
--set-as-active --allow-auto-registration --registration-config
file://your-template

以下に、AWS CLI を使用して SNI_ONLY モードで CA 証明書を登録する方法の例を示します。
aws iot register-ca-certificate --ca-certificate file://your-ca-cert --certificatemode SNI_ONLY
--set-as-active --allow-auto-registration --registration-config
file://your-template

詳細については､「Register your CA Certificates」(CA 証明書の登録) を参照してください。
3.

(オプション) UpdateCACertificate API オペレーションまたは update-ca-certificate CLI コマン
ドを使用して、CA 証明書の設定を更新します。
AWS CLI を使用して CA 証明書を更新する方法の例を次に示します。
aws iot update-ca-certificate --certificate-id caCertificateId
--new-auto-registration-status ENABLE --registration-config
file://your-template
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プロビジョニングテンプレート名を使用して CA を登録する
プロビジョニングテンプレート名を使用して CA を登録するには、次の手順に従います。
1.

プロビジョニングテンプレート本文を JSON ファイルとして保存します。テンプレート本文の例は
「テンプレート本文の例 (p. 815)」にあります。

2.

プロビジョニングテンプレートを作成するには、CreateProvisioningTemplate API または createprovisioning-templateCLI コマンドを使用します。
aws iot create-provisioning-template --template-name your-template-name \
--template-body file://your-template-body.json --type JITP \
--provisioning-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/test

Note
ジャストインタイムプロビジョニング (JITP) の場合は、プロビジョニングテンプレートを作
成するときにテンプレートタイプとして JITP を指定する必要があります｡ テンプレートタ
イプの詳細については、AWS API リファレンスの「CreateProvisioningTemplate」を参照し
てください。
3.

CA をテンプレート名で登録するには、RegisterCACertificate API または register-cacertificate CLI コマンドを使用します。
aws iot register-ca-certificate --ca-certificate file://your-ca-cert --verificationcert file://your-verification-cert \
--set-as-active --allow-auto-registration --registration-config
templateName=your-template-name

一括登録
start-thing-registration-task コマンドを使用して、モノを一括で登録できます。このコマンド
は、プロビジョニングテンプレート、S3 バケット名、キー名、ロール ARN (S3 バケット内のファイルへ
のアクセスを許可する) を使用します。S3 バケットのファイルには、テンプレート内のパラメータを置き
換えるために使用される値が含まれています。このファイルは､改行で区切られた JSON ファイルでなけ
ればなりません。各行には、単一のデバイスを登録するためのすべてのパラメータ値が含まれています。
例:
{"ThingName": "foo", "SerialNumber": "123", "CSR": "csr1"}
{"ThingName": "bar", "SerialNumber": "456", "CSR": "csr2"}

以下の一括登録関連の API オペレーションが役立つ場合があります。
• ListThingRegistrationTasks: 現在のモノの一括プロビジョニングタスクを一覧表示します。
• DescribeThingRegistrationTask: 特定のモノの一括登録タスクに関する情報を提供します。
• StopThingRegistrationTask: 一括登録タスクを停止します。
• ListThingRegistrationTaskReports: モノの一括登録タスクの結果、失敗、またはその両方を確認するため
に使用されます。

Note
• 一度に実行できる一括登録オペレーションタスクは、（アカウントごとに） 1 つだけです。
• 一括登録オペレーションでは、他の AWS IoT コントロールプレーン API オペレーションを呼
び出します。これらの呼び出しは、アカウントの AWS IoT スロットリングクォータを超過し、
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スロットルエラーが発生する可能性があります。必要に応じて、AWS カスタマーサポートに連
絡して、AWS IoT スロットリングのクォータを引き上げてください。

プロビジョニングテンプレート
プロビジョニングテンプレートは、パラメータを使用してデバイスが AWS IoT と対話するために使用す
る必要があるリソースについて説明する JSON ドキュメントです。プロビジョニングテンプレートには
Parameters と Resources の 2 つのセクションがあります。AWS IoT には、2 種類のプロビジョニング
テンプレートがあります。1 つはジャストインタイムプロビジョニング (JITP) および一括登録に使用し、
もう 1 つはフリートプロビジョニングに使用します。
トピック
• Parameters セクション (p. 819)
• Resources セクション (p. 819)
• 一括登録のテンプレート例 (p. 823)
• ジャストインタイムプロビジョニング (JITP) のテンプレート例 (p. 824)
• フリートプロビジョニング (p. 825)

Parameters セクション
Parameters セクションでは、Resources セクションで使用されるパラメータを宣言します。各パラ
メータは、名前、タイプ、およびオプションのデフォルト値を宣言します。デフォルト値は、テンプレー
トで渡されたディクショナリにパラメータの値が含まれていない場合に使用されます。テンプレートド
キュメントの Parameters セクションは、次のようになります。
{

}

"Parameters" : {
"ThingName" : {
"Type" : "String"
},
"SerialNumber" : {
"Type" : "String"
},
"Location" : {
"Type" : "String",
"Default" : "WA"
},
"CSR" : {
"Type" : "String"
}
}

このテンプレート本文のスニペットでは、4 つのパラメータ
(ThingName、SerialNumber、Location、CSR) を宣言します。これらのすべてのパラメータタイプは
String です。Location パラメータは､デフォルト値 "WA" を宣言します。

Resources セクション
テンプレート本文の Resources セクションは、デバイスが AWS IoT と通信するために必要なリソース
(モノ、証明書、1 つ以上の IoT ポリシー) を宣言します。各リソースは、論理名、タイプ、および一連の
プロパティを指定します。
論理名を使用すると、テンプレートの別の場所でリソースを参照できます。
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タイプは、宣言するリソースのタイプを指定します。有効なタイプは次のとおりです｡
• AWS::IoT::Thing
• AWS::IoT::Certificate
• AWS::IoT::Policy
指定するプロパティは、宣言するリソースのタイプによって異なります。

モノのリソース
モノのリソースは、次のプロパティを使用して宣言されます。
• ThingName: 文字列。
• AttributePayload: オプション。名前と値のペアのリスト。
• ThingTypeName: オプション。モノに関連するモノのタイプ型の文字列。
• ThingGroups: オプション。モノが属するグループのリスト。
• BillingGroup: オプション。関連する請求グループ名の文字列。

証明書リソース
証明書は、次のいずれかの方法で指定できます。
• 証明書署名リクエスト (CSR)｡
• 既存のデバイス証明書の証明書 ID。(フリートプロビジョニングテンプレートで使用できるのは証明書
ID のみです)。
• AWS IoT で登録された CA 証明書で作成されたデバイス証明書。同じ件名フィールドに複数の CA 証明
書が登録されている場合は、デバイス証明書の署名に使用された CA 証明書も渡す必要があります。

Note
テンプレートで証明書を宣言する場合は、これらのいずれかの方法のみを使用してください。
たとえば、CSR を使用する場合は、証明書 ID またはデバイス証明書を指定することもできませ
ん。詳細については、「X.509 クライアント証明書 (p. 300)」を参照してください。
詳細については、「X.509 証明書の概要 (p. 296)」を参照してください。
証明書リソースは、次のプロパティを使用して宣言されます。
• CertificateSigningRequest: 文字列。
• CertificateId: 文字列。
• CertificatePem: 文字列。
• CACertificatePem: 文字列。
• Status: オプション。ACTIVE または INACTIVE を指定できる文字列。デフォルトは ACTIVE です。
例:
• CSR で指定された証明書:
{

"certificate" : {
"Type" : "AWS::IoT::Certificate",
"Properties" : {
"CertificateSigningRequest": {"Ref" : "CSR"},
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}

}

}

"Status" : "ACTIVE"

• 既存の証明書 ID で指定された証明書:
{

"certificate" : {
"Type" : "AWS::IoT::Certificate",
"Properties" : {
"CertificateId": {"Ref" : "CertificateId"}
}
}

}

• 既存の証明書 .pem および CA 証明書 .pem で指定された証明書:
{

"certificate" : {
"Type" : "AWS::IoT::Certificate",
"Properties" : {
"CACertificatePem": {"Ref" : "CACertificatePem"},
"CertificatePem": {"Ref" : "CertificatePem"}
}
}

}

ポリシーリソース
ポリシーリソースは、以下のいずれかのプロパティを使用して宣言されます。
• PolicyName: オプション。文字列。デフォルトはポリシードキュメントのハッシュです。PolicyName
は AWS IoT ポリシーのみ参照可能で、IAM ポリシーは参照可能ではありません。既存の AWS
IoT ポリシーを使用している場合は、PolicyName プロパティに、ポリシーの名前を入力しま
す。PolicyDocument プロパティを含めないでください。
• PolicyDocument: オプション。エスケープした文字列として指定された JSON オブジェク
ト。PolicyDocument が指定されていない場合は、ポリシーを作成しておく必要があります。

Note
Policy セクションが存在する場合、PolicyName または PolicyDocument を指定する必要が
ありますが、両方を指定することはできません。

上書き設定
テンプレートに既に存在するリソースが指定されている場合、OverrideSettings セクションでは、実
行するアクションを指定できます。
DO_NOTHING
リソースはそのままにしておきます。
REPLACE
リソースをテンプレートで指定されたリソースに置き換えます。
FAIL
リクエストが ResourceConflictsExceptionで失敗します。
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MERGE
ThingGroups の AttributePayload および thing プロパティにのみ有効です。モノの既存の属性
またはグループメンバーシップを、テンプレートで指定された属性またはグループメンバーシップと
マージします。
モノのリソースを宣言する場合は、次のプロパティに OverrideSettings を指定できます。
• ATTRIBUTE_PAYLOAD
• THING_TYPE_NAME
• THING_GROUPS
モノの証明書リソースを宣言する場合は、OverrideSettings プロパティに Status を指定できます。
OverrideSettings をこのポリシーリソースに使用することはできません。

リソースの例
次のテンプレートスニペットでは、モノ、証明書、およびポリシーを宣言します。
{

"Resources" : {
"thing" : {
"Type" : "AWS::IoT::Thing",
"Properties" : {
"ThingName" : {"Ref" : "ThingName"},
"AttributePayload" : { "version" : "v1", "serialNumber" : {"Ref" :
"SerialNumber"}},
"ThingTypeName" : "lightBulb-versionA",
"ThingGroups" : ["v1-lightbulbs", {"Ref" : "Location"}]
},
"OverrideSettings" : {
"AttributePayload" : "MERGE",
"ThingTypeName" : "REPLACE",
"ThingGroups" : "DO_NOTHING"
}
},
"certificate" : {
"Type" : "AWS::IoT::Certificate",
"Properties" : {
"CertificateSigningRequest": {"Ref" : "CSR"},
"Status" : "ACTIVE"
}
},
"policy" : {
"Type" : "AWS::IoT::Policy",
"Properties" : {
"PolicyDocument" : "{ \"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\":
[{ \"Effect\": \"Allow\", \"Action\":[\"iot:Publish\"], \"Resource\": [\"arn:aws:iot:useast-1:123456789012:topic/foo/bar\"] }] }"
}
}
}
}

モノは､次のもので宣言されます。
• 論理名 "thing"。
• 型 AWS::IoT::Thing。
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• モノのプロパティのセット。
モノのプロパティには、モノの名前、属性セット、オプションのモノのタイプ名、モノが属するモノの
グループのオプションのリストが含まれます。
パラメータは､{"Ref":"parameter-name"} によって参照されます。テンプレートが評価されると、パ
ラメータは、テンプレートと共に渡されたディクショナリのパラメータの値に置き換えられます。
証明書は､次のもので宣言されます。
• 論理名 "certificate"。
• 型 AWS::IoT::Certificate。
• プロパティのセット。
プロパティには証明書の CSR を含めて､ステータスを ACTIVE に設定します。CSR テキストは、テン
プレートと共に渡されたディクショナリのパラメータとして渡されます。
ポリシーは､次のもので宣言されます。
• 論理名 "policy"。
• 型 AWS::IoT::Policy。
• 既存のポリシー名またはポリシードキュメントの名前。

一括登録のテンプレート例
以下の JSON ファイルは、CSR で証明書を指定する完全なプロビジョニングテンプレートの例です。
(PolicyDocument フィールドの値は、エスケープ文字列として指定された JSON オブジェクトである必
要があります。)
{

"Parameters" : {
"ThingName" : {
"Type" : "String"
},
"SerialNumber" : {
"Type" : "String"
},
"Location" : {
"Type" : "String",
"Default" : "WA"
},
"CSR" : {
"Type" : "String"
}
},
"Resources" : {
"thing" : {
"Type" : "AWS::IoT::Thing",
"Properties" : {
"ThingName" : {"Ref" : "ThingName"},
"AttributePayload" : { "version" : "v1", "serialNumber" :
"SerialNumber"}},
"ThingTypeName" : "lightBulb-versionA",
"ThingGroups" : ["v1-lightbulbs", {"Ref" : "Location"}]
}
},
"certificate" : {
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"Type" : "AWS::IoT::Certificate",
"Properties" : {
"CertificateSigningRequest": {"Ref" : "CSR"},
"Status" : "ACTIVE"
}

},
"policy" : {
"Type" : "AWS::IoT::Policy",
"Properties" : {
"PolicyDocument" : "{ \"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\":
[{ \"Effect\": \"Allow\", \"Action\":[\"iot:Publish\"], \"Resource\": [\"arn:aws:iot:useast-1:123456789012:topic/foo/bar\"] }] }"
}
}
}
}

ジャストインタイムプロビジョニング (JITP) のテンプ
レート例
以下の JSON ファイルは、証明書 ID で既存の証明書を指定する完全なプロビジョニングテンプレートの
例です。
{

"Parameters":{
"AWS::IoT::Certificate::CommonName":{
"Type":"String"
},
"AWS::IoT::Certificate::SerialNumber":{
"Type":"String"
},
"AWS::IoT::Certificate::Country":{
"Type":"String"
},
"AWS::IoT::Certificate::Id":{
"Type":"String"
}
},
"Resources":{
"thing":{
"Type":"AWS::IoT::Thing",
"Properties":{
"ThingName":{
"Ref":"AWS::IoT::Certificate::CommonName"
},
"AttributePayload":{
"version":"v1",
"serialNumber":{
"Ref":"AWS::IoT::Certificate::SerialNumber"
}
},
"ThingTypeName":"lightBulb-versionA",
"ThingGroups":[
"v1-lightbulbs",
{
"Ref":"AWS::IoT::Certificate::Country"
}
]
},
"OverrideSettings":{
"AttributePayload":"MERGE",
"ThingTypeName":"REPLACE",
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}

"ThingGroups":"DO_NOTHING"

},
"certificate":{
"Type":"AWS::IoT::Certificate",
"Properties":{
"CertificateId":{
"Ref":"AWS::IoT::Certificate::Id"
},
"Status":"ACTIVE"
}
},
"policy":{
"Type":"AWS::IoT::Policy",
"Properties":{
"PolicyDocument":"{ \"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": [{ \"Effect
\": \"Allow\", \"Action\":[\"iot:Publish\"], \"Resource\": [\"arn:aws:iot:useast-1:123456789012:topic/foo/bar\"] }] }"
}
}
}
}

Important
JIT プロビジョニング用のテンプレートでは CertificateId を使用する必要があります。
プロビジョニングテンプレートのタイプの詳細については、AWS API リファレンスの
「CreateProvisioningTemplate」を参照してください。
このテンプレートをジャストインタイムプロビジョニングに使用する方法の詳細については、「ジャスト
インタイムプロビジョニング」を参照してください。

フリートプロビジョニング
フリートプロビジョニングテンプレートは、クラウドおよびデバイス設定をセットアップするために
AWS IoT によって使用されます。これらのテンプレートは、JITP テンプレートおよび一括登録テンプ
レートと同じパラメータおよびリソースを使用します。詳細については、「プロビジョニングテンプ
レート (p. 819)」を参照してください。フリートプロビジョニングテンプレートには、Mapping セ
クションと DeviceConfiguration セクションを含めることができます。フリートプロビジョニン
グテンプレート内で組み込み関数を使用して、デバイス固有の設定を生成できます。フリートプロビ
ジョニングテンプレートは名前付きリソースで、ARN によって識別されます (例: arn:aws:iot:uswest-2:1234568788:provisioningtemplate/templateName)。

Mappings
任意の Mappings セクションでは、キーと名前付きの一連の値とが対応付けられます。例えば、AWS
リージョンに基づく値を設定する場合、AWS リージョン 名をキーとして必要な値を保持するマッピ
ングを作成します。具体的なリージョンごとに必要な値を指定します。マップ内の値を取得するに
は、Fn::FindInMap 組み込み関数を使用します。
Mappings セクションにパラメータ、擬似パラメータを含めること、または組み込み関数を呼び出すこと
はできません

デバイス設定
デバイス設定セクションには、プロビジョニング時にデバイスに送信する任意のデータが含まれていま
す。例:
{
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}

"DeviceConfiguration": {
"Foo":"Bar"
}

JavaScript Object Notation (JSON) ペイロード形式を使用してデバイスにメッセージを送信する
場合、AWS IoT Core はこのデータを JSON としてフォーマットします。Concise Binary Object
Representation (CBOR) ペイロード形式を使用している場合、AWS IoT Core はこのデータを CBOR とし
てフォーマットします。DeviceConfiguration セクションは、ネストされた JSON オブジェクトをサ
ポートしていません。

組み込み関数
組み込み関数は、Mappings セクションを除くプロビジョニングテンプレートの任意のセクションで使用
されます。
Fn::Join
一連の値を特定の区切り文字で区切って 1 つの値に追加します。区切り文字が空の文字列の場合、値
は区切り文字を使用することなく連結されます。

Important
Fn::Join は the section called “ポリシーリソース” (p. 821) に対してサポートされていま
せん。
Fn::Select
インデックスによってオブジェクトのリストから単一のオブジェクトを返します。

Important
Fn::Select では、null 値のチェックや、インデックスが配列の範囲外であるかどうかの
チェックは行われません。どちらの条件もプロビジョニングエラーになるため、有効なイン
デックス値を選択し、リストに null 以外の値が含まれていることを確認してください。
Fn::FindInMap
Mappings セクションで宣言された 2 つのレベルのマッピングのキーに対応する値を返します。
Fn::Split
文字列を文字列値のリストに分割して、文字列リストから要素を選択できるようにします。文字列の
分割位置を決定する区切り文字 (カンマなど) を指定します。文字列を分割した後、Fn::Select を使
用して要素を選択します。
たとえば、サブネット ID のカンマ区切りの文字列がスタックテンプレートにインポートされる場合
は、各カンマで文字列を分割できます。サブネット ID のリストから、Fn::Select を使用してリ
ソースのサブネット ID を指定します。
Fn::Sub
特定した値の入力文字列にある変数の代わりになります。スタックを作成または更新するまで使用で
きない値を含むコマンドまたは出力を作成するために、この関数を使用できます。

フリートプロビジョニングのテンプレート例
{

"Parameters" : {
"ThingName" : {
"Type" : "String"
},
"SerialNumber": {
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"Type": "String"
},
"DeviceLocation": {
"Type": "String"
}

},
"Mappings": {
"LocationTable": {
"Seattle": {
"LocationUrl": "https://example.aws"
}
}
},
"Resources" : {
"thing" : {
"Type" : "AWS::IoT::Thing",
"Properties" : {
"AttributePayload" : {
"version" : "v1",
"serialNumber" : "serialNumber"
},
"ThingName" : {"Ref" : "ThingName"},
"ThingTypeName" : {"Fn::Join":["",["ThingPrefix_",
{"Ref":"SerialNumber"}]]},
"ThingGroups" : ["v1-lightbulbs", "WA"],
"BillingGroup": "LightBulbBillingGroup"
},
"OverrideSettings" : {
"AttributePayload" : "MERGE",
"ThingTypeName" : "REPLACE",
"ThingGroups" : "DO_NOTHING"
}
},
"certificate" : {
"Type" : "AWS::IoT::Certificate",
"Properties" : {
"CertificateId": {"Ref": "AWS::IoT::Certificate::Id"},
"Status" : "Active"
}
},
"policy" : {
"Type" : "AWS::IoT::Policy",
"Properties" : {
"PolicyDocument" : {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action":["iot:Publish"],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/foo/bar"]
}]
}
}
}
},
"DeviceConfiguration": {
"FallbackUrl": "https://www.example.com/test-site",
"LocationUrl": {
"Fn::FindInMap": ["LocationTable",{"Ref": "DeviceLocation"}, "LocationUrl"]}
}
}

Note
既存のプロビジョニングテンプレートを更新して、事前プロビジョニングフック (p. 828)を追加
できます。
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事前プロビジョニングフック
AWS では、プロビジョニングテンプレートを作成するときに事前プロビジョニングフック機能を使用す
ることをお勧めします。これにより、アカウントがオンボードするデバイスやデバイスの数をより詳細
に制御できます。事前プロビジョニングフックは、デバイスのプロビジョニングを許可する前に、デバイ
スから渡されたパラメータを検証する Lambda 関数です。この Lambda 関数は、デバイスが the section
called “RegisterThing” (p. 837) を介してリクエストを送信するたびに呼び出されるため、デバイスをプロ
ビジョニングする前にアカウントに存在する必要があります。

Important
Lambda アクションにアタッチされたポリシーのグローバル条件コンテキストキーに sourcearn または source-account を必ず含め、アクセス許可の操作を防止します。詳細について
は、「サービス間の混乱した代理の防止 (p. 345)」を参照してください。
デバイスをプロビジョニングするには、Lambda 関数が入力オブジェクトを受け入れ、このセク
ションで説明する出力オブジェクトを返す必要があります。プロビジョニングは、Lambda 関数が
"allowProvisioning": True のオブジェクトを返す場合にのみ続行されます。

事前プロビジョニングフックの入力
AWS IoT は、デバイスを AWS IoT に登録するときに、このオブジェクトを Lambda 関数に送信します。
{

}

"claimCertificateId" : "string",
"certificateId" : "string",
"certificatePem" : "string",
"templateArn" : "arn:aws:iot:us-east-1:1234567890:provisioningtemplate/MyTemplate",
"clientId" : "221a6d10-9c7f-42f1-9153-e52e6fc869c1",
"parameters" : {
"string" : "string",
...
}

Lambda 関数に渡される parameters オブジェクトには、the section called “RegisterThing” (p. 837) リ
クエストペイロードで渡される parameters 引数のプロパティが含まれています。

事前プロビジョニングフックの戻り値
この Lambda 関数は、プロビジョニングリクエスト、およびオーバーライドするプロパティの値を承認し
たかどうかを示す応答を返す必要があります。
次に、事前プロビジョニング機能からの正常な応答の例を示します。
{

}

"allowProvisioning": true,
"parameterOverrides" : {
"Key": "newCustomValue",
...
}

"parameterOverrides" 値は、the section called “RegisterThing” (p. 837) リクエストペイロードの
"parameters" パラメータに追加されます。
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Note
• Lambda 関数が失敗すると、プロビジョニングリクエストは ACCESS_DENIED で失敗し、エ
ラーが CloudWatch Logs に記録されます。
• Lambda 関数が応答で "allowProvisioning": "true" を返さない場合、プロビジョニング
要求は ACCESS_DENIED で失敗します。
• Lambda 関数の実行が終了し、5 秒以内に戻る必要があります。そうでない場合は、プロビ
ジョニングリクエストは失敗します。

事前プロビジョニングフック Lambda の例
Python
Python での事前プロビジョニングフック Lambda の例。
import json
def pre_provisioning_hook(event, context):
print(event)
return {
'allowProvisioning': True,
'parameterOverrides': {
'DeviceLocation': 'Seattle'
}
}

Java
Java での事前プロビジョニングフック Lambda の例。
ハンドラークラス:
package example;
import
import
import
import

java.util.Map;
java.util.HashMap;
com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;

public class PreProvisioningHook implements RequestHandler<PreProvisioningHookRequest,
PreProvisioningHookResponse> {
public PreProvisioningHookResponse handleRequest(PreProvisioningHookRequest object,
Context context) {
Map<String, String> parameterOverrides = new HashMap<String, String>();
parameterOverrides.put("DeviceLocation", "Seattle");
PreProvisioningHookResponse response = PreProvisioningHookResponse.builder()
.allowProvisioning(true)
.parameterOverrides(parameterOverrides)
.build();
}

return response;

}

リクエストクラス:
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package example;
import
import
import
import
import

java.util.Map;
lombok.Builder;
lombok.Data;
lombok.AllArgsConstructor;
lombok.NoArgsConstructor;

@Data
@Builder
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
public class PreProvisioningHookRequest {
private String claimCertificateId;
private String certificateId;
private String certificatePem;
private String templateArn;
private String clientId;
private Map<String, String> parameters;
}

Response クラス:
package example;
import
import
import
import
import

java.util.Map;
lombok.Builder;
lombok.Data;
lombok.AllArgsConstructor;
lombok.NoArgsConstructor;

@Data
@Builder
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
public class PreProvisioningHookResponse {
private boolean allowProvisioning;
private Map<String, String> parameterOverrides;
}

デバイスをインストールするユーザーの IAM ポリ
シーとロールの作成
Note
これらの手順は、AWS IoT コンソールから指示された場合にのみ使用します。
コンソールからこのページに移動するには、[create a new provisioning template] (新しいプロビ
ジョニングテンプレートを作成) を開きます。

この操作が AWS IoT コンソールではできない理由
最も安全な操作のために、IAM アクションは IAM コンソールで実行されます。このセクションの手順で
は、プロビジョニングテンプレートを使用するために必要な IAM ロールとポリシーを作成するステップに
ついて説明します。
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デバイスをインストールするユーザーの IAM ポリシー
の作成
この手順では、プロビジョニングテンプレートを使用してデバイスをインストールすることをユーザーに
許可する IAM ポリシーの作成方法について説明します。
この手順を実行している間に、IAM コンソールと AWS IoT コンソールを切り替えます。この手順を完了す
るまで、両方のコンソールを同時に開いておくことをお勧めします。

デバイスをインストールするユーザーの IAM ポリシーを作成するには
1.

IAM コンソールのポリシーハブを開きます。

2.

[Create Policy (ポリシーの作成)] を選択します。

3.

[Create policy] (ポリシーの作成) ページで、[JSON] タブを選択します。

4.

[Configure user policy and role] (ユーザーポリシーとロールを設定) を選択した AWS IoT コンソール内
のページに切り替えます。

5.

[Sample provisioning policy] (プロビジョニングポリシーのサンプル) で、[Copy] (コピー) を選択しま
す。

6.

IAM コンソールに切り替えます。

7.

JSON エディタで、AWS IoT コンソールからコピーしたポリシーを貼り付けます。このポリシー
は、AWS IoT で作成するテンプレートに固有です。

8.

続行するには、[Next: Tags] (次へ: タグ) を選択します。

9.

[Add tags (Optional)] (タグの追加 (オプション)) ページで、このポリシーに追加するタグごとに [Add
tag] (タグを追加) を選択します。追加するタグがない場合は、このステップをスキップできます。

10. [Next: Review]（次へ: 確認）を選択して続行します。
11. [ポリシーの確認] ページで、以下の作業を行います。
a.

[Name*] (名前*) に、ポリシーの目的を簡単に示すポリシー名を入力します。
次の手順で使用するため、このポリシーの名前を書き留めておきます。

b.

作成するポリシーの説明 (オプション) を入力できます。

c.

このポリシーの残りの部分とそのタグを確認します。

12. ポリシーの作成を完了するには、[Create Policy] (ポリシーの作成) を選択します。
新しいポリシーを作成したら、引き続き「the section called “デバイスをインストールするユーザーの IAM
ロールの作成” (p. 831)」に移動して、このポリシーをアタッチするユーザーのロールエントリを作成し
ます。

デバイスをインストールするユーザーの IAM ロールの
作成
以下の手順では、プロビジョニングテンプレートを使用してデバイスをインストールするユーザーを認証
する IAM ロールの作成方法について説明します。

デバイスをインストールするユーザーの IAM ポリシーを作成するには
1.

IAM コンソールのロールハブを開きます。

2.

[ロールの作成] を選択します。
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3.

[Select trusted entity] (信頼されたエンティティを選択) で、作成するテンプレートへのアクセスを許可
する信頼されたエンティティのタイプを選択します。

4.

アクセスを許可する信頼されたエンティティの ID を選択または入力して、[Next] (次へ) を選択しま
す。

5.

[Add permissions] (許可を追加) ページの [Permission policies] (許可ポリシー) で、検索ボックスに前
の手順 (p. 831)で作成したポリシーの名前を入力します。

6.

ポリシーのリストで、前の手順で作成したポリシーを選択し、[Next] (次へ) を選択します。

7.

[Name, review, and create] (名前、確認、および作成) セクションで、以下の操作を実行します。
a.

[Role name] (ロール名) に、このロールの目的を簡単に示すロール名を入力します。

b.

[Description] (説明) に、ロールの説明 (オプション) を入力できます。これを省略しても続行でき
ます。

c.

ステップ 1 とステップ 2 の値を確認します。

d.

[Add tags (Optional)] (タグの追加 (オプション)) では、このロールにタグを追加することを選択で
きます。これを省略しても続行できます。

e.

このページの情報が完全で正しいことを確認して、[Create role] (ロールを作成) を選択します。

新しいロールを作成したら、AWS IoT コンソールに戻ってテンプレートの作成を続行します。

新しいテンプレートを許可するように既存のポリシー
を更新する
次の手順では、プロビジョニングテンプレートを使用してデバイスをインストールすることをユーザーに
許可する新しいテンプレートを IAM ポリシーに追加する方法について説明します。

既存の IAM ポリシーに新しいテンプレートを追加するには
1.

IAM コンソールのポリシーハブを開きます。

2.

検索ボックスに、更新するポリシーの名前を入力します。

3.

検索ボックスの下のリストで、更新するポリシーを見つけ、そのポリシー名を選択します。

4.

[Policy summary] (ポリシー概要) で、[JSON] タブを選択します (まだ表示されていない場合)。

5.

ポリシードキュメントを編集するには、[Edit policy] (ポリシーの編集) を選択します。

6.

エディタで、[JSON] タブを選択します (まだ表示されていない場合)。

7.

ポリシードキュメントで、iot:CreateProvisioningClaim アクションが含まれているポリシース
テートメントを見つけます。
ポリシードキュメント内に iot:CreateProvisioningClaim アクションが含まれているポリシー
ステートメントがない場合は、次のステートメントスニペットをコピーして、ポリシードキュメント
内の Statement 配列に追加のエントリとして貼り付けます。

Note
このスニペットは、Statement 配列の閉じ文字 ] の前に配置する必要があります。構文エ
ラーを修正するには、このスニペットの前または後にカンマの追加が必要になる場合があり
ます。
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:CreateProvisioningClaim"
],
"Resource": [
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}

]

"--PUT YOUR NEW TEMPLATE ARN HERE--"

8.

[Modify user role permissions] (ユーザーロールのアクセス許可を変更) を選択した AWS IoT コンソー
ル内のページに切り替えます。

9.

テンプレートのリソース ARN を見つけて [Copy] (コピー) を選択します。

10. IAM コンソールに切り替えます。
11. コピーした Amazon リソースネーム (ARN) を、Statement 配列内でテンプレート ARN のリストの
先頭に貼り付けて最初のエントリにします。
これが配列内で唯一の ARN である場合は、貼り付けた値の末尾にあるカンマを削除します。
12. 更新したポリシーステートメントを確認し、エディタによって示されたエラーがあれば修正します。
13. 更新したポリシードキュメントを保存するには、[Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。
14. ポリシーを確認して、[Save changes] (変更の保存) を選択します。
15. AWS IoT コンソールに戻ります。

デバイスプロビジョニング MQTT API
フリートプロビジョニングサービスは、次の MQTT API オペレーションをサポートしています。
• the section called “CreateCertificateFromCsr” (p. 833)
• the section called “CreateKeysAndCertificate” (p. 835)
• the section called “RegisterThing” (p. 837)
この API は、トピックの#######に応じて、簡潔なバイナリオブジェクト表現 (CCOR) 形式および
JavaScript Object Notation (JSON) 形式のレスポンスバッファをサポートします。ただし、わかりやすく
するために、このセクションのレスポンスとリクエストの例を JSON 形式で示します。
#######

レスポンス形式のデータ型

cbor

簡潔なバイナリオブジェクトの表現 (CCOR)

json

JavaScript Object Notation (JSON)

Important
リクエストメッセージトピックを発行する前に、応答トピックをサブスクライブしてレスポンス
を受信します。この API で使用されるメッセージは、MQTT のパブリッシュ/サブスクライブプロ
トコルを使用して、リクエストとレスポンスの相互作用を提供します。
リクエストを発行する前にレスポントピックをサブスクライブしていない場合、そのリクエスト
の結果を受信できない可能性があります。

CreateCertificateFromCsr
証明書署名リクエスト (CSR) から証明書を作成します。AWS IoT は、Amazon ルート認証局 (CA) によっ
て署名されたクライアント証明書を提供します。新しい証明書には PENDING_ACTIVATION ステータスが
あります。RegisterThing を呼び出して、この証明書を使用してモノをプロビジョニングすると、テン
プレートで説明されているように、証明書のステータスが ACTIVE または INACTIVE に変わります。
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認証局証明書と証明書署名リクエストを使用してクライアント証明書を作成する方法の詳細については、
「CA 証明書を使用してクライアント証明書を作成する (p. 309)」を参照してください。

Note
セキュリティ上の理由から、CreateCertificateFromCsr (p. 833) によっ
て返される certificateOwnershipToken は 1 時間後に有効期限切れになりま
す。certificateOwnershipToken が有効期限切れになる前に、RegisterThing (p. 837)
を呼び出す必要があります。CreateCertificateFromCsr (p. 833) によって作成された
証明書がトークンの有効期限が切れるまでにアクティベートされず、ポリシーまたはモノにア
タッチされない場合、証明書は削除されます。トークンの有効期限が切れた場合、デバイスは
CreateCertificateFromCsr (p. 833) を呼び出して新しい証明書を生成します。

CreateCertificateFromCsr リクエスト
$aws/certificates/create-from-csr/payload-format トピックを含むメッセージを発行しま
す。
payload-format
メッセージペイロード形式 (cbor または json)。

CreateCertificateFromCsr リクエストペイロード
{
}

"certificateSigningRequest": "string"

certificateSigningRequest
PEM 形式の CSR。

CreateCertificateFromCsr レスポンス
$aws/certificates/create-from-csr/payload-format/accepted をサブスクライブします。
payload-format
メッセージペイロード形式 (cbor または json)。

CreateCertificateFromCsr レスポンスペイロード
{

}

"certificateOwnershipToken": "string",
"certificateId": "string",
"certificatePem": "string"

certificateOwnershipToken
プロビジョニング中に証明書の所有権を証明するトークン。
certificateId
証明書の ID。証明書管理オペレーションでは、証明書 ID のみが使用されます。
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certificatePem
PEM 形式の証明書データ。

CreateCertificateFromCsr エラー
エラーレスポンスを受信するには、$aws/certificates/create-from-csr/payload-format/
rejected をサブスクライブします。
payload-format
メッセージペイロード形式 (cbor または json)。

CreateCertificateFromCsr エラーペイロード
{

}

"statusCode": int,
"errorCode": "string",
"errorMessage": "string"

statusCode
ステータスコード。
errorCode
エラーコード。
errorMessage
エラーメッセージ。

CreateKeysAndCertificate
新しいキーと証明書を作成します。AWS IoT は、Amazon ルート認証局 (CA) によって署名された
クライアント証明書を提供します。新しい証明書には PENDING_ACTIVATION ステータスがありま
す。RegisterThing を呼び出して、この証明書を使用してモノをプロビジョニングすると、テンプレー
トで説明されているように、証明書のステータスが ACTIVE または INACTIVE に変わります。

Note
セキュリティ上の理由から、CreateKeysAndCertificate (p. 835) によっ
て返される certificateOwnershipToken は 1 時間後に有効期限切れになりま
す。certificateOwnershipToken が有効期限切れになる前に、RegisterThing (p. 837)
を呼び出す必要があります。CreateKeysAndCertificate (p. 835) によって作成された
証明書がトークンの有効期限が切れるまでにアクティベートされず、ポリシーまたはモノにア
タッチされない場合、証明書は削除されます。トークンの有効期限が切れた場合、デバイスは
CreateKeysAndCertificate (p. 835) を呼び出して新しい証明書を生成します。

CreateKeysAndCertificate リクエスト
空のメッセージペイロードで $aws/certificates/create/payload-format にメッセージを発行し
ます。
payload-format
メッセージペイロード形式 (cbor または json)。
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CreateKeysAndCertificate レスポンス
$aws/certificates/create/payload-format/accepted をサブスクライブします。
payload-format
メッセージペイロード形式 (cbor または json)。

CreateKeysAndCertificate レスポンス
{

}

"certificateId": "string",
"certificatePem": "string",
"privateKey": "string",
"certificateOwnershipToken": "string"

certificateId
証明書 ID｡
certificatePem
PEM 形式の証明書データ。
privateKey
プライベートキー。
certificateOwnershipToken
プロビジョニング中に証明書の所有権を証明するトークン。

CreateKeysAndCertificate エラー
エラーレスポンスを受信するには、$aws/certificates/create/payload-format/rejected をサ
ブスクライブします。
payload-format
メッセージペイロード形式 (cbor または json)。

CreateKeysAndCertificate エラーペイロード
{

}

"statusCode": int,
"errorCode": "string",
"errorMessage": "string"

statusCode
ステータスコード。
errorCode
エラーコード。
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errorMessage
エラーメッセージ。

RegisterThing
事前定義されたテンプレートを使用してモノをプロビジョニングします。

RegisterThing リクエスト
$aws/provisioning-templates/templateName/provision/payload-format にメッセージを発
行します。
payload-format
メッセージペイロード形式 (cbor または json)。
templateName
プロビジョニングテンプレート名。

RegisterThing リクエストペイロード
{

}

"certificateOwnershipToken": "string",
"parameters": {
"string": "string",
...
}

certificateOwnershipToken
証明書の所有権を証明するトークン。トークンは、MQTT 経由で証明書を作成するときに AWS IoT
によって生成されます。
parameters
オプション。登録リクエストを評価するために事前プロビジョニングフック (p. 828)で使用されるデ
バイスからの、キーと値のペア。

RegisterThing レスポンス
$aws/provisioning-templates/templateName/provision/payload-format/accepted をサ
ブスクライブします。
payload-format
メッセージペイロード形式 (cbor または json)。
templateName
プロビジョニングテンプレート名。

RegisterThing レスポンスペイロード
{
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}

"deviceConfiguration": {
"string": "string",
...
},
"thingName": "string"

deviceConfiguration
テンプレートで定義されているデバイス設定。
thingName
プロビジョニング中に作成される IoT モノの名前。

RegisterThing エラーレスポンス
エラーレスポンスを受信するには、$aws/provisioning-templates/templateName/
provision/payload-format/rejected をサブスクライブします。
payload-format
メッセージペイロード形式 (cbor または json)。
templateName
プロビジョニングテンプレート名。

RegisterThing エラーレスポンスペイロード
{

}

"statusCode": int,
"errorCode": "string",
"errorMessage": "string"

statusCode
ステータスコード。
errorCode
エラーコード。
errorMessage
エラーメッセージ。
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フリートインデックス作成
フリートインデックス作成を使用して、次のソースからデバイスのデータのインデックス作成、検索、
集計を実行できます: AWS IoT レジストリ (p. 268)、AWS IoT Device Shadow (p. 630)、AWS IoT 接続
性 (p. 1120)、AWS IoT Device Defender (p. 884) 違反 デバイスのグループをクエリし、状態、接続性、
デバイスの違反など、さまざまなデバイス属性の組み合わせに基づくデバイスレコードの統計情報を集計
できます。フリートインデックス作成を使用すると、デバイスにおけるフリートの整理、調査、トラブル
シューティングを実行できます。
フリートインデックス作成には、次の機能があります。
• インデックスの更新の管理
モノのグループ、モノのレジストリ、デバイスシャドウ、デバイスの接続性、デバイスの違反における更
新をインデックス化するようにフリートインデックスを設定できます。フリートインデックス作成を有効
にすると、AWS IoT によりモノまたはモノのグループのインデックスが作成されます。AWS_Things はす
べてのモノに対して作成されるインデックスで、AWS_ThingGroups はすべてのモノのグループが含まれ
るインデックスです。フリートインデックス作成がアクティブになると、バッテリー残量が 70% 超のすべ
てのハンドヘルドデバイスの検索などのクエリをインデックスで実行できます。AWS IoT では、インデッ
クスが最新のデータで継続的に更新されます。詳細については、「Managing fleet indexing (p. 839)」を
参照してください。
• データソース全体での検索
シンプルなクエリ言語 (p. 859)に基づいてクエリ文字列を作成し、それを使用してフリートインデックス
作成の設定で設定するデータソース全体を検索を行えます。クエリ文字列には、検索したいモノが記述さ
れます。フリートのインデックス作成をサポートするデータソースの詳細については、「モノのインデッ
クス作成の管理 (p. 843)」を参照してください。
• 集計データのクエリ
デバイスで集計データを検索し、特定のフィールドに関連する検索クエリを使用して、統計情報、パー
センタイル、カーディナリティ、またはモノのリストを返すことができます。集計クエリの詳細について
は、「集計データのクエリ (p. 854)」を参照してください。
• フリートメトリクスを使用した集計データのモニタリング
フリートメトリクスを使用して CloudWatch に集計データを自動的に送信できます。また、トレンドを分
析してアラームを作成し、フリートの集計状態をモニタリングできます。フリートメトリクスの詳細につ
いては、「フリートメトリクス (p. 864)」を参照してください。
フリートインデックス作成を使用するには、フリートのインデックス作成設定を行う必要があります。フ
リートのインデックス作成設定は、AWS IoT コンソールで行えます。また、プログラムによるアクセスを
希望する場合は、AWS SDK、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) も使用できます。
このサービスおよびその他のサービスの料金の詳細については、「AWS IoT Device Management 料金
表」を参照してください。

フリートのインデックス作成の管理
フリートインデックス作成では、モノのインデックス作成およびモノのグループのインデックス作成の 2
種類のインデックスを管理できます。
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モノのインデックス作成
すべてのモノに対して作成されるインデックスは AWS_Things です。モノのインデックス作成では、
次のデータソースがサポートされています: AWS IoT レジストリ (p. 268)データ、AWS IoT Device
Shadow (p. 630) データ、AWS IoT 接続性 (p. 1120)データ、AWS IoT Device Defender (p. 884) 違反
データ これらのデータソースをフリートのインデックス作成設定に追加することで、モノの検索、集計
データのクエリ、検索クエリに基づく動的なモノのグループとフリートメトリクスの作成を行うことがで
きます。
Registry (レジストリ) — AWS IoT では、モノの管理に役立つレジストリが提供されています。レジストリ
データをフリートのインデックス作成設定に追加して、モノの名前、説明、およびその他のレジストリ属
性に基づいてデバイスを検索できます。レジストリの詳細については、「レジストリによるモノの管理方
法 (p. 268)」を参照してください。
Shadow (シャドウ) — AWS IoT Device Shadow サービス (p. 630)では、デバイスの状態についてのデータ
の保存に役立つシャドウが提供されています。モノのインデックス作成では、名前のないクラシックシャ
ドウおよび名前付きシャドウの両方がサポートされています。名前付きシャドウのインデックスを作成す
るには、名前付きシャドウの設定を有効にし、モノのインデックス作成設定でシャドウ名を指定します。
デフォルトでは、AWS アカウントあたり最大 10 個のシャドウ名を追加できます。シャドウ名数の上限を
増やす方法については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS IoT Device Management クォータ」を参
照してください。
インデックス作成のために名前付きシャドウを追加するには:
• AWS IoT コンソールを使用する場合、[Thing indexing] (モノのインデックス作成) を有効化し、[Add
named shadows] (名前付きシャドウの追加) を選択して、[Named shadow selection] (名前付きシャドウ
の選択) からシャドウの名前を追加します。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する場合、namedShadowIndexingMode を ON に設
定し、IndexingFilter でシャドウの名前を指定します。CLI コマンドの例を確認するには、「モノの
インデックス作成の管理 (p. 843)」を参照してください。

Important
2022 年 7 月 20 日に、AWS IoT Device Management フリートインデックスの、AWS IoT Core
名前付きシャドウおよび AWS IoT Device Defender 検出違反との統合の一般提供がリリースされ
ました。この一般提供版 (GA) リリースにより、ユーザーはシャドウ名を指定して、特定の名前
付きシャドウにインデックスを付けることができます。2021 年 11 月 30 日から 2022 年 7 月 19
日までのこの機能のパブリックプレビュー期間中に、インデックス作成のために名前付きシャド
ウを追加した場合は、フリートのインデックス作成設定を再構成して特定のシャドウ名を選択す
ることにより、インデックス作成コストを削減してパフォーマンスを最適化するようお勧めしま
す。
シャドウの詳細については、「AWS IoT Device Shadow サービス (p. 630)」を参照してください。
Connectivity (接続性) — デバイスの接続性に関するデータは、デバイスの接続ステータスを特定するの
に役立ちます。この接続性に関するデータは、ライフサイクルイベント (p. 1120)によって扱われます。
クライアントが接続または切断されると、AWS IoT によりメッセージを含むライフサイクルイベントが
MQTT トピックにパブリッシュされます。接続または切断のメッセージは、接続ステータスの詳細を提
供する JSON 要素のリストになります。デバイスの接続性についての詳細は、「ライフサイクルイベン
ト (p. 1120)」を参照してください。
Device Defender violations (Device Defender 違反) — AWS IoT Device Defender 違反のデータ
は、Security Profile で定義した通常の動作に対するデバイスの異常な動作を特定するのに役立ちま
す。Security Profile には、予想される一連のデバイスの動作が含まれています。各動作では、デバイスに
おける通常の動作を指定するメトリクスを使用します。Device Defender 違反の詳細については、「AWS
IoT Device Defender Detect (p. 993)」を参照してください。
詳細については、「モノのインデックス作成の管理 (p. 843)」を参照してください。
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モノのグループのインデックス作成
AWS_ThingGroups は、すべてのモノのグループが含まれるインデックスです。このインデックスを使用
して、グループ名、説明、属性、すべての親グループ名に基づいてグループを検索することができます。
詳細については、「モノのグループのインデックス作成の管理 (p. 852)」を参照してください。

管理対象フィールド
管理対象フィールドには、モノ、モノのグループ、デバイスシャドウ、デバイスの接続性、および
Device Defender 違反に関連するデータが含まれます。管理対象フィールドのデータ型は、AWS IoT に
より定義されます。IoT モノを作成するときに、各管理対象フィールドの値を指定します。例えば、モ
ノの名前、モノのグループ、モノの説明はすべて管理対象フィールドです。フリートインデックス作
成では、指定したインデックス作成モードに基づいて、管理対象フィールドがインデックス化されま
す。customFields では、管理対象フィールドを変更したり表示することはできません。詳細について
は、「Custom fields (p. 842)」を参照してください。
モノのインデックス作成の管理対象フィールドを次に示します。
• レジストリの管理対象フィールド
"managedFields" : [
{name:thingId, type:String},
{name:thingName, type:String},
{name:registry.version, type:Number},
{name:registry.thingTypeName, type:String},
{name:registry.thingGroupNames, type:String},
]

• 名前のないクラシックシャドウの管理対象フィールド
"managedFields" : [
{name:shadow.version, type:Number},
{name:shadow.hasDelta, type:Boolean}
]

• 名前付きシャドウの管理対象フィールド
"managedFields" : [
{name:shadow.name.shadowName.version, type:Number},
{name:shadow.name.shadowName.hasDelta, type:Boolean}
]

• モノの接続性の管理対象フィールド
"managedFields" : [
{name:connectivity.timestamp, type:Number},
{name:connectivity.version, type:Number},
{name:connectivity.connected, type:Boolean},
{name:connectivity.disconnectReason, type:String}
]

• Device Defender の管理フィールド
"managedFields" : [
{name:deviceDefender.violationCount, type:Number},
{name:deviceDefender.securityprofile.behaviorname.metricName, type:String},
{name:deviceDefender.securityprofile.behaviorname.lastViolationTime, type:Number},
{name:deviceDefender.securityprofile.behaviorname.lastViolationValue, type:String},
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]

{name:deviceDefender.securityprofile.behaviorname.inViolation, type:Boolean}

• モノのグループの管理対象フィールド
"managedFields" : [
{name:description, type:String},
{name:parentGroupNames, type:String},
{name:thingGroupId, type:String},
{name:thingGroupName, type:String},
{name:version, type:Number},
]

次の表は、検索できない管理フィールドです。
データソース

検索できない管理フィールド

レジストリ

registry.version

名前のないシャドウ

shadow.version

名前付きシャドウ

shadow.name.*.version

Device Defender

deviceDefender.version

モノのグループ

version

カスタムフィールド
モノの属性、Device Shadow データ、Device Defender 違反のデータを集計するには、カスタムフィー
ルドを作成してそれらをインデックス化します。customFields 属性は、フィールド名とデータ型の
ペアのリストです。データ型に基づいて、集計クエリを実行できます。選ぶインデックス作成モード
は、customFields で指定できるフィールドに影響します。例えば、REGISTRY インデックス作成モード
を指定した場合、Thing Shadow からカスタムフィールドを指定することはできません。update-indexingconfiguration CLI コマンドを使用して、カスタムフィールドを作成または更新できます (Updating indexing
configuration examples (p. 845) のコマンド例を参照してください)。
• カスタムフィールド名
モノおよび モノのグループ属性のカスタムフィールド名は attributes. で始まり、属性名が
続きます。名前のないシャドウのインデックス作成がオンの場合、モノのカスタムフィールド名
は shadow.desired または shadow.reported で始まり、名前のないシャドウデータの値名が
続きます。名前付きシャドウのインデックス作成がオンの場合、モノのカスタムフィールド名は
shadow.name.*.desired. または shadow.name.*.reported. で始まり、名前付きシャドウデータ
の値が続きます。Device Defender 違反のインデックス作成がオンの場合、モノのカスタムフィールド名
は deviceDefender. で始まり、Device Defender 違反のデータの値が続きます。
プレフィックスに続く属性名またはデータの値名には、英数字、— (ハイフン)、_ (アンダースコア) のみ
を使用できます。スペースを含めることはできません。
設定内のカスタムフィールドとインデックス化される値のタイプに不整合がある場合、フリートインデッ
クス作成では集計クエリの不整合値が無視されます。CloudWatch ログは、集約クエリの問題のトラブル
シューティングに役立ちます。詳細については、「フリートインデックス作成サービスの集計クエリのト
ラブルシューティング (p. 1313)」を参照してください。
• カスタムフィールドの型
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カスタムフィールドのタイプには、次の値がサポートされています: Number、String、Boolean

モノのインデックス作成の管理
すべてのモノに対して作成されるインデックスは AWS_Things です。次のデータソースからインデックス
化する対象を制御できます: AWS IoT レジストリ (p. 268)データ、AWS IoT Device Shadow (p. 630) デー
タ、AWS IoT 接続性 (p. 1120)データ、および AWS IoT Device Defender (p. 884) 違反データ

モノのインデックス作成の有効化
update-indexing-configuration CLI コマンドまたは UpdateIndexingConfiguration API オペレーション
を使用して、AWS_Things インデックスを作成し、その設定を管理できます。--thing-indexingconfiguration (thingIndexingConfiguration) パラメータを使用すると、インデックス化される
データの種類 (レジストリ、シャドウ、デバイスの接続性データ、Device Defender 違反のデータなど) を
管理できます。
--thing-indexing-configuration パラメータは、次の構造を持つ文字列を取ります。
{

}

"thingIndexingMode": "OFF"|"REGISTRY"|"REGISTRY_AND_SHADOW",
"thingConnectivityIndexingMode": "OFF"|"STATUS",
"deviceDefenderIndexingMode": "OFF"|"VIOLATIONS",
"namedShadowIndexingMode": "OFF"|"ON",
"managedFields": [
{
"name": "string",
"type": "Number"|"String"|"Boolean"
},
...
],
"customFields": [
{
"name": "string",
"type": "Number"|"String"|"Boolean"
},
...
],
"filter": {
"namedShadowNames": [ "string" ]
}

モノのインデックス作成モード
thingIndexingMode 属性は、インデックスが作成されるデータの種類を制御します。

Important
モノのインデックス作成を有効にするには、thingIndexingMode 属性を OFF に設定してはい
けません。
属性

有効な値

説明

thingIndexingMode

VOFF

インデックス作成なし。

REGISTRY

インデックスレジストリデー
タ。

REGISTRY_AND_SHADOW

インデックスレジストリと Thing
Shadow データ。
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thingConnectivityIndexingMode 属性は、モノの接続性データにインデックスを付けるかどうかを
指定します。
属性

有効な値

説明

未指定。
thingConnectivityIndexingMode

モノの接続性データにインデッ
クスは付けられません。

VOFF

モノの接続性データにインデッ
クスは付けられません。

STATUS

モノの接続性データにインデッ
クスが付けられます。

deviceDefenderIndexingMode 属性は、Device Defender 違反のデータにインデックスを付けるかどう
かを指定します。
属性

有効な値

説明

deviceDefenderIndexingMode 未指定。

Device Defender 違反のデータ
にインデックスは付けられませ
ん。

VOFF

Device Defender 違反のデータ
にインデックスは付けられませ
ん。

VIOLATIONS

Device Defender 違反のデータに
インデックスが付けられます。

namedShadowIndexingMode 属性は、名前付きシャドウデータにインデックスを付けるかどうかを指定
します。
属性

有効な値

説明

namedShadowIndexingMode

未指定。

名前付きシャドウデータにイン
デックスは付けられません。

VOFF

名前付きシャドウデータにイン
デックスは付けられません。

ON

名前付きシャドウデータにイン
デックスが付けられます。

Note
フリートのインデックス作成設定に追加する名前付きシャドウを選択するに
は、namedShadowIndexingMode を ON に設定して、filter で名前付きのシャドウ名を指定
します。

管理対象フィールドとカスタムフィールド
管理対象フィールド
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管理対象フィールドには、モノ、モノのグループ、デバイスシャドウ、デバイスの接続性、および Device
Defender 違反に関連するデータが含まれます。管理対象フィールドのデータ型は、AWS IoT により定義
されます。IoT モノを作成するときに、各管理対象フィールドの値を指定します。例えば、モノの名前、
モノのグループ、モノの説明はすべて管理対象フィールドです。フリートインデックス作成では、指定し
たインデックス作成モードに基づいて、管理対象フィールドがインデックス化されます。customFields
では、管理対象フィールドを変更したり表示することはできません。
カスタムフィールド
カスタムフィールドを作成してインデックスを作成し、属性、Device Shadow データ、および Device
Defender 違反のデータを集計できます。customFields 属性は、フィールド名とデータ型のペア
のリストです。データ型に基づいて、集計クエリを実行できます。選ぶインデックス作成モード
は、customFields で指定できるフィールドに影響します。例えば、REGISTRY インデックス作成モード
を指定した場合、Thing Shadow からカスタムフィールドを指定することはできません。update-indexingconfiguration CLI コマンドを使用して、カスタムフィールドを作成または更新できます (Updating indexing
configuration examples (p. 845) のコマンド例を参照してください)。詳細については、「Custom
fields (p. 842)」を参照してください。

インデックス作成の設定例を更新する
AWS IoT update-indexing-configuration CLI コマンドを使用すると、インデックス作成の設定を更新できま
す。次の例では、update-indexing-configuration の使用方法を示します。
短い構文:

aws iot update-indexing-configuration --thing-indexing-configuration \
'thingIndexingMode=REGISTRY_AND_SHADOW,deviceDefenderIndexingMode=VIOLATIONS,namedShadowIndexingMode=ON
{name= shadow.name.thing1shadow.desired.DefaultDesired,
type=String},{name=shadow.desired.power, type=Boolean},
{name=deviceDefender.securityProfile1.NUMBER_VALUE_BEHAVIOR.lastViolationValue.number,
type=Number}]'

JSON 構文:
aws iot update-indexing-configuration --cli-input-json \ '{
"thingIndexingConfiguration": { "thingIndexingMode": "REGISTRY_AND_SHADOW",
"thingConnectivityIndexingMode": "STATUS",
"deviceDefenderIndexingMode": "VIOLATIONS",
"namedShadowIndexingMode": "ON",
"filter": { "namedShadowNames": ["thing1shadow"]},
"customFields": [ { "name": "shadow.desired.power", "type": "Boolean" },
{"name": "attributes.version", "type": "Number"},
{"name": "shadow.name.thing1shadow.desired.DefaultDesired", "type": "String"},
{"name":
"deviceDefender.securityProfile1.NUMBER_VALUE_BEHAVIOR.lastViolationValue.number", "type":
Number} ] } }'

このコマンドでは、出力が生成されません。
モノのインデックスのステータスを確認するには、describe-index CLI コマンドを実行します。
aws iot describe-index --index-name "AWS_Things"

describe-index コマンドの出力は以下のようになります。
{

"indexName": "AWS_Things",
"indexStatus": "ACTIVE",
"schema": "MULTI_INDEXING_MODE"
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}

Note
フリートインデックス作成でのフリートインデックスの更新には、しばらく時間がかかる場合が
あります。使用する前に indexStatus が ACTIVE になるまで待つことをお勧めします。スキー
マフィールドには、設定したデータソースに応じて異なる値を指定できます。詳細については、
「モノのインデックスの説明 (p. 848)」を参照してください。
モノのインデックス設定についての詳細を取得するには、get-indexing-configuration CLI コマン
ドを実行します。
aws iot get-indexing-configuration

get-indexing-configuration コマンドの出力は以下のようになります。
{

"thingIndexingConfiguration": {
"thingIndexingMode": "REGISTRY_AND_SHADOW",
"thingConnectivityIndexingMode": "STATUS",
"deviceDefenderIndexingMode": "VIOLATIONS",
"namedShadowIndexingMode": "ON",
"managedFields": [
{
"name": "connectivity.disconnectReason",
"type": "String"
},
{
"name": "registry.version",
"type": "Number"
},
{
"name": "thingName",
"type": "String"
},
{
"name": "deviceDefender.violationCount",
"type": "Number"
},
{
"name": "shadow.hasDelta",
"type": "Boolean"
},
{
"name": "shadow.name.*.version",
"type": "Number"
},
{
"name": "shadow.version",
"type": "Number"
},
{
"name": "connectivity.version",
"type": "Number"
},
{
"name": "connectivity.timestamp",
"type": "Number"
},
{
"name": "shadow.name.*.hasDelta",
"type": "Boolean"
},
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{
},
{
},
{
},
{

"name": "registry.thingTypeName",
"type": "String"
"name": "thingId",
"type": "String"
"name": "connectivity.connected",
"type": "Boolean"
"name": "registry.thingGroupNames",
"type": "String"

}
],
"customFields": [
{
"name": "shadow.name.thing1shadow.desired.DefaultDesired",
"type": "String"
},
{

"name":
"deviceDefender.securityProfile1.NUMBER_VALUE_BEHAVIOR.lastViolationValue.number",
"type": "Number"
},
{
"name": "shadow.desired.power",
"type": "Boolean"
},
{
"name": "attributes.version",
"type": "Number"
}
],
"filter": {
"namedShadowNames": [
"thing1shadow"
]
}
},
"thingGroupIndexingConfiguration": {
"thingGroupIndexingMode": "OFF"
}

}

カスタムフィールドを更新するには、update-indexing-configuration コマンドを実行します。例は次のとお
りです。
aws iot update-indexing-configuration --thing-indexing-configuration
'thingIndexingMode=REGISTRY_AND_SHADOW,customFields=[{name=attributes.version,type=Number},
{name=attributes.color,type=String},{name=shadow.desired.power,type=Boolean},
{name=shadow.desired.intensity,type=Number}]'

このコマンドは、インデックス作成設定 shadow.desired.intensity に追加されました。

Note
カスタムフィールドのインデックス作成設定が更新されると、すべての既存のカスタムフィール
ドが上書きされます。update-indexing-configuration を呼び出すときは、必ずすべてのカスタム
フィールドを指定してください。
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インデックスを再構築したら、新しく追加したフィールドに集計クエリを使用して、レジストリデータ、
シャドウデータ、およびモノの接続ステータスについてのデータを検索できます。
インデックス作成モードを変更する場合、新しいインデックス作成モードを使用して、すべてのカスタム
フィールドが有効であることを確認してください。例えば、shadow.desired.temperature というカ
スタムフィールドを使用して REGISTRY_AND_SHADOW モードを開始する場合、インデックス作成モード
を REGISTRY に変更する前に shadow.desired.temperature カスタムフィールドを削除する必要があ
ります。インデックス作成設定にインデックス作成モードによってインデックス化されていないカスタム
フィールドが含まれている場合、更新は失敗します。

モノのインデックスの説明
次のコマンドは、describe-index CLI コマンドを使用して現在のモノのインデックスのステータスを取得
する方法を示しています。
aws iot describe-index --index-name "AWS_Things"

コマンドのレスポンスは次のようになります。
{

}

"indexName": "AWS_Things",
"indexStatus": "BUILDING",
"schema": "REGISTRY_AND_SHADOW_AND_CONNECTIVITY_STATUS"

初めてフリートインデックス作成を有効にすると、AWS IoT ではインデックスが作成されま
す。indexStatus が BUILDING の状態の場合、インデックスに対してクエリを実行することはできま
せん。モノのインデックスの schema はどのタイプのデータのインデックスが作成されるかを示します
(REGISTRY_AND_SHADOW_AND_CONNECTIVITY_STATUS)。
インデックスの設定を変更すると、インデックスが再構築されます。このプロセス中の indexStatus
は REBUILDING です。再構築中に､モノのインデックスのデータに対してクエリを実行できます。たとえ
ば、インデックスの再構築中にインデックス設定を REGISTRY から REGISTRY_AND_SHADOW に変更した
場合、最新の更新を含むレジストリデータのクエリを行うことができます。ただし、再構築が完了するま
で Shadow データのクエリを行うことはできません。インデックスの作成または再構築に要する時間は、
データの量によって異なります。
スキーマフィールドには、設定したデータソースに応じて、さまざまな値を表示できます。次の表に、さ
まざまなスキーマの値と対応する説明を示します。
スキーマ

説明

VOFF

データソースが設定またはインデックス化されて
いません。

REGISTRY

レジストリデータがインデックス化されます。

REGISTRY_AND_SHADOW

レジストリデータおよび名前のない (クラシック)
シャドウデータがインデックス化されます。

REGISTRY_AND_CONNECTIVITY

レジストリデータおよび接続性データがインデッ
クス化されます。

REGISTRY_AND_SHADOW_AND_CONNECTIVITY_STATUS
レジストリデータ、名前のない (クラシック) シャ
ドウデータ、および接続性データがインデックス
化されます。
MULTI_INDEXING_MODE

レジストリ、名前のない (クラシック) シャドウ、
または接続性データに加えて、名前付きシャドウ
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スキーマ

説明
または Device Defender 違反のデータがインデッ
クス化されます。

モノのインデックスのクエリ
インデックスのデータにクエリを実行するには、CLI の search-index コマンドを使用します。
aws iot search-index --index-name "AWS_Things" --query-string
"thingName:mything*"
{

"things":[{
"thingName":"mything1",
"thingGroupNames":[
"mygroup1"
],
"thingId":"a4b9f759-b0f2-4857-8a4b-967745ed9f4e",
"attributes":{
"attribute1":"abc"
},
"connectivity": {
"connected":false,
"timestamp":1556649874716,
"disconnectReason": "CONNECTION_LOST"
}
},
{
"thingName":"mything2",
"thingTypeName":"MyThingType",
"thingGroupNames":[
"mygroup1",
"mygroup2"
],
"thingId":"01014ef9-e97e-44c6-985a-d0b06924f2af",
"attributes":{
"model":"1.2",
"country":"usa"
},
"shadow":{
"desired":{
"location":"new york",
"myvalues":[3, 4, 5]
},
"reported":{
"location":"new york",
"myvalues":[1, 2, 3],
"stats":{
"battery":78
}
},
"metadata":{
"desired":{
"location":{
"timestamp":123456789
},
"myvalues":{
"timestamp":123456789
}
},
"reported":{
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"location":{
"timestamp":34535454
},
"myvalues":{
"timestamp":34535454
},
"stats":{
"battery":{
"timestamp":34535454
}
}

}
},
"version":10,
"timestamp":34535454

},
"connectivity": {
"connected":true,
"timestamp":1556649855046
}

}

}],
"nextToken":"AQFCuvk7zZ3D9pOYMbFCeHbdZ+h=G"

この JSON レスポンスでは、"connectivity"は、 (thingConnectivityIndexingMode=STATUS
設定で有効にされるように) デバイスがAWS IoT Coreに接続されているかどうかを示すブール値、タイ
ムスタンプ、あるいは、disconnectReason をを提供します。デバイス "mything1" は、POSIX 時間
1556649874716 にCONNECTION_LOSTのために切断されました (false)。切断理由の詳細については、
「ライフサイクルイベント (p. 1120)」を参照してください。
"connectivity": {
"connected":false,
"timestamp":1556649874716,
"disconnectReason": "CONNECTION_LOST"
}

デバイス"mything2" は、POSIX 時間 1556649855046に接続されました (true)。
"connectivity": {
"connected":true,
"timestamp":1556649855046
}

タイムスタンプは、エポックからの経過をミリ秒単位で提供されるため、1556649855046 は、2019 年 4
月 30 日火曜日の午後 6 時 44 分 15. 046秒 (UTC) を表します。

Important
デバイスが約 1 時間切断されていた場合、"timestamp"値と接続ステータス
の"disconnectReason"値が無くなっている可能性があります。

制約と制限
以下は、AWS_Things の制約と制限です。
複合型のシャドウフィールド
シャドウフィールドは、シンプルな型 (配列を含まない JSON オブジェクトやシンプルな型で全体
が構成されている配列など) である場合のみインデックス化されます。「シンプルな型」とは、文字
列、数値、または、true あるいは false を意味します。例えば、次のシャドウステータスについ
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ては、フィールド "palette" の値は復号型の項目を含む配列であるためインデックス化されませ
ん。"colors" フィールドの値は、配列の各値が文字列であるため、インデックス化されます。
{

}

"state": {
"reported": {
"switched": "ON",
"colors": [ "RED", "GREEN", "BLUE" ],
"palette": [
{
"name": "RED",
"intensity": 124
},
{
"name": "GREEN",
"intensity": 68
},
{
"name": "BLUE",
"intensity": 201
}
]
}
}

ネストされたシャドウフィールドの名前
ネストされたシャドウフィールドの名前は、ピリオド (.) で区切られた文字列として保存されます。た
とえば、シャドウドキュメントがあるとします。
{

}

"state": {
"desired": {
"one": {
"two": {
"three": "v2"
}
}
}
}

フィールドの名前 three は desired.one.two.three として保存されます。また、シャドウド
キュメントがある場合、次のように保存されます。
{

}

"state": {
"desired": {
"one.two.three": "v2"
}
}

両方が shadow.desired.one.two.three:v2 のクエリに一致します。ベストプラクティスとし
て、シャドウフィールドの名前にはピリオドを使用しないでください。
シャドウメタデータ
シャドウのメタデータセクションのフィールドはインデックス化されますが、これが行われるのは、
シャドウの "state" セクションの対応するフィールドがインデックス化される場合のみです。(前の
例では、シャドウのメタデータセクションの "palette" フィールドもインデックス化されません。)
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未登録シャドウ
UpdateThingShadow を使用して、AWS IoT アカウントで登録されていないモノの名前でシャドウを
作成する場合、このシャドウのフィールドはインデックス化されません。これは、名前のないクラ
シックシャドウと名前付きシャドウの両方に適用されます。
数値
レジストリまたはシャドウデータがサービスによって数値として認識される場合、そのよう
にインデックス化されます。数値の範囲および比較演算子を含むクエリを作成できます (例:
"attribute.foo<5" または "shadow.reported.foo:[75 TO 80]")。数値として認識さ
れるには、データの値が有効なリテラルタイプの JSON 番号である必要があります。値は、範囲
-2^53...2^53-1 の整数、オプションの指数関数表記を使用した倍精度浮動小数点、またはそのような値
のみを含む配列の一部である必要があります。
Null 値
Null 値はインデックス化されません。
最大値
集計クエリのカスタムフィールドの最大数は 5 です。
集計クエリで要求されるパーセンタイルの最大数は 100 です。

認証
次のように、AWS IoT ポリシーアクションで Amazon Resource Name (ARN) としてのモノのインデック
スを指定できます｡
アクション

リソース

iot:SearchIndex

インデックス ARN （例: arn:aws:iot:youraws-regionyour-aws-account:index/
AWS_Things）。

iot:DescribeIndex

インデックス ARN （例: arn:aws:iot:youraws-region:index/AWS_Things）。

Note
フリートインデックスに対してクエリを実行するアクセス許可があるユーザーは、フリート全体
でモノのデータにアクセスできます。

モノのグループのインデックス作成の管理
AWS_ThingGroups は、すべてのモノのグループが含まれるインデックスです。このインデックスを使用
して、グループ名、説明、属性、すべての親グループ名に基づいてグループを検索することができます。

モノのグループのインデックス作成の有効化
UpdateIndexingConfiguration API の thing-group-indexing-configuration 設定を使用し
て、AWS_ThingGroups インデックスを作成し、その設定を管理できます。GetIndexingConfiguration API
を使用して、現在のインデックス作成設定を取得できます。
モノのグループのインデックス作成設定を更新するには、update-indexing-configuration CLI コマンドを使
用します。
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aws iot update-indexing-configuration --thing-group-indexing-configuration
thingGroupIndexingMode=ON

次のように、1 つのコマンドでモノとモノのグループのインデックス作成の両方の設定を更新することも
できます。
aws iot update-indexing-configuration --thing-indexing-configuration
thingIndexingMode=REGISTRY --thing-group-indexing-configuration thingGroupIndexingMode=ON

次に示すのは、thingGroupIndexingMode の有効な値です。
VOFF
インデックスの作成/インデックスの削除がありません。
ON
AWS_ThingGroups インデックスを作成または設定します。
現在のモノおよびモノのグループのインデックス作成設定を取得するには、get-indexing-configuration CLI
コマンドを実行します。
aws iot get-indexing-configuration

コマンドのレスポンスは次のようになります。
{

}

"thingGroupIndexingConfiguration": {
"thingGroupIndexingMode": "ON"
}

グループインデックスの説明
現在の AWS_ThingGroups インデックスのステータスを取得するには、describe-index CLI コマンドを使
用します。
aws iot describe-index --index-name "AWS_ThingGroups"

コマンドのレスポンスは次のようになります。
{

}

"indexStatus": "ACTIVE",
"indexName": "AWS_ThingGroups",
"schema": "THING_GROUPS"

AWS IoT初めてインデックス作成を有効にすると、 はインデックスを作成します。indexStatus が
BUILDING の場合、インデックスに対してクエリを実行することはできません。

モノのグループのインデックスのクエリ
インデックスのデータにクエリを実行するには、search-index CLI コマンドを使用します。
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aws iot search-index --index-name "AWS_ThingGroups" --query-string
"thingGroupName:mythinggroup*"

認証
次のように、AWS IoT ポリシーアクションでリソース ARN としてモノのグループのインデックスを指定
することができます｡
アクション

リソース

iot:SearchIndex

インデックス ARN （例: arn:aws:iot:youraws-region:index/AWS_ThingGroups）。

iot:DescribeIndex

インデックス ARN （例: arn:aws:iot:youraws-region:index/AWS_ThingGroups）。

集計データのクエリ
AWS IoT は、集計データについてデバイスフリートを検索することを可能にする 4 つの API
(GetStatistics、GetCardinality、GetPercentiles、および GetBucketsAggregation) を提供
します。

Note
集約 API の値が不足しているか、予期しない値になっているという問題については、フリートイ
ンデックス作成トラブルシューティングガイド (p. 1313)を参照してください。

GetStatistics
GetStatistics API および get-statistics CLI コマンドは、指定された集計フィールドのカウント、平均、合
計、最小、最大、平方和、分散、および標準偏差を返します。
get-statistics CLI コマンドでは、以下のパラメータを使用します。
index-name
検索を実行するインデックスの名前。デフォルト値は AWS_Things です。
query-string
インデックスを検索するために使用されるクエリ。"*" を指定すると、AWS アカウント 内のイン
デックスが付けられたすべてのモノの数を取得できます。
aggregationField
オプション。集計するフィールド。このフィールドは、update-indexing-configuration を呼び出すとき
に定義される管理フィールドまたはカスタムフィールドである必要があります。集計フィールドを指
定しない場合、registry.version が集計フィールドとして使用されます。
query-version
使用するクエリのバージョン。デフォルト値は 2017-09-30 です。
集計フィールドのタイプは、返される統計に影響します。
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文字列値を使用した GetStatistics
文字列フィールドを集計する場合、GetStatistics を呼び出すと、クエリに一致する属性を持つデバイ
スの数が返されます。以下に例を示します。
aws iot get-statistics --aggregation-field 'attributes.stringAttribute'
--query-string '*'

このコマンドは、stringAttribute という名前の属性を含むデバイスの数を返します。
{

}

"statistics": {
"count": 3
}

ブール値を使用した GetStatistics
ブール値の集計フィールドを使用して GetStatistics を呼び出すと、次のようになります。
• AVERAGE は、クエリに一致するデバイスの割合です。
• MINIMUM は、次の規則に従って 0 または 1 です。
• 集計フィールドのすべての値が false の場合、MINIMUM は 0 です。
• 集計フィールドのすべての値が true の場合、MINIMUM は 1 です。
• 集計フィールドの値が false と true の混合である場合、MINIMUM は 0 です。
• MAXIMUM は、次の規則に従って 0 または 1 です。
• 集計フィールドのすべての値が false の場合、MAXIMUM は 0 です。
• 集計フィールドのすべての値が true の場合、MAXIMUM は 1 です。
• 集計フィールドの値が false と true の混合である場合、MAXIMUM は 1 です。
• SUM は、ブール値に相当する整数の合計です。
• COUNT は、クエリ文字列条件に一致し、有効な集計フィールド値を含むモノの数です。

数値を使用した GetStatistics
GetStatistics を呼び出してタイプ Number の集計フィールドを指定すると、GetStatistics は次の
値を返します。
数
クエリ文字列条件に一致し、有効な集計フィールドの値を含むモモノの数。
平均
クエリに一致する数値の平均。
sum
クエリに一致する数値の合計。
minimum
クエリに一致する数値のうち最小の値。
maximum
クエリに一致する数値のうち最大値。
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sumOfSquares
クエリに一致する数値の二乗の合計。
分散
クエリに一致する数値の分散。値の集合の分散は、集合の平均値からの各値の差の二乗の平均です。
stdDeviation
クエリに一致する数値の標準偏差。値のセットの標準偏差は、値がどの程度広がっているかを示す尺
度です。
次の例は、数値カスタムフィールドを使用して get-statistics を呼び出す方法を示しています。
aws iot get-statistics --aggregation-field 'attributes.numericAttribute2'
--query-string '*'

{

}

"statistics": {
"count": 3,
"average": 33.333333333333336,
"sum": 100.0,
"minimum": -125.0,
"maximum": 150.0,
"sumOfSquares": 43750.0,
"variance": 13472.22222222222,
"stdDeviation": 116.06990230986766
}

数値集計フィールドの場合、フィールド値が最大倍精度値を超えた場合、統計値は空です。

GetCardinality
GetCardinality API および get-cardinality CLI コマンドは、クエリに一致する一意の値の概算数を返しま
す。たとえば、バッテリー残量が 50% 未満のデバイスの数を調べるとします。
aws iot get-cardinality --index-name AWS_Things --query-string "batterylevel
> 50" --aggregation-field "shadow.reported.batterylevel"

このコマンドは、バッテリー残量が 50% を超えるものの数を返します。
{
}

"cardinality": 100

cardinality は、一致するフィールドがない場合でも、常に get-cardinality によって返されます。以下
に例を示します。
aws iot get-cardinality --query-string "thingName:Non-existent*"
--aggregation-field "attributes.customField_STR"

{

"cardinality": 0
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get-cardinality CLI コマンドでは、以下のパラメータを使用します。
index-name
検索を実行するインデックスの名前。デフォルト値は AWS_Things です。
query-string
インデックスを検索するために使用されるクエリ。"*" を指定すると、AWS アカウント 内のイン
デックスが付けられたすべてのモノの数を取得できます。
aggregationField
集計するフィールド。
query-version
使用するクエリのバージョン。デフォルト値は 2017-09-30 です。

GetPercentiles
GetPercentiles API および get-percentiles CLI コマンドは、クエリに一致する集計値をパーセンタイル
グループにグループ化します。デフォルトのパーセンタイルのグループ化は 1,5,25,50,75,95,99 です
が、GetPercentiles を呼び出すときに独自のグループを指定することもできます。この関数は、指定
された各パーセンタイルグループ（またはデフォルトのパーセンタイルグループ）の値を返します。パー
センタイルグループ「1」には、クエリに一致する値の約 1% に含まれる集計フィールド値が含まれます。
パーセンタイルグループ「5」には、クエリに一致する値の約 5% で発生する集計フィールド値が含まれま
す。結果は近似値になります。クエリに一致する値が多いほど、パーセンタイルの値が正確になります。
次に、get-percentiles CLI コマンドを呼び出す例を示します。
aws iot get-percentiles --query-string "thingName:*" --aggregation-field
"attributes.customField_NUM" --percents 10 20 30 40 50 60 70 80 90 99

{

"percentiles": [
{
"value": 3.0,
"percent": 80.0
},
{
"value": 2.5999999999999996,
"percent": 70.0
},
{
"value": 3.0,
"percent": 90.0
},
{
"value": 2.0,
"percent": 50.0
},
{
"value": 2.0,
"percent": 60.0
},
{
"value": 1.0,
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},
{
},
{
},
{
},
{

}

]

}

"percent": 10.0
"value": 2.0,
"percent": 40.0
"value": 1.0,
"percent": 20.0
"value": 1.4,
"percent": 30.0
"value": 3.0,
"percent": 99.0

次のコマンドは、一致するドキュメントがない場合に get-percentiles から返される出力を示します。
aws iot get-percentiles --query-string "thingName:Non-existent*"
--aggregation-field "attributes.customField_NUM"

{
}

"percentiles": []

get-percentile CLI コマンドでは、以下のパラメータを使用します。
index-name
検索を実行するインデックスの名前。デフォルト値は AWS_Things です。
query-string
インデックスを検索するために使用されるクエリ。"*" を指定すると、AWS アカウント 内のイン
デックスが付けられたすべてのモノの数を取得できます。
aggregationField
集計するフィールド。Number 型である必要があります。
query-version
使用するクエリのバージョン。デフォルト値は 2017-09-30 です。
percents
オプション。このパラメータを使用して、カスタムのパーセンタイルグループを指定できます。

GetBucketsAggregation
GetBucketsAggregationAPI およびget-buckets-aggregationCLIコマンドは、バケットのリストとクエリ文
字列条件に一致するものの合計数を返します。
以下の例は、get-buckets-aggregation CLIコマンドの呼び出し方を示しています。
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aws iot get-buckets-aggregation --query-string '*' --index-name AWS_Things -aggregation-field 'shadow.reported.batterylevelpercent' --buckets-aggregation-type
'termsAggregation={maxBuckets=5}'

このコマンドは、次のサンプル出力を返します。
{

}

"totalCount": 20,
"buckets": [
{
"keyValue": "100",
"count": 12
},
{
"keyValue": "90",
"count": 5
},
{
"keyValue": "75",
"count": 3
}
]

get-buckets-aggregation CLI コマンドでは、以下のパラメータを使用します。
index-name
検索を実行するインデックスの名前。デフォルト値は AWS_Things です。
query-string
インデックスを検索するために使用されるクエリ。"*" を指定すると、AWS アカウント 内のイン
デックスが付けられたすべてのモノの数を取得できます。
aggregation-field
集計するフィールド。
buckets-aggregation-type
レスポンスの形の基本的な制御と実行するバケット集計タイプ。

認証
次のように、AWS IoT ポリシーアクションでリソース ARN としてモノのグループのインデックスを指定
することができます｡
アクション

リソース

iot:GetStatistics

インデックス ARN (例: arn:aws:iot:youraws-region:index/AWS_Things または
arn:aws:iot:your-aws-region:index/
AWS_ThingGroups)。

クエリ構文
フリートインデックス作成では、クエリ構文を使用してクエリを指定します。
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サポートされている機能
クエリ構文では次の機能がサポートされています。
• 規約とフレーズ
• フィールド検索
• プレフィックス検索
• 範囲検索
• ブール演算子 AND、OR、NOT および –。検索結果から項目を除外するにはハイフンを使用します (例:
thingName:(tv* AND -plasma))。
• グループ分け
• フィールドのグループ分け
• 特殊文字のエスケープ (╲ など)

サポートされていない 機能
クエリ構文では次の機能がサポートされていません。
• 先頭ワイルドカード検索（「*xyz」など）､ただし「*」はすべてのモノを検索します｡
• 正規表現
• ブースト
• ランキング
• あいまい検索
• 近接検索
• ソート
• 集約

メモ
クエリ言語に関する注意事項がいくつかあります。
• デフォルトの演算子は AND です。"thingName:abc thingType:xyz" のクエリは
"thingName:abc AND thingType:xyz" と同等です。
• フィールドが指定されていない場合、AWS IoT ではすべてのレジストリ、Device Shadow、および
Device Defender フィールドで用語が検索されます。
• すべてのフィールド名で大文字と小文字が区別されます。
• 検索では大文字と小文字は区別されません｡ 単語は、Java の Character.isWhitespace(int) で定
義されているように空白文字で区切られます。
• Device Shadow データ (名前のないシャドウおよび名前付きシャドウ) のインデックス作成には、報告さ
れたセクション、目的のセクション、デルタおよびメタデータのセクションが含まれます。
• デバイスシャドウおよびレジストリのバージョンは検索不可能ですが、レスポンスには存在します｡
• クエリ用語の最大数は 7 です。

モノのクエリの例
クエリ構文を使用して、クエリ文字列にクエリを指定します。クエリは、SearchIndex API に渡されま
す。次の表に、クエリ文字列の例を示します。
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クエリ文字列

結果

abc

レジストリ、シャドウ（従来の名前のないシャ
ドウと名前付きシャドウ）、またはデバイスディ
フェンダー違反フィールドで「abc」をクエリしま
す。

thingName:myThingName

「myThingName」という名前のモノをクエリしま
す｡

thingName:my*

「my」で始まる名前のモノをクエリします｡

thingName:ab?

「aba」、「abb」、「abc」など、名前に「ab」
と追加で 1 つの文字を加えたモノをクエリしま
す。

thingTypeName:aa

「aa」タイプに関連付けられているモノをクエリ
します。

attributes.myAttribute:75

値が 75 の「myAttribute」という属性を持つモノを
クエリします。

attributes.myAttribute:[75 TO 80]

値が数値範囲 (75—80) 内にある「myAttribute」と
いう属性を持つモノをクエリします。

attributes.myAttribute:{75 TO 80]

値が数値範囲 (>75 および <=80) 内にある
「myAttribute」という属性を持つモノをクエリし
ます。

attributes.serialNumber:["abcd" TO "abcf"]

値が英数字の文字列範囲内にある
「serialNumber」という属性を持つモノをク
エリします。このクエリは、値が「abcd」、
「abce」、または「abcf」の「serialNumber」属
性を持つモノを返します。

attributes.myAttribute:i*t

値が「i」で、その後に任意の文字数、そして「t」
が続く「myAttribute」という属性を持つモノをク
エリします。

attributes.attr1:abc AND attributes.attr2<5 NOT
attributes.attr3>10

ブール式を使用して､用語の組み合わせとなるモノ
をクエリします。このクエリは、値が「abc」の属
性「attr1」、値が 5 未満の属性「attr2」､および値
が 10 以下の属性「attr3」のモノを返します。

shadow.hasDelta:true

デルタ要素を持つ名前のないシャドウを持つモノ
をクエリします。

NOT attributes.model:legacy

「model」という属性が「legacy」でないモノをク
エリします。

shadow.reported.stats.battery:{70 TO 100} (v2 OR
v3) NOT attributes.model:legacy

以下を持つモノをクエリします。
• 70 ～ 100 の値を持つ Thing Shadow の
stats.battery 属性。
• モノの名前､タイプ名、または属性値で発生する
テキスト「v 2」または「v 3」。
• モノの model 属性は「legacy」に設定されませ
ん｡
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クエリ文字列

結果

shadow.reported.myvalues:2

Shadow の reported セクションの myvalues 配列
の値に 2 が含まれているモノをクエリします｡

shadow.reported.location:* NOT
shadow.desired.stats.battery:*

以下を持つモノをクエリします。

shadow.name.<shadowName>.hasDelta:true

指定された名前とデルタ要素のシャドウを持つモ
ノをクエリします。

shadow.name.<shadowName>.desired.filament:*

指定された名前および目的のフィラメントプロパ
ティのシャドウを持つモノをクエリします。

shadow.name.<shadowName>.reported.location:*

名前付きシャドウの報告されたセクションに
location 属性が存在し、指定された名前のシャ
ドウを持つモノをクエリします。

connectivity.connected:true

接続されているすべてのデバイスに対するクエリ
です。

connectivity.connected:false

切断されたすべてのデバイスに対するクエリで
す。

connectivity.connected:true AND
connectivity.timestamp : [1557651600000 TO
1557867600000]

特定の範囲 (1557651600000～1557867600000)
内の接続タイムスタンプを持つ、接続されている
すべてのデバイスに対するクエリです。タイムス
タンプはエポックからのミリ秒単位で指定されま
す。

connectivity.connected:false AND
connectivity.timestamp : [1557651600000 TO
1557867600000]

特定の範囲 (1557651600000 ～ 1557867600000)
内の切断タイムスタンプを持つ、切断されている
すべてのデバイスに対するクエリです。タイムス
タンプはエポックからのミリ秒単位で指定されま
す。

connectivity.connected:true AND
connectivity.timestamp > 1557651600000

特定の範囲 (1557651600000 より大) 内の接続タ
イムスタンプを持つ、接続されているすべてのデ
バイスに対するクエリです。タイムスタンプはエ
ポックからのミリ秒単位で指定されます。

connectivity.connected:*

接続情報があるすべてのデバイスに対するクエリ
です。

connectivity.disconnectreason: *

connectivity.disconnectReason のあるすべてのデ
バイスに対するクエリです。

• Shadow の location セクションに reported
属性が存在します。
• Shadow の desired セクションに
stats.battery 属性が存在しません。

connectivity.disconnectReason:CLIENT_INITIATED_DISCONNECT
CLIENT_INITIATED_DISCONNECTが原因で切断
されたすべてのデバイスのクエリです。
deviceDefender.violationCount:[0 TO 100]

数値範囲 (0—100) 内の Device Defender 違反のカ
ウント値を持つモノをクエリします。
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クエリ文字列

結果

deviceDefender.<deviceセキュリティプロファイル deviceSecurityProfile>.disconnectBehavior.inViolation:true SecurityProfile で定義されているように、動
作 disconnectBehavior に違反しているモノを
クエリします。inViolation:false は有効なクエリで
はないことに注意してください。
deviceDefender.<device最新の違反のイベント値が 2 より大きく、セキュ
SecurityProfile>.disconnectBehavior.lastViolationValue.number>2
リティプロファイル device-SecurityProfile で定義
されているように動作 disconnectBehavior に
違反しているモノをクエリします。
deviceDefender.<device指定したエポックタイムの後に最新の違反イベ
SecurityProfile>.disconnectBehavior.lastViolationTime>1634227200000
ントがあり、セキュリティプロファイル deviceSecurityProfile で定義されているように動作
disconnectBehavior に違反しているモノをク
エリします。

モノのグループのクエリの例
クエリは、クエリ構文を使用してクエリ文字列に指定され、SearchIndex API に渡されます。次の表
に、クエリ文字列の例を示します。
クエリ文字列

結果

abc

任意のフィールドでの「abc」のクエリ

thingGroupNames:myGroupThingName

「myGroupThingName」という名前のモノのグ
ループをクエリします｡

thingGroupNames:my*

「my」で始まる名前のモノのグループをクエリし
ます｡

thingGroupNames:ab?

「ab」、「abb」、「abc」など、名前に「ab」と
1 つの追加文字を加えたモノのグループをクエリし
ます。

attributes.myAttribute:75

値が 75 の「myAttribute」という属性を持つモノの
グループをクエリします。

attributes.myAttribute:[75 TO 80]

値が数値範囲 (75–80) の「myAttribute」という属
性を持つモノのグループをクエリします。

attributes.myAttribute:[75 TO 80]

値が数値範囲 (>75 および =80) の「myAttribute」
という属性を持つモノのグループをクエリしま
す。

attributes.myAttribute:["abcd" TO "abcf"]

値が英数字の文字列範囲内にある「myAttribute」
という属性を持つモノのグループをクエリしま
す。このクエリは、値が「abcd」、「abce」、ま
たは「abcf」の「serialNumber」属性を持つモノの
グループを返します。
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クエリ文字列

結果

attributes.myAttribute:i*t

「myAttribute」という属性を持つモノのグループ
を検索します。値は「i」で、その後に任意の文字
数が続き、その後に「t」が続きます。

attributes.attr1:abc AND attributes.attr2<5 NOT
attributes.attr3>10

ブール式を使用して､用語の組み合わせとなるモ
ノのグループをクエリします。このクエリは、
値が「abc」の属性「attr1」、値が 5 未満の属性
「attr2」､および値が 10 以下の属性「attr3」をモ
ノのグループを返します。

NOT attributes.myAttribute:cde

「myAttribute」という属性が「cde」でないモノの
グループをクエリします。

parentGroupNames:(myParentThingGroupName)

親グループ名が「myParentThingGroupName」に
一致するモノのグループのクエリ。

parentGroupNames:(myParentThingGroupName
OR myRootThingGroupName)

親グループ名が「myParentThingGroupName」ま
たは「myRootThingGroupName」に一致するモノ
のグループのクエリ。

parentGroupNames:(myParentThingGroupNa*)

親グループ名の先頭が「myParentThingGroupNa」
のモノのグループのクエリ。

フリートメトリクス
フリートメトリクスは、AWS IoT でデバイスのデータをインデックス化、検索、および集計することを可
能にするマネージドサービスであるフリートのインデックス作成 (p. 839)の機能です。フリートメトリ
クスを使用すると、CloudWatch でフリートデバイスの集約状態を経時的にモニタリングでき、これは特
定期間におけるフリートデバイスの切断率、または平均的なバッテリーレベルの変化の確認などを含みま
す。
フリートメトリクスを使用することによって、集計クエリ (p. 854)が構築できます。クエリからの結果
は、傾向を分析し、アラームを作成するためのメトリクスとして CloudWatch に継続的に出力されます。
モニタリングタスクでは、異なるタイプ([Statistics](統計）、[Cardinality]（濃度）、および[Percentile]
(パーセンタイル)）の集計クエリが指定できます。将来の再使用のために、フリートメトリクスを作成す
るためのすべての集計クエリを保存することができます。

入門チュートリアル
このチュートリアルでは、センサーの温度を監視し、潜在的な異常を検出するために、フリートメトリ
クス (p. 864)を作成します。フリートメトリクスを作成するときは、華氏80度を超える温度を持つセン
サーの数を検出する集計クエリ (p. 854)を定義します。クエリが 60 秒ごとに実行され、クエリ結果が
CloudWatch に出力されるように指定します。そうすると、高温リスクの可能性があるセンサーの数を確
認し、アラームを設定する事ができます。このチュートリアルを完了するには、AWS CLIを使用します。
このチュートリアルの学習内容は次のとおりです。
• セットアップする (p. 865)
• フリートメトリクスを作成します (p. 866)
• CloudWatch でメトリクスを表示する (p. 868)
• リソースをクリーンアップする (p. 869)
このチュートリアルの完了には 15 分ほどかかります。
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前提条件
• AWS CLIの最新バージョンをインストールします
• 集計データのクエリについて理解する
• Amazon CloudWatch メトリクスの使用について理解する

セットアップ
フリートメトリクスを使用するには、フリートインデックス作成を有効にする必要があります。指定され
たデータソースと関連付けられた設定を持つモノ、またはモノのグループに対してフリートのインデック
ス作成を有効にするには、「モノのインデックス作成の管理 (p. 843)」と「モノのグループのインデック
ス作成の管理 (p. 852)」にある手順に従ってください。

をセットアップするには
1.

次のコマンドを実行して、フリートインデックス作成を有効にし、検索元のデータソースを指定しま
す。
aws iot update-indexing-configuration \
--thing-indexing-configuration
"thingIndexingMode=REGISTRY_AND_SHADOW,customFields=[{name=attributes.temperature,type=Number},
{name=attributes.rackId,type=String},
{name=attributes.stateNormal,type=Boolean}],thingConnectivityIndexingMode=STATUS" \

上記の CLI コマンドの例は、AWS_Thingsインデックスを使用して、フリートインデックス作成に、
レジストリーデータ、シャドウデータ、およびモノの接続ステータスの検索サポートをさせます。
設定の変更が完了するまで数分かかることがあります。フリートメトリックスを作成する前に、フ
リートインデックス作成が有効になっていることを確認してください。
フリートインデックスが有効になっているかどうかを確認するには、次の CLI コマンドを実行しま
す：
aws --region us-east-1 iot describe-index --index-name "AWS_Things"

詳細については、「モノのインデックス作成を有効にする (p. 843)」を参照してください。
2.

次のbashスクリプトを実行して、10個のものを作成し、それらを記述します。
# Bash script. Type `bash` before running in other shells.
Temperatures=(70 71 72 73 74 75 47 97 98 99)
Racks=(Rack1 Rack1 Rack2 Rack2 Rack3 Rack4 Rack5 Rack6 Rack6 Rack6)
IsNormal=(true true true true true true false false false false)
for ((i=0; i < 10; i++))
do
thing=$(aws iot create-thing --thing-name "TempSensor$i" --attribute-payload
attributes="{temperature=${Temperatures[@]:$i:1},rackId=${Racks[@]:$i:1},stateNormal=
${IsNormal[@]:$i:1}}")
aws iot describe-thing --thing-name "TempSensor$i"
done

このスクリプトは、10 個のセンサーを表す 10 個のものを作成します。それぞれのモノは、次の表で
説明されているようtemperature、rackId、 およびstateNormalの属性を持っています。
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属性

データ型

説明

temperature

数値

温度値 (華氏)

rackId

文字列

センサーを含むサーバーラック
の ID

stateNormal

ブール値

センサーの温度値が正常かどう
か

このスクリプトの出力には、10 個の JSON ファイルが含まれています。JSON ファイルのうちの 1
つが次のようになります。
{

}

"version": 1,
"thingName": "TempSensor0",
"defaultClientId": "TempSensor0",
"attributes": {
"rackId": "Rack1",
"stateNormal": "true",
"temperature": "70"
},
"thingArn": "arn:aws:iot:region:account:thing/TempSensor0",
"thingId": "example-thing-id"

詳細については、モノの作成を参照してください。

フリートメトリクスを作成します
フリートメトリクスを作成します
1.

次のコマンドを実行して、high_temp_FMという名前のフリーメトリクスを作成しま
す。CloudWatch で華氏 80 度を超える温度を持つセンサーの数を監視するフリートメトリクスを作成
します。
aws iot create-fleet-metric --metric-name "high_temp_FM" --query-string
"thingName:TempSensor* AND attributes.temperature >80" --period 60 --aggregation-field
"attributes.temperature" --aggregation-type name=Statistics,values=count

–-メトリクス名
データ型 – 文字列 --metric-nameパラメーターは、フリートメトリクス名を指定します。この例で
は、high_temp_FMという名前のフリートメトリクス を作成しています。
--query <string>
データ型 – 文字列 --query-stringパラメーターは、クエリ文字列を指定します。この例でクエリ
文字列は、TempSensor で始まる名前が付けらたすべてのモノと、温度が華氏 80 度を超えるすべて
のモノをクエリすることを意味します。詳細については、クエリ構文 (p. 859)を参照してください。
–-期間
データ型: 整数 --periodパラメーターは、集計データを取得する時間を秒単位で指定します。この
例では、作成するフリートメトリクスが 60 秒ごとに集計データを取得するように指定します。
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–aggregation-field
データ型:文字列 --aggregation-fieldパラメーターは、評価する属性を指定します。この例で
は、温度属性を評価します。
–-aggregation-type
--aggregation-typeパラメーターは、フリートメトリクスに表示する統計概要を指定しま
す。モニタリングタスクでは、異なる集計タイプ ([Statistics] (統計)、[Cardinality] (濃度)、および
[Percentile] (パーセンタイル)の集計クエリプロパティをカスタマイズできます。この例では、集計
タイプ [Statistics] (統計) に [count] (数) を指定して、クエリに一致する属性を持つデバイス、つま
り、TempSensor で始まる名前が付けられており、温度が華氏 80 度を超えるデバイスの数を返しま
す。詳細については、「集計データのクエリ (p. 854)」を参照してください。
このコマンドの出力は以下のようになります。
{
}

"metricArn": "arn:aws:iot:region:111122223333:fleetmetric/high_temp_FM",
"metricName": "high_temp_FM"

Note
CloudWatch でデータポイントが表示されるまでに時間がかかることがあります。
フリートメトリクスの作成方法については、「フリートメトリクスの管理 (p. 869)」を参照してくだ
さい。。
フリートメトリックスを作成できない場合は、「フリートメトリクスのトラブルシューティン
グ (p. 1314)」を参照してください。
2.

(オプション) 次のコマンドを実行して、high_temp_FMという名前のフリートメトリクスを記述しま
す。
aws iot describe-fleet-metric --metric-name "high_temp_FM"

このコマンドの出力は以下のようになります。
{

}

"queryVersion": "2017-09-30",
"lastModifiedDate": 1625249775.834,
"queryString": "*",
"period": 60,
"metricArn": "arn:aws:iot:region:111122223333:fleetmetric/high_temp_FM",
"aggregationField": "registry.version",
"version": 1,
"aggregationType": {
"values": [
"sum"
],
"name": "Statistics"
},
"indexName": "AWS_Things",
"creationDate": 1625249775.834,
"metricName": "high_temp_FM"

867

AWS IoT Core デベロッパーガイド
入門チュートリアル

CloudWatch でフリートメトリクスを表示する
フリートメトリクスを作成したら、CloudWatch コンソールでメトリクスデータを表示できます。この
チュートリアルでは、TempSensor で始まる名前が付けられており、温度が華氏 80 度を超えるセンサー
の数を示すメトリクスが表示されます。

CloudWatch でデータポイントを表示するには
1.

https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/で、CloudWatch console を開きます。

2.

左側の [CloudWatch] メニューで、[Metrics](メトリスク)をクリックしてサブメニューを展開し、[All
metrics](すべてのメトリクス)を選びます。これにより、上半分はグラフが表示され、下半分は4つの
タブ付きセクションが表示されたページが開きます。

3.

最初のタブ付きセクション[All metrics](すべてのメトリクス）には、グループで表示できるすべてのメ
トリクスが一覧表示されます。すべてのフリートメトリクスを含loTFleetMetrics]を選びます。

4.

[All metrics] (すべてのメトリクス) タブの [Aggregation type] (集計タイプ) セクションで、
[Aggregation type] (集計タイプ) を選択して、作成したすべてのフリートメトリクスを表示します。

5.

フリート指標を選択して、[Aggregation type](集計タイプ)セクションの左側にグラフを表示します。
[Metric name](メトリクス名)の左に、値 sum(合計)が表示され、これは、このチュートリアルの
[Create fleet metrics (p. 866)](フリートメトリクスを作成する) セクションで指定された集約タイプ
の値です。

6.

[All metrics](すべてのメトリクス) タブの右にある[Graphed metrics](グラフ化したメトリクス）という
名前の2番目のタブを選び、前のステップで選んだフリートメトリクスを表示します。
以下の通り、華氏 80 度以上の温度を持つセンサーの数を表示するグラフを確認できます。

Note
CloudWatchの[Period]（期間）属性のデフォルトは 5 分です。これは、CloudWatch に表示
されているデータポイント間の時間間隔です。必要に応じて、[Period](期間)設定を変更する
事ができます。
7.

（オプション）メトリクスアラームを設定できます。
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1. 左側の CloudWatchメニューで、[Alarms](アラーム)をクリックしてサブメニューを展開し、[All
alarms](すべてのアラーム)を選びます。
2. [Alarms](アラーム) ページで、右上のコーナーの [Create alarm ] (アラームを作成する)を選びま
す。コンソールの[Create alarm](アラームを作成する)の指示に従って、必要に応じてアラームを作
成します。詳細については、[Using Amazon CloudWatch alarms](Amazon CloudWatch アラームを
使用する)を参照してください。
詳細については、[Using Amazon CloudWatch metrics](Amazon CloudWatch メトリクスを使う) を参照し
てください。
CloudWatch でデータポイントが表示されない場合は、[Troubleshooting fleet metrics (p. 1314)](フリート
メトリクスのトラブルシューティング）を参照してください。。

クリーンアップ
フリートメトリクスを削除するには
delete-fleet-metricCLI コマンドを使用して、フリートメトリクスを削除します。
次のコマンドを実行して、high_temp_FMという名前のフリートメトリクスを削除します。
aws iot delete-fleet-metric --metric-name "high_temp_FM"

モノをクリーンアップするには
delete-thing CLIコマンドを使用してモノを削除します。
次のスクリプトを実行して、作成した 10 個のモノを削除します。
# Bash script. Type `bash` before running in other shells.
for ((i=0; i < 10; i++))
do
thing=$(aws iot delete-thing --thing-name "TempSensor$i")
done

CloudWatch でメトリクスをクリーンアップするには
CloudWatch は、メトリクスの削除をサポートしません。メトリクスは、保持スケジュールに基づいて期
限切れになります。詳細については、[Using Amazon CloudWatch metrics](Amazon CloudWatch メトリク
スを使用する)を参照してください。

フリートのメトリクスの管理
このトピックでは、[AWS IoTコンソールの使い方とAWS CLIフリートメトリクスの管理方法を説明しま
す。

フリートメトリクスの管理 (コンソール)
フリートメトリックスを作成する前に、関連するデータソースでフリートインデックス作成が有効になっ
ていることを確認してください。

フリートインデックス作成を有効にする
フリートインデックス作成がすでに有効になっている場合は、このセクションをスキップしてください。
フリートのインデックス作成を有効にしていない場合は、次の手順に従ってください。
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1. AWS IoTコンソールをhttps://console.aws.amazon.com/iot/で開きます。
2. AWS IoT メニューで、[Settings](設定)を選択します。
3. 詳細設定を表示するには、[Settings](設定)ページで、[Fleet indexing](フリートインデックスを作成する)
セクションまでスクロールダウンします。
4. フリートインデックス作成設定を更新するには、[Fleet indexing](フリートインデックスの作成)セク
ションで、[Manage indexing](インデックス作成の管理)を選択します。
5. [Manage fleet indexing] (フリートインデックス作成の管理) ページで、必要に基づいてフリートイン
デックス作成の設定を更新します。
• 設定
モノのインデックス作成を有効にするには、[Thing indexing](モノのインデックス作成)をオンにし
て、インデックスを作成するデータソースを選択します。
モノグループのインデックス作成を有効にするには、[Thing group indexing](モノグループのインデッ
クス作成)をオンに切り替えます。
• [Custom fields for aggregation - optional] (集計用のカスタムフィールド - オプション)
カスタムフィールドは、フィールド名とフィールドタイプのペアのリストです。
カスタムフィールドのペアを追加するには、[Add New field](新しいフィールドを追加)を選びま
す。attributes.temperature のようなカスタムフィールド名を入力してから、[Field type]
(フィールドタイプ) メニューからフィールドタイプを選択します。カスタムフィールド名は
attributes. で始まり、モノの集計クエリを実行するための属性として保存されることに注意して
ください。
設定を更新して保存するには、[Update](更新)を選びます。

フリートメトリクスを作成します
1. https://console.aws.amazon.com/iot/で、AWS IoTコンソールを開きます。
2. AWS IoTメニューで、[Manage](管理)を選択してから、[Fleet metrics](フリートメトリクス)を選びま
す。
3. [Fleet metrics] (フリートメトリクス) ページで, [Create fleet metric] (フリートメトリクスの作成) をク
リックして、作成ステップを完了します。
4. ステップ 1で、[Configure fleet metrics](フリートメトリクス)を設定します。
• Query(クエリ)セクションで、集約検索を実行したいモノまたは、モノのグループを指定するクエリ文
字列を入力します。クエリ文字列は、属性と値で構成されます。[Properties] (プロパティ) には、使用
したい属性を選びます。あるいは、リストに属性が表示されていない場合は、フィールドに属性を入
力します。:の後に値を入力してください。クエリ文字列の例として、thingName:TempSensor*が
あります。入力するクエリ文字列ごとに、キーボードのEnterを押します。複数のクエリ文字列を入
力する場合は、それらの間に、and、or、and not、またはor notを選択してそれらの関係を指定しま
す。
• [Report properties](レポートのプロパティ) で、それぞれのリストから[Index name]（インデックス
名）、[Aggregation type](集計タイプ)、 および[Aggregation field](集計フィールド)選びます。次に、
[Select data](データの選択)で集計したいデータを選択します。そこでは、複数のデータ値を選択でき
ます。
• [Next] (次へ) を選択します。
5. ステップ 2で、[Specify fleet metric properties](フリートメトリクスプロパティを指定)
• [Fleet metric name](フリートメトリクス)フィールドに、作成しているフリートメトリクスの名前を入
力します。
• [Description-optional](説明 - オプション)フィールドに、作成しているフリートメトリクスの説明を入
力します。このフィールドはオプションです。
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• [Hours](時間)および[Minutes](分)フィールドに、フリートメトリクスがCloudWatchにデータを送信す
る時間（頻度）を入力します。
• [Next] (次へ) を選択します。
6. ステップ3の [Review and create](確認と作成)
• ステップ 1 とステップ 2 の設定を確認します。設定を編集するには、[Edit](編集)を選びます。
• [Create fleet metric](フリートメトリクスの作成)を選びます。
作成に成功すると、[Fleet metric](フリートメトリクス)ページで、フリートメトリックスがリスト化されま
す。

フリートメトリクスを更新します
1. [Fleet metric] (フリートメトリクス) ページで、更新したいフリートメトリクスを選択します。
2. [Fleet Details](フリートの詳細) タブで、[Edit]（編集）を選びます。これにより、作成ステップが開
き、3 つのステップのいずれかでフリートメトリクスを更新する事ができます。
3. フリートメトリクスの更新が完了したら、[Update fleet metric](フリートメトリクスの更新)を選択しま
す。

フリートメトリクスを削除する
1. [Fleet metric](フリートメトリクス)ページで、削除したいフリートメトリクスを選びます。
2. フリートメトリクスの詳細を表示する次のページで、[Delete](削除)を選びます。
3. ダイアログボックスで、削除を確認するフリートメトリクスの名前を入力します。
4. [Delete](削除) を選びます。このステップは、フリートメトリクスを永続的に削除します。

フリートのメトリクスの管理 (CLI)
以下のセクションは、AWSフリートメトリクスを管理するためのCLIの使用方法について説明します。フ
リートメトリクスを作成する前に、関連するデータソースおよび設定と一緒に、フリートインデックス作
成が有効になっていることを確認してください。モノまたはモノのグループのフリートのインデックス作
成を有効にするために、[Managing thing indexing (p. 843)](モノのインデックス化管理)または[Managing
thing group indexing (p. 852)](モノのグループインデックス化管理)の手順に従ってください。

フリートメトリクスを作成します
フリートメトリクスを作成するには、create-fleet-metric CLI コマンドを使用します。
aws iot create-fleet-metric --metric-name "YourFleetMetricName" --query-string "*" --period
60 --aggregation-field "registry.version" --aggregation-type name=Statistics,values=sum

このコマンドの出力には、フリートメトリクスの名前と Amazon リソースネーム (ARN) が含まれます。出
力は次のようになります。
{
}

"metricArn": "arn:aws:iot:us-east-1:111122223333:fleetmetric/YourFleetMetricName",
"metricName": "YourFleetMetricName"

フリートメトリクスを一覧表示します
list-fleet-metric CLI コマンドを使用して、アカウント内のすべてのフリートメトリクスを一覧表示します。
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aws iot list-fleet-metrics

このコマンドの出力には、すべてのフリートのメトリクスが含まれます。出力は次のようになります。
{

"fleetMetrics": [
{
"metricArn": "arn:aws:iot:us-east-1:111122223333:fleetmetric/
YourFleetMetric1",
"metricName": "YourFleetMetric1"
},
{
"metricArn": "arn:aws:iot:us-east-1:111122223333:fleetmetric/
YourFleetMetric2",
"metricName": "YourFleetMetric2"
}
]
}

フリートのメトリクスを説明する
describe-fleet-metric CLI コマンドを使用して、フリートメトリクスに関するより詳細な情報を表示しま
す。
aws iot describe-fleet-metric --metric-name "YourFleetMetricName"

コマンドの出力には、指定されたフリートメトリクスに関する詳細情報が含まれます。出力は次のように
なります。
{

}

"queryVersion": "2017-09-30",
"lastModifiedDate": 1625790642.355,
"queryString": "*",
"period": 60,
"metricArn": "arn:aws:iot:us-east-1:111122223333:fleetmetric/YourFleetMetricName",
"aggregationField": "registry.version",
"version": 1,
"aggregationType": {
"values": [
"sum"
],
"name": "Statistics"
},
"indexName": "AWS_Things",
"creationDate": 1625790642.355,
"metricName": "YourFleetMetricName"

フリートメトリクスを更新します
フリートメトリクスを更新するには、update-fleet-metric CLI コマンドを使用します。
aws iot update-fleet-metric --metric-name "YourFleetMetricName" --query-string
"*" --period 120 --aggregation-field "registry.version" --aggregation-type
name=Statistics,values=sum,count --index-name AWS_Things

update-fleet-メトリクスコマンドは、出力を生成しません。describe-fleet-メトリクス CLI コマンドを使用
して、結果を表示できます。
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{

}

"queryVersion": "2017-09-30",
"lastModifiedDate": 1625792300.881,
"queryString": "*",
"period": 120,
"metricArn": "arn:aws:iot:us-east-1:111122223333:fleetmetric/YourFleetMetricName",
"aggregationField": "registry.version",
"version": 2,
"aggregationType": {
"values": [
"sum",
"count"
],
"name": "Statistics"
},
"indexName": "AWS_Things",
"creationDate": 1625792300.881,
"metricName": "YourFleetMetricName"

フリートメトリクスを削除する
フリートメトリクスを削除するには、delete-fleet-metric CLI コマンドを使用します。
aws iot delete-fleet-metric --metric-name "YourFleetMetricName"

このコマンドは、削除が成功した場合、または存在しないフリートメトリクスを指定した場合、出力を生
成しません。
詳細については、[Troubleshooting fleet metrics (p. 1314)](フリートメトリクスのトラブルシューティング)
を参照してください。
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MQTT ベースのファイル配信
ファイルを管理してフリート内の AWS IoT デバイスに転送するために使用できるオプションの 1 つ
に、MQTT ベースのファイル配信があります。AWS クラウドのこの機能を使用すると、複数のファイル
を含むストリーミングの作成、ストリーミングデータ (ファイルリストと説明) の更新、ストリーミング
データの取得などを実行できます。AWS IoTMQTT ベースのファイル配信では、JSON または CBOR での
リクエストおよびレスポンスメッセージをサポートする MQTT プロトコルを使用して、データを小さなブ
ロックで IoT デバイスに転送できます。
AWS IoT を使用して IoT デバイスとの間でデータを転送する方法の詳細については、デバイスの AWS IoT
への接続 (p. 80) を参照してください。
トピック
• ストリーミングとは (p. 874)
• AWS クラウド内のストリーミングの管理 (p. 875)
• デバイスでの AWS IoT MQTT ベースのファイル配信の使用 (p. 876)
• FreeRTOS OTA のユースケースの例 (p. 883)

ストリーミングとは
AWS IoT では、ストリーミングはパブリックにアドレス指定可能なリソースであり、IoT デバイスに転送
できるファイルのリストを抽象化したものです。一般的なストリーミングには、以下の情報が含まれてい
ます。
• Amazon リソースネーム (ARN) は、特定の時刻にストリーミングを一意に識別します。この ARN のパ
ターンは arn:partition:iot:region:account-ID:stream/stream ID です。
• ストリーミングを識別し、AWS Command Line Interface (AWS CLI) または SDK コマンドで使用される
(通常は必須の) ストリーミング ID。
• ストリーミングリソースの説明を提供するストリーミングの説明。
• ストリーミングの特定のバージョンを識別するストリーミングバージョン。ストリーミングデータはデ
バイスがデータ転送を開始する直前に変更できるため、デバイスはストリーミングバージョンを使用し
て整合性チェックを実施できます。
• デバイスに転送できるファイルのリスト。リスト内の各ファイルについて、ストリーミングはファイル
ID、ファイルサイズ、および Amazon S3 バケット名、オブジェクトキー、オブジェクトバージョンな
どで構成されるファイルのアドレス情報を記録します。
• AWS IoT MQTT ベースのファイル配信に、データストレージに保存されているストリーミングファイル
を読み取るためのアクセス許可を付与する AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。
AWS IoT MQTT ベースのファイル配信は、デバイスが AWS クラウドからデータを転送できるように、次
の機能を提供します。
• MQTT プロトコルを使用したデータ転送。
• JSON または CBOR 形式のサポート。
• ストリーミングファイルリスト、ストリーミングバージョン、および関連情報を取得するためのスト
リーミング (DescribeStream API) を記述する機能。
• ハードウェア制約のあるデバイスがブロックを受信できるように、小さなブロック (GetStream API) で
データを送信する機能。
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• 異なるメモリ容量を持つデバイスをサポートするための、リクエストごとの動的ブロックサイズのサ
ポート。
• 複数のデバイスが同じストリーミングファイルからデータブロックをリクエストする場合の同時実行ス
トリーミングリクエストの最適化。
• ストリーミングファイルのデータストレージとしての Amazon S3。
• AWS IoT MQTT ベースのファイル配信から CloudWatch へのデータ転送ログ発行のサポート。
MQTT ベースのファイル配信クォータについては、AWS 全般のリファレンスの「AWS IoT Core Service
Quotas」を参照してください。

AWS クラウド内のストリーミングの管理
AWS IoT には、AWS クラウド内のストリーミングを管理するために使用できる AWS SDK および AWS
CLI コマンドが用意されています。これらのコマンドを使うと、次のことができます。
• ストリーミングを作成します。CLI / SDK
• ストリーミングを記述して、その情報を取得します。CLI / SDK
• AWS アカウント内のストリームを一覧表示します。CLI / SDK
• ストリーミング内のファイルリストまたはストリーミングの説明を更新します。CLI / SDK
• ストリーミングを削除します。CLI / SDK

Note
現時点では、ストリーミングは AWS Management Consoleに表示されません。AWS IoT でスト
リーミングを管理するには、AWS CLI または AWS SDK を使用する必要があります。
デバイスから AWS IoT MQTT ベースのファイル配信を使用する前に、次のセクションの手順に従って、
デバイスが適切に承認され、AWS IoT Device Gateway に接続できることを確認する必要があります。

デバイスにアクセス許可を付与する
AWS IoT ポリシー作成r.の手順に従って、デバイスポリシーを作成することも、既存のデバイスポリシー
を使用することもできます。デバイスに関連付けられている証明書にポリシーをアタッチし、デバイスポ
リシーに次のアクセス許可を追加します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [ "iot:Connect" ],
"Resource": [
"arn:partition:iot:region:accountID:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [ "iot:Receive", "iot:Publish" ],
"Resource": [
"arn:partition:iot:region:accountID:topic/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/streams/*"
]
},
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"Effect": "Allow",
"Action": "iot:Subscribe",
"Resource": [
"arn:partition:iot:region:accountID:topicfilter/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/streams/*"
]
}
]
}

デバイスを AWS IoT に接続する
AWS IoT に接続するには、AWS IoT MQTT ベースのファイル配信を使用するデバイスが必要です。AWS
IoTMQTT ベースのファイル配信は AWS クラウドの AWS IoT と統合されるため、デバイスが AWS IoT
Data Plane のエンドポイントに直接接続する必要があります。

Note
AWS IoT Data Plane のエンドポイントは、AWS アカウントとリージョンに固有です。AWS アカ
ウントのエンドポイントと、デバイスが AWS IoT に登録されているリージョンを使用する必要が
あります。
詳細については、「AWS IoT Core に接続する (p. 71)」を参照してください。

デバイスでの AWS IoT MQTT ベースのファイル配
信の使用
データ転送プロセスを開始するには、デバイスは、少なくともストリーミング ID を含む初期データセッ
トを受信する必要があります。ジョブ (p. 678) を使用して、ジョブドキュメントに初期データセットを含
めることで、デバイスのデータ転送タスクをスケジュールできます。デバイスが最初のデータセットを受
信すると、AWS IoT MQTT ベースのファイル配信との対話を開始します。AWS IoT MQTT ベースのファ
イル配信でデータを交換するには、デバイスが次のことを行う必要があります。
• MQTT ベースのファイル配信のトピック (p. 117) にサブスクライブするには、MQTT プロトコルを使用
します。
• リクエストを送信し、MQTT メッセージを使用して応答を受信するのを待機します。
必要に応じて、ストリーミングファイル ID とストリーミングバージョンを初期データセットに含めるこ
とができます。ストリーミングファイル ID をデバイスに送信すると、デバイスからこの ID を取得するた
めの DescribeStream リクエストを行う必要がなくなるため、デバイスのファームウェア/ソフトウェ
アのプログラミングを簡素化できます。ストリーミングが予期せず更新された場合に備えて、デバイスは
GetStream リクエストでストリーミングバージョンを指定して、整合性チェックを実施できます。

DescribeStream を使用してストリーミングデータを
取得する
AWS IoT MQTT ベースのファイル配信には、ストリーミングデータをデバイスに送信するための
DescribeStream API が用意されています。この API によって返されるストリーミングデータには、ス
トリーミング ID、ストリーミングバージョン、ストリーミングの説明、およびストリーミングファイルの
リストが含まれており、それぞれにファイル ID とファイルサイズ (バイト単位) が含まれています。この
情報を使用して、デバイスは任意のファイルを選択してデータ転送プロセスを開始できます。

876

AWS IoT Core デベロッパーガイド
DescribeStream を使用してス
トリーミングデータを取得する

Note
デバイスが初期データセットで必要なすべてのストリーミングファイル ID を受信する場
合、DescribeStream API を使用する必要はありません。
DescribeStream リクエストを実行するには、以下の手順に従います。
1.

「承諾済み」トピックフィルター を$aws/things/ThingName/streams/StreamId/
description/jsonサブスクライブします。

2.

「拒否済み」トピックフィルター $aws/things/ThingName/streams/StreamId/rejected/
json をサブスクライブします。

3.

$aws/things/ThingName/streams/StreamId/describe/jsonにメッセージを送信し
て、DescribeStream リクエストを発行します。

4.

リクエストが受け入れられた場合、デバイスは「承諾済み」トピックフィルターで
DescribeStream 応答を受け取ります。

5.

リクエストが拒否された場合、デバイスは「拒否済み」トピックフィルターでエラー応答を受け取り
ます。

Note
表示されているトピックとトピックフィルターで json を cbor に置き換えると、デバイスは
JSON よりもコンパクトな CBOR 形式でメッセージを受信します。

DescribeStream リクエスト
JSON での典型的な DescribeStream リクエストは、次の例のようになります。
{
}

"c": "ec944cfb-1e3c-49ac-97de-9dc4aaad0039"

• (オプション)「c」はクライアントトークンフィールドです。
クライアントトークンは 64 バイトを超えない範囲にします。64 バイトより長いクライアントトークン
は、エラー応答と InvalidRequest エラーメッセージを引き起こします。

DescribeStream レスポンス
JSON での DescribeStream 応答は次の例のようになります。
{

"c":
"s":
"d":
"r":

"ec944cfb-1e3c-49ac-97de-9dc4aaad0039",
1,
"This is the description of stream ABC.",
[

{

},
{

]

}

"f": 0,
"z": 131072
"f": 1,
"z": 51200
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• 「c」はクライアントトークンフィールドです。DescribeStream リクエストで指定された場合、これ
が返されます。クライアントトークンを使用して、応答をそのリクエストに関連付けます。
• 「s」は整数としてのストリーミングバージョンです。このバージョンを使用して、GetStream リクエ
ストの整合性チェックを実行できます。
• 「r」にはストリーミング内のファイルのリストが含まれています。
• 「f」は整数としてのストリーミングファイル ID です。
• 「z」はストリーミングファイルのサイズ (バイト数) です。
• 「d」にはストリーミングの説明が含まれています。

ストリーミングファイルからデータブロックを取得す
る
GetStream API を使用すると、デバイスが小さなデータブロックでストリーミングファイルを受信できる
ため、大きなブロックサイズの処理に制約があるデバイスで使用できます。データファイル全体を受信す
るには、すべてのデータブロックが受信されて処理されるまで、デバイスは複数のリクエストと応答を送
受信する必要がある場合があります。

GetStream リクエスト
GetStream リクエストを実行するには、以下の手順に従います。
1.

「承諾済み」トピックフィルター $aws/things/ThingName/streams/StreamId/data/json を
サブスクライブします。

2.

「拒否済み」トピックフィルター $aws/things/ThingName/streams/StreamId/rejected/
json をサブスクライブします。

3.

トピック $aws/things/ThingName/streams/StreamId/get/json に GetStream リクエスト
を発行します。
リクエストが承諾された場合、デバイスは「承諾済み」トピックフィルターで 1 つ以上の
GetStream 応答を受け取ります。各応答メッセージには、1 つのブロックの基本情報とデータペイ
ロードが含まれます。
ステップ 3 と 4 を繰り返して、すべてのデータブロックを受信します。リクエストされたデータ量が
128 KB を超える場合は、これらの手順を繰り返す必要があります。リクエストされたすべてのデータ
を受信するには、複数の GetStream リクエストを使用するようにデバイスをプログラムする必要が
あります。
リクエストが拒否された場合、デバイスは「拒否済み」トピックフィルターでエラー応答を受け取り
ます。

4.

5.

6.

Note
• 表示されているトピックとトピックフィルターで「json」を「cbor」に置き換えると、デバイ
スは JSON よりもコンパクトな CBOR 形式でメッセージを受信します。
• AWS IoT MQTT ベースのファイル配信では、ブロックのサイズが 128 KB に制限されま
す。128 KB を超えるブロックをリクエストすると、リクエストは失敗します。
• 合計サイズが 128 KB を超える複数のブロックをリクエストできます (例えば、合計 160 KB の
データに対して、それぞれ 32 KB の 5 つのブロックをリクエストする場合)。この場合、リク
エストは失敗しませんが、リクエストされたすべてのデータを受信するには、デバイスが複数
のリクエストを行う必要があります。デバイスが追加のリクエストを行うと、サービスは追加
のブロックを送信します。以前の応答が正しく受信されて処理された後でのみ、新しいリクエ
ストを続行することをお勧めします。
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• リクエストされたデータの合計サイズに関係なく、ブロックが受信されなかった場合、または
正しく受信されなかった場合に再試行を開始するようにデバイスをプログラムする必要があり
ます。
JSON での典型的な GetStream リクエストは、次の例のようになります。
{

}

"c":
"s":
"f":
"l":
"o":
"n":
"b":

"1bb8aaa1-5c18-4d21-80c2-0b44fee10380",
1,
0,
4096,
2,
100,
"..."

• [オプション]「c」はクライアントトークンフィールドです。
クライアントトークンは 64 バイトを超えない範囲にします。64 バイトより長いクライアントトークン
は、エラー応答と InvalidRequest エラーメッセージを引き起こします。
• [オプション]「s」はストリーミングバージョンフィールド (整数) です。
MQTT ベースのファイル配信では、このリクエストされたバージョンとクラウド内の最新のストリー
ミングバージョンに基づいて整合性チェックが適用されます。GetStream リクエストでデバイスから
送信されたストリーミングバージョンがクラウド内の最新のストリーミングバージョンと一致しない場
合、サービスはエラー応答と VersionMismatch エラーメッセージを送信します。通常、デバイスは、
初期データセットまたは DescribeStream への応答で、想定される (最新の) ストリーミングバージョ
ンを受け取ります。
• 「f」はストリーミングファイル ID (0～255 の整数) です。
AWS CLI または SDK を使用してストリーミングを作成または更新するときは、ストリーミングファイ
ル ID が必須です。デバイスが存在しない ID でストリーミングファイルをリクエストする場合、サービ
スはエラー応答と ResourceNotFound エラーメッセージを送信します。
• 「l」はデータブロックサイズ (バイト単位) です (256～131,072 の範囲の整数)。
ビットマップフィールドを使用して、GetStream 応答で返されるストリーミングファイルの部分
を指定する方法については、GetStream リクエストのビットマップを構築します (p. 880) を参
照してください。デバイスが範囲外のブロックサイズを指定した場合、サービスはエラー応答と
BlockSizeOutOfBounds エラーメッセージを送信します。
• [オプション]「o」は、ストリーミングファイル内のブロックのオフセット (0～98,304 の範囲の整数) で
す。
ビットマップフィールドを使用して、GetStream 応答で返されるストリーミングファイルの部分を指
定する方法については、GetStream リクエストのビットマップを構築します (p. 880) を参照してくだ
さい。最大値 98,304 は、24 MB のストリーミングファイルサイズ制限と最小ブロックサイズの 256 バ
イトに基づいています。指定されなかった場合、デフォルト値は 0 です。
• [オプション]「n」は、リクエストされたブロックの数です (0～98,304 の範囲の整数)。
「n」フィールドは、(1) リクエストされたブロック数、または (2) ビットマップリクエストによっ
て返されるブロック数の制限 (ビットマップフィールド (「b」) が使用されている場合) のいずれ
かを指定します。この 2 つ目の使用はオプションです。定義されていない場合、デフォルトで
131072/DataBlockSize になります。
• [オプション]「b」は、リクエストされているブロックを表すビットマップです。
ビットマップを使用すると、デバイスは非連続ブロックをリクエストできるため、エラー後の再試行
の処理がより便利になります。ビットマップフィールドを使用して、GetStream 応答で返されるスト
879

AWS IoT Core デベロッパーガイド
ストリーミングファイルからデータブロックを取得する

リーミングファイルの部分を指定する方法については、GetStream リクエストのビットマップを構築し
ます (p. 880) を参照してください。このフィールドでは、ビットマップを 16 進表記でビットマップの
値を表す文字列に変換します。ビットマップは 12,288 バイト未満である必要があります。

Important
「n」か「b」のいずれかを指定する必要があります。どちらも指定されていない場
合、GetStream要求は、ファイルサイズが 131072 バイト (128 KB) 未満の場合は有効ではない
可能性があります。

GetStream レスポンス
リクエストされた各データブロックに対する JSON の GetStream 応答は、次の例のようになります。
{

}

"c":
"f":
"l":
"i":
"p":

"1bb8aaa1-5c18-4d21-80c2-0b44fee10380",
0,
4096,
2,
"..."

• 「c」はクライアントトークンフィールドです。GetStream リクエストで指定された場合、これが返さ
れます。クライアントトークンを使用して、応答をそのリクエストに関連付けます。
• 「f」は現在のデータブロックペイロードが属するストリーミングファイルの ID です。
• 「l」はデータブロックペイロードのサイズ (バイト単位) です。
• 「i」はペイロードに含まれるデータブロックの ID です。データブロックは 0 から番号付けされます。
• 「p」には、データブロックのペイロードが含まれます。このフィールドは、Base64 でエンコードされ
たデータブロックの値を表す文字列です。

GetStream リクエストのビットマップを構築します
GetStream リクエストでビットマップフィールド (b) を使用して、ストリーミングファイルから連続しな
いブロックを取得できます。これは、RAM 容量が限られているデバイスがネットワーク配信の問題に対処
するのに役立ちます。デバイスは、受信されなかったブロックまたは正しく受信されなかったブロックの
みをリクエストできます。ビットマップは、ストリーミングファイルのどのブロックが返されるかを決定
します。ビットマップで 1 に設定されているビットごとに、ストリーミングファイルの対応するブロック
が返されます。
GetStreamリクエストでビットマップとそのサポートフィールドを指定する方法の例を次に示します。例
えば、ストリーミングファイルを 256 バイト (ブロックサイズ) のチャンクで受信するとします。256 バイ
トの各ブロックには、ファイル内の位置を指定する番号が付いていると考えてください。この番号は 0 か
ら始まります。したがって、ブロック 0 はファイル内の 256 バイトの最初のブロックであり、ブロック 1
は 2 番目のブロックであり、以下同様です。ファイルからブロック 20、21、24、および 43 をリクエスト
します。
ブロックオフセット
最初のブロックの番号は 20 であるため、オフセット (フィールド o) を 20 に指定して、ビットマップ
のスペースを節約します。
ブロックの数
デバイスが限られたメモリリソースで処理できる以上のブロックを受信しないようにするため
に、MQTT ベースのファイル配信によって送信される各メッセージで返されるブロックの最大数を指
定できます。ビットマップ自体が指定する値がこのブロック数より少ない場合、または MQTT ベース
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のファイル配信によって送信される応答メッセージの合計サイズが、GetStream リクエストごとの
サービス制限である 128 KB よりも大きくなる場合、この値は無視されることに注意してください。
ブロックビットマップ
ビットマップ自体は、16 進数表記で表現された符号なしバイトの配列であり、数値の文字列表現と
して GetStream リクエストに含まれます。しかし、この文字列を構築するために、ビットマップ
をビットの長いシーケンス (2 進数) と考えることから始めましょう。このシーケンスのビットが 1
に設定されている場合、ストリーミングファイルの対応するブロックがデバイスに返送されます。
この例では、ブロック 20、21、24、および 43 を受信する必要があるため、ビットマップでビット
20、21、24、および 43 を設定する必要があります。ブロックオフセットを使用してスペースを節約
できるため、各ブロック番号からオフセットを差し引いた後、次の例のようにビット 0、1、4、およ
び 23 を設定します。
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

一度に 1 バイト (8 ビット) を取ると、これは通常、「0b00010011」、「0b00000000」、
「0b10000000」のように記述されます。ビット 0 は、最初のバイトの終わりにバイナリ表現で表示
され、最後のバイトの最初にビット 23 が表示されます。慣習を知らなければ、これは混乱を招く可
能性があります。最初のバイトにはビット 7～0 が (この順序で) 含まれ、2 番目のバイトにはビット
15～8 が含まれ、3 番目のバイトにはビット 23～16 が含まれ、以降同様です。これは 16 進数表記で
は「0x130080」に変換されます。

Tip
標準のバイナリを 16 進表記に変換できます。一度に 4 桁の 2 進数を取り、それらを同等の
16 進数に変換します。例えば、「0001」は「1」になり、「0011」は「3」になり、以降同
様です。

これをすべてまとめると、GetStream リクエストの JSON は次のようになります。
{

"c"
"s"
"l"
"f"
"o"
"n"

:
:
:
:
:
:

"1",
1,
256,
1,
20,
32,

//
//
//
//
//
//

client token
expected stream version
block size
source file index id
block offset
number of blocks
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}

"b" : "0x130080" // A missing blockId bitmap starting from the offset

AWS IoT MQTT ベースのファイル配信からのエラー
の処理
DescribeStream API と GetStream API の両方のデバイスに送信されるエラー応答には、クライアント
トークン、エラーコード、およびエラーメッセージが含まれます。典型的なエラー応答は、次の例のよう
になります。
{

}

"o": "BlockSizeOutOfBounds",
"m": "The block size is out of bounds",
"c": "1bb8aaa1-5c18-4d21-80c2-0b44fee10380"

• 「o」はエラーが発生した理由を示すエラーコードです。詳細については、このセクションの後半にある
エラーコードを参照してください。
• 「m」はエラーの詳細を含むエラーメッセージです。
• 「c」はクライアントトークンフィールドです。DescribeStream リクエストで指定されている場合
は、これが返される場合があります。クライアントトークンを使用して、応答をそのリクエストに関連
付けることができます。
クライアントトークンフィールドは、常にエラー応答に含まれるわけではありません。リクエストで指
定されたクライアントトークンが無効または不正な形式の場合、エラーレスポンスで返されません。

Note
下位互換性のために、エラー応答のフィールドは省略形ではない場合があります。例えば、エ
ラーコードは「code」または「o」フィールドで指定される場合があり、クライアントトークン
フィールドは「clientToken」または「c」フィールドで指定される場合があります。上記の省略形
を使用することをお勧めします。
InvalidTopic
ストリーミングメッセージの MQTT トピックが無効です。
InvalidJson
Stream リクエストは有効な JSON ドキュメントではありません。
InvalidCbor
Stream リクエストは有効な CBOR ドキュメントではありません。
InvalidRequest
通常、リクエストは形式が不正であると識別されます。詳細については、エラーメッセージを参照し
てください。
Unauthorized
リクエストは、Amazon S3 などのストレージメディア内のストリーミングデータファイルへのアクセ
スを許可されていません。詳細については、エラーメッセージを参照してください。
BlockSizeOutOfBounds
ブロックサイズが範囲外です。AWS IoT Core Service Quotas の「MQTT ベースのファイル配信」の
セクションを参照してください。
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OffsetOutOfBounds
オフセットが範囲外です。AWS IoT Core Service Quotas の「MQTT ベースのファイル配信」のセク
ションを参照してください。
BlockCountLimitExceeded
リクエストブロックの数が範囲外です。AWS IoT Core Service Quotas の「MQTT ベースのファイル
配信」のセクションを参照してください。
BlockBitmapLimitExceeded
リクエストビットマップのサイズが範囲外です。AWS IoT Core Service Quotas の「MQTT ベースの
ファイル配信」のセクションを参照してください。
ResourceNotFound
リクエストされたストリーミング、ファイル、ファイルバージョン、またはブロックが見つかりませ
んでした。詳細については、エラーメッセージを参照してください。
VersionMismatch
リクエストのストリーミングバージョンが、MQTT ベースのファイル配信機能のストリーミングバー
ジョンと一致しません。これは、ストリーミングバージョンがデバイスによって最初に受信されてか
ら、ストリーミングデータが変更されたことを示します。
ETagMismatch
ストリーミング内の S3 ETag が最新の S3 オブジェクトバージョンの ETag と一致しません。
InternalError
MQTT ベースのファイル配信で内部エラーが発生しました。

FreeRTOS OTA のユースケースの例
FreeRTOS OTA (無線通信経由) エージェントは、AWS IoT MQTT ベースのファイル配信を使用し
て、FreeRTOS ファームウェアイメージを FreeRTOS デバイスに転送します。初期データセットをデバイ
スに送信するために、AWS IoT ジョブサービスを使用して、FreeRTOS デバイスへの OTA 更新ジョブを
スケジュールします。
MQTT ベースのファイル配信クライアントのリファレンス実装については、FreeRTOS ドキュメントの
FreeRTOS OTA エージェントコードを参照してください。
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AWS IoT Device Defender
AWS IoT Device Defender は、デバイスの設定の監査、異常動作の検出を目的とした接続デバイスのモニ
タリング、セキュリティリスクの軽減を行うことができるセキュリティサービスです。また、このサービ
スでは、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。
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。また、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のような課題に対処します。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、デバイスで異常な動作を検出で
きます。

AWS のトレーニングと認定
AWS IoT Device Defender の使用を開始するには、次のコースを受講してください: AWS IoT Device
Defender Primer。

の開始方法AWS IoT Device Defender
次のチュートリアルを使用して、AWS IoT Device Defender を操作できます。
トピック
• セットアップ (p. 884)
• 監査ガイド (p. 885)
• ML Detect ガイド (p. 897)
• AWS IoT Device Defender 監査結果をいつどのように表示するかをカスタマイズする (p. 920)

セットアップ
AWS IoT Device Defender を初めて使用する場合は、事前に以下のタスクをすべて実行してください。
• にサインアップするAWS (p. 884)
• IAM ユーザーを作成する (p. 885)
これらのタスクでは、AWS アカウント と IAM ユーザーをそのアカウントの管理者権限で作成します。

にサインアップするAWS
AWS にサインアップすると、AWS を含む AWS IoT Device Defender のすべてのサービスに対してアカウ
ントが自動的にサインアップされます。既に AWS アカウント をお持ちの場合は、次のタスクに進んでく
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ださい。AWS アカウント をお持ちでない場合は、次に説明する手順にしたがってアカウントを作成して
ください。
AWS アカウント をお持ちでない場合は、以下の手順を実行してアカウントを作成してください。

AWS アカウント にサインアップするには
1.
2.

https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。
オンラインの手順に従います。
サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コードを
入力するように求められます。
AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウント ルートユーザーが作成されます。ルート
ユーザーは、アカウントのすべて AWS のサービス とリソースへの完全なアクセス権を持ちます。セ
キュリティのベストプラクティスとしては、管理ユーザーに管理者アクセスを割り当て、ルートユー
ザーによるアクセスが必要なタスクを実行するときにのみルートユーザーを使用します。

次のタスクで必要になるため、AWS アカウント 番号をメモしてください。

IAM ユーザーを作成する
この手順では、自分用の IAM ユーザーを作成し、アタッチされた管理ポリシーから管理権限を持つグルー
プにそのユーザーを追加する方法について説明します。
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

監査ガイド
このチュートリアルでは、定期的な監査の設定、アラームの設定、監査結果の確認、および監査で検出さ
れた問題の緩和の方法について説明します。
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トピック
• 前提条件 (p. 886)
• 監査チェックを有効化する (p. 886)
• 監査結果を表示する (p. 889)
• 監査結果の緩和アクションの作成 (p. 890)
• 監査所見に緩和措置を適用する (p. 892)
• SNS 通知を有効にする (オプション) (p. 893)
• (オプション) ログ記録を有効化する (p. 895)
• AWS IoT Device Defender 監査 IAM ロールの作成（オプション） (p. 896)

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。これを持っていない場合は、設定を参照してください。

監査チェックを有効化する
次の手順では、アカウントおよびデバイスの設定とポリシーを調べて、セキュリティ対策が実装されてい
ることを確認します。このチュートリアルでは、すべての監査チェックを有効にすることとしています
が、任意のチェックを選択できます。
監査料金は、1 か月あたりのデバイス数 (AWS IoT に接続されたフリートデバイス) あたりの料金です。し
たがって、監査チェックを追加または削除しても、この機能を使用する際の毎月の請求書には影響しませ
ん。
1.

AWS IoT コンソールのナビゲーションペインで、[Defend] (防御) を展開し、[Get started with an
audit] (監査の使用開始) を選択します。

2.

[Get started with Device Defender Audit] (Device Defender Audit の使用を開始する) 画面には、監査
チェックを有効にするために必要な手順の概要が表示されます。画面を確認したら、[Next] (次へ) を
選択します。

3.

使用するロールが既にある場合は、そのロールを選択できます。それ以外の場合は、[Create Role]
(ロールの作成) を選択し、AWSIoTDeviceDefenderAudit という名前を付けます。
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必要なアクセス許可が、ロールに自動的にアタッチされているはずです。[Permissions] (アクセス許
可) および [Trust relationships] (信頼関係) の横の三角形を選択して、どのアクセス許可が付与されて
いるかを確認します。先に進む準備ができたら、[Next] (次へ) を選択します。

4.

[Select checks] (チェック項目の選択) 画面には、選択可能なすべての監査チェックが表示されます。
このチュートリアルでは、すべてのチェックを選択することとしていますが、任意のチェックを選択
できます。各監査チェックの横には、監査チェックの動作を説明するヘルプアイコンがあります。監
査チェックの詳細については、監査チェック項目を参照してください。
チェックを選択したら、[Next] (次へ) を選択します。
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設定済みの監査チェックは、[Settings] (設定) でいつでも変更できます。
5.

リポジトリの []SNS の設定 (オプション) 画面で、監査の有効化。SNS 通知を有効にする場合
は、SNS 通知を有効にする (オプション) (p. 893) を参照してください。
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6.

[Audit] (監査) の [Schedules] (スケジュール) にリダイレクトされます。

監査結果を表示する
次の手順では、監査結果を表示する方法を示します。このチュートリアルでは、監査チェックを有効化す
る (p. 886) チュートリアルで設定された監査チェックの監査結果を確認します。

監査結果を表示するには
1.

AWS IoT コンソールのナビゲーションペインで、[Defend] (防御) を展開し、[Audit] (監査)、[Results]
(結果) の順に選択します。

2.

[Summary] (概要) では、不適合のチェックがあるかどうかを確認できます。
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3.

調査する監査チェックの [Name] (名前) を選択します。

4.

不適合チェックを適合にする方法のガイダンスには、疑問符を使用します。例えば、に従うことがで
きます(オプション) ログ記録を有効化する (p. 895)を使用して、「ログを無効にする」チェックを適
合にします。

監査結果の緩和アクションの作成
以下の手順では、AWS IoT Device Defender Audit Mitigation Action を作成して、AWS IoT ログ記録を有
効にします。各監査チェックには、マッピングされた緩和アクションがあります。これは、修正する監
査チェック用に選択する [Action type] (アクションの種類) に影響します。詳細については、緩和アクショ
ンを参照してください。

AWS IoT コンソールを使用して緩和アクションを作成するには
1.
2.
3.

AWS IoT コンソールを開きます。
左ナビゲーションペインで [Defend (防御)] を選択後、[Mitigation Actions (緩和アクション)] を選択し
ます。
[緩和アクション] ページで、[作成] を選択します。
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4.

[Create a Mitigation Action] (緩和アクションの作成) ページの [Action name] (アクション名)
に、EnableErrorLoggingAction などの緩和アクションの一意の名前を入力します。

5.

[Action type] (アクションの種類) で、[Enable IoT logging] (IoT ログ記録を有効にする) を選択します。

6.

[Action execution role] (アクション実行ロール) で、[Create Role] (ロールの作成) を選択します。
[Name] (名前) で、IoTMitigationActionErrorLoggingRole を使用します。続いて、[Create
role] (ロールの作成) を選択します。

7.

[Parameters] (パラメータ) の [Role for logging] (ログ記録のロール) で、AWSIoTLoggingRole を選択
します。[Log level] (ログレベル) で、Error を選択します。
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8.

[保存] を選択して、緩和アクションを AWS アカウントに保存します。

9.

作成すると、緩和アクションが正常に作成されたことを示す次の画面が表示されます。

監査所見に緩和措置を適用する
次の手順では、緩和アクションを監査結果に適用する方法を示します。

不適合の監査結果を緩和するには
1.

AWS IoT コンソールを開きます。

2.

左ナビゲーションペインで、[Audit] (監査)、[Results] (結果) の順に選択します。対応する監査の名前
を選択します。

3.

結果を確認します。Logging disabled は [Non-compliant checks] (不適合のチェック項目) の下に
あることに注意してください。

4.

[Start mitigation actions] (緩和アクションを開始する) を選択します。
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5.

[Select actions] (アクションを選択) で、問題に対処するために、不適合の所見ごとに適切なアクショ
ンを選択します。

6.

[Confirm] (確認) を選択します。

7.

緩和アクションが開始されると、緩和アクションが実行されるまで数分かかる場合があります。

緩和アクションが機能したことを確認するには
1.

AWS コンソールのナビゲーションペインで、[Settings] (設定) を選択します。

2.

[Logs] (ログ) が Enabled、[Level of verbosity] (詳細レベル) が Error であることを確認します。

SNS 通知を有効にする (オプション)
次の手順では、Simple Notifications Service (SNS) 通知を有効にして、監査で不適合のリソースが特定さ
れたときに警告します。このチュートリアルでは、監査チェックを有効化する (p. 886) チュートリアル
で有効にした監査チェックの通知を設定します。
1.

まず、AWS マネジメントコンソールを使用して Amazon SNS へのアクセスを提供する
IAM ポリシーを作成する必要があります。これを行うには、AWS IoT Device Defender 監
査 IAM ロールの作成（オプション） (p. 896) プロセスを実行しますが、ステップ 8 で
AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction を選択します。

2.

AWS IoT コンソールのナビゲーションペインで、[Defend] (防御) を展開し、[Settings] (設定) を選択
します。
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3.

[SNS alerts] (SNS アラート) で、[Edit] (編集) を選択します。

4.

[Edit SNS alerts] (SNS アラートの編集) 画面で、[Enabled] (有効) を選択します。[Topic] (トピック)
で、[Create] (作成) を選択します。トピックに IoTDDNotifications という名前を付け、[Create]
(作成) を選択します。[Role] (ロール) で、AWSIoTDeviceDefenderAudit と呼ばれる作成したロー
ルを選択します。

[Update] (更新) を選択します。
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Ops プラットフォームで E メールやテキストを SNS 経由で受信したい場合は、ユーザー通知に
Amazon SNS を使用するを参照してください。

(オプション) ログ記録を有効化する
この手順では、AWS IoT が CloudWatch Logs に情報を記録できるようにする方法について説明します。
これにより、監査結果を表示できます。ログ記録を有効にすると、料金が発生する場合があります。

ログ記録を有効にするには
1.

AWS コンソールのナビゲーションペインで、[Settings] (設定) を選択します。

2.

[Logs] (ログ) で、[Edit] (編集) を選択します。

3.

[]詳細レベルで [] を選択するデバッグ (最も冗長)。

4.

[Set role] (ロールの設定) で [Create Role] (ロールの作成) を選択し、ロールに AWSIoTLoggingRole
という名前を付けます。ポリシーが自動的にアタッチされます。
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[Update] (更新) を選択します。

AWS IoT Device Defender 監査 IAM ロールの作成（オプショ
ン）
次の手順では、AWS IoT への AWS IoT Device Defender 読み取りアクセス権を提供する AWS IoT Device
Defender 監査 IAM ロールを作成します。
1.

IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) に移動します。

2.

ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー)、[Add user] (ユーザーの追加) の順に選択します。

3.

[ユーザー名] に「Administrator」と入力します。
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4.
5.

[AWS Management Console access] ( マネジメントコンソールへのアクセス) の横にあるチェック
ボックスをオンにします。[Custom password (カスタムパスワード)] を選択し、その後テキストボッ
クスに新しいパスワードを入力します。
(オプション) AWS では、デフォルトで、新しいユーザーは初回サインイン時に新しいパスワードを作
成する必要があります。[User must create a new password at next sign-in] (ユーザーは次回のサイン
イン時に新しいパスワードを作成する必要がある) 隣にあるチェックボックスをクリアーにして、新
しいユーザーがサインインしてからパスワードをリセットできるようにできます。

6.

[Next: Permissions (次へ: アクセス許可)] を選択します。

7.

[許可を設定] で、[Attach existing policies directly (既存のポリシーを直接アタッチする)] を選択しま
す。

8.

ポリシーリストで、AWSIoTDeviceDefenderAudit のチェックボックスを選択します。

9.

[次へ: タグ] を選択します。

10. [Next: Review (次へ: 確認)] を選択して、新しいユーザーに追加するグループメンバーシップのリスト
を表示します。続行する準備ができたら、[Create user] (ユーザーの作成) を選択します。

ML Detect ガイド
この開始方法のガイドでは、機械学習 (ML) を使用して、デバイスからの履歴メトリクスデータに基づいて
想定される動作のモデルを作成する ML Detect Security Profile を作成します。ML Detect による ML モデ
ルの作成中に、進捗状況を監視できます。ML モデルの構築後、アラームを継続的に表示および調査し、
特定された問題を緩和できます。
ML Detect ならびに API コマンドおよび CLI コマンドの詳細については、「ML 検出 (p. 1003)」を参照し
てください。
この章には、以下のセクションが含まれています。
• 前提条件 (p. 897)
• コンソールで ML Detect を使用する方法 (p. 897)
• CLI で ML Detect を使用する方法 (p. 911)

前提条件
• AWS アカウント。これを持っていない場合は、設定を参照してください。

コンソールで ML Detect を使用する方法
チュートリアル
• ML Detect を有効化する (p. 897)
• ML モデルのステータスを監視する (p. 902)
• ML Detect アラームを確認する (p. 903)
• ML アラームを微調整する (p. 905)
• アラームの確認状態をマークする (p. 906)
• 特定されたデバイスの問題を緩和する (p. 907)

ML Detect を有効化する
次の手順では、コンソールで ML Detect を設定する方法について説明します。
1.

まず、モデルの継続的なトレーニングと更新のために、デバイスが ML Detect の最小要
件 (p. 1004)で定義されているところに従って、必要となる最小データポイントを作成することを確
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認します。データ収集を進めるには、セキュリティプロファイルがターゲット (モノまたはモノのグ
ループである場合があります) に確実にアタッチされているようにします。
2.

AWS IoT コンソールのナビゲーションペインで、[Defend] (防御) を展開します。[Detect] (検出)、
[Security profiles] (セキュリティプロファイル、[Create security profile] (セキュリティプロファイルの
作成)、[Create ML anomaly Detect profile] (ML 異常検出プロファイルの作成) の順に選択します。

3.

[Set basic configurations] (基本的な設定を編集) ページで、以下を実行します。
• [Target] (ターゲット) で、ターゲットデバイスグループを選択します。
• [Security profile name] (セキュリティプロファイル名) で、セキュリティプロファイルの名前を入力
します。
• (オプション) [Description] (説明) で、ML プロファイルの簡単な説明を記入できます。
• [Selected metric behaviors in Security Profile] (セキュリティプロファイルでの選択されたメトリク
スの動作) で、監視するメトリクスを選択します。

終了したら、[Next (次へ)] を選択します。
4.

リポジトリの [Set SNS (optional)] (SNS の設定 (オプション)) ページで、デバイスがプロファイルの動
作に違反した場合のアラーム通知の SNS トピックを指定します。選択した SNS トピックで発行する
ために使用する IAM ロールを選択します。
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SNS ロールをまだ持っていない場合は、次の手順に従って、必要となる適切なアクセス許可と信頼関
係を持つロールを作成します。
• [IAM console] (IAM コンソール) に入ります。ナビゲーションペインで [ロール] を選択した後、
[ロールの作成] を選択します。
• [Select type of trusted entity] (信頼されたエンティティのタイプを選択) で、[AWS Service] (AWS の
サービス) を選択します。その後、[Choose a use case] (ユースケースの選択) で [IoT] を選択し、
[Select your use case] (ユースケースの選択) で [IoT - Device Defender Mitigation Actions] を選択し
ます。完了したら、[Next: Permissions] (次へ: アクセス許可) を選択します。
• [Attached permissions policies] (アタッチされたアクセス許可ポリシー)
で、[AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction] が選択されていることを確認
してから、[Next: Tags] (次へ: タグ) を選択します。

• [Add tags (optional)] (タグの追加 (オプション)) では、ロールに関連付けるタグを追加できます。終
了したら、[Next: Review] を選択します。
• [Review] (レビュー) で、ロールに名前を付
け、AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction が [Permissions] (アクセス許
可) の下に表示され、AWS service: iot.amazonaws.com が [Trust relationships] (信頼関係) の下に表
示されていることを確認します。終了したら、[Create role] (ロールの作成) を選択します。
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5.

[Edit Metric behavior] (メトリクスの動作の編集) ページでは、ML の動作の設定をカスタマイズできま
す。
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6.

終了したら、[Next (次へ)] を選択します。

7.

[Review configuration] (設定の確認) ページで、機械学習で監視する動作を確認し、[Next] (次へ) を選
択します。
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8.

セキュリティプロファイルの作成後は、[Security Profiles] (セキュリティプロファイル) ページにリダ
イレクトされます。ここでは、新しく作成されたセキュリティプロファイルが表示されます。

Note
ML モデルの初期トレーニングと作成が完了するまでに 14 日間かかります。デバイスに異常
なアクティビティがある場合は、完了後にアラームが表示されることが想定されます。

ML モデルのステータスを監視する
ML モデルが初期トレーニング期間内にある間は、次の手順を実行することでいつでも進捗状況を監視で
きます。
1.

AWS IoT コンソールのナビゲーションペインで、[Defend] (防御) を展開し、[Detect] (検出)、[Security
profiles] (セキュリティプロファイル) の順に選択します。

2.

[Security Profiles] (セキュリティプロファイル) ページで、確認するセキュリティプロファイルを選択
します。その後、[Behaviors and ML training] (動作と ML トレーニング) を選択します。

3.

[Behaviors and ML training] (動作と ML トレーニング) ページで、ML モデルのトレーニングの進捗状
況を確認します。
モデルのステータスが [Active] (アクティブ) になると、使用状況に基づいて Detect の決定を開始し、
毎日プロファイルを更新します。
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Note
モデルが想定したとおりに進捗しない場合は、デバイスが 最小要件 (p. 1004) を満たしているこ
とを確認してください。

ML Detect アラームを確認する
ML モデルが構築され、データ推論の準備が整ったら、モデルによって識別されるアラームを定期的に表
示および調査できます。
1.

AWS IoT コンソールのナビゲーションペインで、[Defend] (防御) を展開し、[Detect] (検出)、[Alarms]
(アラーム) の順に選択します。

2.

[History] (履歴) タブに移動すると、アラーム状態ではなくなったデバイスの詳細を表示することもで
きます。
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詳細情報を取得するには、[Manage] (管理) で [Things] (モノ) を選択し、詳細を表示するモノを
選択して、[Defender metrics] (Defender メトリクス) に移動します。[Active] (アクティブ) タブか
ら、[Defender metrics graph] (Defender メトリクスグラフ) にアクセスして、アラーム状態にあるも
のすべてに対して調査を実行できます。この場合、グラフにはメッセージサイズのスパイクが表示さ
れ、アラームが開始されます。その後、アラームがクリアされたことを確認できます。
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ML アラームを微調整する
ML モデルが構築され、データ評価の準備が整ったら、セキュリティプロファイルの ML 動作設定を更新し
て設定を変更できます。次の手順は、AWS CLI でセキュリティプロファイルの ML 動作設定を更新する方
法を示しています。
1.

AWS IoT コンソールのナビゲーションペインで、[Defend] (防御) を展開し、[Detect] (検出)、[Security
profiles] (セキュリティプロファイル) の順に選択します。

2.

[Security Profiles] (セキュリティプロファイル) ページで、確認するセキュリティプロファイルの横に
あるチェックボックスをオンにします。その後、[Actions] (アクション)、[Edit] (編集) の順に選択しま
す。

3.

[Set basic configurations] (基本構成の設定) では、セキュリティプロファイルのターゲットのモノのグ
ループを調整したり、監視するメトリクスを変更したりできます。
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4.

次のいずれかを更新するには、[Edit metric behaviors] (メトリクスの動作の編集) に移動します。
• アラームを開始するために必要な ML モデルのデータポイント
• アラームをクリアするために必要な ML モデルのデータポイント
• ML Detect 信頼レベル
• ML Detect 通知 (例えば、抑制されていません,抑制された)

アラームの確認状態をマークする
検証状態を設定し、その検証状態の説明を入力して、アラームをマークします。これは、自分と自身の
チームが応答する必要のないアラームを特定するのに役立ちます。
1.

AWS IoT コンソールのナビゲーションペインで、[Defend] (防御) を展開し、[Detect] (検出)、[Alarms]
(アラーム) の順に選択します。検証状態をマークするアラームを選択します。
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2.

検証状態をマークするを選びます。検証状態モーダルが開きます。

3.

適切な検証状態を選択し、検証の説明（オプション）を入力し、Markを選びます。このアクション
は、選択したアラームに検証状態と説明を割り当てます。

特定されたデバイスの問題を緩和する
1.

(オプション) 検査結果の緩和アクションを設定する前に、違反しているデバイスを移動する検査グ
ループを設定しましょう。既存のグループを使用することもできます。

2.

[Manage] (管理)、[Thing groups] (モノのグループ)、[Create Thing Group] (モノのグループの作成) の
順に移動します。モノのグループに名前を付けます。このチュートリアルでは、モノのグループに
Quarantine_group という名前を付けます。[Thing group] (モノのグループ)、[Security] (セキュリ
ティ) では、モノのグループに次のポリシーを適用します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
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{

}

]

}

"Effect": "Deny",
"Action": "iot:*",
"Resource": "*",

終了したら、[Create thing group] (モノのグループの作成) を選択します。
3.

モノのグループを作成したので、アラーム状態のデバイスを Quarantine_group に移動する緩和ア
クションを作成しましょう。
[Defend] (防御) の [Mitigation actions] (緩和アクション) で、[Create] (作成) を選択します。

4.

[Create a new mitigation action] (新しい緩和アクションの作成) ページで、以下の情報を入力します。
• [Action name] (アクション名): 緩和アクションに名前 (例: Quarantine_action) を付けます。
• [Action type] (アクションの種類): アクションの種類を選択します。[Add things to thing group (Audit
or Detect mitigation)] (モノのグループにモノを追加 (緩和機能の監査または検出)を選択します。
• [Action execution role] (アクション実行ロール): ロールを作成するか、事前に作成している場合は既
存のロールを選択します。
• Parameters (パラメータ): モノのグループを選択します｡ 以前に作成した Quarantine_group を使
用できます。
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完了したら、[Save ] を選択します。これで、アラーム状態のデバイスを検査対象のモノのグループに
移動する緩和アクションと、調査中にデバイスを隔離する緩和アクションが追加されました。
5.

[Defender]、[Detect] (検出)、[Alarms] (アラーム) の順に移動します。[Active] (アクティブ) の下で、ア
ラーム状態になっているデバイスを確認できます。
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検査対象のグループに移動するデバイスを選択し、[Start Mitigation Actions] (緩和アクションの開始)
を選択します。
6.

[Start Mitigation Actions] (緩和アクションの開始) の [Start Actions] (アクションの開始) で、先ほど作
成した緩和アクションを選択します。例えば、[Quarantine_action] を選択してから、[Start] (開
始) を選択します。[Action Tasks] (アクションタスク) ページが開きます。

7.

これでデバイスが Quarantine_group に隔離され、アラームを引き起こした問題の根本原因を調査
できます。調査が完了したら、デバイスをモノのグループから移動したり、さらにアクションを実行
したりできます。
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CLI で ML Detect を使用する方法
CLI を使用して ML Detect を設定する方法を次に示します。
チュートリアル
• ML Detect を有効化する (p. 911)
• ML モデルのステータスを監視する (p. 912)
• ML Detect アラームを確認する (p. 914)
• ML アラームを微調整する (p. 915)
• アラームの確認状態をマークする (p. 917)
• 特定されたデバイスの問題を緩和する (p. 917)

ML Detect を有効化する
以下の手順では、AWS CLI で ML Detect を有効にする方法を示します。
1.

モデルの継続的なトレーニングと更新のために、ML Detect の最小要件 (p. 1004)で定義されていると
ころに従って必要となる最小データポイントをデバイスが作成することを確認します。データ収集を
進めるには、セキュリティプロファイルにアタッチされたモノのグループにモノが確実に存在するよ
うにしてください。

2.

create-security-profile コマンドを使用して、ML Detect セキュリティプロファイルを作成し
ます。次の例では、security-profile-for-smart-lights という名前のセキュリティプロファ
イルを作成します。このプロファイルは、送信されたメッセージの数、承認の失敗の数、接続の試行
の数、および切断の数をチェックします。この例では、メトリクスが ML Detect モデルを使用するこ
とを確立するために mlDetectionConfig を使用します。
aws iot create-security-profile \
--security-profile-name security-profile-for-smart-lights \
--behaviors \
'[{
"name": "num-messages-sent-ml-behavior",
"metric": "aws:num-messages-sent",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true
},
{
"name": "num-authorization-failures-ml-behavior",
"metric": "aws:num-authorization-failures",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
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"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true

},
{

"name": "num-connection-attempts-ml-behavior",
"metric": "aws:num-connection-attempts",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true

},
{

"name": "num-disconnects-ml-behavior",
"metric": "aws:num-disconnects",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true
}]'

出力:
{

"securityProfileName": "security-profile-for-smart-lights",
"securityProfileArn": "arn:aws:iot:eu-west-1:123456789012:securityprofile/securityprofile-for-smart-lights"
}

3.

次に、セキュリティプロファイルを 1 つまたは複数のモノのグループに関連付けます。attachsecurity-profile コマンドを使用して、モノのグループをセキュリティプロファイルにア
タッチします。次の例では、ML_Detect_beta_static_group という名前のモノのグループを
security-profile-for-smart-lights セキュリティプロファイルに関連付けます。
aws iot attach-security-profile \
--security-profile-name security-profile-for-smart-lights \
--security-profile-target-arn arn:aws:iot:euwest-1:123456789012:thinggroup/ML_Detect_beta_static_group

出力:
なし。
4.

完全なセキュリティプロファイルを作成したら、ML モデルがトレーニングを開始します。ML モデル
の初期トレーニングと構築が完了するまでに 14 日間かかります。14 日が経過すると、デバイスで異
常なアクティビティが発生した場合、アラームが表示されます。

ML モデルのステータスを監視する
以下の手順では、ML モデルの進行中のトレーニングを監視する方法を示しています。
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•

get-behavior-model-training-summaries コマンドを使用して、ML モデルの進捗状況を表示
します。次の例では、security-profile-for-smart-lights セキュリティプロファイルの ML
モデルトレーニングの進捗状況の概要を取得します。modelStatus は、モデルがトレーニングを完
了したか、特定の動作のビルドがまだ保留中であるかを示します。
aws iot get-behavior-model-training-summaries \
--security-profile-name security-profile-for-smart-lights

出力:
{

}

"summaries": [
{
"securityProfileName": "security-profile-for-smart-lights",
"behaviorName": "Messages_sent_ML_behavior",
"trainingDataCollectionStartDate": "2020-11-30T14:00:00-08:00",
"modelStatus": "ACTIVE",
"datapointsCollectionPercentage": 29.408,
"lastModelRefreshDate": "2020-12-07T14:35:19.237000-08:00"
},
{
"securityProfileName": "security-profile-for-smart-lights",
"behaviorName": "Messages_received_ML_behavior",
"modelStatus": "PENDING_BUILD",
"datapointsCollectionPercentage": 0.0
},
{
"securityProfileName": "security-profile-for-smart-lights",
"behaviorName": "Authorization_failures_ML_behavior",
"trainingDataCollectionStartDate": "2020-11-30T14:00:00-08:00",
"modelStatus": "ACTIVE",
"datapointsCollectionPercentage": 35.464,
"lastModelRefreshDate": "2020-12-07T14:29:44.396000-08:00"
},
{
"securityProfileName": "security-profile-for-smart-lights",
"behaviorName": "Message_size_ML_behavior",
"trainingDataCollectionStartDate": "2020-11-30T14:00:00-08:00",
"modelStatus": "ACTIVE",
"datapointsCollectionPercentage": 29.332,
"lastModelRefreshDate": "2020-12-07T14:30:44.113000-08:00"
},
{
"securityProfileName": "security-profile-for-smart-lights",
"behaviorName": "Connection_attempts_ML_behavior",
"trainingDataCollectionStartDate": "2020-11-30T14:00:00-08:00",
"modelStatus": "ACTIVE",
"datapointsCollectionPercentage": 32.891999999999996,
"lastModelRefreshDate": "2020-12-07T14:29:43.121000-08:00"
},
{
"securityProfileName": "security-profile-for-smart-lights",
"behaviorName": "Disconnects_ML_behavior",
"trainingDataCollectionStartDate": "2020-11-30T14:00:00-08:00",
"modelStatus": "ACTIVE",
"datapointsCollectionPercentage": 35.46,
"lastModelRefreshDate": "2020-12-07T14:29:55.556000-08:00"
}
]
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Note
モデルが想定したとおりに進捗しない場合は、デバイスが 最小要件 (p. 1004) を満たしているこ
とを確認してください。

ML Detect アラームを確認する
ML モデルが構築され、データ評価の準備が整ったら、モデルによって推測されるアラームを定期的に表
示できます。以下の手順では、AWS CLI でアラームを表示する方法を示します。
•

すべてのアクティブなアラームを表示するには、list-active-violations コマンドを使用しま
す。
aws iot list-active-violations \
--max-results 2

出力:
{
}

"activeViolations": []

または、list-violation-events コマンドを使用して、特定の期間中に検出されたすべての違反
を表示することもできます。次の例では、2020 年 9 月 22 日 5:42:13 GMT から 2020 年 10 月 26 日
5:42:13 GMT までの違反イベントをリストします。
aws iot list-violation-events \
--start-time 1599500533 \
--end-time 1600796533 \
--max-results 2

出力:
{

"violationEvents": [
{
"violationId": "1448be98c09c3d4ab7cb9b6f3ece65d6",
"thingName": "lightbulb-1",
"securityProfileName": "security-profile-for-smart-lights",
"behavior": {
"name": "LowConfidence_MladBehavior_MessagesSent",
"metric": "aws:num-messages-sent",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true
},
"violationEventType": "alarm-invalidated",
"violationEventTime": 1600780245.29
},
{
"violationId": "df4537569ef23efb1c029a433ae84b52",
"thingName": "lightbulb-2",
"securityProfileName": "security-profile-for-smart-lights",
"behavior": {
"name": "LowConfidence_MladBehavior_MessagesSent",
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"metric": "aws:num-messages-sent",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true

},
"violationEventType": "alarm-invalidated",
"violationEventTime": 1600780245.281

}
],
"nextToken":
"Amo6XIUrsOohsojuIG6TuwSR3X9iUvH2OCksBZg6bed2j21VSnD1uP1pflxKX1+a3cvBRSosIB0xFv40kM6RYBknZ/
vxabMe/ZW31Ps/WiZHlr9Wg7R7eEGli59IJ/U0iBQ1McP/ht0E2XA2TTIvYeMmKQQPsRj/
eoV9j7P/wveu7skNGepU/mvpV0O2Ap7hnV5U+Prx/9+iJA/341va
+pQww7jpUeHmJN9Hw4MqW0ysw0Ry3w38hOQWEpz2xwFWAxAARxeIxCxt5c37RK/lRZBlhYqoB
+w2PZ74730h8pICGY4gktJxkwHyyRabpSM/G/f5DFrD9O5v8idkTZzBxW2jrbzSUIdafPtsZHL/
yAMKr3HAKtaABz2nTsOBNre7X2d/jIjjarhon0Dh9l+8I9Y5Ey
+DIFBcqFTvhibKAafQt3gs6CUiqHdWiCenfJyb8whmDE2qxvdxGElGmRb
+k6kuN5jrZxxw95gzfYDgRHv11iEn8h1qZLD0czkIFBpMppHj9cetHPvM
+qffXGAzKi8tL6eQuCdMLXmVE3jbqcJcjk9ItnaYJi5zKDz9FVbrz9qZZPtZJFHp"
}

ML アラームを微調整する
ML モデルが構築され、データ評価の準備が整ったら、セキュリティプロファイルの ML 動作設定を更新し
て設定を変更できます。次の手順は、AWS CLI でセキュリティプロファイルの ML 動作設定を更新する方
法を示しています。
•

セキュリティプロファイルの ML 動作設定を変更するには、update-security-profile コマ
ンドを使用します。次の例では、いくつかの動作の confidenceLevel を変更して、securityprofile-for-smart-lights セキュリティプロファイルの動作を更新し、すべての動作の通知を
抑制解除します。
aws iot update-security-profile \
--security-profile-name security-profile-for-smart-lights \
--behaviors \
'[{
"name": "num-messages-sent-ml-behavior",
"metric": "aws:num-messages-sent",
"criteria": {
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel" : "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": false
},
{
"name": "num-authorization-failures-ml-behavior",
"metric": "aws:num-authorization-failures",
"criteria": {
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel" : "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": false
},
{
"name": "num-connection-attempts-ml-behavior",
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},
{

"metric": "aws:num-connection-attempts",
"criteria": {
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel" : "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": false
"name": "num-disconnects-ml-behavior",
"metric": "aws:num-disconnects",
"criteria": {
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel" : "LOW"
}
},
"suppressAlerts": false

}]'

出力:
{

"securityProfileName": "security-profile-for-smart-lights",
"securityProfileArn": "arn:aws:iot:eu-west-1:123456789012:securityprofile/securityprofile-for-smart-lights",
"behaviors": [
{
"name": "num-messages-sent-ml-behavior",
"metric": "aws:num-messages-sent",
"criteria": {
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
}
},
{
"name": "num-authorization-failures-ml-behavior",
"metric": "aws:num-authorization-failures",
"criteria": {
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
}
},
{
"name": "num-connection-attempts-ml-behavior",
"metric": "aws:num-connection-attempts",
"criteria": {
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": false
},
{
"name": "num-disconnects-ml-behavior",
"metric": "aws:num-disconnects",
"criteria": {
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "LOW"
}
},
"suppressAlerts": true
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}

}
],
"version": 2,
"creationDate": 1600799559.249,
"lastModifiedDate": 1600800516.856

アラームの確認状態をマークする
アラームに検証ステータスをマークして、アラームの分類や異常の調査に役立てることができます。
•

アラームに確認状態とその状態の説明をマークします。例えば、アラームの検証状態を False positive
に設定するために、次のコマンドを使用します。
aws iot put-verification-state-on-violation --violation-id 12345 --verificationstate FALSE_POSITIVE --verification-state-description "This is dummy description"
endpoint https://us-east-1.iot.amazonaws.com --region us-east-1

--

出力:
なし。

特定されたデバイスの問題を緩和する
1.

create-thing-group コマンドを使用して、緩和アクション用のモノのグループを作成します。次
の例では、ThingGroupForDetectMitigationAction というモノのグループを作成します。
aws iot create-thing-group —thing-group-name ThingGroupForDetectMitigationAction

出力:
{

"thingGroupName": "ThingGroupForDetectMitigationAction",
"thingGroupArn": "arn:aws:iot:useast-1:123456789012:thinggroup/ThingGroupForDetectMitigationAction",
"thingGroupId": "4139cd61-10fa-4c40-b867-0fc6209dca4d"
}

2.

次に、create-mitigation-action コマンドを使用して、緩和アクションを作成しま
す。次の例では、緩和アクションを適用するために使用される IAM ロールの ARN を使
用して、detect_mitigation_action という緩和アクションを作成します。また、アクション
のタイプとそのアクションのパラメータを定義します。この場合、緩和アクションによ
り、ThingGroupForDetectMitigationAction という以前に作成したモノのグループにモノが移動しま
す。
aws iot create-mitigation-action --action-name detect_mitigation_action \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/MitigationActionValidRole \
--action-params \
'{
"addThingsToThingGroupParams": {
"thingGroupNames": ["ThingGroupForDetectMitigationAction"],
"overrideDynamicGroups": false
}
}'

出力:
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{

"actionArn": "arn:aws:iot:useast-1:123456789012:mitigationaction/detect_mitigation_action",
"actionId": "5939e3a0-bf4c-44bb-a547-1ab59ffe67c3"
}

3.

start-detect-mitigation-actions-task コマンドを使用して、緩和アクションタスクを開始
します。task-id、target、および actions は必須パラメータです。
aws iot start-detect-mitigation-actions-task \
--task-id taskIdForMitigationAction \
--target '{ "violationIds" : [ "violationId-1", "violationId-2" ] }' \
--actions "detect_mitigation_action" \
--include-only-active-violations \
--include-suppressed-alerts

出力:
{
}

4.

"taskId": "taskIdForMitigationAction"

(オプション) タスクに含まれる緩和アクションの実行を表示するには、list-detectmitigation-actions-executions コマンドを使用します。
aws iot list-detect-mitigation-actions-executions \
--task-id taskIdForMitigationAction \
--max-items 5 \
--page-size 4

出力:
{

}

5.

"actionsExecutions": [
{
"taskId": "e56ee95e - f4e7 - 459 c - b60a - 2701784290 af",
"violationId": "214_fe0d92d21ee8112a6cf1724049d80",
"actionName": "underTest_MAThingGroup71232127",
"thingName": "cancelDetectMitigationActionsTaskd143821b",
"executionStartDate": "Thu Jan 07 18: 35: 21 UTC 2021",
"executionEndDate": "Thu Jan 07 18: 35: 21 UTC 2021",
"status": "SUCCESSFUL",
}
]

(オプション) describe-detect-mitigation-actions-task コマンドを使用すると、緩和アク
ションタスクに関する情報を取得できます。
aws iot describe-detect-mitigation-actions-task \
--task-id taskIdForMitigationAction

出力:
{

"taskSummary": {
"taskId": "taskIdForMitigationAction",
"taskStatus": "SUCCESSFUL",
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}

6.

}

"taskStartTime": 1609988361.224,
"taskEndTime": 1609988362.281,
"target": {
"securityProfileName": "security-profile-for-smart-lights",
"behaviorName": "num-messages-sent-ml-behavior"
},
"violationEventOccurrenceRange": {
"startTime": 1609986633.0,
"endTime": 1609987833.0
},
"onlyActiveViolationsIncluded": true,
"suppressedAlertsIncluded": true,
"actionsDefinition": [
{
"name": "detect_mitigation_action",
"id": "5939e3a0-bf4c-44bb-a547-1ab59ffe67c3",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/MitigatioActionValidRole",
"actionParams": {
"addThingsToThingGroupParams": {
"thingGroupNames": [
"ThingGroupForDetectMitigationAction"
],
"overrideDynamicGroups": false
}
}
}
],
"taskStatistics": {
"actionsExecuted": 0,
"actionsSkipped": 0,
"actionsFailed": 0
}

(オプション) 緩和アクションタスクのリストを取得するには、list-detect-mitigationactions-tasks コマンドを使用します。
aws iot list-detect-mitigation-actions-tasks \
--start-time 1609985315 \
--end-time 1609988915 \
--max-items 5 \
--page-size 4

出力:
{

"tasks": [
{
"taskId": "taskIdForMitigationAction",
"taskStatus": "SUCCESSFUL",
"taskStartTime": 1609988361.224,
"taskEndTime": 1609988362.281,
"target": {
"securityProfileName": "security-profile-for-smart-lights",
"behaviorName": "num-messages-sent-ml-behavior"
},
"violationEventOccurrenceRange": {
"startTime": 1609986633.0,
"endTime": 1609987833.0
},
"onlyActiveViolationsIncluded": true,
"suppressedAlertsIncluded": true,

919

AWS IoT Core デベロッパーガイド
AWS IoT Device Defender 監査結果をいつ
どのように表示するかをカスタマイズする
"actionsDefinition": [
{
"name": "detect_mitigation_action",
"id": "5939e3a0-bf4c-44bb-a547-1ab59ffe67c3",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
MitigatioActionValidRole",
"actionParams": {
"addThingsToThingGroupParams": {
"thingGroupNames": [
"ThingGroupForDetectMitigationAction"
],
"overrideDynamicGroups": false
}
}
}
],
"taskStatistics": {
"actionsExecuted": 0,
"actionsSkipped": 0,
"actionsFailed": 0
}
}
]
}

7.

(オプション) 緩和アクションタスクをキャンセルするには、cancel-detect-mitigationactions-task コマンドを使用します。
aws iot cancel-detect-mitigation-actions-task \
--task-id taskIdForMitigationAction

出力:
なし。

AWS IoT Device Defender 監査結果をいつどのように
表示するかをカスタマイズする
AWS IoT Device Defender 監査では、AWS IoT デバイスとリソースがベストプラクティスに適合している
ことを確認するために、定期的にセキュリティチェックを行います。各チェックで、監査結果は適合また
は不適合に分類され、不適合の場合はコンソールの警告アイコンが表示されます。既知の問題のノイズの
繰り返しを緩和するために、監査所見の抑制機能を使用すると、これらの不適合の通知を一時的に停止す
ることができます。
特定のリソースまたはアカウントの監査チェックを、あらかじめ決められた期間だけ抑制できます。抑制
された監査チェックの結果は、適合カテゴリと不適合カテゴリとは別に、抑制された所見として分類され
ます。この新しいカテゴリは、不適合の結果の場合のようにアラームをトリガーしません。これにより、
既知のメンテナンス期間中または更新の完了がスケジュールされるまで、不適合の通知に煩わされる機会
を減らせます。

開始方法
次のセクションでは、監査所見の抑制を使用して、コンソールおよび CLI での Device certificate
expiring チェックを抑制する方法について詳しく説明します。いずれかのデモンストレーションに従う
場合は、Device Defender が検出できるように、まずは失効する証明書を 2 つ作成する必要があります。
証明書を作成するには、以下を使用します。
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• CA 証明書を作成および登録する (p. 304)
• CA 証明書を使用してクライアント証明書を作成します。ステップ 3 で、days パラメータを 1 に設定し
ます。
CLI を使用して証明書を作成している場合は、次のコマンドを入力します。
openssl x509 -req \
-in device_cert_csr_filename \
-CA root_ca_pem_filename \
-CAkey root_ca_key_filename \
-CAcreateserial \
-out device_cert_pem_filename \
-days 1 -sha256

コンソールで監査所見をカスタマイズする
次のチュートリアルでは、不適合の監査チェックをトリガーする、2 つの失効したデバイス証明書を持つ
アカウントを使用します。このシナリオでは、デベロッパーが問題に対処する新しい機能をテストしてい
るため、警告を無効にします。各証明書用に監査所見の抑制を作成し、次週以降、監査結果が不適合にな
らないようにします。
1.

まず、オンデマンド監査を実行して、失効したデバイス証明書のチェックが不適合であることを示し
ます。
AWS IoT コンソールで、左側のサイドバーから [Defend] (防御) を選択し、[Audit] (監査)、[Results]
(結果) の順に選択します。[Audit Results] (監査結果) ページで、[Create] (作成) を選択します。
[Create a new audit] (新しい監査を作成する) ウィンドウが開きます。[Create] を選択します。
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オンデマンドの監査結果から、[Device certificate expiring] (デバイス証明書の有効期限が切れます) が
2 つのリソースで不適合であることがわかります。
2.

ここでは、デベロッパーが警告内容を修正する新機能をテストしているため、[Device certificate
expiring] (デバイス証明書の有効期限が切れます) の不適合チェック警告を無効にします。
[Defend] (防御) の下の左側のサイドバーから、[Audit] (監査) を選択し、[Finding suppressions] (所見
の抑制) を選択します。[Audit finding suppressions] (監査所見の抑制) ページで、[Create] (作成) を選
択します。

3.

[Create an audit finding suppression] (監査所見の抑制を作成) ウィンドウで、次のように入力する必要
があります。
• Audit check (監査チェック): 抑制したい監査チェックである、Device certificate expiring
を選択します。
• Resource identifier (リソース識別子): 監査所見を抑制する証明書の 1 つのデバイス証明書 ID を入力
します。
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• Suppression duration (抑制期間): Device certificate expiringの監査チェックを抑制したい
期間である、1 week を選択します。
• Description (説明) (オプション): この監査所見を抑制する理由を説明するメモを追加します。
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フィールドに入力したら、[Create] (作成) を選択します。監査所見の抑制が作成された後に、成功バ
ナーが表示されます。
4.

証明書の 1 つに対して監査所見を非表示にしました。次に、2 番目の証明書の監査所見を抑制する必
要があります。ステップ 3 で使用したのと同じ抑制方法を使用することもできますが、デモンスト
レーションのために、別の方法を使用します。
[Defend] (防御) の下の左側のサイドバーから、[Audit] (監査) を選択し、[Results] (結果) を選択し
ます。[Audit results] (監査結果) のページで、不適合のリソースの監査を選択します。その後、
[Non-compliant checks] (不適合チェック) でリソースを選択します。この例では、[Device certificate
expiring] (デバイス証明書の有効期限が切れます) を選択します。

5.

[Device certificate expiring] (デバイス証明書の有効期限が切れます) のページ内の [Non-compliant
policy] (不適合ポリシー) で、抑制が必要な所見の横にあるオプションボタンを選択します。次に、
[Actions] (アクション) ドロップダウンメニューを選択し、所見を抑制したい期間を選択します。ここ
では、他の証明書で行ったのと同じように 1 week を選択します。[Confirm suppression] (抑制の確
認) ウィンドウで、[Enable suppression] (抑制の有効化) を選択します。

925

AWS IoT Core デベロッパーガイド
AWS IoT Device Defender 監査結果をいつ
どのように表示するかをカスタマイズする

926

AWS IoT Core デベロッパーガイド
AWS IoT Device Defender 監査結果をいつ
どのように表示するかをカスタマイズする

監査所見の抑制が作成された後に、成功バナーが表示されます。現在、両方の監査所見が 1 週間抑制
されており、デベロッパーは警告に対処するためのソリューションに取り組んでいます。

CLI で監査所見をカスタマイズする
次のチュートリアルでは、不適合の監査チェックをトリガーする、1 つの失効したデバイス証明書を持つ
アカウントを使用します。このシナリオでは、デベロッパーが問題に対処する新しい機能をテストしてい
るため、警告を無効にします。証明書用に監査所見の抑制を作成し、次週以降、監査結果が不適合になら
ないようにします。
次の CLI コマンドを使用します。
• create-audit-suppression
• describe-audit-suppression
• update-audit-suppression
• delete-audit-suppression
• list-audit-suppressions
1.

次のコマンドを使用して、監査を有効にします。
aws iot update-account-audit-configuration \
--audit-check-configurations "{\"DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK\":{\"enabled
\":true}}"

出力:
なし。
2.

次のコマンドを使用して、DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK 監査チェックを対象とするオ
ンデマンド監査を実行します。
aws iot start-on-demand-audit-task \
--target-check-names DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK

出力:
{
}

3.

"taskId": "787ed873b69cb4d6cdbae6ddd06996c5"

describe-account-audit-configuration コマンドを使用して、監査設定を記述しま
す。DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK の監査チェックをオンにしたことを確認します。
aws iot describe-account-audit-configuration

出力:

{

"roleArn": "arn:aws:iam::<accountid>:role/service-role/project",
"auditNotificationTargetConfigurations": {
"SNS": {
"targetArn": "arn:aws:sns:us-east-1:<accountid>:project_sns",
"roleArn": "arn:aws:iam::<accountid>:role/service-role/project",
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}

}

"enabled": true

},
"auditCheckConfigurations": {
"AUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK": {
"enabled": false
},
"CA_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK": {
"enabled": false
},
"CA_CERTIFICATE_KEY_QUALITY_CHECK": {
"enabled": false
},
"CONFLICTING_CLIENT_IDS_CHECK": {
"enabled": false
},
"DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK": {
"enabled": true
},
"DEVICE_CERTIFICATE_KEY_QUALITY_CHECK": {
"enabled": false
},
"DEVICE_CERTIFICATE_SHARED_CHECK": {
"enabled": false
},
"IOT_POLICY_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK": {
"enabled": true
},
"IOT_ROLE_ALIAS_ALLOWS_ACCESS_TO_UNUSED_SERVICES_CHECK": {
"enabled": false
},
"IOT_ROLE_ALIAS_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK": {
"enabled": false
},
"LOGGING_DISABLED_CHECK": {
"enabled": false
},
"REVOKED_CA_CERTIFICATE_STILL_ACTIVE_CHECK": {
"enabled": false
},
"REVOKED_DEVICE_CERTIFICATE_STILL_ACTIVE_CHECK": {
"enabled": false
},
"UNAUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK": {
"enabled": false
}
}

DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK には の値になっているはずです。true
4.

list-audit-task コマンドを使用して、完了した監査タスクを識別します。
aws iot list-audit-tasks \
--task-status "COMPLETED" \
--start-time 2020-07-31 \
--end-time 2020-08-01

出力:
{

"tasks": [
{
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}

]

}

"taskId": "787ed873b69cb4d6cdbae6ddd06996c5",
"taskStatus": "COMPLETED",
"taskType": "SCHEDULED_AUDIT_TASK"

ステップ 1 で実行した監査の taskId は、COMPLETED の taskStatus を持っている必要がありま
す。
5.

describe-audit-task コマンドを使用して、前のステップの taskId 出力を使用して完了した監査の詳
細を取得します。このコマンドは、監査の詳細を一覧で表示します。
aws iot describe-audit-task \
--task-id "787ed873b69cb4d6cdbae6ddd06996c5"

出力:
{

}

6.

"taskStatus": "COMPLETED",
"taskType": "SCHEDULED_AUDIT_TASK",
"taskStartTime": 1596168096.157,
"taskStatistics": {
"totalChecks": 1,
"inProgressChecks": 0,
"waitingForDataCollectionChecks": 0,
"compliantChecks": 0,
"nonCompliantChecks": 1,
"failedChecks": 0,
"canceledChecks": 0
},
"scheduledAuditName": "AWSIoTDeviceDefenderDailyAudit",
"auditDetails": {
"DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK": {
"checkRunStatus": "COMPLETED_NON_COMPLIANT",
"checkCompliant": false,
"totalResourcesCount": 195,
"nonCompliantResourcesCount": 2
}
}

list-audit-findings コマンドを使用して不適合の証明書 ID を検索し、このリソースの監査アラートを一
時停止できるようにします。
aws iot list-audit-findings \
--start-time 2020-07-31 \
--end-time 2020-08-01

出力:
{

"findings": [
{
"findingId": "296ccd39f806bf9d8f8de20d0ceb33a1",
"taskId": "787ed873b69cb4d6cdbae6ddd06996c5",
"checkName": "DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK",
"taskStartTime": 1596168096.157,
"findingTime": 1596168096.651,
"severity": "MEDIUM",
"nonCompliantResource": {
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"resourceType": "DEVICE_CERTIFICATE",
"resourceIdentifier": {
"deviceCertificateId": "b4490<shortened>"
},
"additionalInfo": {
"EXPIRATION_TIME": "1582862626000"
}

},
{

}

7.

}

]

},
"reasonForNonCompliance": "Certificate is past its expiration.",
"reasonForNonComplianceCode": "CERTIFICATE_PAST_EXPIRATION",
"isSuppressed": false
"findingId": "37ecb79b7afb53deb328ec78e647631c",
"taskId": "787ed873b69cb4d6cdbae6ddd06996c5",
"checkName": "DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK",
"taskStartTime": 1596168096.157,
"findingTime": 1596168096.651,
"severity": "MEDIUM",
"nonCompliantResource": {
"resourceType": "DEVICE_CERTIFICATE",
"resourceIdentifier": {
"deviceCertificateId": "c7691<shortened>"
},
"additionalInfo": {
"EXPIRATION_TIME": "1583424717000"
}
},
"reasonForNonCompliance": "Certificate is past its expiration.",
"reasonForNonComplianceCode": "CERTIFICATE_PAST_EXPIRATION",
"isSuppressed": false

create-audit-suppression コマンドを使用して、2020 # 8 # 20 #まで ID c7691e<shortened> を
持つデバイス証明書の DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK 監査チェックの通知を抑制しま
す。
aws iot create-audit-suppression \
--check-name DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK \
--resource-identifier deviceCertificateId="c7691e<shortened>" \
--no-suppress-indefinitely \
--expiration-date 2020-08-20

8.

list-audit-suppression コマンドを使用して、監査抑制設定を確認し、抑制の詳細を取得します。
aws iot list-audit-suppressions

出力:
{

"suppressions": [
{
"checkName": "DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK",
"resourceIdentifier": {
"deviceCertificateId": "c7691e<shortened>"
},
"expirationDate": 1597881600.0,
"suppressIndefinitely": false
}
]
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9.

update-audit-suppression コマンドを使用して、監査所見の抑制を更新できます。以下の例で
は、expiration-date を08/21/20 に更新します。
aws iot update-audit-suppression \
--check-name DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK \
--resource-identifier deviceCertificateId=c7691e<shortened> \
--no-suppress-indefinitely \
--expiration-date 2020-08-21

10. delete-audit-suppression コマンドを使用して、監査所見の抑制を削除できます。
aws iot delete-audit-suppression \
--check-name DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK \
--resource-identifier deviceCertificateId="c7691e<shortened>"

削除を確認するには、list-audit-suppressions コマンドを使用します。
aws iot list-audit-suppressions

出力:
{

"suppressions": []

}

このチュートリアルでは、コンソールと CLI で Device certificate expiring チェックを抑制す
る方法を示しました。監査所見の抑制の詳細については、監査の所見の抑制 (p. 985) を参照してくださ
い。

Audit
AWS IoT Device Defender の監査では、アカウントやデバイスに関連する設定とポリシーを調べて、セ
キュリティ対策が実装されていることを確認します。監査は、セキュリティのベストプラクティスまたは
アクセスポリシーからの逸脱が検出に役立ちます (例: 複数のデバイスによる同じ ID の使用、1 つのデバイ
スによる他の多くのデバイス用のデータの読み取りと更新を許可する、権限が過剰なポリシー)。監査は必
要に応じて実行するか (オンデマンド監査) 、定期的に実行するようスケジュールできます (スケジュール
による監査)。
AWS IoT Device Defender の監査では、一般的な IoT セキュリティのベストプラクティスとデバイスの脆
弱性について、事前に定義された一連のチェックが実行されます。事前に定義されたチェックの例とし
て、複数のデバイスのデータを読み取りまたは更新するアクセス許可を付与するポリシー、ID を共有する
デバイス (X.509 証明書)、失効または取り消されたがまだアクティブである証明書があります。

問題の重要度
問題の重要度は、特定された不適合の各インスタンスに関連する懸念のレベルと、修正までの推奨時間を
示します。
非常事態
この重要度の不適合の監査チェックでは、緊急の注意が必要な問題が特定されます。重要な問題によ
り、多くの場合、高度な知識がほとんどなく、インサイダーの知識や特別な認証情報を持たない悪意
のある人物がアセットに簡単にアクセスしたり制御することができます。

931

AWS IoT Core デベロッパーガイド
次のステップ

高
この重要度の不適合の監査チェックでは、重要な問題に対処した後、緊急の調査と修復計画が必要に
なります。重要な問題と同様に、深刻度が高い問題では、悪意のある人物がアセットにアクセスした
り、アセットを管理することがよくあります。しかし、深刻度の高い問題は、多くの場合、悪用が困
難です。特別なツール、インサイダーの知識、または特定のセットアップが必要な場合があります。
ミディアム
この重要度の不適合の監査チェックでは、継続的なセキュリティおよびメンテナンス体制の一環とし
て注意が必要な問題を提示します。深刻度が中程度の問題により、セキュリティ制御の誤動作による
予期しない停止など、運用に悪影響を及ぼす可能性があります。これらの問題は、悪いアクターがア
セットへのアクセスや制御を制限したり、悪意のあるアクションの一部を容易にする可能性もありま
す。
低
この重要度の不適合の監査チェックでは、セキュリティのベストプラクティスが見落とされたか、ま
たはバイパスされたことを示します。これら自体は即時に対応の必要なセキュリティ上の影響を引き
起こすことはありませんが、これらの失効は悪意のある人物によって悪用される可能性があります。
深刻度が中程度の問題と同様に、深刻度が低い問題では、継続的なセキュリティおよびメンテナンス
体制の一環として注意が必要です。

次のステップ
実行できる監査チェックのタイプについては、「監査チェック項目 (p. 932)」を参照してください。監査
に適用されるサービスクォータの詳細については、「Service Quotas」を参照してください。

監査チェック項目
Note
チェックを有効にすると、データ収集が即座に開始されます。収集するデータがアカウントに大
量にある場合、チェックを有効にしてからチェックの結果が生成されるまでに時間がかかること
があります。
以下の監査チェック項目がサポートされています。
• CA 証明書が取り消されましたが、デバイス証明書は有効のままです (p. 933)
• デバイス証明書が共有されました (p. 933)
• デバイス証明書のキー品質 (p. 934)
• CA 証明書のキー品質 (p. 935)
• 認証されていない Cognito ロールの権限が過剰です (p. 937)
• 認証された Cognito ロールの権限が過剰です (p. 942)
• AWS IoT ポリシーの権限が過剰です (p. 949)
• ロールエイリアスの権限が過剰です (p. 952)
• ロールエイリアスが未使用サービスへのアクセスを許可します (p. 953)
• CA 証明書の有効期限が切れます (p. 954)
• MQTT クライアント ID の競合 (p. 955)
• デバイス証明書の有効期限が切れます (p. 956)
• 取り消されたデバイス証明書がアクティブのままです (p. 957)
• ログ記録が無効です (p. 957)

932

AWS IoT Core デベロッパーガイド
監査チェック項目

CA 証明書が取り消されましたが、デバイス証明書は有効のまま
です
CA 証明書が取り消されましたが、AWS IoT では有効のままです。
このチェックは、CLI および API で REVOKED_CA_CERTIFICATE_STILL_ACTIVE_CHECK として表示さ
れます。
重要度: 非常事態

詳細
CA 証明書は、発行機関によって維持されている証明書失効リストで失効済みとマークされています
が、AWS IoT ではまだ「ACTIVE」または「PENDING_TRANSFER」とマークされたままです。
このチェックにより不適合の CA 証明書が見つかった場合、次の理由コードが返されます。
• CERTIFICATE_REVOKED_BY_ISSUER

重要な理由
取り消し済み CA 証明書は、デバイス証明書への署名に使用できなくなります。侵害されたため、取り消
された可能性があります。この CA 証明書で署名された証明書を使用して新しく追加されたデバイスはセ
キュリティ上の脅威になる場合があります。

修正方法
1. UpdateCACertificate を使用して、AWS IoT で CA 証明書を INACTIVE としてマークします。緩和アク
ションを使用して、以下を行うこともできます。
• 監査結果に UPDATE_CA_CERTIFICATE 緩和アクションを適用して、この変更を行います。
• Amazon SNS メッセージに対する応答としてカスタムレスポンスを実装する場合
は、PUBLISH_FINDINGS_TO_SNS 緩和アクションを適用します。
詳細については、「緩和アクション (p. 1046)」を参照してください。
2. CA 証明書を取り消した後のデバイス証明書の登録アクティビティを確認し、その期間に発行された
可能性のあるデバイス証明書の取り消しを検討します。この CA 証明書によって署名されたデバイ
ス証明書を一覧表示するには ListCertificatesByCA を使用できます。デバイス証明書を取り消すには
UpdateCertificate を使用できます。

デバイス証明書が共有されました
複数の同時接続が、同じ X.509 証明書を使用して AWS IoT サービスに対して認証されます。
このチェックは、CLI および API で DEVICE_CERTIFICATE_SHARED_CHECK として表示されます。
重要度: 非常事態

詳細
オンデマンド監査の一部として実行された場合、このチェック項目は、監査の開始 31 日前からチェック
が実行される 2 時間前までの間に接続するためにデバイスにより使用された証明書と clientID を調べま
す。スケジュールされた監査では、このチェック項目は、前回監査が実行された時間の 2 時間前からこの
監査インスタンスが開始された時間の 2 時間前までのデータを調べます。チェック時にこの条件を緩和す
るステップを実行した場合、問題が残っているかどうかを判断するために同時接続がいつ行われたかに注
目してください。
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このチェックにより不適合の証明書が見つかった場合、次の理由コードが返されます。
• CERTIFICATE_SHARED_BY_MULTIPLE_DEVICES
さらに、このチェック項目によって返される結果には、共有証明書の ID、接続するためにこの証明書を使
用したクライアントの ID、接続/切断時間が含まれます。最新の結果が最初に一覧表示されます。

重要な理由
AWS IoT で認証するには、各デバイスに一意の証明書が必要です。複数のデバイスで同じ証明書を使用し
ている場合は、デバイスが危険にさらされていることを示している可能性があります。そのデバイスの ID
が複製され、システムが危険にさらされている可能性があります。

修正方法
デバイス証明書が侵害されていないことを確認します。侵害されている場合は、セキュリティのベストプ
ラクティスに従って状況を軽減します。
複数のデバイスで同じ証明書を使用している場合は、次の操作を行います。
1. 新しい一意の証明書をプロビジョニングし、各デバイスにアタッチします。
2. 新しい証明書が有効で、デバイスでそれらの証明書を使用して接続できることを確認します。
3. UpdateCertificate を使用して、AWS IoT で古い証明書を REVOKED としてマークします。緩和アク
ションを使用して、次の操作を行うこともできます。
• 監査結果に UPDATE_DEVICE_CERTIFICATE 緩和アクションを適用して、この変更を行います。
• ADD_THINGS_TO_THING_GROUP 緩和アクションを適用して、アクションを実行できるグループにデ
バイスを追加します。
• Amazon SNS メッセージに対する応答としてカスタムレスポンスを実装する場合
は、PUBLISH_FINDINGS_TO_SNS 緩和アクションを適用します。
詳細については、「緩和アクション (p. 1046)」を参照してください。
4. 古い証明書を各デバイスからデタッチします。

デバイス証明書のキー品質
AWS IoT 顧客は、AWS IoT メッセージブローカーへの認証に X.509 証明書を使用した TLS 相互認証を利
用することがよくあります。これらの証明書と認証局の証明書は、使用する前に AWS IoT アカウントに登
録する必要があります。AWS IoT は、登録時にこれらの証明書に対して基本的な健全性チェックを実行し
ます。これらのチェックには、次のものがあります。
• これらは有効な形式であることが必要です。
• これらは、登録された認証局によって署名されている必要があります。
• これらは有効期間内である必要があります (つまり、有効期限が切れていないことが必要です)。
• 暗号化キーのサイズは、必要な最小サイズを満たしている必要があります（RSA キーの場合は、2048
ビット以上である必要があります）。
この監査チェックでは、暗号化キーの品質に関する次の追加テストが提供されます。
• CVE-2008-0166 – Debian ベースのオペレーティングシステムで、0.9.8g-9 より前のバージョンまで
の OpenSSL 0.9.8c-1 を使用してキーが生成されたかどうかをチェックします。これらのバージョンの
OpenSSL では、予測可能な数値を生成する乱数ジェネレータが使用されているため、リモートの攻撃
者が暗号化キーに対するブルートフォース推測攻撃を簡単に行うことができます。
• CVE-2017-15361 – キーが、インフィニオン社のトラステッドプラットフォームモジュール (TPM)
ファームウェアでインフィニオン社の RSA ライブラリ 1.02.013 によって生成されたかどうかをチェッ
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クします。例えば、0000000000000422 – 4.34 より前のバージョン、000000000000062b – 6.43 より
前のバージョン、および 0000000000008521 – 133.33 より前のバージョンなどです。このライブラリ
は RSA キーの生成を不正に処理するため、攻撃者がターゲットを絞った攻撃によって暗号保護メカニ
ズムを突破することを容易にします。影響を受けるテクノロジーの例としては、TPM 1.2 を使用した
BitLocker、YubiKey 4 （4.3.5 以前）の PGP キー生成、および Chrome OS のキャッシュユーザーデー
タの暗号化機能などがあります。
AWS IoT Device Defender は、これらのテストに失敗した場合、証明書を非準拠として報告します。
このチェックは、CLI および API で DEVICE_CERTIFICATE_KEY_QUALITY_CHECK として表示されま
す。
重要度: 非常事態

詳細
このチェック項目は、「ACTIVE」または「PENDING_TRANSFER」になっているデバイス証明書に適用
されます。
このチェックにより不適合の証明書が見つかった場合、次の理由コードが返されます。
• CERTIFICATE_KEY_VULNERABILITY_CVE-2017-15361
• CERTIFICATE_KEY_VULNERABILITY_CVE-2008-0166

重要な理由
デバイスが脆弱な証明書を使用する場合、攻撃者はそのデバイスをより簡単に侵害する可能性がありま
す。

修正方法
デバイス証明書を更新して、既知の脆弱性の証明書を置き換えます。
複数のデバイスで同じ証明書を使用している場合は、次の操作を行います。
1. 新しい一意の証明書をプロビジョニングし、各デバイスにアタッチします。
2. 新しい証明書が有効で、デバイスでそれらの証明書を使用して接続できることを確認します。
3. UpdateCertificate を使用して、AWS IoT で古い証明書を REVOKED としてマークします。緩和アク
ションを使用して、以下を行うこともできます。
• 監査結果に UPDATE_DEVICE_CERTIFICATE 緩和アクションを適用して、この変更を行います。
• ADD_THINGS_TO_THING_GROUP 緩和アクションを適用して、アクションを実行できるグループにデ
バイスを追加します。
• Amazon SNS メッセージに対する応答としてカスタムレスポンスを実装する場合
は、PUBLISH_FINDINGS_TO_SNS 緩和アクションを適用します。
詳細については、「緩和アクション (p. 1046)」を参照してください。
4. 古い証明書を各デバイスからデタッチします。

CA 証明書のキー品質
AWS IoT 顧客は、AWS IoT メッセージブローカーへの認証に X.509 証明書を使用した TLS 相互認証を利
用することがよくあります。これらの証明書と認証局の証明書は、使用する前に AWS IoT アカウントに登
録する必要があります。AWS IoT は、これらの証明書の登録時に、次のような基本的な健全性チェックを
実行します。
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• この証明書は有効な形式です。
• この証明書の有効期間内です（つまり、有効期限が切れていません）。
• 暗号化キーのサイズは、必要な最小サイズを満たしています（RSA キーの場合は、2048 ビット以上で
ある必要があります）。
この監査チェックでは、暗号化キーの品質に関する次の追加テストが提供されます。
• CVE-2008-0166 – Debian ベースのオペレーティングシステムで、0.9.8g-9 より前のバージョンまで
の OpenSSL 0.9.8c-1 を使用してキーが生成されたかどうかをチェックします。これらのバージョンの
OpenSSL では、予測可能な数値を生成する乱数ジェネレータが使用されているため、リモートの攻撃
者が暗号化キーに対するブルートフォース推測攻撃を簡単に行うことができます。
• CVE-2017-15361 – キーが、インフィニオン社のトラステッドプラットフォームモジュール (TPM)
ファームウェアでインフィニオン社の RSA ライブラリ 1.02.013 によって生成されたかどうかをチェッ
クします。例えば、0000000000000422 – 4.34 より前のバージョン、000000000000062b – 6.43 より
前のバージョン、および 0000000000008521 – 133.33 より前のバージョンなどです。このライブラリ
は RSA キーの生成を不正に処理するため、攻撃者がターゲットを絞った攻撃によって暗号保護メカニ
ズムを突破することを容易にします。影響を受けるテクノロジーの例としては、TPM 1.2 を使用した
BitLocker、YubiKey 4 （4.3.5 以前）の PGP キー生成、および Chrome OS のキャッシュユーザーデー
タの暗号化機能などがあります。
AWS IoT Device Defender は、これらのテストに失敗した場合、証明書を非準拠として報告します。
このチェックは、CLI および API で CA_CERTIFICATE_KEY_QUALITY_CHECK として表示されます。
重要度: 非常事態

詳細
このチェック項目は、「ACTIVE」または「PENDING_TRANSFER」になっている CA 証明書に適用され
ます。
このチェックにより不適合の証明書が見つかった場合、次の理由コードが返されます。
• CERTIFICATE_KEY_VULNERABILITY_CVE-2017-15361
• CERTIFICATE_KEY_VULNERABILITY_CVE-2008-0166

重要な理由
この CA 証明書を使用して署名され、新しく追加されたデバイスはセキュリティ上の脅威になる場合があ
ります。

修正方法
1. UpdateCACertificate を使用して、AWS IoT で CA 証明書を INACTIVE としてマークします。緩和アク
ションを使用して、以下を行うこともできます。
• 監査結果に UPDATE_CA_CERTIFICATE 緩和アクションを適用して、この変更を行います。
• Amazon SNS メッセージに対する応答としてカスタムレスポンスを実装する場合
は、PUBLISH_FINDINGS_TO_SNS 緩和アクションを適用します。
詳細については、「緩和アクション (p. 1046)」を参照してください。
2. CA 証明書を取り消した後のデバイス証明書の登録アクティビティを確認し、その期間に発行され
た可能性のあるデバイス証明書の取り消しを検討します。(この CA 証明書によって署名されたデバ
イス証明書を一覧表示するには ListCertificatesByCA を使用します。デバイス証明書を取り消すには
UpdateCertificate を使用します)。
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認証されていない Cognito ロールの権限が過剰です
認証されていない Amazon Cognito ID プールロールにアタッチされたポリシーは、以下のどの AWS IoT
アクションでも実行できるアクセス許可が付与されるため、許可範囲が広過ぎるとみなされます。
• モノを管理または変更する。
• モノの管理データを読み取る。
• モノ以外に関連するデータやリソースを管理する。
または、さまざまなデバイスで以下の AWS IoT アクションを実行するアクセス許可が付与されるためで
す。
• MQTT を使用して予約済みトピック（シャドウまたはジョブ実行データを含む）に接続/発行/サブスク
ライブします。
• API コマンドを使用してシャドウまたはジョブ実行データを読み取るか変更する。
一般に、未認証の Amazon Cognito ID プールロールを使用して接続するデバイスには、モノ固有の MQTT
トピックを発行/サブスクライブするか、API コマンドを使用してシャドウまたはジョブ実行データに関連
するモノ固有のデータを読み取る/変更する限定されたアクセス許可のみ付与してください。
このチェックは、CLI および API で UNAUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK
として表示されます。
重要度: 非常事態

詳細
このチェック項目の場合、AWS IoT Device Defender は、監査の実行前 31 日間に AWS IoT メッセージブ
ローカーに接続するために使用されたすべての Amazon Cognito ID プールを監査します。接続先の認証済
みまたは未認証 Amazon Cognito ID のすべての Amazon Cognito ID プールが監査に含められます。
このチェックにより不適合の未認証 Amazon Cognito ID プールロールが見つかった場合、次の理由コード
が返されます。
• ALLOWS_ACCESS_TO_IOT_ADMIN_ACTIONS
• ALLOWS_BROAD_ACCESS_TO_IOT_DATA_PLANE_ACTIONS

重要な理由
認証されていない ID がユーザーにより認証されることはないため、認証された Amazon Cognito ID より
もはるかに大きいリスクを引き起こします。認証されていない ID が侵害された場合、管理アクションを使
用して、アカウント設定の変更、リソースの削除、機密データへのアクセスを行う可能性があります。ま
たは、デバイス設定に広範にアクセスできるため、アカウント内のすべてのデバイスのシャドウとジョブ
にアクセスまたは変更する可能性があります。ゲストユーザーは、そのアクセス許可を使用して、フリー
ト全体を侵害したり、メッセージで DDoS 攻撃を開始したりする可能性があります。

修正方法
認証されていない Amazon Cognito ID プールロールにアタッチされたポリシーには、デバイスがそのジョ
ブを実行するのに必要なアクセス許可のみ付与してください。次のステップを推奨します。
1. 新しい適合ロールを作成します。
2. Amazon Cognito ID プールを作成し、適合ロールをアタッチします。
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3. ID が新しいプールを使用して AWS IoT にアクセスできることを確認します。
4. 検証が完了したら、不適合としてフラグが設定された Amazon Cognito ID プールに適合ロールをアタッ
チします。
緩和アクションを使用して、以下を行うこともできます。
• Amazon SNS メッセージに対する応答としてカスタムレスポンスを実装する場合
は、PUBLISH_FINDINGS_TO_SNS 緩和アクションを適用します。
詳細については、「緩和アクション (p. 1046)」を参照してください。

モノを管理または変更する
次の AWS IoT API アクションは、モノを管理または変更するために使用されます。認証されていない
Amazon Cognito ID プールを介して接続するデバイスには、これらのアクションを実行するアクセス許可
を付与しないでください。
• AddThingToThingGroup
• AttachThingPrincipal
• CreateThing
• DeleteThing
• DetachThingPrincipal
• ListThings
• ListThingsInThingGroup
• RegisterThing
• RemoveThingFromThingGroup
• UpdateThing
• UpdateThingGroupsForThing
これらのアクションを実行するアクセス許可を付与するロールは、単一のリソースだけが持っていても、
不適合とみなされます。

モノの管理データを読み取る
モノデータの読み取りや変更には、以下の AWS IoT API アクションが使用されます。認証されていない
Amazon Cognito ID プールを介して接続するデバイスには、これらのアクションを実行するアクセス許可
を与えないでください。
• DescribeThing
• ListJobExecutionsForThing
• ListThingGroupsForThing
• ListThingPrincipals

Example
• 不適合:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:DescribeThing",
"iot:ListJobExecutionsForThing",
"iot:ListThingGroupsForThing",
"iot:ListThingPrincipals"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:/thing/MyThing"
]

これにより、デバイスは 1 つのモノのみに対するアクセス許可が付与されていても、指定されたアク
ションを実行できるようになります。

モノ以外を管理する
未認証の Amazon Cognito ID プールを介して接続するデバイスには、これらのセクションで説明した
AWS IoT API アクション以外のアクションを実行するアクセス許可を付与しないでください。未認証の
Amazon Cognito ID プールを介して接続するアプリケーションを使用してアカウントを管理するには、デ
バイスで使用されていない別個の ID プールを作成します。

MQTT トピックにサブスクライブ/発行する
MQTT メッセージは、AWS IoT メッセージブローカー経由で送信され、シャドウステータスやジョブ実行
ステータスへのアクセスや変更などのアクションを実行するためにデバイスにより使用されます。MQTT
メッセージに接続、発行、またはサブスクライブするアクセス許可をデバイスに付与するポリシーは、以
下のようにこれらのアクションを特定のリソースに制限します。
接続
• 不適合:
arn:aws:iot:region:account-id:client/*

ワイルドカード * を使用すると、どのデバイスでも AWS IoT に接続できます。
arn:aws:iot:region:account-id:client/${iot:ClientId}

条件キーで iot:Connection.Thing.IsAttached が true に設定されていない限り、これは前の
例のワイルドカード * と同等の設定です。
• 適合:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [ "iot:Connect" ],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:client/${iot:Connection.Thing.ThingName}"
],
"Condition": {
"Bool": { "iot:Connection.Thing.IsAttached": "true" }
}
}
]
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リソースの指定に、接続に使用されるデバイス名と一致する変数が含まれます。条件ステートメン
トは、MQTT クライアントにより使用される証明書が、使用される名前を持つモノにアタッチされ
た証明書と一致することを確認することにより、アクセス許可をさらに制限します。
発行
• 不適合:
arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/*/shadow/update

これにより、デバイスはあらゆるデバイスのシャドウを更新できるようになります (* = すべてのデ
バイス)。
arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/*

これにより、デバイスはあらゆるデバイスのシャドウを読み取り/更新/削除できるようになります。
• 適合:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [ "iot:Publish" ],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/shadow/*"
],
}
]
}

リソース仕様にはワイルドカードが含まれていますが、接続するためにモノの名前が使用されてい
るデバイスのシャドウ関連のトピックにのみ一致します。
サブスクライブ
• 不適合:
arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/*

これにより、デバイスはすべてのデバイスの予約済みシャドウまたはジョブトピックにサブスクラ
イブできます。
arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/*

前の例と同じですが、# ワイルドカードを使用します。
arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/+/shadow/update

これにより、デバイスはあらゆるデバイスのシャドウ更新を参照できるようになります (+ = すべて
のデバイス)。
• 適合:
{
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"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [ "iot:Subscribe" ],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/shadow/*"
"arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/jobs/*"
],
}
]
}

リソース仕様にはワイルドカードが含まれていますが、接続するためにモノの名前が使用されてい
るデバイスのシャドウ関連のトピックとジョブ関連のトピックにのみ一致します。
受信
• 適合:
arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/*

これは、サブスクライブするアクセス許可を持っているトピックからのみデバイスがメッセージを
受信するため、許可されます。

シャドウまたはジョブデータを読み取る/変更する
デバイスが API アクションを実行してデバイスシャドウやジョブ実行データにアクセスまたは変更するア
クセス許可を付与するポリシーは、これらのアクションを特定のリソースに制限します。API アクション
は次のとおりです。
• DeleteThingShadow
• GetThingShadow
• UpdateThingShadow
• DescribeJobExecution
• GetPendingJobExecutions
• StartNextPendingJobExecution
• UpdateJobExecution

Example
• 不適合:
arn:aws:iot:region:account-id:thing/*

これにより、デバイスがあらゆるモノで指定されたアクションを実行できるようになります。
• 適合:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
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}

]

}

"Action": [
"iot:DeleteThingShadow",
"iot:GetThingShadow",
"iot:UpdateThingShadow",
"iot:DescribeJobExecution",
"iot:GetPendingJobExecutions",
"iot:StartNextPendingJobExecution",
"iot:UpdateJobExecution"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:/thing/MyThing1",
"arn:aws:iot:region:account-id:/thing/MyThing2"
]

これにより、デバイスが 2 つのモノでのみ指定されたアクションを実行できるようになります。

認証された Cognito ロールの権限が過剰です
認証済み Amazon Cognito ID プールロールにアタッチされたポリシーは、以下の AWS IoT アクションを
実行できるアクセス許可が付与されるため、許可範囲が広過ぎるとみなされます。
• モノを管理または変更する。
• モノ以外に関連するデータやリソースを管理する。
または、さまざまなデバイスで以下の AWS IoT アクションを実行するアクセス許可が付与されるためで
す。
• モノの管理データを読み取る。
• MQTT を使用して予約済みトピック (シャドウまたはジョブ実行データを含む) に接続/発行/サブスクラ
イブする。
• API コマンドを使用してシャドウまたはジョブ実行データを読み取るか変更する。
一般に、認証済み Amazon Cognito ID プールロールを使用して接続するデバイスには、モノ固有の管理
データを読み取る、モノ固有の MQTT トピックを発行/サブスクライブする、または API コマンドを使用
してシャドウまたはジョブ実行データに関連するモノ固有のデータを読み取る/変更する限定されたアクセ
ス許可のみ付与してください。
このチェックは、CLI および API で AUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK と
して表示されます。
重要度: 非常事態

詳細
このチェック項目の場合、AWS IoT Device Defender は、監査の実行前 31 日間に AWS IoT メッセージブ
ローカーに接続するために使用されたすべての Amazon Cognito ID プールを監査します。接続先の認証済
みまたは未認証 Amazon Cognito ID のすべての Amazon Cognito ID プールが監査に含められます。
このチェックにより不適合の認証済み Amazon Cognito ID プールロールが見つかった場合、次の理由コー
ドが返されます。
• ALLOWS_BROAD_ACCESS_TO_IOT_THING_ADMIN_READ_ACTIONS
• ALLOWS_ACCESS_TO_IOT_NON_THING_ADMIN_ACTIONS
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• ALLOWS_ACCESS_TO_IOT_THING_ADMIN_WRITE_ACTIONS

重要な理由
認証されている ID が侵害された場合、管理アクションを使用して、アカウント設定の変更、リソースの削
除、機密データへのアクセスを行う可能性があります。

修正方法
認証済みの Amazon Cognito ID プールロールにアタッチされたポリシーには、デバイスがそのジョブを実
行するのに必要なアクセス許可のみ付与してください。次のステップを推奨します。
1. 新しい適合ロールを作成します。
2. Amazon Cognito ID プールを作成し、適合ロールをアタッチします。
3. ID が新しいプールを使用して AWS IoT にアクセスできることを確認します。
4. 検証が完了したら、不適合としてフラグが設定された Amazon Cognito ID プールにロールをアタッチし
ます。
緩和アクションを使用して、以下を行うこともできます。
• Amazon SNS メッセージに対する応答としてカスタムレスポンスを実装する場合
は、PUBLISH_FINDINGS_TO_SNS 緩和アクションを適用します。
詳細については、「緩和アクション (p. 1046)」を参照してください。

モノを管理または変更する
次の AWS IoT API アクションは、モノを管理または変更するために使用されるため、これらのアクション
を実行するアクセス許可は、認証済みの Amazon Cognito ID プールを介して接続するデバイスには付与し
ないでください。
• AddThingToThingGroup
• AttachThingPrincipal
• CreateThing
• DeleteThing
• DetachThingPrincipal
• ListThings
• ListThingsInThingGroup
• RegisterThing
• RemoveThingFromThingGroup
• UpdateThing
• UpdateThingGroupsForThing
これらのアクションを実行するアクセス許可を付与するロールは、単一のリソースだけが持っていても、
不適合とみなされます。

モノ以外を管理する
認証済みの Amazon Cognito ID プールを介して接続するデバイスには、これらのセクションで説明した
AWS IoT API アクション以外のアクションを実行するアクセス許可を付与しないでください。認証済みの
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Amazon Cognito ID プールを介して接続するアプリケーションを使用してアカウントを管理するには、デ
バイスにより使用されていない別個の ID プールを作成します。

モノの管理データを読み取る
次の AWS IoT API アクションは、モノのデータを読み取るために使用されるため、認証済みの Amazon
Cognito ID プールを介して接続するデバイスには限定されたモノのセットでのみこれらのアクションを実
行するアクセス許可を付与してください。
• DescribeThing
• ListJobExecutionsForThing
• ListThingGroupsForThing
• ListThingPrincipals
• 不適合:
arn:aws:iot:region:account-id:thing/*

これにより、デバイスがあらゆるモノで指定されたアクションを実行できるようになります。
• 適合:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:DescribeThing",
"iot:ListJobExecutionsForThing",
"iot:ListThingGroupsForThing",
"iot:ListThingPrincipals"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:/thing/MyThing"
]
}
]

これにより、デバイスが 1 つのモノでのみ指定されたアクションを実行できるようになります。
• 適合:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:DescribeThing",
"iot:ListJobExecutionsForThing",
"iot:ListThingGroupsForThing",
"iot:ListThingPrincipals"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:/thing/MyThing*"
]
}
]
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リソースがワイルドカード (*) を使用して指定されていますが、前に特定の文字列が付いており、指定さ
れたプレフィックスを持つ名前が付いたモノのセットへのアクセスに制限されるため、これは適合して
います。
• 不適合:
arn:aws:iot:region:account-id:thing/*

これにより、デバイスがあらゆるモノで指定されたアクションを実行できるようになります。
• 適合:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:DescribeThing",
"iot:ListJobExecutionsForThing",
"iot:ListThingGroupsForThing",
"iot:ListThingPrincipals"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:/thing/MyThing"
]
}
]

これにより、デバイスが 1 つのモノでのみ指定されたアクションを実行できるようになります。
• 適合:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:DescribeThing",
"iot:ListJobExecutionsForThing",
"iot:ListThingGroupsForThing",
"iot:ListThingPrincipals"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:/thing/MyThing*"
]
}
]

リソースがワイルドカード (*) を使用して指定されていますが、前に特定の文字列が付いており、指定さ
れたプレフィックスを持つ名前が付いたモノのセットへのアクセスに制限されるため、これは適合して
います。
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MQTT トピックにサブスクライブ/発行する
MQTT メッセージは、AWS IoT メッセージブローカー経由で送信され、シャドウステータスやジョブ実行
ステータスへのアクセスや変更などのさまざまなアクションを実行するためにデバイスにより使用されま
す。MQTT メッセージに接続、発行、またはサブスクライブするアクセス許可をデバイスに付与するポリ
シーは、以下のようにこれらのアクションを特定のリソースに制限します。
接続
• 不適合:
arn:aws:iot:region:account-id:client/*

ワイルドカード * を使用すると、どのデバイスでも AWS IoT に接続できます。
arn:aws:iot:region:account-id:client/${iot:ClientId}

条件キーで iot:Connection.Thing.IsAttached が true に設定されていない限り、これは前の
例のワイルドカード * と同等の設定です。
• 適合:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [ "iot:Connect" ],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:client/${iot:Connection.Thing.ThingName}"
],
"Condition": {
"Bool": { "iot:Connection.Thing.IsAttached": "true" }
}
}
]

リソース仕様には、接続に使用されるデバイス名に一致する変数が含まれており、条件ステートメ
ントは、MQTT クライアントにより使用される証明書が、使用される名前を持つモノにアタッチさ
れた証明書と一致することを確認することにより、アクセス許可をさらに制限します。
発行
• 不適合:
arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/*/shadow/update

これにより、デバイスはあらゆるデバイスのシャドウを更新できるようになります (* = すべてのデ
バイス)。
arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/*

これにより、デバイスはあらゆるデバイスのシャドウを読み取り/更新/削除できるようになります。
• 適合:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [

946

AWS IoT Core デベロッパーガイド
監査チェック項目
{

"Effect": "Allow",
"Action": [ "iot:Publish" ],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/shadow/*"
],
}
]
}

リソース仕様にはワイルドカードが含まれていますが、接続するためにモノの名前が使用されてい
るデバイスのシャドウ関連のトピックにのみ一致します。
サブスクライブ
• 不適合:
arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/*

これにより、デバイスはすべてのデバイスの予約済みシャドウまたはジョブトピックにサブスクラ
イブできます。
arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/#

前の例と同じですが、# ワイルドカードを使用します。
arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/+/shadow/update

これにより、デバイスはあらゆるデバイスのシャドウ更新を参照できるようになります (+ = すべて
のデバイス)。
• 適合:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [ "iot:Subscribe" ],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/shadow/*"
"arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/jobs/*"
],
}
]
}

リソース仕様にはワイルドカードが含まれていますが、接続するためにモノの名前が使用されてい
るデバイスのシャドウ関連のトピックとジョブ関連のトピックにのみ一致します。
受信
• 適合:
arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/*
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これは、サブスクライブするアクセス許可を持っているトピックからのみデバイスがメッセージを
受信するため、問題ありません。

シャドウまたはジョブデータを読み取る/変更する
デバイスが API アクションを実行してデバイスシャドウやジョブ実行データにアクセスまたは変更するア
クセス許可を付与するポリシーは、これらのアクションを特定のリソースに制限します。API アクション
は次のとおりです。
• DeleteThingShadow
• GetThingShadow
• UpdateThingShadow
• DescribeJobExecution
• GetPendingJobExecutions
• StartNextPendingJobExecution
• UpdateJobExecution
例
• 不適合:
arn:aws:iot:region:account-id:thing/*

これにより、デバイスがあらゆるモノで指定されたアクションを実行できるようになります。
• 適合:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:DeleteThingShadow",
"iot:GetThingShadow",
"iot:UpdateThingShadow",
"iot:DescribeJobExecution",
"iot:GetPendingJobExecutions",
"iot:StartNextPendingJobExecution",
"iot:UpdateJobExecution"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:/thing/MyThing1",
"arn:aws:iot:region:account-id:/thing/MyThing2"
]
}
]

これにより、デバイスが 2 つのモノでのみ指定されたアクションを実行できるようになります。
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AWS IoT ポリシーの権限が過剰です
AWS IoT ポリシーで付与されるアクセス許可は、広すぎるか、制限がありません。さまざまなデバイスと
の間で MQTT メッセージを送受信するアクセス許可を付与するか、さまざまなデバイスのシャドウおよび
ジョブ実行データにアクセスまたは変更するアクセス許可を付与します。
一般に、デバイスのポリシーは、そのデバイスにのみ関連付けられており、他のデバイスにはまったく、
あるいはわずかしか関連付けられていないリソースへのアクセスを付与する必要があります。一部例外は
ありますが、そのようなポリシーでリソースを指定するためにワイルドカード (「*」など) を使用すると、
広すぎるか、制限がないとみなされます。
このチェックは、CLI および API で IOT_POLICY_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK として表示されます。
重要度: 非常事態

詳細
このチェックにより非準拠の AWS IoT ポリシーが見つかると、次の理由コードが返されます。
• ALLOWS_BROAD_ACCESS_TO_IOT_DATA_PLANE_ACTIONS

重要な理由
アクセス許可が過剰なポリシーを持つ証明書、Amazon Cognito ID、またはモノのグループは、侵害され
た場合、アカウント全体のセキュリティに影響を与える可能性があります。攻撃者がそのような広範な
アクセス権を使用してすべてのデバイスのシャドウ、ジョブ、またはジョブ実行を読み取りまたは変更す
る可能性があります。または、攻撃者が侵害された証明書を使用し、悪意のあるデバイスに接続したり、
ネットワーク上で DDoS 攻撃を開始したりする可能性があります。

修正方法
モノ、モノのグループ、その他のエンティティにアタッチされた不適合のポリシーを修正するには、以下
のステップを実行してください。
1. ポリシーの新しい適合バージョンを作成するには、CreatePolicyVersion を使用しま
す。setAsDefault フラグを true に設定します。(これにより、この新しいバージョンは、ポリシーを
使用するすべてのエンティティで動作します。)
2. ポリシーのアタッチ先のターゲット (証明書、モノのグループ) のリストを取得し、グループに含まれて
いるデバイスや、接続に証明書を使用するデバイスを確認するには、ListTargetsForPolicy を使用しま
す。
3. 関連付けられているすべてのデバイスが AWS IoT に接続できることを確認します。デバイスが接続で
きない場合は、SetPolicyVersion を使用してデフォルトのポリシーを以前のバージョンにロールバック
して、もう一度試してください。
緩和アクションを使用して、以下を実行できます。
• 監査結果に REPLACE_DEFAULT_POLICY_VERSION 緩和アクションを適用して、この変更を行います。
• Amazon SNS メッセージに対する応答としてカスタムレスポンスを実装する場合
は、PUBLISH_FINDINGS_TO_SNS 緩和アクションを適用します。
詳細については、「緩和アクション (p. 1046)」を参照してください。
AWS IoT ポリシー変数 (p. 339)を使用して、ポリシー内の AWS IoT リソースを動的に参照します。
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MQTT のアクセス許可
MQTT メッセージは、AWS IoT メッセージブローカー経由で送信され、シャドウステータスやジョブ実行
ステータスへのアクセスや変更などのアクションを実行するためにデバイスにより使用されます。MQTT
メッセージに接続、発行、またはサブスクライブするアクセス許可をデバイスに付与するポリシーは、以
下のようにこれらのアクションを特定のリソースに制限します。
接続
• 不適合:
arn:aws:iot:region:account-id:client/*

ワイルドカード * を使用すると、どのデバイスでも AWS IoT に接続できます。
arn:aws:iot:region:account-id:client/${iot:ClientId}

条件キーで iot:Connection.Thing.IsAttached が true に設定されていない限り、これは前の
例のワイルドカード * と同等の設定です。
• 適合:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [ "iot:Connect" ],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:client/${iot:Connection.Thing.ThingName}"
],
"Condition": {
"Bool": { "iot:Connection.Thing.IsAttached": "true" }
}
}
]

リソースの指定に、接続に使用されるデバイス名と一致する変数が含まれます。条件ステートメン
トは、MQTT クライアントにより使用される証明書が、使用される名前を持つモノにアタッチされ
た証明書と一致することを確認することにより、アクセス許可をさらに制限します。
発行
• 不適合:
arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/*/shadow/update

これにより、デバイスはあらゆるデバイスのシャドウを更新できるようになります (* = すべてのデ
バイス)。
arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/*

これにより、デバイスはあらゆるデバイスのシャドウを読み取り/更新/削除できるようになります。
• 適合:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
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"Effect": "Allow",
"Action": [ "iot:Publish" ],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/shadow/*"
],
}
]
}

リソース仕様にはワイルドカードが含まれていますが、接続するためにモノの名前が使用されてい
るデバイスのシャドウ関連のトピックにのみ一致します。
サブスクライブ
• 不適合:
arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/*

これにより、デバイスはすべてのデバイスの予約済みシャドウまたはジョブトピックにサブスクラ
イブできます。
arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/*

前の例と同じですが、# ワイルドカードを使用します。
arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/+/shadow/update

これにより、デバイスはあらゆるデバイスのシャドウ更新を参照できるようになります (+ = すべて
のデバイス)。
• 適合:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [ "iot:Subscribe" ],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/shadow/*"
"arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/jobs/*"
],
}
]
}

リソース仕様にはワイルドカードが含まれていますが、接続するためにモノの名前が使用されてい
るデバイスのシャドウ関連のトピックとジョブ関連のトピックにのみ一致します。
受信
• 適合:
arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/*
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これは、サブスクライブするアクセス許可を持っているトピックからのみデバイスがメッセージを
受信するため、問題ありません。

シャドウとジョブのアクセス許可
デバイスが API アクションを実行してデバイスシャドウやジョブ実行データにアクセスまたは変更するア
クセス許可を付与するポリシーは、これらのアクションを特定のリソースに制限します。API アクション
は次のとおりです。
• DeleteThingShadow
• GetThingShadow
• UpdateThingShadow
• DescribeJobExecution
• GetPendingJobExecutions
• StartNextPendingJobExecution
• UpdateJobExecution
例
• 不適合:
arn:aws:iot:region:account-id:thing/*

これにより、デバイスがあらゆるモノで指定されたアクションを実行できるようになります。
• 適合:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:DeleteThingShadow",
"iot:GetThingShadow",
"iot:UpdateThingShadow",
"iot:DescribeJobExecution",
"iot:GetPendingJobExecutions",
"iot:StartNextPendingJobExecution",
"iot:UpdateJobExecution"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:/thing/MyThing1",
"arn:aws:iot:region:account-id:/thing/MyThing2"
]
}
]

これにより、デバイスが 2 つのモノでのみ指定されたアクションを実行できるようになります。

ロールエイリアスの権限が過剰です
AWS IoT ロールエイリアスは、接続されたデバイスが X.509 証明書を使用して AWS IoT を認証し、AWS
IoT ロールエイリアスに関連付けられた IAM ロールから短期間の AWS 認証情報を取得するためのメカニ
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ズムを提供します。これらの認証情報のアクセス許可は、認証コンテキスト変数を持つアクセスポリシー
を使用して範囲を限定する必要があります。ポリシーが正しく設定されていない場合、特権攻撃のエスカ
レーションにさらされる可能性があります。この監査チェックにより、AWS IoT ロールエイリアスによっ
て提供される一時的な認証情報が過度に許容されないことが保証されます。
このチェックは、次のいずれかの条件が見つかった場合にトリガーされます。
• このポリシーは、このロールエイリアスによって過去 1 年に使用されたすべてのサービスに対する管理
アクセス許可を提供します（たとえば、「iot:*」、「dynamodb:*」、「iam:*」など）。
• このポリシーは、モノメタデータアクションへの幅広いアクセス、制限された AWS IoT アクションへの
アクセス、または AWS IoT データプレーンアクションへの幅広いアクセスを提供します。
• このポリシーは、「iam」、「cloudtrail」、「guardduty」、「inspector」、「trustedadvisor」などのセ
キュリティ監査サービスへのアクセスを提供します。
このチェックは、CLI および API で IOT_ROLE_ALIAS_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK として表示されま
す。
重要度: 非常事態

詳細
このチェックにより不適合の IoT ポリシーが見つかった場合、次の理由コードが返されます。
• ALLOWS_BROAD_ACCESS_TO_USED_SERVICES
• ALLOWS_ACCESS_TO_SECURITY_AUDITING_SERVICES
• ALLOWS_BROAD_ACCESS_TO_IOT_THING_ADMIN_READ_ACTIONS
• ALLOWS_ACCESS_TO_IOT_NON_THING_ADMIN_ACTIONS
• ALLOWS_ACCESS_TO_IOT_THING_ADMIN_WRITE_ACTIONS
• ALLOWS_BROAD_ACCESS_TO_IOT_DATA_PLANE_ACTIONS

重要な理由
デバイスが通常のオペレーションを実行するために必要なアクセス許可を制限することで、デバイスが侵
害された場合のアカウントのリスクを軽減できます。

修正方法
モノ、モノのグループ、その他のエンティティにアタッチされた不適合のポリシーを修正するには、以下
のステップを実行してください。
1. 「AWS IoT Core認証情報プロバイダーを使用して、AWSサービスの直接呼出しを認証 (p. 378)」のス
テップに従って、より制限の厳しいポリシーをロールエイリアスに適用します。
緩和アクションを使用して、以下を実行できます。
• Amazon SNS メッセージに対するレスポンスとしてカスタムアクションを実装する場合
は、PUBLISH_FINDINGS_TO_SNS 緩和アクションを適用します。
詳細については、「緩和アクション (p. 1046)」を参照してください。

ロールエイリアスが未使用サービスへのアクセスを許可します
AWS IoT ロールエイリアスは、接続されたデバイスが X.509 証明書を使用して AWS IoT を認証し、AWS
IoT ロールエイリアスに関連付けられた IAM ロールから短期間の AWS 認証情報を取得するためのメカニ
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ズムを提供します。これらの認証情報のアクセス許可は、認証コンテキスト変数を持つアクセスポリシー
を使用して範囲を限定する必要があります。ポリシーが正しく設定されていない場合、特権攻撃のエスカ
レーションにさらされる可能性があります。この監査チェックにより、AWS IoT ロールエイリアスによっ
て提供される一時的な認証情報が過度に許容されないことが保証されます。
このチェックは、昨年 AWS IoT デバイスで使用されていないサービスに、ロールエイリアスがアクセス
できる場合にトリガーされます。たとえば、過去 1 年間に AWS IoT のみを使用したロールエイリアス
にリンクされた IAM ロールがある場合、監査はレポートしますが、ロールにアタッチされたポリシーは
"iam:getRole" および "dynamodb:PutItem" にもアクセス許可を付与します。
このチェックは、CLI および API で
IOT_ROLE_ALIAS_ALLOWS_ACCESS_TO_UNUSED_SERVICES_CHECK として表示されます。
重大度: 中

詳細
このチェックにより非準拠の AWS IoT ポリシーが見つかった場合、次の理由コードが返されます。
• ALLOWS_ACCESS_TO_UNUSED_SERVICES

重要な理由
デバイスが通常のオペレーションを実行するために必要なサービスにアクセス許可を制限することで、デ
バイスが侵害された場合のアカウントのリスクを軽減できます。

修正方法
モノ、モノのグループ、その他のエンティティにアタッチされた不適合のポリシーを修正するには、以下
のステップを実行してください。
1. 「AWS IoT Core認証情報プロバイダーを使用して、AWSサービスの直接呼出しを認証 (p. 378)」のス
テップに従って、より制限の厳しいポリシーをロールエイリアスに適用します。
緩和アクションを使用して、以下を実行できます。
• Amazon SNS メッセージに対するレスポンスとしてカスタムアクションを実装する場合
は、PUBLISH_FINDINGS_TO_SNS 緩和アクションを適用します。
詳細については、「緩和アクション (p. 1046)」を参照してください。

CA 証明書の有効期限が切れます
CA 証明書が 30 日以内に有効期限が切れるか、既に切れています。
このチェックは、CLI および API で CA_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK として表示されます。
重大度: 中

詳細
このチェック項目は、「ACTIVE」または「PENDING_TRANSFER」になっている CA 証明書に適用され
ます。
このチェックにより不適合の CA 証明書が見つかった場合、次の理由コードが返されます。
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• CERTIFICATE_APPROACHING_EXPIRATION
• CERTIFICATE_PAST_EXPIRATION

重要な理由
期限切れ CA 証明書は、新しいデバイス証明書への署名に使用しないでください。

修正方法
処理方法については、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。以下を行うことができま
す。
1. AWS IoT に新しい CA 証明書を登録します。
2. 新しい CA 証明書を使用して、デバイス証明書に署名できることを確認します。
3. UpdateCACertificate を使用して、AWS IoT で古い CA 証明書を INACTIVE としてマークします。緩和
アクションを使用して、次の操作を行うこともできます。
• 監査結果に UPDATE_CA_CERTIFICATE 緩和アクションを適用して、この変更を行います。
• Amazon SNS メッセージに対する応答としてカスタムレスポンスを実装する場合
は、PUBLISH_FINDINGS_TO_SNS 緩和アクションを適用します。
詳細については、「緩和アクション (p. 1046)」を参照してください。

MQTT クライアント ID の競合
複数のデバイスが同じクライアント ID を使用して接続します。
このチェックは、CLI および API で CONFLICTING_CLIENT_IDS_CHECK として表示されます。
重大度: 高

詳細
同じクライアント ID を使用して複数の接続が行われ、既に接続されたデバイスが切断されます。MQTT
仕様では、クライアント ID あたり 1 つのアクティブな接続のみが許可されるため、同じクライアント ID
を使用して別のデバイスが接続した場合、前の接続が中断されます。
オンデマンド監査の一部として実行された場合、このチェック項目は、監査の開始前 31 日間に接続する
ために clientID がどのように使用されたかを調べます。スケジュールされた監査では、このチェック項目
は、前回監査が実行された時間からこの監査インスタンスが開始された時間までのデータを調べます。
チェック時にこの条件を緩和するステップを実行した場合、問題が残っているかどうかを判断するために
接続/切断がいつ行われたかに注目してください。
このチェックにより不適合が見つかった場合、次の理由コードが返されます。
• DUPLICATE_CLIENT_ID_ACROSS_CONNECTIONS
このチェック項目によって返される結果には、接続に使用された clientID、プリンシパル ID、切断時間も
含まれます。最新の結果が最初に一覧表示されます。

重要な理由
ID が競合するデバイスは、継続して強制的に再接続されるため、メッセージが失われたり、デバイスが接
続できなくなる可能性があります。
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これは、デバイスまたはデバイスの認証情報が侵害されたか、DDoS 攻撃の一部であることを示している
可能性があります。アカウントでデバイスが正しく設定されていない可能性や、デバイスが接続不良のた
めに 1 分あたり数回再接続を強制された可能性もあります。

修正方法
AWS IoT で各デバイスを一意のモノとして登録し、モノの名前をクライアント ID として使用して接続
します。または、MQTT を介してデバイスを接続するときに、クライアント ID として UUID を使用しま
す。緩和アクションを使用して、以下を行うこともできます。
• Amazon SNS メッセージに対する応答としてカスタムレスポンスを実装する場合
は、PUBLISH_FINDINGS_TO_SNS 緩和アクションを適用します。
詳細については、「緩和アクション (p. 1046)」を参照してください。

デバイス証明書の有効期限が切れます
デバイス証明書が 30 日以内に有効期限が切れるか、既に切れています。
このチェックは、CLI および API で DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK として表示されます。
重大度: 中

詳細
このチェック項目は、「ACTIVE」または「PENDING_TRANSFER」になっているデバイス証明書に適用
されます。
このチェックにより不適合のデバイス証明書が見つかった場合、次の理由コードが返されます。
• CERTIFICATE_APPROACHING_EXPIRATION
• CERTIFICATE_PAST_EXPIRATION

重要な理由
デバイス証明書は、有効期限が切れたら使用しないでください。

修正方法
処理方法については、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。以下を行うことができま
す。
1. 新しい証明書をプロビジョニングし、デバイスにアタッチします。
2. 新しい証明書が有効で、デバイスが接続するためにその証明書を使用できることを確認します。
3. UpdateCertificate を使用して、AWS IoT で古い証明書を INACTIVE としてマークします。緩和アク
ションを使用して、以下を行うこともできます。
• 監査結果に UPDATE_DEVICE_CERTIFICATE 緩和アクションを適用して、この変更を行います。
• ADD_THINGS_TO_THING_GROUP 緩和アクションを適用して、アクションを実行できるグループにデ
バイスを追加します。
• Amazon SNS メッセージに対する応答としてカスタムレスポンスを実装する場合
は、PUBLISH_FINDINGS_TO_SNS 緩和アクションを適用します。
詳細については、「緩和アクション (p. 1046)」を参照してください。
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4. 古い証明書をデバイスからデタッチします。(「DetachThingPrincipal」を参照してください)。

取り消されたデバイス証明書がアクティブのままです
取り消されたデバイス証明書がアクティブのままです。
このチェックは、CLI および API で REVOKED_DEVICE_CERTIFICATE_STILL_ACTIVE_CHECK として表
示されます。
重大度: 中

詳細
デバイス証明書は、CA の 証明書失効リストに含まれていますが、AWS IoT ではまだアクティブなままで
す。
このチェック項目は、「ACTIVE」または「PENDING_TRANSFER」になっているデバイス証明書に適用
されます。
このチェックにより不適合が見つかった場合、次の理由コードが返されます。
• CERTIFICATE_REVOKED_BY_ISSUER

重要な理由
デバイス証明書が取り消されるのは、通常侵害されたためです。エラーや見落としのため、AWS IoT でま
だ取り消されていない可能性があります。

修正方法
デバイス証明書が侵害されていないことを確認します。侵害されている場合は、セキュリティのベストプ
ラクティスに従って状況を軽減します。以下を行うことができます。
1. デバイスの新しい証明書をプロビジョニングします。
2. 新しい証明書が有効で、デバイスが接続するためにその証明書を使用できることを確認します。
3. UpdateCertificate を使用して、AWS IoT で古い証明書を REVOKED としてマークします。緩和アク
ションを使用して、以下を行うこともできます。
• 監査結果に UPDATE_DEVICE_CERTIFICATE 緩和アクションを適用して、この変更を行います。
• ADD_THINGS_TO_THING_GROUP 緩和アクションを適用して、アクションを実行できるグループにデ
バイスを追加します。
• Amazon SNS メッセージに対する応答としてカスタムレスポンスを実装する場合
は、PUBLISH_FINDINGS_TO_SNS 緩和アクションを適用します。
詳細については、「緩和アクション (p. 1046)」を参照してください。
4. 古い証明書をデバイスからデタッチします。(「DetachThingPrincipal」を参照してください)。

ログ記録が無効です
AWS IoTAmazon CloudWatch で ログが有効になっていません。V1 および V2 ログ記録の両方を確認しま
す。
このチェックは、CLI および API で LOGGING_DISABLED_CHECK として表示されます。
重大度: 低
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詳細
このチェックにより不適合が見つかった場合、次の理由コードが返されます。
• LOGGING_DISABLED

重要な理由
CloudWatch の AWS IoT ログでは、認証の失敗、予期しない接続や切断など (デバイスが侵害されている
ことを示している可能性があります)、AWS IoT 内での動作がわかります。

修正方法
CloudWatch で AWS IoT ログを有効にします。「モニタリングツール (p. 424)」を参照してください。緩
和アクションを使用して、以下を行うこともできます。
• 監査結果に ENABLE_IOT_LOGGING 緩和アクションを適用して、この変更を行います。
• Amazon SNS メッセージに対する応答としてカスタムレスポンスを実装する場合
は、PUBLISH_FINDINGS_TO_SNS 緩和アクションを適用します。
詳細については、「緩和アクション (p. 1046)」を参照してください。

監査コマンド
監査設定の管理
アカウントの監査設定を行うには、UpdateAccountAuditConfiguration を使用します。このコマン
ドを使用すると、監査で使用するこれらのチェック項目を有効にする、オプションの通知を設定する、ア
クセス許可を設定することができます。
DescribeAccountAuditConfiguration でこれらの設定を確認します。
監査設定を削除するには、DeleteAccountAuditConfiguration を使用します。これにより、すべて
のデフォルト値が復元されます。すべてのチェック項目はデフォルトで無効になっているため、監査が事
実上無効になります。

UpdateAccountAuditConfiguration
このアカウントの Device Defender 監査設定を設定または再設定します。設定には、監査通知が送信され
る方法と有効または無効な監査チェック項目が含まれています。
概要
aws iot update-account-audit-configuration \
[--role-arn <value>] \
[--audit-notification-target-configurations <value>] \
[--audit-check-configurations <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

cli-input-json 形式
{

"roleArn": "string",
"auditNotificationTargetConfigurations": {
"string": {
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"targetArn": "string",
"roleArn": "string",
"enabled": "boolean"

}

}
},
"auditCheckConfigurations": {
"string": {
"enabled": "boolean"
}
}

cli-input-json フィールド
名前

タイプ

説明

roleArn

string

監査を実行するときに、デバイ
ス、ポリシー、証明書、他の項
目に関する情報にアクセスする
アクセス許可を AWS IoT に付与
するロールの ARN。

長さ - 最大:2048 最小:20

auditNotificationTargetConfigurations
map

監査通知が送信されるターゲッ
トに関する情報。

targetArn

string

監査通知が送信されるターゲッ
ト (SNS トピック) の ARN。

roleArn

string

ターゲットに通知を送信するア
クセス許可を付与するロールの
ARN。

長さ - 最大:2048 最小:20
有効

boolean

ターゲットへの通知が有効な場
合は true。

auditCheckConfigurations

map

このアカウントで有効および
無効になっている監査チェッ
ク項目が指定されます。現
在有効になっているチェック
項目を含むすべてのチェッ
ク項目のリストを表示するに
は、DescribeAccountAuditConfiguration
を使用します。
特定のチェック項目を有効にす
ると、一部のデータ収集がす
ぐに開始されます。チェックが
無効になると、そのチェック項
目に関連してこれまでに収集さ
れたデータがすべて削除されま
す。
スケジュールによる監査により
使用されている場合、チェック
項目を無効にすることはできま
せん。まず、スケジュールによ
る監査からチェック項目を削除
するか、スケジュールによる監
査自体を削除する必要がありま
す。

959

AWS IoT Core デベロッパーガイド
監査コマンド

名前

タイプ

説明
UpdateAccountAuditConfiguration
の最初の呼び出しでは、このパ
ラメータは必須であり、少なく
とも 1 つの有効なチェック項目
を指定する必要があります。

有効

boolean

このアカウントでこの監査
チェック項目が有効になってい
る場合は true。

出力
なし
エラー:
InvalidRequestException
リクエストの内容が無効です。
ThrottlingException
レートが制限を超えています。
InternalFailureException
予期しないエラーが発生しました。

DescribeAccountAuditConfiguration
このアカウントの Device Defender 監査設定の情報を取得します。設定には、監査通知が送信される方法
と有効または無効な監査チェック項目が含まれています。
概要
aws iot describe-account-audit-configuration
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

cli-input-json 形式
{
}

出力
{

"roleArn": "string",
"auditNotificationTargetConfigurations": {
"string": {
"targetArn": "string",
"roleArn": "string",
"enabled": "boolean"
}
},
"auditCheckConfigurations": {
"string": {
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}

}

}

"enabled": "boolean"

CLI 出力フィールド
名前

タイプ

説明

roleArn

string

監査を実行するときに、デバイ
ス、ポリシー、証明書、他の項
目に関する情報にアクセスする
アクセス許可を AWS IoT に付与
するロールの ARN。

長さ - 最大:2048 最小:20

UpdateAccountAuditConfiguration
の最初の呼び出しでは、このパ
ラメータは必須です。
auditNotificationTargetConfigurations
map

監査通知が送信されるこのアカ
ウントのターゲットに関する情
報。

targetArn

string

監査通知が送信されるターゲッ
ト (SNS トピック) の ARN。

roleArn

string

ターゲットに通知を送信するア
クセス許可を付与するロールの
ARN。

長さ - 最大:2048 最小:20
有効

boolean

ターゲットへの通知が有効な場
合は true。

auditCheckConfigurations

map

このアカウントで有効および無
効になっている監査チェック項
目。

有効

boolean

このアカウントでこの監査
チェック項目が有効になってい
る場合は true。

— Errors —
ThrottlingException
レートが制限を超えています。
InternalFailureException
予期しないエラーが発生しました。

DeleteAccountAuditConfiguration
このアカウントの Device Defender の監査のデフォルト設定を復元します。入力した設定データがすべて
削除され、すべての監査チェック項目が無効にリセットされます。
概要
aws iot

delete-account-audit-configuration \
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[--delete-scheduled-audits | --no-delete-scheduled-audits]
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

\

cli-input-json 形式
{
}

"deleteScheduledAudits": "boolean"

cli-input-json フィールド
名前

タイプ

説明

deleteScheduledAudits

boolean

true の場合、スケジュールによ
る監査がすべて削除されます。

出力
なし
エラー:
InvalidRequestException
リクエストの内容が無効です。
ResourceNotFoundException
指定されたリソースは存在しません
ThrottlingException
レートが制限を超えています。
InternalFailureException
予期しないエラーが発生しました。

監査のスケジュール
1 つ以上のスケジュールによる監査を作成するには、CreateScheduledAudit を使用します。このコマ
ンドを使用すると、監査中に実行するチェック項目と監査の実行頻度を指定できます。
ListScheduledAudits と DescribeScheduledAudit を使用してスケジュールによる監査を追跡しま
す。
UpdateScheduledAudit を使用して既存のスケジュールによる監査を変更する
か、DeleteScheduledAudit を使用して削除します。

CreateScheduledAudit
指定された間隔で実行される、スケジュールによる監査を作成します。
概要
aws iot create-scheduled-audit \
--frequency <value> \
[--day-of-month <value>] \
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[--day-of-week <value>] \
--target-check-names <value> \
[--tags <value>] \
--scheduled-audit-name <value>
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

\

cli-input-json 形式
{

}

"frequency": "string",
"dayOfMonth": "string",
"dayOfWeek": "string",
"targetCheckNames": [
"string"
],
"tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"scheduledAuditName": "string"

cli-input-json フィールド
名前

タイプ

説明

frequency

string

スケジュールによる
監査が行われる頻度。
「DAILY」、「WEEKLY」、
「BIWEEKLY」、
「MONTHLY」のいずれかを選択
できます。各監査の実際の開始
時刻は、システムによって決定
されます。
列挙値: DAILY | WEEKLY |
BIWEEKLY | MONTHLY

dayOfMonth

string
pattern: ^([1-9]|[12][0-9]|3[01])$|
^LAST$

dayOfWeek

string

スケジュールによる監査が行
われる毎月の日付。「1」から
「31」、または「LAST」を選
択できます。このフィールド
は、frequency パラメータが
「MONTHLY」に設定されている
場合に必要です。29 ～ 31 日が
指定されていて、その月にその
日付がない場合、監査はその月
の末日 (LAST) に行われます。
スケジュールによる監査が
行われる曜日。「SUN」、
「MON」、「TUE」、
「WED」、「THU」、
「FRI」、「SAT」のいずれか
に設定できます。このフィー
ルドは、frequency パラ
メータが「WEEKLY」または

963

AWS IoT Core デベロッパーガイド
監査コマンド

名前

タイプ

説明
「BIWEEKLY」に設定されてい
る場合に必要です。
列挙値: SUN | MON | TUE | WED
| THU | FRI | SAT

targetCheckNames

リスト
メンバー: AuditCheckName

タグ

リスト
メンバー: Tag

スケジュールによる監査中
に実行されるチェック項目。
アカウントでチェック項目が
有効になっている必要があり
ます。(有効なチェック項目
を含むすべてのチェック項
目のリストを参照するには
DescribeAccountAuditConfiguration、
有効になっているチェッ
ク項目を選択するには
UpdateAccountAuditConfiguration
を使用します)。
スケジュールによる監査を管理
するために使用できるメタデー
タ。

java class: java.util.List
キー

string

タグのキー。

値

string

タグの値。

scheduledAuditName

string

スケジュールによる監査に割り
当てる名前。(最大 128 文字)

長さ - 最大:128 最小:1
pattern: [a-zA-Z0-9_-]+
出力
{
}

"scheduledAuditArn": "string"

CLI 出力フィールド
名前

タイプ

説明

scheduledAuditArn

string

スケジュールによる監査の
ARN。

エラー:
InvalidRequestException
リクエストの内容が無効です。
ThrottlingException
レートが制限を超えています。
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InternalFailureException
予期しないエラーが発生しました。
LimitExceededException
制限を超過しました。

ListScheduledAudits
スケジュールによる監査をすべて一覧表示します。
概要
aws iot list-scheduled-audits \
[--next-token <value>] \
[--max-results <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

cli-input-json 形式
{
}

"nextToken": "string",
"maxResults": "integer"

cli-input-json フィールド
名前

タイプ

説明

nextToken

string

次の結果セットのトークン。

maxResults

integer

一度に返す結果の最大数。デ
フォルトは 25 です。

範囲 - 最大: 250 最小: 1
出力
{

}

"scheduledAudits": [
{
"scheduledAuditName": "string",
"scheduledAuditArn": "string",
"frequency": "string",
"dayOfMonth": "string",
"dayOfWeek": "string"
}
],
"nextToken": "string"

CLI 出力フィールド
名前

タイプ

説明

scheduledAudits

リスト

スケジュールによる監査のリス
ト。
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名前

タイプ

説明

メンバー:
ScheduledAuditMetadata
java class: java.util.List
scheduledAuditName

string
長さ - 最大:128 最小:1

スケジュールによる監査の名
前。

pattern: [a-zA-Z0-9_-]+
scheduledAuditArn

string

スケジュールによる監査の
ARN。

frequency

string

スケジュールによる監査が行わ
れる頻度。
列挙値: DAILY | WEEKLY |
BIWEEKLY | MONTHLY

dayOfMonth

string
pattern: ^([1-9]|[12][0-9]|3[01])$|
^LAST$

dayOfWeek

string

スケジュールによる監査が実行
される月の日付 (frequency が
「MONTHLY」の場合)。29 ～
31 日が指定されていて、その月
にその日付がない場合、監査は
その月の末日 (LAST) に行われま
す。
スケジュールによる監査が実
行される曜日 (frequency
が「WEEKLY」または
「BIWEEKLY」の場合)。
列挙値: SUN | MON | TUE | WED
| THU | FRI | SAT

nextToken

string

次の結果セットの取得に使用で
きるトークン、または他に結果
がない場合は null です。

エラー:
InvalidRequestException
リクエストの内容が無効です。
ThrottlingException
レートが制限を超えています。
InternalFailureException
予期しないエラーが発生しました。

DescribeScheduledAudit
スケジュールによる監査に関する情報を取得します。
概要
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aws iot describe-scheduled-audit \
--scheduled-audit-name <value> \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

cli-input-json 形式
{
}

"scheduledAuditName": "string"

cli-input-json フィールド
名前

タイプ

説明

scheduledAuditName

string

情報を取得するスケジュールに
よる監査の名前。

長さ - 最大:128 最小:1
pattern: [a-zA-Z0-9_-]+
出力
{

}

"frequency": "string",
"dayOfMonth": "string",
"dayOfWeek": "string",
"targetCheckNames": [
"string"
],
"scheduledAuditName": "string",
"scheduledAuditArn": "string"

CLI 出力フィールド
名前

タイプ

説明

frequency

string

スケジュールによる
監査が行われる頻度。
「DAILY」、「WEEKLY」、
「BIWEEKLY」、
「MONTHLY」のいずれか。各監
査の実際の開始時刻は、システ
ムによって決定されます。
列挙値: DAILY | WEEKLY |
BIWEEKLY | MONTHLY

dayOfMonth

string
pattern: ^([1-9]|[12][0-9]|3[01])$|
^LAST$
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名前

タイプ

説明

dayOfWeek

string

スケジュールによる監査が
行われる曜日。「SUN」、
「MON」、「TUE」、
「WED」、「THU」、
「FRI」、「SAT」のいずれか。
列挙値: SUN | MON | TUE | WED
| THU | FRI | SAT

targetCheckNames

リスト
メンバー: AuditCheckName

scheduledAuditName

string
長さ - 最大:128 最小:1

スケジュールによる監査中
に実行されるチェック項目。
アカウントでチェック項目が
有効になっている必要があり
ます。(有効なチェック項目
を含むすべてのチェック項
目のリストを参照するには
DescribeAccountAuditConfiguration、
有効になっているチェッ
ク項目を選択するには
UpdateAccountAuditConfiguration
を使用します)。
スケジュールによる監査の名
前。

pattern: [a-zA-Z0-9_-]+
scheduledAuditArn

string

スケジュールによる監査の
ARN。

エラー:
InvalidRequestException
リクエストの内容が無効です。
ResourceNotFoundException
指定されたリソースは存在しません
ThrottlingException
レートが制限を超えています。
InternalFailureException
予期しないエラーが発生しました。

UpdateScheduledAudit
実行されるチェック項目や監査が実行される頻度など、スケジュールによる監査が更新されます。
概要
aws iot update-scheduled-audit \
[--frequency <value>] \
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[--day-of-month <value>] \
[--day-of-week <value>] \
[--target-check-names <value>] \
--scheduled-audit-name <value> \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

cli-input-json 形式
{

}

"frequency": "string",
"dayOfMonth": "string",
"dayOfWeek": "string",
"targetCheckNames": [
"string"
],
"scheduledAuditName": "string"

cli-input-json フィールド
名前

タイプ

説明

frequency

string

スケジュールによる
監査が行われる頻度。
「DAILY」、「WEEKLY」、
「BIWEEKLY」、
「MONTHLY」のいずれかを選択
できます。各監査の実際の開始
時刻は、システムによって決定
されます。
列挙値: DAILY | WEEKLY |
BIWEEKLY | MONTHLY

dayOfMonth

string
pattern: ^([1-9]|[12][0-9]|3[01])$|
^LAST$

dayOfWeek

string

スケジュールによる監査が行
われる毎月の日付。「1」から
「31」、または「LAST」を選
択できます。このフィールド
は、frequency パラメータが
「MONTHLY」に設定されている
場合に必要です。29 ～ 31 日が
指定されていて、その月にその
日付がない場合、監査はその月
の末日 (LAST) に行われます。
スケジュールによる監査が
行われる曜日。「SUN」、
「MON」、「TUE」、
「WED」、「THU」、
「FRI」、「SAT」のいずれか
を選択できます。このフィー
ルドは、frequency パラ
メータが「WEEKLY」または
「BIWEEKLY」に設定されてい
る場合に必要です。
列挙値: SUN | MON | TUE | WED
| THU | FRI | SAT
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名前

タイプ

説明

targetCheckNames

リスト

スケジュールによる監査中
に実行されるチェック項目。
アカウントでチェック項目が
有効になっている必要があり
ます。(有効なチェック項目
を含むすべてのチェック項
目のリストを参照するには
DescribeAccountAuditConfiguration、
有効になっているチェッ
ク項目を選択するには
UpdateAccountAuditConfiguration
を使用します)。

メンバー: AuditCheckName

scheduledAuditName

string
長さ - 最大:128 最小:1

スケジュールによる監査の名
前。(最大 128 文字)

pattern: [a-zA-Z0-9_-]+
出力
{
}

"scheduledAuditArn": "string"

CLI 出力フィールド
名前

タイプ

説明

scheduledAuditArn

string

スケジュールによる監査の
ARN。

エラー:
InvalidRequestException
リクエストの内容が無効です。
ResourceNotFoundException
指定されたリソースは存在しません
ThrottlingException
レートが制限を超えています。
InternalFailureException
予期しないエラーが発生しました。

DeleteScheduledAudit
スケジュールによる監査を削除します。
概要
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aws iot delete-scheduled-audit \
--scheduled-audit-name <value>
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

\

cli-input-json 形式
{
}

"scheduledAuditName": "string"

cli-input-json フィールド
名前

タイプ

説明

scheduledAuditName

string

削除するスケジュールによる監
査の名前。

長さ - 最大:128 最小:1
pattern: [a-zA-Z0-9_-]+
出力
なし
エラー:
InvalidRequestException
リクエストの内容が無効です。
ResourceNotFoundException
指定されたリソースは存在しません
ThrottlingException
レートが制限を超えています。
InternalFailureException
予期しないエラーが発生しました。

オンデマンド監査の実行
実行するチェック項目を指定し、監査の実行をすぐに開始するには、StartOnDemandAuditTask を使用
します。

StartOnDemandAuditTask
オンデマンドの Device Defender 監査を開始します。
概要
aws iot start-on-demand-audit-task \
--target-check-names <value> \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]
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cli-input-json 形式
{

}

"targetCheckNames": [
"string"
]

cli-input-json フィールド
名前

タイプ

説明

targetCheckNames

リスト

監査中に実行されるチェック
項目。指定するチェック項目
は、アカウントで有効になっ
ている必要があります。有効
になっていないと、例外が発
生します。(有効なチェック
項目を含むすべてのチェック
項目のリストを参照するには
DescribeAccountAuditConfiguration、
有効になっているチェッ
ク項目を選択するには
UpdateAccountAuditConfiguration
を使用します)。

メンバー: AuditCheckName

出力
{
}

"taskId": "string"

CLI 出力フィールド
名前

タイプ

説明

taskId

string

開始したオンデマンド監査の
ID。

長さ - 最大:40 最小:1
pattern: [a-zA-Z0-9-]+
エラー:
InvalidRequestException
リクエストの内容が無効です。
ThrottlingException
レートが制限を超えています。
InternalFailureException
予期しないエラーが発生しました。
LimitExceededException
制限を超過しました。
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監査インスタンスの管理
特定の監査インスタンスに関する情報を取得するには、DescribeAuditTask を使用します。すでに実行
されている場合、結果には失敗したチェック項目と成功したチェック項目、システムが完了できなかった
チェック項目、監査がまだ進行中の場合は処理中のチェック項目が含まれます。
特定の期間内に実行された監査を調べるには、ListAuditTasks を使用します。
進行中の監査を停止するには、CancelAuditTask を使用します。

DescribeAuditTask
Device Defender の監査に関する情報を取得します。
概要
aws iot describe-audit-task \
--task-id <value> \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

cli-input-json 形式
{
}

"taskId": "string"

cli-input-json フィールド
名前

タイプ

説明

taskId

string

情報を取得する監査の ID。

長さ - 最大:40 最小:1
pattern: [a-zA-Z0-9-]+
出力
{

"taskStatus": "string",
"taskType": "string",
"taskStartTime": "timestamp",
"taskStatistics": {
"totalChecks": "integer",
"inProgressChecks": "integer",
"waitingForDataCollectionChecks": "integer",
"compliantChecks": "integer",
"nonCompliantChecks": "integer",
"failedChecks": "integer",
"canceledChecks": "integer"
},
"scheduledAuditName": "string",
"auditDetails": {
"string": {
"checkRunStatus": "string",
"checkCompliant": "boolean",
"totalResourcesCount": "long",
"nonCompliantResourcesCount": "long",
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}

}

}

"errorCode": "string",
"message": "string"

CLI 出力フィールド
名前

タイプ

説明

taskStatus

string

監査のステータス:
「IN_PROGRESS」、
「COMPLETED」、
「FAILED」、「CANCELED」の
いずれか。
列挙値: IN_PROGRESS |
COMPLETED | FAILED |
CANCELED

taskType

string

監査のタイプ:
「ON_DEMAND_AUDIT_TASK」
または
「SCHEDULED_AUDIT_TASK」。
列挙値:
ON_DEMAND_AUDIT_TASK |
SCHEDULED_AUDIT_TASK

taskStartTime

timestamp

監査の開始時刻。

taskStatistics

TaskStatistics

監査に関する統計情報。

totalChecks

integer

この監査のチェック項目の数。

inProgressChecks

integer

進行中のチェック項目の数。

waitingForDataCollectionChecks

integer

データ収集を待機している
チェック項目の数。

compliantChecks

integer

適合しているリソースが見つ
かったチェック項目の数。

nonCompliantChecks

integer

不適合リソースが見つかった
チェック項目の数。

failedChecks

integer

チェック項目の数。

canceledChecks

integer

監査がキャンセルされたために
実行されなかったチェック項目
の数。

scheduledAuditName

string

スケジュールによる監査の名前
(監査がスケジュールによる監査
の場合のみ)。

長さ - 最大:128 最小:1
pattern: [a-zA-Z0-9_-]+
auditDetails

map

この監査中に実行された各
チェック項目に関する詳細情
報。
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名前

タイプ

説明

checkRunStatus

string

このチェック項目の完了ステー
タス: 「IN_PROGRESS」、
「WAITING_FOR_DATA_COLLECTION」、
「CANCELED」、
「COMPLETED_COMPLIANT」、
「COMPLETED_NON_COMPLIANT」、
「FAILED」のいずれか。
列挙値: IN_PROGRESS |
WAITING_FOR_DATA_COLLECTION
| CANCELED |
COMPLETED_COMPLIANT |
COMPLETED_NON_COMPLIANT
| FAILED

checkCompliant

boolean

チェックが完了し、すべてのリ
ソースが適合していることが分
かった場合は true。

totalResourcesCount

long

チェック項目が実行されたリ
ソースの数。

nonCompliantResourcesCount

long

チェックで不適合が検出された
リソースの数。

errorCode

string

この監査中にこのチェッ
ク項目を実行する際に発
生したエラーのコード。
「INSUFFICIENT_PERMISSIONS」
または
「AUDIT_CHECK_DISABLED」。

メッセージ

string

この監査中にこのチェック項目
を実行する際に発生したエラー
に関連付けられたメッセージ。

長さ - 最大:2048
エラー:
InvalidRequestException
リクエストの内容が無効です。
ResourceNotFoundException
指定されたリソースは存在しません
ThrottlingException
レートが制限を超えています。
InternalFailureException
予期しないエラーが発生しました。

ListAuditTasks
指定された期間中に実行された Device Defender の監査を一覧表示します。
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概要
aws iot list-audit-tasks \
--start-time <value> \
--end-time <value> \
[--task-type <value>] \
[--task-status <value>] \
[--next-token <value>] \
[--max-results <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

cli-input-json 形式
{

}

"startTime": "timestamp",
"endTime": "timestamp",
"taskType": "string",
"taskStatus": "string",
"nextToken": "string",
"maxResults": "integer"

cli-input-json フィールド
名前

タイプ

説明

startTime

timestamp

期間の開始。監査情報は限られ
た期間内 (180 日) のみ保持さ
れます。保持される内容より
前に開始時間をリクエストする
と、InvalidRequestException
が生成されます。

endTime

timestamp

期間の終了。

taskType

string

指定されたタイプの監査に
出力を制限するフィルタ:
「ON_DEMAND_AUDIT_TASK」
または
「SCHEDULED__AUDIT_TASK」
を選択ことができます。
列挙値:
ON_DEMAND_AUDIT_TASK |
SCHEDULED_AUDIT_TASK

taskStatus

string

指定された完了ステータスを持
つ監査に出力を制限するフィ
ルタ: 「IN_PROGRESS」、
「COMPLETED」、
「FAILED」、「CANCELED」の
いずれかを選択することができ
ます。
列挙値: IN_PROGRESS |
COMPLETED | FAILED |
CANCELED
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名前

タイプ

説明

nextToken

string

次の結果セットのトークン。

maxResults

integer

一度に返す結果の最大数。デ
フォルトは 25 です。

範囲 - 最大: 250 最小: 1
出力
{

}

"tasks": [
{
"taskId": "string",
"taskStatus": "string",
"taskType": "string"
}
],
"nextToken": "string"

CLI 出力フィールド
名前

タイプ

説明

tasks

リスト

指定された期間中に実行された
監査。

メンバー: AuditTaskMetadata
java class: java.util.List
taskId

string

この監査の ID。

長さ - 最大:40 最小:1
pattern: [a-zA-Z0-9-]+
taskStatus

string

この監査のステータス:
「IN_PROGRESS」、
「COMPLETED」、
「FAILED」、「CANCELED」の
いずれか。
列挙値: IN_PROGRESS |
COMPLETED | FAILED |
CANCELED

taskType

string

この監査のタイプ:
「ON_DEMAND_AUDIT_TASK」
または
「SCHEDULED_AUDIT_TASK」。
列挙値:
ON_DEMAND_AUDIT_TASK |
SCHEDULED_AUDIT_TASK

nextToken

string

次の結果セットの取得に使用で
きるトークン、または追加の結
果がない場合は null です。
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エラー:
InvalidRequestException
リクエストの内容が無効です。
ThrottlingException
レートが制限を超えています。
InternalFailureException
予期しないエラーが発生しました。

CancelAuditTask
進行中の監査をキャンセルします。監査は、スケジュールすることもオンデマンドにすることもできま
す。監査が進行中でない場合は、InvalidRequestException が発生します。
概要
aws iot cancel-audit-task \
--task-id <value> \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

cli-input-json 形式
{
}

"taskId": "string"

cli-input-json フィールド
名前

タイプ

説明

taskId

string

キャンセルする監査の ID です。
「IN_PROGRESS」の監査の
みキャンセルすることができま
す。

長さ - 最大:40 最小:1
pattern: [a-zA-Z0-9-]+
出力
なし
— Errors —
ResourceNotFoundException
指定されたリソースは存在しません
InvalidRequestException
リクエストの内容が無効です。
ThrottlingException
レートが制限を超えています。
InternalFailureException
予期しないエラーが発生しました。
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監査結果のチェック
監査の結果を表示するには、ListAuditFindings を使用します。チェック項目の種類、特定のリソー
ス、または監査の時間によって結果をフィルタリングすることができます。この情報を使用して、検知さ
れた問題を軽減することができます。
緩和アクションを定義し、監査の結果に適用できます。詳細については、「緩和アクション (p. 1046)」を
参照してください。

ListAuditFindings
Device Defender の監査または指定された期間に実行された監査の結果を一覧表示します。(結果は 180 日
間保持されます)。
概要
aws iot list-audit-findings \
[--task-id <value>] \
[--check-name <value>] \
[--resource-identifier <value>] \
[--max-results <value>] \
[--next-token <value>] \
[--start-time <value>] \
[--end-time <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

cli-input-json 形式
{

"taskId": "string",
"checkName": "string",
"resourceIdentifier": {
"deviceCertificateId": "string",
"caCertificateId": "string",
"cognitoIdentityPoolId": "string",
"clientId": "string",
"policyVersionIdentifier": {
"policyName": "string",
"policyVersionId": "string"
},
"roleAliasArn": "string",
"account": "string"

}

},
"maxResults": "integer",
"nextToken": "string",
"startTime": "timestamp",
"endTime": "timestamp"

cli-input-json フィールド
名前

タイプ

説明

taskId

string

指定された ID を持つ監査に結果
を制限するフィルタ。taskId また
は startTime と endTime のどち
らかを指定する必要があります
が、両方を指定することはでき
ません。

長さ - 最大:40 最小:1
pattern: [a-zA-Z0-9-]+
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名前

タイプ

説明

checkName

string

指定された監査チェック項目の
結果に結果を制限するフィル
タ。

resourceIdentifier

ResourceIdentifier

不適合リソースを識別する情
報。

deviceCertificateId

string

リソースにアタッチされた証明
書の ID。

長さ - 最大:64 最小:64
pattern: (0x)?[a-fA-F0-9]+
caCertificateId

string
長さ - 最大:64 最小:64

証明書を承認するために使用す
る CA 証明書の ID。

pattern: (0x)?[a-fA-F0-9]+
cognitoIdentityPoolId

string

Amazon Cognito ID プールの
ID。

clientId

string

クライアント ID。

policyVersionIdentifier

PolicyVersionIdentifier

リソースに関連付けられている
ポリシーのバージョン。

policyName

string

ポリシーの名前。

長さ - 最大:128 最小:1
pattern: [w+=,.@-]+
policyVersionId

string
pattern: [0-9]+

roleAliasArn

string

リソースに関連付けられている
ポリシーのバージョンの ID。
過度に許容されたアクションを
持つロールエイリアスの ARN。
長さ - 最大: 2048 最小: 1

account

string
長さ - 最大:12 最小:12

リソースが関連付けられている
アカウント。

pattern: [0-9]+
maxResults

integer
範囲 - 最大: 250 最小: 1

nextToken

string

一度に返す結果の最大数。デ
フォルトは 25 です。
次の結果セットのトークン。
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名前

タイプ

説明

startTime

timestamp

指定された時刻後に見つかっ
た結果に結果を制限するフィル
タ。startTime と endTime または
taskId のどちらかを指定する必要
がありますが、両方を指定する
ことはできません。

endTime

timestamp

指定された時刻前に見つかっ
た結果に結果を制限するフィル
タ。startTime と endTime または
taskId のどちらかを指定する必要
がありますが、両方を指定する
ことはできません。

出力
{

"findings": [
{
"taskId": "string",
"checkName": "string",
"taskStartTime": "timestamp",
"findingTime": "timestamp",
"severity": "string",
"nonCompliantResource": {
"resourceType": "string",
"resourceIdentifier": {
"deviceCertificateId": "string",
"caCertificateId": "string",
"cognitoIdentityPoolId": "string",
"clientId": "string",
"policyVersionIdentifier": {
"policyName": "string",
"policyVersionId": "string"
},
"account": "string"
},
"additionalInfo": {
"string": "string"
}
},
"relatedResources": [
{
"resourceType": "string",
"resourceIdentifier": {
"deviceCertificateId": "string",
"caCertificateId": "string",
"cognitoIdentityPoolId": "string",
"clientId": "string",
"iamRoleArn": "string",
"policyVersionIdentifier": {
"policyName": "string",
"policyVersionId": "string"
},
"account": "string"

},
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"roleAliasArn": "string",
"additionalInfo": {
"string": "string"
}

}
],
"reasonForNonCompliance": "string",
"reasonForNonComplianceCode": "string"

}

}
],
"nextToken": "string"

CLI 出力フィールド
名前

タイプ

説明

findings

リスト

監査の結果。

メンバー: AuditFinding
taskId

string
長さ - 最大:40 最小:1

この結果 (所見) を生成した監査
の ID。

pattern: [a-zA-Z0-9-]+
checkName

string

この結果を生成した監査チェッ
ク項目。

taskStartTime

timestamp

監査の開始時刻。

findingTime

timestamp

結果が検出された時刻。

severity

string

結果の重要度。
列挙値: CRITICAL | HIGH |
MEDIUM | LOW

nonCompliantResource

NonCompliantResource

監査チェックの結果、適合して
いないことが判明したリソー
ス。

resourceType

string

不適合リソースのタイプ。
列挙値: DEVICE_CERTIFICATE
| CA_CERTIFICATE
| IOT_POLICY |
COGNITO_IDENTITY_POOL
| CLIENT_ID |
ACCOUNT_SETTINGS

resourceIdentifier

ResourceIdentifier

不適合リソースを識別する情
報。

deviceCertificateId

string

リソースにアタッチされた証明
書の ID。

長さ - 最大:64 最小:64
pattern: (0x)?[a-fA-F0-9]+
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名前

タイプ

説明

caCertificateId

string

証明書を承認するために使用す
る CA 証明書の ID。

長さ - 最大:64 最小:64
pattern: (0x)?[a-fA-F0-9]+
cognitoIdentityPoolId

string

Amazon Cognito ID プールの
ID。

clientId

string

クライアント ID。

policyVersionIdentifier

PolicyVersionIdentifier

リソースに関連付けられている
ポリシーのバージョン。

policyName

string

ポリシーの名前。

長さ - 最大:128 最小:1
pattern: [w+=,.@-]+
policyVersionId

string
pattern: [0-9]+

account

string
長さ - 最大:12 最小:12

リソースに関連付けられている
ポリシーのバージョンの ID。
リソースが関連付けられている
アカウント。

pattern: [0-9]+
additionalInfo

map

不適合リソースに関するその他
の情報。

relatedResources

リスト

関連リソースのリスト。

メンバー: RelatedResource
resourceType

string

リソースのタイプ。
列挙値: DEVICE_CERTIFICATE
| CA_CERTIFICATE
| IOT_POLICY |
COGNITO_IDENTITY_POOL
| CLIENT_ID |
ACCOUNT_SETTINGS

resourceIdentifier

ResourceIdentifier

リソースを識別する情報。

deviceCertificateId

string

リソースにアタッチされた証明
書の ID。

長さ - 最大:64 最小:64
pattern: (0x)?[a-fA-F0-9]+
caCertificateId

string
長さ - 最大:64 最小:64
pattern: (0x)?[a-fA-F0-9]+
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名前

タイプ

説明

cognitoIdentityPoolId

string

Amazon Cognito ID プールの
ID。

clientId

string

クライアント ID。

policyVersionIdentifier

PolicyVersionIdentifier

リソースに関連付けられている
ポリシーのバージョン。

iamRoleArn

string

過度に許容されたアクションを
持つ IAM ロールの ARN。

長さ - 最大:2048 最小:20
policyName

string

ポリシーの名前。

長さ - 最大:128 最小:1
pattern: [w+=,.@-]+
policyVersionId

string
pattern: [0-9]+

roleAliasArn

string
長さ - 最大: 2048 最小: 1

account

string
長さ - 最大:12 最小:12

リソースに関連付けられている
ポリシーのバージョンの ID。
過度に許容されたアクションを
持つロールエイリアスの ARN。
リソースが関連付けられている
アカウント。

pattern: [0-9]+
additionalInfo

map

リソースに関するその他の情
報。

reasonForNonCompliance

string

リソースが不適合だった理由。

reasonForNonComplianceCode

string

リソースが不適合だった理由を
示すコード。

nextToken

string

次の結果セットの取得に使用で
きるトークン、または追加の結
果がない場合は null です。

エラー:
InvalidRequestException
リクエストの内容が無効です。
ThrottlingException
レートが制限を超えています。
InternalFailureException
予期しないエラーが発生しました。
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監査の所見の抑制
監査を実行すると、すべての不適合リソースの所見が報告されます。つまり、監査レポートには、問題の
緩和に取り組んでいるリソースの所見と、テストやデバイスの破損など、不適合であることがわかってい
るリソースの所見が含まれます。監査では、後続の監査実行で不適合のままであるリソースに関する所見
が引き続きレポートされるため、レポートに不要な情報が追加される可能性があります。監査所見を抑制
すると、指定した期間、リソースが修正されるまでの期間、またはテストもしくは破損したデバイスに関
連付けられたリソースに対して、無期限に所見を抑制または除外できます。

Note
抑制された監査所見に対しては、緩和アクションは使用できません。緩和アクションの詳細につ
いては、緩和アクション (p. 1046) を参照してください。
監査所見の抑制クォータの詳細については、「AWS IoT Device Defender のエンドポイントとクォータ」
を参照してください。

監査所見の抑制の仕組み
不適合のリソース用に監査所見の抑制を作成すると、監査レポートと通知の動作が異なります。
監査レポートには、レポートに関連する、抑制されたすべての所見を一覧表示する新しいセクションが含
まれます。監査チェックが適合であるかどうかを評価する場合、抑制された所見は考慮されません。コマ
ンドラインインターフェイス (CLI) で describe-audit-task コマンドを使用すると、各監査チェックの抑制
されたリソース数も返されます。
監査通知では、監査チェックが適合であるかどうかを評価する場合、抑制された所見は考慮されません。
抑制されたリソース数は、AWS IoT Device Defender が Amazon CloudWatch および Amazon Simple
Notification Service (Amazon SNS) に発行する、各監査チェック通知にも含まれます。

コンソールで監査所見の抑制を使用する方法
監査レポートからの所見を抑制するには
次の手順は、AWS IoT コンソールで監査所見の抑制を作成する方法を示しています。
1.

AWS IoT コンソールのナビゲーションペインで、[Defend] (防御) を展開し、[Audit] (監査)、[Results]
(結果) の順に選択します。

2.

確認する監査レポートを選択します。
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3.

[Non-compliant checks] (不適合チェック) セクションの [Check name] (チェック名) で、関心のある監
査チェックを選択します。

4.

監査チェックの詳細画面で、表示したくない所見がある場合は、所見の横にあるオプションボタンを
選択します。次に、[Actions] (アクション) を選択し、監査所見を継続する期間を選択します。

Note
コンソールでは、監査所見の抑制の有効期限として、[1 week] (1 週間)、[1 month] (1 か
月)、[3 months] (3 か月)、[6 months] (6 か月)、または [Indefinitely] (無期限) を選択できま
す。特定の有効期限を設定する場合は、CLI または API でのみ設定できます。監査所見の抑
制は、有効期限にかかわらず、いつでも取り消すこともできます。
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5.

抑制の詳細を確認してから、[Enable suppression] (抑制の有効化) を選択します。

6.

監査所見の抑制を作成すると、監査所見の抑制が作成されたことを確認するバナーが表示されます。
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抑制された所見を監査レポートで表示するには
1.

AWS IoT コンソールのナビゲーションペインで、[Defend] (防御) を展開し、[Audit] (監査)、[Results]
(結果) の順に選択します。

2.

確認する監査レポートを選択します。

3.

[Suppressed findings] (抑制された所見) セクションで、選択した監査レポート用に抑制された監査所
見を表示します。
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監査所見の抑制をリスト化するには
•

AWS IoT コンソールのナビゲーションペインで、[Defend] (防御) を展開し、[Audit] (監査)、[Finding
suppressions] (所見の抑制) の順に選択します。

989

AWS IoT Core デベロッパーガイド
監査の所見の抑制

監査所見の抑制を編集するには
1.

AWS IoT コンソールのナビゲーションペインで、[Defend] (防御) を展開し、[Audit] (監査)、[Finding
suppressions] (所見の抑制) の順に選択します。

2.

編集する監査所見の抑制の横にあるオプションボタンを選択します。次に、[Actions] (アクション)、
[Edit] (編集) の順に選択します。

3.

[Edit audit finding suppression] (監査所見の抑制の編集) ウィンドウで、[Suppression duration] (抑制期
間) または [Description] (説明) (オプション) を変更できます。
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4.

変更を行ったら、[Save] (保存) を選択します。[Finding suppressions] (所見の抑制) ウィンドウが開き
ます。

監査所見の抑制を削除するには
1.

AWS IoT コンソールのナビゲーションペインで、[Defend] (防御) を展開し、[Audit] (監査)、[Finding
suppressions] (所見の抑制) の順に選択します。

2.

削除する監査所見の抑制の横にあるオプションボタンを選択し、[Actions] (アクション)、[Delete] (削
除) の順に選択します。

3.

[Delete audit finding suppression] (監査所見の抑制の削除) ウィンドウで、テキストボックスに
delete と入力して削除を確認し、[Delete] (削除) を選択します。[Finding suppressions] (所見の抑制)
ウィンドウが開きます。
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CLI での監査所見の抑制の使用方法
次の CLI コマンドを使用して、監査所見の抑制を作成および管理できます。
• create-audit-suppression
• describe-audit-suppression
• update-audit-suppression
• delete-audit-suppression
• list-audit-suppressions
入力する resource-identifier は、所見を抑制する check-name によって異なります。次の表では、
各チェックが抑制を作成および編集するために必要な resource-identifier の詳細を示しています。

Note
抑制コマンドは、監査をオフにするものではありません。監査は引き続き AWS IoT デバイスで実
行されます。抑制は、監査所見にのみ適用されます。
check-name

resource-identifier

AUTHENTICATE_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK
cognitoIdentityPoolId
CA_CERT_APPROACHING_EXPIRATION_CHECK

caCertificateId

CA_CERTIFICATE_KEY_QUALITY_CHECK

caCertificateId

CONFLICTING_CLIENT_IDS_CHECK

clientId

DEVICE_CERT_APPROACHING_EXPIRATION_CHECKdeviceCertificateId
DEVICE_CERTIFICATE_KEY_QUALITY_CHECK

deviceCertificateId

DEVICE_CERTIFICATE_SHARED_CHECK

deviceCertificateId

IOT_POLICY_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK

policyVersionIdentifier

IOT_ROLE_ALIAS_ALLOWS_ACCESS_TO_UNUSED_SERVICES_CHECK
roleAliasArn
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check-name

resource-identifier

IOT_ROLE_ALIAS_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK

roleAliasArn

LOGGING_DISABLED_CHECK

account

REVOKED_CA_CERT_CHECK

caCertificateId

REVOKED_DEVICE_CERT_CHECK

deviceCertificateId

UNAUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK
cognitoIdentityPoolId

監査所見の抑制を作成して適用するには
次の手順は、AWS CLI コンソールで監査所見の抑制を作成する方法を示しています。
•

create-audit-suppression コマンドを使用して、監査所見の抑制を作成します。次の例で
は、[Logging disabled] (ログ記録が無効化されました) のチェックに基づいて、AWS アカウン
ト123456789012 の監査所見の抑制を作成します。
aws iot create-audit-suppression \
--check-name LOGGING_DISABLED_CHECK \
--resource-identifier account=123456789012 \
--client-request-token 28ac32c3-384c-487a-a368-c7bbd481f554 \
--suppress-indefinitely \
--description "Suppresses logging disabled check because I don't want to enable
logging for now."

このコマンドの出力はありません。

監査所見の抑制 API
次の API を使用して、監査所見の抑制を作成および管理できます。
• CreateAuditSuppression
• DescribeAuditSuppression
• UpdateAuditSuppression
• DeleteAuditSuppression
• ListAuditSuppressions
特定の監査の所見をフィルタリングするには、ListAuditFindings API を使用できます。

検出
AWS IoT Device Defender Detect を使用すると、デバイスの動作を監視することにより、侵害されたデバ
イスを示す可能性がある異常な動作を特定できます。クラウド側のメトリクス (AWS IoT から取得) とデバ
イス側のメトリクス (デバイスにインストールしたエージェントから取得) を組み合わせて使用すると、次
のことを検出できます。
• 接続パターンの変更。
• 認証されていないエンドポイントまたは認識されていないエンドポイントと通信するデバイス。
• インバウンドおよびアウトバウンドのデバイストラフィックパターンの変更。
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予期されるデバイス動作の定義が含まれるセキュリティプロファイルを作成し、フリート内のデバイス
のグループまたはすべてのデバイスに割り当てます。AWS IoT Device DefenderDetect は、これらのセ
キュリティプロファイルを使用して異常を検出し、Amazon CloudWatch メトリクスと Amazon Simple
Notification Service 通知を介してアラームを送信します。
AWS IoT Device Defender Detect は、接続されたデバイスで頻繁に見られるセキュリティ上の問題を検出
できます。
• 潜在的な悪意のあるコマンドおよびコントロールチャネルを示す、既知の悪意のある IP アドレスまたは
許可されていないエンドポイントへのデバイスからのトラフィック。
• デバイスが DDoS 攻撃に関与していることを示す、アウトバウンドトラフィックのスパイクなど、変則
的なトラフィック。
• リモートでアクセスできるリモート管理インターフェイスとポートを持つデバイス。
• アカウントに送信されるメッセージ量のスパイク (たとえば、メッセージあたりの料金が過剰になる可
能性のある非認証デバイスから)。

ユースケース:
攻撃領域を測定する
AWS IoT Device Defender Detect を使用すると、デバイスの攻撃領域を測定できます。たとえば、攻
撃キャンペーンの対象となりやすいサービスポートを持つデバイスを特定できます (ポート 23/2323
で実行される telnet サービス、ポート 22 で実行される SSH サービス、ポート 80/443/8080/8081 で
実行される HTTP/S サービス)。デバイスでこれらのサービスポートを使用する正当な理由がある場合
もありますが、攻撃者やキャリア関連のリスクによって攻撃領域の一部ともよくなります。AWS IoT
Device Defender Detect によって攻撃領域のアラートが生成されたら、攻撃領域を最小限に抑えるか
(未使用のネットワークサービスをなくすことにより)、追加の評価を実行してセキュリティの脆弱性
を特定する (たとえば、よくあるパスワード、デフォルトのパスワード、弱いパスワードで構成された
telnet など) ことができます。
セキュリティの根本原因を使用したデバイス動作の異常の検出
AWS IoT Device Defender Detect を使用すると、セキュリティ侵害を示す可能性がある予期しないデ
バイス動作メトリクス (開いているポートの数、接続の数、予期せず開いているポート、予期しない
IP アドレスへの接続) についてのアラームを生成できます。たとえば、TCP 接続の数が予想より多く
なった場合、デバイスが DDoS 攻撃に使用されていることを示している可能性があります。予期され
るポート以外のポートでリッスンしているプロセスは、リモート制御のためにバックドアがデバイス
にインストールされていることを示している可能性があります。AWS IoT Device Defender Detect を
使用すると、デバイスフリートの正常性を調べ、セキュリティ上の前提を確認できます (たとえば、
ポート 23 または 2323 でリッスンしているデバイスがないこと)。
機械学習 (ML) ベースの脅威検出を有効にして、潜在的な脅威を自動的に識別できます。
正しく設定されていないデバイスを検出する
デバイスからアカウントに送信されるメッセージの数またはサイズのスパイクは、正しく設定されて
いないデバイスを示している可能性があります。そのようなデバイスがあると、メッセージ単位の料
金が上昇する可能性があります。同様に、認証エラーの多いデバイスには、再設定されたポリシーが
必要になる可能性があります。

未登録のデバイスの動作をモニタリングする
AWS IoT Device Defender Detect では、AWS IoT レジストリに登録されていないデバイスの異常な動作を
識別することができます。以下のいずれかのターゲットタイプに固有のセキュリティプロファイルを定義
することができます。
• すべてのデバイス
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• 登録済みのすべてのデバイス (AWS IoT レジストリ内のモノ)
• 未登録のすべてのデバイス
• モノグループ内のデバイス
セキュリティプロファイルは、アカウントの予期されるデバイスの動作を定義し、異常が検出されたとき
に実行するアクションを指定します。セキュリティプロファイルは、そのプロファイルに対して評価する
デバイスをきめ細かく制御できるように、最も合ったターゲットにアタッチする必要があります。
未登録のデバイスの場合は、すべての違反やメトリクスが同じデバイスとして扱われるように、デバイ
スの有効期間にわたって一貫した MQTT クライアント識別子またはモノの名前 (デバイスメトリクスをレ
ポートするデバイス用) を指定する必要があります。

Important
モノ名に制御文字が含まれている場合、またはモノ名が 128 バイトの UTF-8 エンコード文字より
長い場合、デバイスによって報告されたメッセージは拒否されます。

セキュリティのユースケース
このセクションでは、デバイスフリートを脅かすさまざまな種類の攻撃と、これらの攻撃を監視するため
に使用できる推奨メトリクスについて説明します。セキュリティの問題を調査する出発点としてメトリク
スの異常を使用することをお勧めしますが、メトリクスの異常のみに基づいてセキュリティ上の脅威を決
定しないでください。
異常アラームを調査するには、アラームの詳細をデバイス属性、デバイスメトリクスの履歴トレン
ド、Security Profile メトリクスの履歴トレンド、カスタムメトリクス、ログなどのコンテキスト情報と関
連付けて、セキュリティの脅威が存在するかどうかを判断します。

クラウド側のユースケース
Device Defender は、AWS IoT クラウド側で以下のユースケースを監視できます。
知的財産の盗難:
知的財産の盗難には、企業秘密、ハードウェア、ソフトウェアなどの個人または企業の知的財産を盗
むことが含まれます。デバイスの製造段階で発生することがよくあります。知的財産の盗難は、著作
権侵害、デバイスの盗難、またはデバイス証明書の盗難などの形で発生することがあります。クラウ
ドベースの知的財産の盗難は、IoT リソースへの意図しないアクセスを許可するポリシーが存在する
ことによって発生する可能性があります。IoT ポリシーを確認し、[Audit overly permissive checks] (権
限が過剰のチェックの監査) をオンにして、権限が過剰であるポリシーを特定する必要があります。

関連メトリクス:
メトリクス

根拠

送信元 IP

デバイスが盗まれた場合、その送信元 IP アドレ
スは、通常のサプライチェーンで流通している
デバイスの通常想定される IP アドレス範囲外に
なります。

受信したメッセージの数

攻撃者はクラウドベースの IP 盗難でデバイスを
使用する可能性があるため、AWS IoT クラウド
からデバイスに送信されたメッセージ数または
メッセージサイズに関連するメトリクスが急増
する場合があり、これはセキュリティ上の問題
があることを示しています。

メッセージサイズ
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MQTT ベースのデータ流出:
データ流出は、悪意のある行為者が IoT のデプロイまたはデバイスから不正なデータ転送を実行した
ときに発生します。攻撃者は、クラウド側のデータソースに対して MQTT を通じてこの種の攻撃を開
始します。

関連メトリクス:
メトリクス

根拠

送信元 IP

デバイスが盗まれた場合、その送信元 IP アドレ
スは、標準のサプライチェーンで流通している
デバイスの通常想定される IP アドレス範囲外に
なります。

受信したメッセージの数

攻撃者は MQTT ベースのデータ流出でデバイス
を使用する可能性があるため、AWS IoT クラウ
ドからデバイスに送信されたメッセージ数また
はメッセージサイズに関連するメトリクスが急
増する場合があり、これはセキュリティ上の問
題があることを示しています。

メッセージサイズ

なりすまし:
なりすまし攻撃は、AWS IoT のクラウド側のサービス、アプリケーション、データにアクセスした
り、IoT デバイスの指揮および制御に関与したりするために、攻撃者が既知のまたは信頼できるエン
ティティとして振る舞う攻撃です。

関連メトリクス:
メトリクス

根拠

認証エラー

攻撃者が盗まれた ID を使用して信頼できるエ
ンティティとして振る舞うと、認証情報が無効
になったり、信頼できるデバイスによって既に
使用されていたりするため、接続関連のメトリ
クスが急増することがよくあります。承認の失
敗、接続の試行、または切断における異常な動
作は、潜在的ななりすましのシナリオを示唆し
ます。

接続の試行
切断

クラウドインフラストラクチャの悪用:
AWS IoT クラウドサービスの不正利用は、メッセージ量が多いトピックやサイズの大きいトピック
を発行またはサブスクライブするときに発生します。コマンドおよび制御に対する過度に寛容なポリ
シーまたはデバイスの脆弱性の悪用も、クラウドインフラストラクチャの悪用を引き起こす可能性が
あります。この攻撃の主な目的の 1 つは、AWS の請求額を増やすことです。IoT ポリシーを確認し、
[Audit overly permissive checks] (権限が過剰のチェックの監査) をオンにして、権限が過剰であるポリ
シーを特定する必要があります。

関連メトリクス:
メトリクス

根拠

受信したメッセージの数

この攻撃の目的は、AWS の請求額を増やすこ
とです。メッセージ数、受信したメッセージ、
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メトリクス

根拠

送信されたメッセージの数

メッセージサイズなどのアクティビティを監視
するメトリクスが急増します。

メッセージサイズ
送信元 IP

疑わしい送信元 IP リストが表示される場合があ
ります。攻撃者は、これらの IP からメッセージ
ボリュームを生成します。

デバイス側のユースケース
Device Defender は、デバイス側で次のユースケースを監視できます。
サービス拒否攻撃:
Denial-of-Service (DoS; サービス拒否) 攻撃は、デバイスまたはネットワークをシャットダウンし、
目的のユーザがデバイスまたはネットワークにアクセスできないようにすることを目的としていま
す。DoS 攻撃は、ターゲットをトラフィックでフラッディングしたり、システムの起動を遅らせ、
もしくはシステムの障害を引き起こすリクエストを送信したりすることで、アクセスをブロックしま
す。IoT デバイスは DoS 攻撃に使用できます。

関連メトリクス:
メトリクス

根拠

出力パケット数

通常、DoS 攻撃では、特定のデバイスからの送
信通信速度が高くなります。また、DoS 攻撃の
タイプによっては、出力パケット数と出力バイ
ト数のいずれかまたは両方が増加する可能性が
あります。

出力バイト数

送信先 IP

デバイスが通信する IP アドレス/CIDR 範囲を定
義した場合、送信先 IP における異常は、デバイ
スからの認証されていない IP 通信を示唆する場
合があります。

リッスンする TCP ポート

DoS 攻撃には、通常、より大きなコマンドおよ
び制御インフラストラクチャが必要です。この
インフラストラクチャでは、デバイスにインス
トールされているマルウェアが、攻撃する相手
と攻撃するタイミングに関するコマンドや情報
を受信します。したがって、このような情報を
受信するために、マルウェアは通常、デバイス
によって通常使用されていないポートでリッス
ンします。

リッスンする TCP ポート数
リッスンする UDP ポート
リッスンする UDP ポート数

横方向の脅威のエスカレーション:
横方向の脅威のエスカレーションは通常、攻撃者がネットワークの 1 つのポイント (コネクテッドデ
バイスなど) にアクセスできるようになることから始まります。その後、攻撃者は、盗まれた認証情
報や脆弱性の悪用などの方法で、特権レベルまたは他のデバイスへのアクセス権を強化しようとしま
す。
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関連メトリクス:
メトリクス

根拠

出力パケット数

一般的な状況では、攻撃者はローカルエリア
ネットワーク上でスキャンを実行し、攻撃対
象の選択を絞り込むために、利用可能なデバイ
スを偵察および特定する必要があります。この
種のスキャンでは、出力バイト数および出力パ
ケット数が急増する場合があります。

出力バイト数

送信先 IP

デバイスが一連の既知の IP アドレスまたは
CIDR と通信することになっている場合、異常な
IP アドレスとの通信の試行を特定できます。こ
のアドレスは、横方向の脅威のエスカレーショ
ンのユースケースでは、ローカルネットワーク
上のプライベート IP アドレスであることがよく
あります。

認証エラー

攻撃者は、IoT ネットワーク全体で権限のレベ
ルを上げるために、取り消され、または執行し
た盗まれた認証情報を使用する可能性がありま
す。これにより、承認の失敗が増える可能性が
あります。

データ流出または監視:
データ流出は、マルウェアまたは悪意のある行為者がデバイスまたはネットワークエンドポイントか
ら不正なデータ転送を実行したときに発生します。データ流出は、通常、攻撃者にとってデータや
知的財産の取得、またはネットワークの偵察の 2 つの目的を果たすものです。監視 (Surveillance) と
は、認証情報を盗み、情報を収集する目的で、悪意のあるコードを使用してユーザーの活動をモニタ
リングすることを意味します。以下のメトリクスは、いずれかのタイプの攻撃を調査するための出発
点となります。

関連メトリクス:
メトリクス

根拠

出力パケット数

データ流出や監視攻撃が発生すると、攻撃者は
単にデータをリダイレクトするのではなく、デ
バイスから送信されたデータをミラーリングす
ることがよくあります。これは、意図したデー
タが届かないときに防御者によって識別されま
す。このようなミラーリングされたデータは、
デバイスから送信されるデータの総量を大幅に
増加させ、出力パケット数および出力バイト数
の急増を引き起こします。

出力バイト数

送信先 IP

攻撃者がデータ流出攻撃や監視攻撃でデバイス
を使用している場合、攻撃者が管理する異常な
IP アドレスにデータが送信されることになりま
す。送信先 IP をモニタリングすると、このよう
な攻撃を特定できます。
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仮想通貨のマイニング
攻撃者は、デバイスの処理能力を活用して暗号通貨をマイニングします。暗号通貨マイニングはコン
ピューティングを多用するプロセスであり、通常、他のマイニングピアやプールとのネットワーク通
信を必要とします。

関連メトリクス:
メトリクス

根拠

送信先 IP

通常、暗号通貨マイニング中は、ネットワーク
通信が必要です。デバイスが通信する必要があ
る IP アドレスのリストを厳密に制御すると、暗
号通貨マイニングなどのデバイス上の意図しな
い通信を識別するのに役立ちます。

CPU の使用状況のカスタムメトリクス

暗号通貨マイニングは、デバイス CPU の高い使
用率をもたらす多くのコンピューティングを必
要とします。このメトリクスの収集と監視を選
択した場合、通常よりも高い CPU 使用率は、暗
号通貨マイニング活動を示唆している可能性が
あります。

コマンドと制御、マルウェア、ランサムウェア
マルウェアやランサムウェアは、デバイスの制御を制限し、デバイスの機能を制限します。ランサム
ウェア攻撃の場合、ランサムウェアが使用する暗号化により、データへのアクセスが失われます。

関連メトリクス:
メトリクス

根拠

送信先 IP

ネットワーク攻撃またはリモート攻撃は、IoT デ
バイスに対する攻撃の大部分を占めています。
デバイスが通信する IP アドレスのリストを厳密
に制御することで、マルウェアやランサムウェ
アの攻撃に起因する異常な送信先 IP を特定でき
ます。

リッスンする TCP ポート

いくつかのマルウェア攻撃には、デバイスで実
行するコマンドを送信するコマンド & コント
ロールサーバーの起動が含まれます。このタイ
プのサーバーは、マルウェアやランサムウェア
のオペレーションにとって重要であり、開いて
いる TCP/UDP ポートとポート数を厳しく監視
することで識別できます。

リッスンする TCP ポート数
リッスンする UDP ポート
リッスンする UDP ポート数

概念
メトリクス
AWS IoT Device Defender Detect は、メトリクスを使用してデバイスの変則的な動作を検出しま
す。AWS IoT Device DefenderDetect は、報告されたメトリクスの値を指定された予測値と比較しま
す。これらのメトリクスは、クラウド側メトリクスとデバイス側メトリクスの 2 つのソースから取得
できます。ML Detect では、6 つのクラウド側メトリクスと 7 つのデバイス側メトリクスがサポート
されています。ML Detect でサポートされているメトリクスのリストについては、サポートされるメ
トリクス (p. 1005) を参照してください。
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AWS IoT ネットワークでの異常な動作は、認証エラーの数や、デバイスが AWS IoT を通じて送受信
するメッセージの数またはサイズなど、クラウド側メトリクスを使用して検出されます。
AWS IoT Device Defender Detect は、デバイスがリッスンしているポート、送信されたバイトまたは
パケットの数、デバイスの TCP 接続など、AWS IoT デバイスにより生成されたメトリクスを収集、
集計、監視することもできます。
クラウド側メトリクスだけに AWS IoT Device Defender Detect を使用することができます。デバイス
側メトリクスを使用するには、まず AWS IoT によって接続されたデバイスまたはデバイスゲートウェ
イに AWS IoT SDK をデプロイしてメトリクスを収集し、AWS IoT に送信する必要があります。「」
を参照してくださいデバイスからのメトリクスの送信 (p. 1027)
セキュリティプロファイル
セキュリティプロファイルは、デバイスのグループ (モノのグループ (p. 275)) やアカウント内のすべ
てのデバイスの変則的な動作を定義し、異常が検出されたときに実行するアクションを指定します。
セキュリティプロファイルを作成し、デバイスのグループに関連付けるには、AWS IoT コンソールま
たは API コマンドを使用します。AWS IoT Device DefenderDetect は、セキュリティ関連データの記
録を開始し、セキュリティプロファイルで定義された動作を使用してデバイスの動作の異常を検出し
ます。
behavior
動作は、デバイスの動作が異常であるかどうかを AWS IoT Device Defender Detect が検出する方法を
指定します。動作に一致しないアクションをデバイスが行うと、アラートがトリガーされます。Rules
Detect の動作は、メトリクス、および絶対値または統計しきい値 (例えば、次の値以下、次の値以上)
で構成されます。これらのしきい値は、予想されるデバイスの動作を表します。ML Detect 動作は、
メトリクスと ML Detect 設定で構成されます。これは、デバイスの通常の動作を学習するように ML
モデルを設定します。
ML モデル
ML モデルは、お客様が設定する各動作を監視するために作成される機械学習モデルです。このモデ
ルは、ターゲットデバイスグループからのメトリクスデータパターンに基づいてトレーニングし、メ
トリクスベースの動作の 3 つの異常信頼しきい値 (高、中、低) を生成します。デバイスレベルで取
り込まれたメトリクスデータに基づいて異常を推測します。ML Detect のコンテキストでは、1 つの
ML モデルが作成され、1 つのメトリクスベースの動作が評価されます。詳細については、「ML 検
出 (p. 1003)」を参照してください。
信頼度レベル
ML Detect は、High、Medium、Low といった 3 つの信頼度レベルをサポートします。High の信頼
度は、異常動作評価における感度が低く、しばしばアラームの数が少なくなります。Medium の信頼
度は中程度の感度を意味し、Low の信頼度は高感度であり、アラームの数が多くなります。
ディメンション
ディメンションを定義して、動作の範囲を調整できます。たとえば、パターンに一致する MQTT ト
ピックに動作を適用するトピックフィルタディメンションを定義できます。セキュリティプロファイ
ルで使用するディメンションの定義については、「CreateDimension」を参照してください。
アラーム
異常が検出されると、CloudWatch メトリクス (AWS IoT メトリクスの使用 (p. 443) を参照) または
SNS 通知を通じてアラーム通知を送信できます。アラーム通知は、アラームの情報、デバイスのア
ラームの履歴とともに、AWS IoT コンソールにも表示されます。またアラームは、監視対象のデバイ
スが変則的な動作をやめたときや、アラームを発生させていたが長期間にわたって報告を停止したと
きも送信されます。
検証状態
アラームが作成されたら、アラームを True positive、良性 positive、False positive、または Unknown
として検証できます。また、アラーム検証の状態に説明を追加することもできます。4の検証状態の
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1つを使い、AWS IoT Device Defenderアラームを表示、整理、およびフィルタ処理する事ができま
す。アラーム確認の状態および関連する説明を使用して、チームのメンバーに通知できます。これ
は、True Positive アラームに対する緩和アクションの実行、良性のポジティブアラームのスキップ、
不明なアラームに対する調査の継続など、チームがフォローアップアクションを実行するのに役立ち
ます。すべてのアラームのデフォルトの検証状態は Unknown です。
アラームの抑制
動作通知を on または suppressed に設定して、Detect アラーム SNS 通知を管理します。アラーム
を抑制しても、Detect はデバイス動作評価の実行を停止しません。Detect は異常動作を違反アラー
ムとしてフラグ付けし続けます。ただし、抑制されたアラームは SNS 通知のために転送されませ
ん。AWS IoT コンソールまたは API からのみアクセスできます。

動作
セキュリティプロファイルには一連の動作が含まれています。各動作には、デバイスのグループまたは
アカウント内のすべてのデバイスの正常な動作を指定するメトリクスが含まれています。動作は、Rules
Detect 動作と ML Detect 動作の 2 つのカテゴリに分類されます。Rules Detect 動作では、デバイスの動
作を定義します。一方、ML Detect では、デバイス履歴データに基づいて構築された ML モデルを使用し
て、デバイスの動作を評価します。
セキュリティプロファイルは、ML またはルールベースといった 2 つのしきい値タイプのいずれかになり
ます。ML セキュリティプロファイルは、過去のデータから学習することで、フリート全体のデバイスレ
ベルの運用およびセキュリティの異常を自動的に検出します。ルールベースのセキュリティプロファイル
では、デバイスの動作を監視するために静的ルールを手動で設定する必要があります。
behavior の定義に使用されるフィールドには次のようなものがあります。

Rules Detect および ML Detect に共通の事項
name
動作の名前。
metric
使用するメトリクスの名前 (つまり、動作によって測定される内容)。
consecutiveDatapointsToAlarm
指定された数の連続するデータポイントの動作にデバイスが違反している場合、アラームが発生しま
す。指定されなかった場合、デフォルト値は 1 です。
consecutiveDatapointsToClear
アラームが発生し、問題のデバイスの動作が、指定された数の連続するデータポイントに違反しなく
なった場合、アラームはクリアされます。指定されなかった場合、デフォルト値は 1 です。
threshold type
セキュリティプロファイルは、ML またはルールベースといった 2 つのしきい値タイプのいずれかに
なります。ML セキュリティプロファイルは、過去のデータから学習することで、フリート全体のデ
バイスレベルの運用およびセキュリティの異常を自動的に検出します。ルールベースのセキュリティ
プロファイルでは、デバイスの動作を監視するために静的ルールを手動で設定する必要があります。
alarm suppressions
動作通知を on または suppressed に設定して、Detect アラーム SNS 通知を管理します。アラーム
を抑制しても、Detect はデバイス動作評価の実行を停止しません。Detect は異常動作を違反アラー
ムとしてフラグ付けし続けます。ただし、抑制されたアラームは SNS 通知のために転送されませ
ん。AWS IoT コンソールまたは API からアクセスできます。
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Rules Detect
dimension
ディメンションを定義して、動作の範囲を調整できます。たとえば、パターンに一致する MQTT ト
ピックに動作を適用するトピックフィルタディメンションを定義できます。セキュリティプロファイ
ルで使用するディメンションを定義するには、CreateDimension を参照してください。Rules Detect
にのみ適用されます。
criteria
デバイスが metric に関して正常に動作しているかどうかを判断する条件。
comparisonOperator
測定対象のモノ (metric) を条件 (value または statisticalThreshold) に関連付ける演算
子。
有効な値は、"less-than"、"less-than-equals"、"greater-than"、"greater-than-equals"、"in-cidrset"、"not-in-cidr-set"、"in-port-set"、"not-in-port-set" です。すべての演算子をすべてのメトリク
スで使用できるわけではありません。たとえば、CIDR セットやポートの演算子は、それらを含
むメトリクスでのみ使用できます。
value
metric と比較する値。メトリクスの種類に応じて、count (値)、cidrs (CIDR のリス
ト)、ports (ポートのリスト) のいずれかを含める必要があります。
statisticalThreshold
動作違反が決定される統計的しきい値。このフィールドには、以下の値を指定できる statistic
フィールドが含まれています。「p0」、「p0.1」、「p0.01」、「p1」、「p10」、「p50」、
「p90」、「p99」、「p99.9」、「p99.99」、または「p100」。
この statistic はパーセンタイルを示します。動作への適合が決定される値に解決されます。
このセキュリティプロファイルに関連付けられたすべての報告デバイスから、指定された期間
(durationSeconds) にわたり 1 回以上メトリクスが収集され、そのデータに基づいてパー
センタイルが計算されます。その後、デバイスに対して測定が収集され、同じ期間にわたり蓄
積されます。そのデバイスの結果の値が、指定されたパーセンタイルに関連付けられている値
(comparisonOperator) を上回ったり、下回ったりする場合、デバイスは動作に適合している
と見なされます。それ以外の場合、デバイスは動作の違反になります。
パーセンタイルは、関連付けられた値を下回る、考慮されたすべての測定の割合を示します。た
とえば、「p90」(90 パーセンタイル) に関連付けられた値が 123 である場合、すべての測定の
90% が 123 未満です。
durationSeconds
時間ディメンション (NUM_MESSAGES_SENT など) を持つ条件に対して動作が評価される期間を
指定するには、これを使用します。statisticalThreshhold メトリクスの比較では、これは
statisticalThreshold の値を決定するためにすべてのデバイスの測定が収集され、比較にお
けるその動作のランクを各デバイスが決定するための期間です。

ML 検出
ML Detect confidence
ML Detect は、High、Medium、Low といった 3 つの信頼度レベルをサポートします。High の信頼
度は、異常動作評価における感度が低く、しばしばアラームの数が少なくなります。Medium の信頼
度は中程度の感度を意味し、Low の信頼度は高感度であり、アラームの数が多くなります。
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ML 検出
機械学習 Detect (ML Detect) では、デバイス履歴データに基づいてモデルを自動的に作成することで、機
械学習を使用して想定されるデバイスの動作を学習するセキュリティプロファイルを作成し、これらのプ
ロファイルをデバイスのグループまたはフリート内のすべてのデバイスに割り当てます。そして、AWS
IoT Device Defender は異常を識別し ML モデルを使用してアラームをトリガーします。

Note
ML Detect は、フリートに固有の運用ヘルスメトリクスのモニタリングをサポートするようにな
りました。デバイス側のカスタムメトリクス (p. 1007)とディメンション機能 (p. 1035)を使用し
た、フリートのよりきめ細かなモニタリングを使用することができます。Rules Detect で静的ア
ラームを手動で設定することに加えて、機械学習を使用して、カスタムメトリクスでフリートに
予想される動作を自動的に学習できるようになりました。ディメンションに基づいてクラウド側
のメトリクスを除外することもできます。
ML Detect の開始方法の詳細については、ML Detect ガイド (p. 897) を参照してください。
この章には、以下のセクションが含まれています。
• ML Detect のユースケース (p. 1003)
• ML Detect の仕組み (p. 1003)
• 最小要件 (p. 1004)
• 制約事項 (p. 1004)
• アラームでの誤検とその他の検証状態のマーキング (p. 1005)
• サポートされるメトリクス (p. 1005)
• サービスクォータ (p. 1005)
• ML Detect CLI コマンド (p. 1005)
• ML Detect API (p. 1006)
• ML Detect セキュリティプロファイルを一時停止または削除する (p. 1006)

ML Detect のユースケース
ML Detect を使用すると、想定されるデバイスの動作を設定することが困難な場合に、フリートデバイス
を監視できます。例えば、切断数のメトリクスを監視する場合、許容可能なしきい値とみなされる値が明
確でない場合があります。この場合、ML Detect を有効にして、デバイスから報告された履歴データに基
づいて、異常な切断メトリクスデータポイントを特定できます。
ML Detect のもう 1 つのユースケースは、時間の経過とともに動的に変化するデバイスの動作を監視す
ることです。ML Detect は、デバイスからのデータパターンの変化に基づいて、想定される動的なデバイ
ス動作を定期的に学習します。例えば、デバイスメッセージの送信量は、平日と週末の間で変化し、ML
Detect はこの動的な動作を学習します。

ML Detect の仕組み
ML Detect を使用すると、6 個のクラウド側メトリクス (p. 1005)と 7 個のデバイス側メトリク
ス (p. 1005)で運用およびセキュリティの異常を識別するための動作を作成できます。初期モデルトレーニ
ング期間後、ML Detect は、後続の 14 日間のデータに基づいてモデルを毎日更新します。ML モデルでこ
れらのメトリクスのデータポイントを監視し、異常が検出されるとアラームをトリガーします。
ML Detect は、想定される動作が似ている一連のデバイスにセキュリティプロファイルをアタッチする場
合に最適です。例えば、一部のデバイスが顧客の自宅で使用され、その他のデバイスが事業所で使用され
ている場合、デバイスの動作パターンが 2 つのグループ間で大きく異なる場合があります。デバイスを
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home-device のモノのグループと office-device のモノグループに整理できます。異常検出を適切なものと
するためには、各モノのグループを個別の ML Detect セキュリティプロファイルにアタッチします。
ML Detect が初期モデルを構築している間、モデルを生成するには、後続の 14 日間で、メトリクスあたり
14 日間以上、かつ少なくとも 25,000 のデータポイントが必要です。その後、最小数のメトリクスデータ
ポイントがあるモデルを毎日更新します。最小要件が満たされない場合、ML Detect はモデルの作成を翌
日に試行し、評価のためのモデルの使用を中止する前に、次の 30 日間毎日再試行します。

最小要件
ML Detect の初期モデルのトレーニングと作成のために、ML Detect は次の最小要件を満たす必要があり
ます。
最小トレーニング期間
初期モデルの構築には 14 日かかります。その後、モデルは 14 日間の追跡期間のメトリクスデータで
毎日更新されます。
データポイントの合計
ML モデルを構築するために必要なデータポイントの最小数は、過去 14 日間でメトリクスあたり
25,000 データポイントです。モデルの継続的なトレーニングと更新のために、ML Detect では、監視
対象デバイスからの最小データポイントが必要です。これは、次の設定とほぼ同等です。
• 60 台のデバイスが AWS IoT 上で45 分間隔で接続しアクティビティを実行
• 40 台のデバイスによる30 分間隔での接続と実行
• 15 台のデバイスによる10 分間隔での接続と実行
• 7 台のデバイスによる5 分間隔での接続と実行
デバイスグループのターゲット
データを収集するには、セキュリティプロファイルにおけるターゲットのモノのグループにモノが含
まれている必要があります。
初期モデルが作成されると、ML モデルは毎日更新され、14 日間の後続期間に少なくとも 25,000 のデー
タポイントが必要になります。

制約事項
次のクラウド側のメトリクスのディメンションで ML Detect を使用できます。
• 認可の失敗 (aws:num-authorization-failures) (p. 1031)
• 受信したメッセージ (aws:num-messages-received) (p. 1030)
• 送信されたメッセージ (aws:num-messages-sent) (p. 1029)
• メッセージサイズ (aws:message-byte-size) (p. 1028)
次のメトリクスは、ML Detect ではサポートされていません。
ML Detect でサポートされていないクラウド側のメトリクス:
• 送信元 IP (aws:source-ip-address) (p. 1032)
ML Detect でサポートされていないデバイス側のメトリクス:
• 送信先 IP (aws:destination-ip-addresses) (p. 1019)
• リッスンする TCP ポート (aws:listening-tcp-ports) (p. 1020)
• リッスンする UDP ポート (aws:listening-udp-ports) (p. 1020)
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カスタムメトリクスは、数値タイプのみをサポートします。

アラームでの誤検とその他の検証状態のマーキング
調査を通じて ML Detect アラームが誤検出であることを確認した場合は、アラームの検証状態を False
positive に設定できます。これは、ユーザーとユーザーチームが、応答する必要のないアラームを特定す
るのに役立ちます。またアラームを真正、良性正、または未知としてマークすることもできます。
AWS IoT Device Defenderconsoleを使用するか、PutVerificationStateon違反API アクションを使用して、
アラームをマークする事ができます。

サポートされるメトリクス
ML Detect では、次のクラウド側のメトリクスを使用できます。
• 認可の失敗 (aws:num-authorization-failures) (p. 1031)
• 接続試行 (aws:num-connection-attempts) (p. 1033)
• 切断 (aws:num-disconnects) (p. 1034)
• メッセージサイズ (aws:message-byte-size) (p. 1028)
• 送信されたメッセージ (aws:num-messages-sent) (p. 1029)
• 受信したメッセージ (aws:num-messages-received) (p. 1030)
ML Detect では、次のデバイス側のメトリクスを使用できます。
• 出力バイト数 (aws:all-bytes-out) (p. 1012)
• 入力バイト数 (aws:all-bytes-in) (p. 1013)
• リスニング TCP ポート数 (aws:num-listening-tcp-ports) (p. 1015)
• リスニング UDP ポート数 (aws:num-listening-udp-ports) (p. 1016)
• 出力パケット (aws:all-packets-out) (p. 1017)
• 入力パケット (aws:all-packets-in) (p. 1018)
• 確立された TCP 接続数 (aws:num-established-tcp-connections) (p. 1021)

サービスクォータ
ML Detect サービスのクォータと制限については、「AWS IoT Device Defender のエンドポイントと
クォータ」を参照してください。

ML Detect CLI コマンド
以下の CLI コマンドを使用して ML Detect を作成および管理できます。
• create-security-profile
• attach-security-profile
• list-security-profiles
• describe-security-profile
• update-security-profile
• delete-security-profile
• get-behavior-model-training-summaries
• list-active-violations
• list-violation-events
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ML Detect API
ML Detect セキュリティプロファイルの作成と管理には、次の API を使用できます。
• CreateSecurityProfile
• AttachSecurityProfile
• ListSecurityProfiles
• DescribeSecurityProfile
• UpdateSecurityProfile
• DeleteSecurityProfile
• GetBehaviorModelTrainingSummaries
• ListActiveViolations
• ListViolationEvents
• PutVerificationStateon違反

ML Detect セキュリティプロファイルを一時停止または削除する
ML Detect セキュリティプロファイルを一時停止してデバイス動作の監視を一時的に停止したり、ML
Detect セキュリティプロファイルを削除してデバイス動作の監視を長期間停止したりできます。
コンソールを使用して ML Detect セキュリティプロファイルを一時停止する
コンソールを使用して ML Detect セキュリティプロファイルを一時停止するには、まず空のモノのグ
ループが必要です。空のモノのグループを作成するには、「モノの静的グループ (p. 275)」を参照し
てください。空のモノのグループを作成した場合は、空のモノのグループを ML Detect セキュリティ
プロファイルのターゲットとして設定します。

Note
セキュリティプロファイルのターゲットを 30 日以内にデバイスを持つデバイスグループに戻
すよう設定する必要があります。この設定を行わない場合、セキュリティプロファイルを再
度有効化できません。
コンソールを使用して ML Detect セキュリティプロファイルを削除する
セキュリティプロファイルを削除するには、次の手順を実行します。
1.
2.
3.

AWS IoT コンソールでサイドバーに移動し、[Defend] (防御) セクションを選択します。
[Defend] (防御) で、[Detect] (検出)、[Security Profiles] (セキュリティプロファイル) の順に選択し
ます。
削除する ML Detect セキュリティプロファイルを選択します。

4.

[Actions] (アクション) を選択し、オプションから [Delete] (削除) を選択します。

Note
ML Detect セキュリティプロファイルを削除すると、セキュリティプロファイルを再度有効
化できなくなります。
CLI を使用して ML Detect セキュリティプロファイルを一時停止する
CLI を使用して ML Detect セキュリティプロファイルを一時停止するには、detach-securitysecurity-profile コマンドを使用します。
$aws iot detach-security-profile --security-profile-name SecurityProfileName -security-profile-target-arn arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:all/registered-things
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Note
このオプションは、AWS CLI でのみ使用できます。コンソールのワークフローと同様に、
セキュリティプロファイルのターゲットを 30 日以内にデバイスを持つデバイスグループに
戻すよう設定する必要があります。この設定を行わない場合、セキュリティプロファイル
を再度有効化できません。セキュリティプロファイルをデバイスグループにアタッチするに
は、attach-security-profileコマンドを使用します。
CLI を使用して ML Detect セキュリティプロファイルを削除する
以下の delete-security-profile コマンドを実行することで、セキュリティプロファイルを削除
できます。
delete-security-profile --security-profile-name SecurityProfileName

Note
ML Detect セキュリティプロファイルを削除すると、セキュリティプロファイルを再度有効
化できなくなります。

カスタムメトリクス
AWS IoT Device Defender カスタムメトリクスを使用すると、Wi-Fi ゲートウェイに接続されたデバイスの
数、バッテリの充電レベル、スマートプラグの電源サイクル数など、フリートやユースケースに固有のメ
トリクスを定義およびモニタリングできます。カスタムメトリクスの動作は、セキュリティプロファイル
で定義されています。セキュリティプロファイルでは、デバイスのグループ (モノのグループ) の想定され
る動作を指定します。アラームを設定することで、動作を監視できます。アラームを使用すると、デバイ
スに固有の問題を検出して対応できます。
この章には、以下のセクションが含まれています。
• コンソールでのカスタムメトリクスの使用方法 (p. 1007)
• CLI からのカスタムメトリクスの使用方法 (p. 1009)
• カスタムメトリクス CLI コマンド (p. 1012)
• カスタムメトリクス API (p. 1012)

コンソールでのカスタムメトリクスの使用方法
チュートリアル
• AWS IoT Device Defender Agent SDK (Python) (p. 1007)
• カスタムメトリクスを作成し、セキュリティプロファイルに追加する (p. 1008)
• カスタムメトリクスの詳細を表示する (p. 1008)
• カスタムメトリクスを更新する (p. 1008)
• カスタムメトリクスを削除する (p. 1009)

AWS IoT Device Defender Agent SDK (Python)
使用を開始するには、AWS IoT Device Defender Agent SDK (Python) サンプルエージェントをダウンロー
ドします。エージェントはメトリクスを収集し、レポートを発行します。デバイス側のメトリクスを発行
すると、収集されるメトリクスを表示して、アラームを設定するためのしきい値を決定できます。デバイ
スエージェントの設定手順については、「AWS IoT Device Defender Agent SDK (Python) Readme」を参
照してください。詳細については、「AWS IoT Device Defender Agent SDK (Python)」を参照してくださ
い。
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カスタムメトリクスを作成し、セキュリティプロファイルに追加する
次の手順は、コンソールでカスタムメトリクスを作成する方法を示しています。
1.

AWS IoT コンソールのナビゲーションペインで、[Defend] (防御) を展開し、[Detect] (検出)、[Metrics]
(メトリクス) の順に選択します。

2.

[Custom metrics] (カスタムメトリクス) ページで、[Create] (作成) を選択します。

3.

[Create custom metric] (カスタムメトリクスを作成) ページで、次の操作を行います。
1. [Name] (名前) で、カスタムメトリクスの名前を入力します。カスタムメトリクスを作成した後
は、この名前を変更できません。
2. [Display name] (表示名) (オプション) で、カスタムメトリクスのわかりやすい名前を入力できま
す。名前は一意である必要はなく、作成後に変更することができます。
3. [Type] (タイプ) で、監視するメトリクスのタイプを選択します。メトリクスのタイプには、stringlist、ip-address-list、number-list、および number が含まれます。タイプは、作成後に変更すること
はできません。

Note
ML Detect では、数値タイプのみ使用可能です。
4. [Tags] (タグ) で、リソースに関連付けるタグを選択できます。
完了したら、[Confirm] (確認) を選択します。
4.

カスタムメトリクスを作成すると、[Custom metrics] (カスタムメトリクス) ページが表示され、新し
く作成したカスタムメトリクスを確認できます。

5.

次に、カスタムメトリクスをセキュリティプロファイルに追加する必要があります。AWS IoT コン
ソールのナビゲーションペインで、[Defend] (防御) を展開し、[Detect] (検出)、[Security profiles] (セ
キュリティプロファイル) の順に選択します。

6.

カスタムメトリクスを追加するセキュリティプロファイルを選択します。

7.

[Actions]、[Edit] の順に選択します。

8.

[Additional Metrics to retain] (保持する追加のメトリクス) を選択してから、カスタムメトリクスを選
択します。[Confirm] (確認) ページが表示されるまで、次の画面で [Next] (次へ) を選択します。[Save]
(保存) と [Continue] (続行) を選択します。カスタムメトリクスが正常に追加されると、セキュリティ
プロファイルの詳細ページが表示されます。

Note
パーセンタイル統計は、メトリクス値が負の数値のメトリクスに対して使用することはでき
ません。

カスタムメトリクスの詳細を表示する
次の手順では、カスタムメトリクスの詳細をコンソールで表示する方法を示します。
1.

AWS IoT コンソールのナビゲーションペインで、[Defend] (防御) を展開し、[Detect] (検出)、[Metrics]
(メトリクス) の順に選択します。

2.

詳細を表示するカスタムメトリクスの [Metric name] (メトリクス名) を選択します。

カスタムメトリクスを更新する
次の手順は、コンソールでカスタムメトリクスを更新する方法を示しています。
1.

AWS IoT コンソールのナビゲーションペインで、[Defend] (防御) を展開し、[Detect] (検出)、[Metrics]
(メトリクス) の順に選択します。
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2.

更新するカスタムメトリクスの横にあるオプションボタンを選択します。その後、[Actions] (アクショ
ン) で、[Edit] (編集) を選択します。

3.

[Update custom metric] (カスタムメトリクスの更新) ページで、表示名を編集したり、タグを削除また
は追加したりできます。

4.

完了したら、[Update] (更新) を選択します。[Custom metrics] (カスタムメトリクス) ページ。

カスタムメトリクスを削除する
次の手順は、コンソールでカスタムメトリクスを削除する方法を示しています。
1.

まず、カスタムメトリクスを参照元のセキュリティプロファイルから削除します。カスタムメトリ
クスの詳細ページで、カスタムメトリクスが含まれているセキュリティプロファイルを表示できま
す。AWS IoT コンソールのナビゲーションペインで、[Defend] (防御) を展開し、[Detect] (検出)、
[Metrics] (メトリクス) の順に選択します。

2.

削除するカスタムメトリクスを選択します。カスタムメトリクスの詳細ページの [Security Profiles]
(セキュリティプロファイル) の下にリストされているセキュリティプロファイルからカスタムメトリ
クスを削除します。

3.

AWS IoT コンソールのナビゲーションペインで、[Defend] (防御) を展開し、[Detect] (検出)、[Metrics]
(メトリクス) の順に選択します。

4.

削除するカスタムメトリクスの横にあるオプションボタンを選択します。その後、[Actions] (アクショ
ン) で、[Delete] (削除) を選択します。

5.

[Are you sure you want to delete custom metric?] (カスタムメトリクスを削除してもよろしいですか?)
というメッセージが表示されたら、[Delete custom metric] (カスタムメトリクスの削除) を選択しま
す。

Warning
カスタムメトリクスを削除すると、そのメトリクスに関連付けられているすべてのデータが
失われます。この操作は元に戻すことができません。

CLI からのカスタムメトリクスの使用方法
チュートリアル
• AWS IoT Device Defender Agent SDK (Python) (p. 1009)
• カスタムメトリクスを作成し、セキュリティプロファイルに追加する (p. 1009)
• カスタムメトリクスの詳細を表示する (p. 1010)
• カスタムメトリクスを更新する (p. 1011)
• カスタムメトリクスを削除する (p. 1011)

AWS IoT Device Defender Agent SDK (Python)
使用を開始するには、AWS IoT Device Defender Agent SDK (Python) サンプルエージェントをダウンロー
ドします。エージェントはメトリクスを収集し、レポートを発行します。デバイス側のメトリクスを発行
したら、収集するメトリクスを表示して、アラームを設定するためのしきい値を決定できます。デバイス
エージェントの設定手順については、「AWS IoT Device Defender Agent SDK (Python) Readme」を参
照してください。詳細については、「AWS IoT Device Defender Agent SDK (Python)」を参照してくださ
い。

カスタムメトリクスを作成し、セキュリティプロファイルに追加する
次の手順では、カスタムメトリクスを作成し、CLI からセキュリティプロファイルに追加する方法につい
て説明します。
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1.

create-custom-metric コマンドを使用して、カスタムメトリクスを作成します。次の例では、
バッテリーの割合を測定するカスタムメトリクスを作成します。
aws iot create-custom-metric \
--metric-name "batteryPercentage" \
--metric-type "number" \
--display-name "Remaining battery percentage." \
--region us-east-1
--client-request-token "02ccb92b-33e8-4dfa-a0c1-35b181ed26b0" \

出力:
{
}

2.

"metricName": "batteryPercentage",
"metricArn": "arn:aws:iot:us-east-1:1234564789012:custommetric/batteryPercentage"

カスタムメトリクスを作成したら、update-security-profile を使用して既存のプロファイルに
カスタムメトリクスを追加するか、create-security-profile を使用してカスタムメトリクスを
追加するために新しいセキュリティプロファイルを作成できます。ここでは、batteryUsage という
新しいセキュリティプロファイルを作成して、新しい batteryPercentage カスタムメトリクスを
追加します。また、cellularBandwidth と呼ばれる Rules Detect メトリクスを追加します。
aws iot create-security-profile \
--security-profile-name batteryUsage \
--security-profile-description "Shows how much battery is left in percentile."
--behaviors "[{\"name\":\"great-than-75\",\"metric\":\"batteryPercentage\",
\"criteria\":{\"comparisonOperator\":\"greater-than\",\"value\":{\"number
\":75},\"consecutiveDatapointsToAlarm\":5,\"consecutiveDatapointsToClear
\":1}},{\"name\":\"cellularBandwidth\",\"metric\":\"aws:message-byte-size\",
\"criteria\":{\"comparisonOperator\":\"less-than\",\"value\":{\"count\":128},
\"consecutiveDatapointsToAlarm\":1,\"consecutiveDatapointsToClear\":1}}]" \
--region us-east-1

出力:
{

"securityProfileArn": "arn:aws:iot:us-east-1:1234564789012:securityprofile/
batteryUsage",
"securityProfileName": "batteryUsage"
}

Note
パーセンタイル統計は、メトリクス値が負の数値のメトリクスに対して使用することはできませ
ん。

カスタムメトリクスの詳細を表示する
次の手順は、CLI からカスタムメトリクスの詳細を表示する方法を示しています。
•

list-custom-metrics コマンドを使用して、すべてのカスタムメトリクスを表示します。
aws iot list-custom-metrics \
--region us-east-1

このコマンドの出力は以下のようになります。
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{

}

"metricNames": [
"batteryPercentage"
]

カスタムメトリクスを更新する
次の手順は、CLI からカスタムメトリクスを更新する方法を示しています。
•

update-custom-metric コマンドを使用して、カスタムメトリクスを更新します。次の例で
は、display-name を更新します。
aws iot update-custom-metric \
--metric-name batteryPercentage \
--display-name 'remaining battery percentage on device' \
--region us-east-1

このコマンドの出力は以下のようになります。
{

}

"metricName": "batteryPercentage",
"metricArn": "arn:aws:iot:us-east-1:1234564789012:custommetric/batteryPercentage",
"metricType": "number",
"displayName": "remaining battery percentage on device",
"creationDate": "2020-11-17T23:01:35.110000-08:00",
"lastModifiedDate": "2020-11-17T23:02:12.879000-08:00"

カスタムメトリクスを削除する
次の手順は、CLI からカスタムメトリクスを削除する方法を示しています。
1.

カスタムメトリクスを削除するには、まず、アタッチ先のセキュリティプロファイルからそのカスタ
ムメトリクスを削除します。特定のカスタムメトリクスがアタッチされているセキュリティプロファ
イルを表示するには、list-security-profiles コマンドを使用します。

2.

セキュリティプロファイルからカスタムメトリクスを削除するには、update-security-profiles
コマンドを使用します。保持するすべての情報を入力します。ただし、カスタムメトリクスは除外し
ます。
aws iot update-security-profile \
--security-profile-name batteryUsage \
--behaviors "[{\"name\":\"cellularBandwidth\",\"metric\":\"aws:message-byte-size
\",\"criteria\":{\"comparisonOperator\":\"less-than\",\"value\":{\"count\":128},
\"consecutiveDatapointsToAlarm\":1,\"consecutiveDatapointsToClear\":1}}]"

このコマンドの出力は以下のようになります。
{

"behaviors": [{\"name\":\"cellularBandwidth\",\"metric\":\"aws:message-byte-size
\",\"criteria\":{\"comparisonOperator\":\"less-than\",\"value\":{\"count\":128},
\"consecutiveDatapointsToAlarm\":1,\"consecutiveDatapointsToClear\":1}}],
"securityProfileName": "batteryUsage",
"lastModifiedDate": 2020-11-17T23:02:12.879000-09:00,
"securityProfileDescription": "Shows how much battery is left in percentile.",
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"version": 2,
"securityProfileArn": "arn:aws:iot:us-east-1:1234564789012:securityprofile/
batteryUsage",
"creationDate": 2020-11-17T23:02:12.879000-09:00
}

3.

カスタムメトリクスがデタッチされたら、delete-custom-metric コマンドを使用してカスタムメ
トリクスを削除します。
aws iot delete-custom-metric \
--metric-name batteryPercentage \
--region us-east-1

このコマンドの出力は以下のようになります。
HTTP 200

カスタムメトリクス CLI コマンド
以下の CLI コマンドを使用してカスタムメトリクスを作成および管理できます。
• create-custom-metric
• describe-custom-metric
• list-custom-metrics
• update-custom-metric
• delete-custom-metric
• list-security-profiles

カスタムメトリクス API
次の API を使用して、カスタムメトリクスを作成および管理できます。
• CreateCustomMetric
• DescribeCustomMetric
• ListCustomMetrics
• UpdateCustomMetric
• DeleteCustomMetric
• ListSecurityProfiles

デバイス側のメトリクス
セキュリティプロファイルを作成するときに、IoT デバイスによって生成されるメトリクスの動作としき
い値を設定することで、IoT デバイスの想定される動作を指定できます。以下は、デバイス側のメトリク
スです。これは、デバイスにインストールしたエージェントから取得したメトリクスです。

出力バイト数 (aws:all-bytes-out)
一定期間内におけるデバイスからのアウトバウンドバイト数。
一定期間内にデバイスが送信する必要があるアウトバウンドトラフィックの最大量と最小量 (バイト単位
で測定) を指定するには、このメトリクスを使用します。
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次と互換性あり: Rules Detect | ML Detect
演算子: less-than | less-than-equals | greater-than | greater-than-equals
値: 負でない整数
単位: バイト
期間: 負でない整数 有効な値は、300、600、900、1800、3600 秒です。

Example
{

}

"name": "TCP outbound traffic",
"metric": "aws:all-bytes-out",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"value": {
"count": 4096
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example statisticalThreshold を使用した例
{

}

"name": "TCP outbound traffic",
"metric": "aws:all-bytes-out",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"statisticalThreshold": {
"statistic": "p50"
},
"durationSeconds": 900,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example ML Detect を使用した例
{

}

"name": "Outbound traffic ML behavior",
"metric": "aws:all-bytes-out",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true

入力バイト数 (aws:all-bytes-in)
一定期間内におけるデバイスへのインバウンドバイト数。
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一定期間内にデバイスが受信する必要があるインバウンドトラフィックの最大量と最小量 (バイト単位で
測定) を指定するには、このメトリクスを使用します。
次と互換性あり: Rules Detect | ML Detect
演算子: less-than | less-than-equals | greater-than | greater-than-equals
値: 負でない整数
単位: バイト
期間: 負でない整数 有効な値は、300、600、900、1800、3600 秒です。

Example
{

}

"name": "TCP inbound traffic",
"metric": "aws:all-bytes-in",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"value": {
"count": 4096
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example statisticalThreshold を使用した例
{

}

"name": "TCP inbound traffic",
"metric": "aws:all-bytes-in",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"statisticalThreshold": {
"statistic": "p90"
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example ML Detect を使用した例
{

"name": "Inbound traffic ML behavior",
"metric": "aws:all-bytes-in",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true
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}

リスニング TCP ポート数 (aws:num-listening-tcp-ports)
デバイスがリッスンしている TCP ポートの数。
各デバイスが監視する必要がある TCP ポートの最大数を指定するには、このメトリクスを使用します。
次と互換性あり: Rules Detect | ML Detect
単位: エラー
演算子: less-than | less-than-equals | greater-than | greater-than-equals
値: 負でない整数
単位: エラー
期間: 負でない整数 有効な値は、300、600、900、1800、3600 秒です。

Example
{

}

"name": "Max TCP Ports",
"metric": "aws:num-listening-tcp-ports",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"value": {
"count": 5
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example statisticalThreshold を使用した例
{

}

"name": "Max TCP Ports",
"metric": "aws:num-listening-tcp-ports",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"statisticalThreshold": {
"statistic": "p50"
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example ML Detect を使用した例
{

"name": "Max TCP Port ML behavior",
"metric": "aws:num-listening-tcp-ports",
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}

"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true

リスニング UDP ポート数 (aws:num-listening-udp-ports)
デバイスがリッスンしている UDP ポートの数。
各デバイスが監視する必要がある UDP ポートの最大数を指定するには、このメトリクスを使用します。
次と互換性あり: Rules Detect | ML Detect
単位: エラー
演算子: less-than | less-than-equals | greater-than | greater-than-equals
値: 負でない整数
単位: エラー
期間: 負でない整数 有効な値は、300、600、900、1800、3600 秒です。

Example
{

}

"name": "Max UDP Ports",
"metric": "aws:num-listening-udp-ports",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"value": {
"count": 5
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example statisticalThreshold を使用した例
{

"name": "Max UDP Ports",
"metric": "aws:num-listening-udp-ports",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"statisticalThreshold": {
"statistic": "p50"
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true
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Example ML Detect を使用した例
{

"name": "Max UPD Port ML behavior",
"metric": "aws:num-listening-tcp-ports",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true

}

出力パケット (aws:all-packets-out)
一定期間内におけるデバイスからのアウトバウンドパケット数。
一定期間内にデバイスが送信する必要がある合計アウトバウンドトラフィックの最大量と最小量を指定す
るには、このメトリクスを使用します。
次と互換性あり: Rules Detect | ML Detect
演算子: less-than | less-than-equals | greater-than | greater-than-equals
値: 負でない整数
単位: パケット
期間: 負でない整数 有効な値は、300、600、900、1800、3600 秒です。

Example
{

}

"name": "TCP outbound traffic",
"metric": "aws:all-packets-out",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"value": {
"count": 100
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example statisticalThreshold を使用した例
{

"name": "TCP outbound traffic",
"metric": "aws:all-packets-out",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"statisticalThreshold": {
"statistic": "p90"
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},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1

}

},
"suppressAlerts": true

Example ML Detect を使用した例
{

}

"name": "Outbound sent ML behavior",
"metric": "aws:all-packets-out",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true

入力パケット (aws:all-packets-in)
一定期間内におけるデバイスへのインバウンドパケット数。
一定期間内にデバイスが受信する必要がある合計インバウンドトラフィックの最大量と最小量を指定する
には、このメトリクスを使用します。
次と互換性あり: Rule Detect | ML Detect
演算子: less-than | less-than-equals | greater-than | greater-than-equals
値: 負でない整数
単位: パケット
期間: 負でない整数 有効な値は、300、600、900、1800、3600 秒です。

Example
{

}

"name": "TCP inbound traffic",
"metric": "aws:all-packets-in",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"value": {
"count": 100
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example
statisticalThreshold を使用した例
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{

}

"name": "TCP inbound traffic",
"metric": "aws:all-packets-in",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"statisticalThreshold": {
"statistic": "p90"
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example ML Detect を使用した例
{

}

"name": "Inbound sent ML behavior",
"metric": "aws:all-packets-in",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true

送信先 IP (aws:destination-ip-addresses)
IP 送信先のセット。
各デバイスが AWS IoT に接続する必要がある、または接続してはならない、許可された Classless InterDomain Routings (CIDR) のセット (以前はホワイトリストに登録されたとしていた) または拒否された
CIDR のセット (以前はブラックリストに登録されたとしていた) を指定するには、このメトリクスを使用
します。
次と互換性あり: Rules Detect
演算子: in-cidr-set | not-in-cidr-set
値: CIDR のリスト
単位: 該当なし

Example
{

"name": "Denied source IPs",
"metric": "aws:source-ip-address",
"criteria": {
"comparisonOperator": "not-in-cidr-set",
"value": {
"cidrs": [ "12.8.0.0/16", "15.102.16.0/24" ]
}
},
"suppressAlerts": true
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リッスンする TCP ポート (aws:listening-tcp-ports)
デバイスがリッスンしている TCP ポート。
各デバイスが接続する必要がある、または接続してはならない、許可された TCP ポートのセット (以前は
ホワイトリストに登録されたとしていた) または拒否された TCP ポートのセット (以前はブラックリスト
に登録されたとしていた) を指定するには、このメトリクスを使用します。
次と互換性あり: Rules Detect
演算子: in-port-set | not-in-port-set
値: ポートのリスト
単位: 該当なし

Example
{

}

"name": "Listening TCP Ports",
"metric": "aws:listening-tcp-ports",
"criteria": {
"comparisonOperator": "in-port-set",
"value": {
"ports": [ 443, 80 ]
}
},
"suppressAlerts": true

リッスンする UDP ポート (aws:listening-udp-ports)
デバイスがリッスンしている UDP ポート。
各デバイスが接続する必要がある、または接続してはならない、許可された UDP ポートのセット (以前は
ホワイトリストに登録されたとしていた) または拒否された UDP ポートのセット (以前はブラックリスト
に登録されたとしていた) を指定するには、このメトリクスを使用します。
次と互換性あり: Rules Detect
演算子: in-port-set | not-in-port-set
値: ポートのリスト
単位: 該当なし

Example
{

"name": "Listening UDP Ports",
"metric": "aws:listening-udp-ports",
"criteria": {
"comparisonOperator": "in-port-set",
"value": {
"ports": [ 1025, 2000 ]
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}

}

}

確立された TCP 接続数 (aws:num-established-tcpconnections)
デバイスの TCP 接続の数。
各デバイスが必要とするアクティブな TCP 接続の最大値または最小数を指定するには、このメトリクスを
使用します (すべての TCP 状態)。
次と互換性あり: Rules Detect | ML Detect
演算子: less-than | less-than-equals | greater-than | greater-than-equals
値: 負でない整数
単位: 接続

Example
{

}

"name": "TCP Connection Count",
"metric": "aws:num-established-tcp-connections",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"value": {
"count": 3
},
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example statisticalThreshold を使用した例
{

}

"name": "TCP Connection Count",
"metric": "aws:num-established-tcp-connections",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"statisticalThreshold": {
"statistic": "p90"
},
"durationSeconds": 900,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example ML Detect を使用した例
{

"name": "Connection count ML behavior",
"metric": "aws:num-established-tcp-connections",
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}

"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true

デバイスメトリクスドキュメントの仕様
全体構造
長い名前

短縮名

必須

タイプ

ヘッダー

hed

Y

オブジェクト

正しい形式のレ
ポートに必要な
ブロックを完成
させます。

メトリクス

met

Y

オブジェクト

レポート
は、metrics
と
custom_metrics
ブロックの両方
または少なく
ともいずれか 1
つを持つことが
できます。

Y

オブジェクト

レポート
は、metrics
と
custom_metrics
ブロックの両方
または少なく
ともいずれか 1
つを持つことが
できます。

custom_metrics cmet

制約

コメント

ヘッダーブロック
長い名前

短縮名

必須

タイプ

report_id

rid

Y

整数

バージョン

v

Y

文字列
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制約

コメント
一定間隔で増加
する値。エポッ
クタイムスタン
プが推奨されて
います。

Major.Minor

フィールドの
追加があるマイ
ナー増分。メト
リクスが削除さ
れた場合はメ
ジャー増分。
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メトリクスブロック:

TCP 接続
長い名前

短縮名

親要素

必須

タイプ

tcp_connectionstc

メトリクス

N

オブジェク
ト

established_connections
ec

tcp_connectionsN

オブジェク
ト

接続

cs

established_connections
N

List<Object>

remote_addr

rad

接続

Y

数値

ip:port

local_port

lp

接続

N

数値

>= 0

local_interface li

接続

N

文字列

total

established_connections
N

数値

>= 0

確立した接
続の数

親要素

必須

タイプ

制約

コメント

listening_tcp_ports
tp

メトリクス

N

オブジェク
ト

ports

pts

listening_tcp_ports
N

List<Object>

>0

port

pt

ports

N

数値

>0

インター
フェイスか
らリクエス
ト

if

ports

N

文字列

total

t

listening_tcp_ports
N

数値

>= 0

親要素

必須

タイプ

制約

listening_udp_ports
up

メトリクス

N

オブジェク
ト

ports

pts

listening_udp_ports
N

List<Port>

>0

port

pt

ports

数値

>0

t

制約

コメント

確立された
TCP 状態

IP は IPv6 ま
たは IPv4

インター
フェイス名

リッスンする TCP ポート
長い名前

短縮名

ポートは 0
より大きい
数値にする
必要があり
ます
インター
フェイス名

リッスンする UDP ポート
長い名前

短縮名

N
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コメント

ポートは 0
より大きい
数値にする
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長い名前

短縮名

親要素

必須

タイプ

制約

コメント
必要があり
ます

インター
フェイスか
らリクエス
ト

if

ports

N

文字列

インター
フェイス名

total

t

listening_udp_ports
N

数値

>= 0

親要素

必須

タイプ

制約

network_stats ns

メトリクス

N

オブジェク
ト

bytes_in

bi

network_stats N

数値

デルタメト
リクス、>=
0

bytes_out

bo

network_stats N

数値

デルタメト
リクス、>=
0

packets_in

pi

network_stats N

数値

デルタメト
リクス、>=
0

packets_out

po

network_stats N

数値

デルタメト
リクス、>=
0

ネットワーク統計
長い名前

短縮名

Example
次の JSON 構造では、長い名前を使用します。
{

"header": {
"report_id": 1530304554,
"version": "1.0"
},
"metrics": {
"listening_tcp_ports": {
"ports": [
{
"interface": "eth0",
"port": 24800
},
{
"interface": "eth0",
"port": 22
},
{
"interface": "eth0",
"port": 53
}
],
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コメント
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"total": 3
},
"listening_udp_ports": {
"ports": [
{
"interface": "eth0",
"port": 5353
},
{
"interface": "eth0",
"port": 67
}
],
"total": 2
},
"network_stats": {
"bytes_in": 29358693495,
"bytes_out": 26485035,
"packets_in": 10013573555,
"packets_out": 11382615
},
"tcp_connections": {
"established_connections": {
"connections": [
{
"local_interface": "eth0",
"local_port": 80,
"remote_addr": "192.168.0.1:8000"
},
{
"local_interface": "eth0",
"local_port": 80,
"remote_addr": "192.168.0.1:8000"
}
],
"total": 2
}
}

},
"custom_metrics": {
"MyMetricOfType_Number": [
{
"number": 1
}
],
"MyMetricOfType_NumberList": [
{
"number_list": [
1,
2,
3
]
}
],
"MyMetricOfType_StringList": [
{
"string_list": [
"value_1",
"value_2"
]
}
],
"MyMetricOfType_IpList": [
{
"ip_list": [
"172.0.0.0",
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}

}

]

}

]

"172.0.0.10"

Example 短い名前を使用したサンプル JSON 構造
{

"hed": {
"rid": 1530305228,
"v": "1.0"
},
"met": {
"tp": {
"pts": [
{
"if": "eth0",
"pt": 24800
},
{
"if": "eth0",
"pt": 22
},
{
"if": "eth0",
"pt": 53
}
],
"t": 3
},
"up": {
"pts": [
{
"if": "eth0",
"pt": 5353
},
{
"if": "eth0",
"pt": 67
}
],
"t": 2
},
"ns": {
"bi": 29359307173,
"bo": 26490711,
"pi": 10014614051,
"po": 11387620
},
"tc": {
"ec": {
"cs": [
{
"li": "eth0",
"lp": 80,
"rad": "192.168.0.1:8000"
},
{
"li": "eth0",
"lp": 80,
"rad": "192.168.0.1:8000"
}
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}

}

}

],
"t": 2

},
"cmet": {
"MyMetricOfType_Number": [
{
"number": 1
}
],
"MyMetricOfType_NumberList": [
{
"number_list": [
1,
2,
3
]
}
],
"MyMetricOfType_StringList": [
{
"string_list": [
"value_1",
"value_2"
]
}
],
"MyMetricOfType_IpList": [
{
"ip_list": [
"172.0.0.0",
"172.0.0.10"
]
}
]
}

デバイスからのメトリクスの送信
AWS IoT Device Defender Detect は、AWS IoT デバイスによって生成されたメトリクスデータを収集、集
計、監視し、異常な動作をしているデバイスを特定できます。このセクションでは、デバイスから AWS
IoT Device Defender にメトリクスを送信する方法について説明します。
デバイス側のメトリクスを収集するには、AWS IoT コネクテッドデバイスまたはデバイスゲートウェイ
に AWS IoT SDK バージョン 2 を安全な方法でデプロイする必要があります。SDK の完全なリストはこち
らをご覧ください。
AWS IoT Device Client は、AWS IoT Device Defender と AWS IoT Device Management の両方に存在す
る機能をカバーする単一のエージェントを提供することから、メトリクスの発行に使用できます。これら
の機能には、ジョブ、セキュアトンネリング、AWS IoT Device Defender メトリクスの発行などがありま
す。
AWS IoT Device Defender が収集および評価するために、デバイス側のメトリックを AWS IoT の予約済み
トピックに公開します。

AWS IoT デバイスクライアントを使用したメトリクスの発行
AWS IoT Device Client をインストールするには、Github からダウンロードできます。デバイス側のデー
タを収集するデバイスに AWS IoT Device Client をインストールしたら、デバイス側のメトリクスを AWS
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IoT Device Defender に送信するように設定する必要があります。AWS IoT Device Client 設定ファイルの
device-defender セクションで次のパラメータが設定されていることを確認します。

"device-defender":
{
"enabled":
true,
"interval-in-seconds": 300
}

Warning
少なくとも、時間間隔を 300 秒に設定する必要があります。時間間隔を 300 秒未満に設定する
と、メトリクスデータがスロットリングされることがあります。
設定を更新したら、AWS IoT Device Defender コンソールでセキュリティプロファイルと動作を作成し
て、デバイスがクラウドに発行するメトリクスをモニタリングできます。AWS IoT Core コンソールで、
[Defend] (防御)、[Detect] (検出)、[Metrics] (メトリクス) の順に選択することで、発行されたメトリクスを
確認できます。

クラウド側のメトリクス
セキュリティプロファイルを作成するときに、IoT デバイスによって生成されるメトリクスの動作としき
い値を設定することで、IoT デバイスの想定される動作を指定できます。以下は、AWS IoT のメトリクス
であるクラウド側のメトリクスです。

メッセージサイズ (aws:message-byte-size)
メッセージのバイト数。デバイスから AWS IoT に送信される各メッセージの最大サイズと最小サイズ (バ
イト単位) を指定するには、このメトリクスを使用します。
次と互換性あり: Rules Detect | ML Detect
演算子: less-than | less-than-equals | greater-than | greater-than-equals
値: 負でない整数
単位: バイト

Example
{

}

"name": "Max Message Size",
"metric": "aws:message-byte-size",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"value": {
"count": 1024
},
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example statisticalThreshold を使用した例
{
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}

"name": "Large Message Size",
"metric": "aws:message-byte-size",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"statisticalThreshold": {
"statistic": "p90"
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example ML Detect を使用した例
{

"name": "Message size ML behavior",
"metric": "aws:message-byte-size",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true

}

3 つの連続する 5 分間に、このセキュリティプロファイルの動作を報告する他のすべてのデバイスの 90%
で測定された累積サイズよりも大きい累積サイズのメッセージを送信すると、デバイスでアラームが発生
します。

送信されたメッセージ (aws:num-messages-sent)
一定期間内にデバイスが送信したメッセージの数。
一定期間に AWS IoT と各デバイスの間で送信できるメッセージの最大数と最小数を指定するには、このメ
トリクスを使用します。
次と互換性あり: Rules Detect | ML Detect
演算子: less-than | less-than-equals | greater-than | greater-than-equals
値: 負でない整数
単位: メッセージ
期間: 負でない整数 有効な値は、300、600、900、1800、3600 秒です。

Example
{
"name": "Out bound message count",
"metric": "aws:num-messages-sent",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
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}

"value": {
"count": 50
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example statisticalThreshold を使用した例
{

}

"name": "Out bound message rate",
"metric": "aws:num-messages-sent",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"statisticalThreshold": {
"statistic": "p99"
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example ML Detect を使用した例
{

}

"name": "Messages sent ML behavior",
"metric": "aws:num-messages-sent",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true

受信したメッセージ (aws:num-messages-received)
一定期間内にデバイスが受信したメッセージの数。
一定期間に AWS IoT と各デバイスの間で受信できるメッセージの最大数と最小数を指定するには、このメ
トリクスを使用します。
次と互換性あり: Rules Detect | ML Detect
演算子: less-than | less-than-equals | greater-than | greater-than-equals
値: 負でない整数
単位: メッセージ
期間: 負でない整数 有効な値は、300、600、900、1800、3600 秒です。
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Example
{

}

"name": "In bound message count",
"metric": "aws:num-messages-received",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"value": {
"count": 50
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example statisticalThreshold を使用した例
{

}

"name": "In bound message rate",
"metric": "aws:num-messages-received",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"statisticalThreshold": {
"statistic": "p99"
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example ML Detect を使用した例
{

}

"name": "Messages received ML behavior",
"metric": "aws:num-messages-received",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true

認可の失敗 (aws:num-authorization-failures)
一定期間内に各デバイスに許容される認証エラーの最大数を指定するには、このメトリクスを使用しま
す。デバイスが十分にアクセス許可を持たないトピックに発行しようとした場合など、デバイスから AWS
IoT へのリクエストが拒否されると認証エラーが発生します。
次と互換性あり: Rules Detect | ML Detect
単位: エラー
演算子: less-than | less-than-equals | greater-than | greater-than-equals
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値: 負でない整数
期間: 負でない整数 有効な値は、300、600、900、1800、3600 秒です。

Example
{

}

"name": "Authorization Failures",
"metric": "aws:num-authorization-failures",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than",
"value": {
"count": 5
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example statisticalThreshold を使用した例
{

}

"name": "Authorization Failures",
"metric": "aws:num-authorization-failures",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"statisticalThreshold": {
"statistic": "p50"
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example ML Detect を使用した例
{

}

"name": "Authorization failures ML behavior",
"metric": "aws:num-authorization-failures",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true

送信元 IP (aws:source-ip-address)
デバイスが AWS IoTに接続したときの接続元 IP アドレス。
各デバイスが AWS IoT に接続する必要がある、または接続してはならない、許可された Classless InterDomain Routings (CIDR) のセット (以前はホワイトリストに登録されたとしていた) または拒否された
CIDR のセット (以前はブラックリストに登録されたとしていた) を指定するには、このメトリクスを使用
します。

1032

AWS IoT Core デベロッパーガイド
クラウド側のメトリクス

次と互換性あり: Rules Detect
演算子: in-cidr-set | not-in-cidr-set
値: CIDR のリスト
単位: 該当なし

Example
{

}

"name": "Denied source IPs",
"metric": "aws:source-ip-address",
"criteria": {
"comparisonOperator": "not-in-cidr-set",
"value": {
"cidrs": [ "12.8.0.0/16", "15.102.16.0/24" ]
}
},
"suppressAlerts": true

接続試行 (aws:num-connection-attempts)
一定期間内にデバイスが接続を試行する回数。
各デバイスの接続試行回数の最大値または最小値を指定するには、このメトリクスを使用します。成功し
た場合も失敗した場合もカウントされます。
次と互換性あり: Rules Detect | ML Detect
演算子: less-than | less-than-equals | greater-than | greater-than-equals
値: 負でない整数
単位: 接続試行回数
期間: 負でない整数 有効な値は、300、600、900、1800、3600 秒です。

Example
{

}

"name": "Connection Attempts",
"metric": "aws:num-connection-attempts",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"value": {
"count": 5
},
"durationSeconds": 600,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example statisticalThreshold を使用した例
{
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}

"name": "Connection Attempts",
"metric": "aws:num-connection-attempts",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"statisticalThreshold": {
"statistic": "p10"
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example ML Detect を使用した例
{

}

"name": "Connection attempts ML behavior",
"metric": "aws:num-connection-attempts",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": false

切断 (aws:num-disconnects)
一定期間内にデバイスが AWS IoT から切断される回数。
一定期間内にデバイスが AWS IoT から切断される回数の最大値または最小値を指定するには、このメトリ
クスを使用します。
次と互換性あり: Rules Detect | ML Detect
演算子: less-than | less-than-equals | greater-than | greater-than-equals
値: 負でない整数
単位: 切断回数
期間: 負でない整数 有効な値は、300、600、900、1800、3600 秒です。

Example
{

"name": "Disconnections",
"metric": "aws:num-disconnects",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"value": {
"count": 5
},
"durationSeconds": 600,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
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}

"suppressAlerts": true

Example statisticalThreshold を使用した例
{

}

"name": "Disconnections",
"metric": "aws:num-disconnects",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"statisticalThreshold": {
"statistic": "p10"
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example ML Detect を使用した例
{

}

"name": "Disconnects ML behavior",
"metric": "aws:num-disconnects",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true

ディメンションを使用したセキュリティプロファイル
でのメトリクスの範囲設定
ディメンションは、メトリクスと動作に関するより正確なデータを取得するためにセキュリティプロファ
イルで定義できる属性です。範囲を定義するには、フィルタとして使用する値またはパターンを指定しま
す。たとえば、「data/bulb/+/activity」など、特定の値と一致する MQTT トピックにのみメトリクスを適
用するトピックフィルタディメンションを定義できます。セキュリティプロファイルで使用できるディメ
ンションの定義については、CreateDimension を参照してください。
ディメンション値は、MQTT ワイルドカードをサポートしています。MQTT ワイルドカードを使用する
と、複数のトピックに同時にサブスクライブできます。ワイルドカードには、シングルレベル (+) とマル
チレベル (#) の 2 種類があります。たとえば、ディメンション値 Data/bulb/+/activity によって、+
と同じレベルに存在するすべてのトピックに一致するサブスクリプションが作成されます。ディメンショ
ン値は、MQTT クライアント ID 代替変数 ${iot:ClientId} もサポートしています。
TOPIC_FILTER タイプのディメンションは、次の一連のクラウド側メトリクスと互換性があります。
• 送信されたメッセージの数
• 受信したメッセージの数
• メッセージのサイズ (バイト)
• 送信元 IP アドレス (Rules Detect でのみ使用可能)
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• 認証エラーの数

コンソールでディメンションを使用する方法
ディメンションを作成してセキュリティプロファイルの動作に適用するには
1.

AWS IoT コンソールのナビゲーションペインで、[Defend] (防御)、[Detect] (検出) の順に展開し、
[Security profiles] (セキュリティプロファイル) を選択します。

2.

[セキュリティプロファイル] ページで、[作成] を選択して新しいセキュリティプロファイルを追加す
るか、[編集] を選択して既存のセキュリティプロファイルにディメンションを適用します。

3.

[予想される動作] ページの [メトリクス] で、ディメンションがサポートする 5 つのクラウド側メトリ
クスのうち 1 つを選択します。[ディメンション] および [ディメンション演算子] ボックスが表示され
ます。

4.

[Dimension] (ディメンション) で、[Add dimension] (ディメンションの追加) を選択します。

5.

[新しいディメンションの作成] ページで、新しいディメンションの詳細を入力します。[ディメンショ
ン値] は、MQTT ワイルドカード # および + と、MQTT クライアント ID 代替変数 ${iot:ClientId} をサ
ポートしています。

6.

[Save] を選択します。

7.

オプションで、[Additional Metrics to retain] (保持する追加のメトリクス) でメトリクスにディメンショ
ンを追加できます。

8.

動作の作成を完了するには、他の必須フィールドに情報を入力して、[Next] (次へ) を選択します。

9.

残りのステップを実行して、セキュリティプロファイルの作成を完了します。

違反を表示するには
1.

AWS IoT コンソールのナビゲーションペインで、[Defend] (防御)、[Detect] (検出) の順に展開し、
[Violations] (違反) を選択します。
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2.

[Behavior] (動作) 列で、違反情報を表示する動作にカーソルを合わせます。

ディメンションを表示および更新するには
1.

AWS IoT コンソールのナビゲーションペインで、[Defend] (防御)、[Detect] (検出) の順に展開し、
[Dimensions] (ディメンション) を選択します。

2.

編集するディメンションを選択します。

3.

[ Actions] を選択して、[Edit] を選択します。

ディメンションを削除するには
1.

AWS IoT コンソールのナビゲーションペインで、[Defend] (防御)、[Detect] (検出) の順に展開し、
[Dimensions] (ディメンション) を選択します。

2.

削除するディメンションを選択します。

3.

[使用場所] 列をチェックして、ディメンションがセキュリティプロファイルにアタッチされていない
ことを確認します。ディメンションがセキュリティプロファイルにアタッチされている場合、左側
の [セキュリティプロファイル] ページを開き、ディメンションがアタッチされているセキュリティ
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プロファイルを編集します。ディメンションを削除すると、動作も削除されます。動作を維持する場
合は、省略記号を選択し、[コピー] を選択します。次に、動作の削除を続行できます。別のディメン
ションを削除する場合は、このセクションのステップに従います。

4.

[Actions] (アクション) を選択してから、[Delete] (削除) をクリックします。

AWS CLI でディメンションを使用する方法
ディメンションを作成してセキュリティプロファイルの動作に適用するには
1.

セキュリティプロファイルにアタッチする前に、まずディメンションを作成しま
す。CreateDimension コマンドを使用してディメンションを作成します。
aws iot create-dimension \
--name TopicFilterForAuthMessages \
--type TOPIC_FILTER \
--string-values device/+/auth

このコマンドの出力は以下のようになります。
{

"arn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:dimension/TopicFilterForAuthMessages",
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"name": "TopicFilterForAuthMessages"

}

2.

UpdateSecurityProfile を使用して既存のセキュリティプロファイルにディメンションを追加する
か、CreateSecurityProfile を使用して新しいセキュリティプロファイルにディメンションを追加しま
す。次の例では、TopicFilterForAuthMessages へのメッセージが 128 バイト未満かどうかを
チェックし、非認証トピックに送信されるメッセージ数を保持する新しいセキュリティプロファイル
を作成します。
aws iot create-security-profile \
--security-profile-name ProfileForConnectedDevice \
--security-profile-description "Check to see if messages to
TopicFilterForAuthMessages are under 128 bytes and retains the number of messages sent
to non-auth topics." \
--behaviors "[{\"name\":\"CellularBandwidth\",\"metric\":\"aws:message-byte-size
\",\"criteria\":{\"comparisonOperator\":\"less-than\",\"value\":{\"count\":128},
\"consecutiveDatapointsToAlarm\":1,\"consecutiveDatapointsToClear\":1}},{\"name
\":\"Authorization\",\"metric\":\"aws:num-authorization-failures\",\"criteria\":
{\"comparisonOperator\":\"less-than\",\"value\":{\"count\":10},\"durationSeconds\":300,
\"consecutiveDatapointsToAlarm\":1,\"consecutiveDatapointsToClear\":1}}]" \
--additional-metrics-to-retain-v2 "[{\"metric\": \"aws:num-authorization-failures\",
\"metricDimension\": {\"dimensionName\": \"TopicFilterForAuthMessages\",\"operator\":
\"NOT_IN\"}}]"

このコマンドの出力は以下のようになります。
{

"securityProfileArn": "arn:aws:iot:us-west-2:1234564789012:securityprofile/
ProfileForConnectedDevice",
"securityProfileName": "ProfileForConnectedDevice"
}

時間を節約するため、パラメータをコマンドラインパラメータ値として入力する代わりに、ファイル
からロードすることもできます。詳細については、「ファイルから AWS CLI パラメータをロードす
る」を参照してください。次に、拡張された JSON 形式の behavior パラメータを示します。
[

]

{

}

"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than",
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"value": {
"count": 128
}
},
"metric": "aws:message-byte-size",
"metricDimension": {
"dimensionName:": "TopicFilterForAuthMessages"
},
"name": "CellularBandwidth"

または、次の例のように ML でディメンションを使用して、CreateSecurityProfile を使用します。
aws iot create-security-profile --security-profile-name ProfileForConnectedDeviceML \
--security-profile-description “Check to see if messages to
TopicFilterForAuthMessages are abnormal” \
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--behaviors “[{\“name\“:\“test1\“,\“metric\“:\“aws:message-byte-size\“,
\“metricDimension\“:{\“dimensionName\“: \“TopicFilterForAuthMessages\“,\“operator
\“: \“IN\“},\“criteria\“:{\“mlDetectionConfig\“:{\“confidenceLevel\“:\“HIGH\“},
\“consecutiveDatapointsToAlarm\“:1,\“consecutiveDatapointsToClear\“:1}}]” \
--region us-west-2

ディメンションがアタッチされたセキュリティプロファイルを表示するには
•

特定のディメンションがアタッチされたセキュリティプロファイルを表示するに
は、ListSecurityProfiles コマンドを使用します。
aws iot list-security-profiles \
--dimension-name TopicFilterForAuthMessages

このコマンドの出力は以下のようになります。
{

"securityProfileIdentifiers": [
{
"name": "ProfileForConnectedDevice",
"arn": "arn:aws:iot:us-west-2:1234564789012:securityprofile/
ProfileForConnectedDevice"
}
]
}

ディメンションを更新するには
•

UpdateDimension コマンドを使用してディメンションを更新します。
aws iot update-dimension \
--name TopicFilterForAuthMessages \
--string-values device/${iot:ClientId}/auth

このコマンドの出力は以下のようになります。
{

}

"name": "TopicFilterForAuthMessages",
"lastModifiedDate": 1585866222.317,
"stringValues": [
"device/${iot:ClientId}/auth"
],
"creationDate": 1585854500.474,
"type": "TOPIC_FILTER",
"arn": "arn:aws:iot:us-west-2:1234564789012:dimension/TopicFilterForAuthMessages"

ディメンションを削除するには
1.

ディメンションを削除するには、まず、ディメンションがアタッチされているセキュリティプロファ
イルからディメンションをデタッチします。特定のディメンションがアタッチされているセキュリ
ティプロファイルを表示するには、ListSecurityProfiles コマンドを使用します。

2.

セキュリティプロファイルからディメンションを削除するには、UpdateSecurityProfile コマンドを使
用します。保持するすべての情報を入力します。ただしディメンションは除外します。
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aws iot update-security-profile \
--security-profile-name ProfileForConnectedDevice \
--security-profile-description "Check to see if authorization fails 10 times in 5
minutes or if cellular bandwidth exceeds 128" \
--behaviors "[{\"name\":\"metric\":\"aws:message-byte-size\",\"criteria
\":{\"comparisonOperator\":\"less-than\",\"value\":{\"count\":128},
\"consecutiveDatapointsToAlarm\":1,\"consecutiveDatapointsToClear\":1}},{\"name
\":\"Authorization\",\"metric\":\"aws:num-authorization-failures\",\"criteria\":
{\comparisonOperator\":\"less-than\",\"value\"{\"count\":10},\"durationSeconds\":300,
\"consecutiveDatapointsToAlarm\":1,\"consecutiveDatapointsToClear\":1}}]"

このコマンドの出力は以下のようになります。
{

"behaviors": [
{
"metric": "aws:message-byte-size",
"name": "CellularBandwidth",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"comparisonOperator": "less-than",
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"value": {
"count": 128
}
}
},
{
"metric": "aws:num-authorization-failures",
"name": "Authorization",
"criteria": {
"durationSeconds": 300,
"comparisonOperator": "less-than",
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"value": {
"count": 10
}
}
}
],
"securityProfileName": "ProfileForConnectedDevice",
"lastModifiedDate": 1585936349.12,
"securityProfileDescription": "Check to see if authorization fails 10 times in 5
minutes or if cellular bandwidth exceeds 128",
"version": 2,
"securityProfileArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:securityprofile/Preo/
ProfileForConnectedDevice",
"creationDate": 1585846909.127
}

3.

ディメンションをデタッチした後、DeleteDimension コマンドを使用してディメンションを削除しま
す。
aws iot delete-dimension \
--name TopicFilterForAuthMessages
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許可
このセクションでは、AWS IoT Device Defender Detect を管理するために必要な IAM ロールとポリシーを
セットアップする方法について説明します。詳細については、IAM ユーザーガイドを参照してください。

AWS IoT Device Defender Detect に、SNS トピックに対してア
ラームを発行するアクセス許可を付与します。
CreateSecurityProfile で alertTargets パラメータを使用する場合、2 つのポリシー (アクセス許可ポリ
シーと信頼ポリシー) を持つ IAM ロールを指定する必要があります。アクセス許可ポリシーは、SNS ト
ピックに通知を発行するアクセス許可を AWS IoT Device Defender に付与します。信頼ポリシーは、必要
なロールを引き受けるアクセス許可を AWS IoT Device Defender に付与します。

アクセス許可ポリシー
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"sns:Publish"
],
"Resource":[
"arn:aws:sns:region:account-id:your-topic-name"
]
}
]

信頼ポリシー
{

}

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

Pass ロールポリシー
そのほかに、IAM のアクセス許可ポリシーを IAM ユーザーにアタッチして、ユーザーがロールを渡せるよ
うにする必要もあります。「AWS サービスにロールを渡すアクセス許可をユーザーに付与する」を参照し
てください。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
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}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole",
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/Role_To_Pass"

検出コマンド
このセクションの Detect コマンドを使用して、ML Detect または Rules Detect セキュリティプロファイ
ルを設定し、デバイスが侵害されたことを示唆している可能性のある異常な動作を特定および監視できま
す。

DetectMitigation アクションコマンド
Detect 実行を開始および管理する
CancelDetectMitigationActionsTask
DescribeDetectMitigationActionsTask
ListDetectMitigationActionsTasks
StartDetectMitigationActionsTask
ListDetectMitigationActionsExecutions

ディメンションアクションコマンド
ディメンション実行を開始および管理する
CreateDimension
DescribeDimension
ListDimensions
DeleteDimension
UpdateDimension

CustomMetric アクションコマンド
CustomMetric の実行を開始および管理する
CreateCustomMetric
UpdateCustomMetric
DescribeCustomMetric
ListCustomMetrics
DeleteCustomMetric
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セキュリティプロファイルアクションコマンド
セキュリティプロファイルの実行を開始および管理する
CreateSecurityProfile
AttachSecurityProfile
DetachSecurityProfile
DeleteSecurityProfile
DescribeSecurityProfile
ListTargetsForSecurityProfile
UpdateSecurityProfile
ValidateSecurityProfileBehaviors
ListSecurityProfilesForTarget

アラームアクションコマンド
アラームとターゲットを管理する
ListActiveViolations
ListViolationEvents
PutVerificationStateon 違反

ML Detect アクションコマンド
ML モデルトレーニングデータを一覧表示する
GetBehaviorModelTrainingSummaries

AWS IoT Device Defender Detect を使用する方法
1.

クラウド側メトリクスだけに AWS IoT Device Defender Detect を使用できますが、デバイスでレポー
トされたメトリクスを使用する予定の場合、まず AWS IoT によって接続されたデバイスまたはデバイ
スゲートウェイに AWS IoT SDK をデプロイする必要があります。詳細については、「デバイスから
のメトリクスの送信 (p. 1027)」を参照してください。

2.

動作を定義してアラームを作成する前に、デバイスが生成するメトリクスを表示することを検討して
ください。AWS IoT では、デバイスから測定基準を収集することができるため、デバイスのグルー
プ、またはアカウント内のすべてのデバイスに対する通常の動作または異常な動作を最初に識別する
ことができます。CreateSecurityProfile を使用しますが、目的の additionalMetricsToRetain の
み指定してください。この時点では behaviors を指定しないでください。
デバイスの一般的な動作を構成する内容を確認するには、AWS IoT コンソールを使用してデバイスメ
トリクスを探します。

3.

セキュリティプロファイルの一連の動作を作成します。動作には、デバイスのグループまたはアカウ
ント内のすべてのデバイスの正常な動作を指定するメトリクスが含まれています。詳細な説明と例に
ついては、「クラウド側のメトリクス (p. 1028)」および「デバイス側のメトリクス (p. 1012)」を参
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照してください。一連の動作を作成したら、ValidateSecurityProfileBehaviors を使用して検証できま
す。
4.

動作が含まれるセキュリティプロファイルを作成するには、CreateSecurityProfile アクションを使
用します。デバイスが動作に違反した場合にアラームをターゲット (SNS トピック) に送信するに
は、alertTargets パラメータを使用します。(SNS を使用してアラームを送信する場合、これらは
AWS アカウント の SNS トピッククォータに対してカウントされる点に注意してください。違反が大
幅に増加すると、SNS トピッククォータを超過する可能性があります。CloudWatch メトリクスを使
用して違反を検出することもできます。詳細については、「AWS IoT メトリクスの使用 (p. 443)」を
参照してください。

5.

AttachSecurityProfile アクションを使用して、セキュリティプロファイルをデバイスのグループ (モノ
のグループ)、アカウント内の登録済みのすべてのモノ、未登録のすべてのモノ、またはすべてのデバ
イスにアタッチします。AWS IoT Device DefenderDetect は異常な動作のチェックを開始し、何らか
の動作違反が検出された場合はアラームを送信します。たとえば、アカウントのモノレジストリに登
録されていないモバイルデバイスとやり取りする場合は、セキュリティプロファイルを未登録のすべ
てのモノにアタッチすることをお勧めします。ニーズに合わせて、デバイスのグループごとに異なる
動作セットを定義できます。
デバイスのグループにセキュリティプロファイルをアタッチするには、そのデバイスのグループが含
まれるモノのグループの ARN を指定する必要があります。モノのグループの ARN の形式を以下に示
します。
arn:aws:iot:region:account-id:thinggroup/thing-group-name

セキュリティプロファイルを AWS アカウント 内の登録済みのすべてのモノにアタッチするには (未
登録のモノを無視)、次の形式を使用して ARN を指定する必要があります。
arn:aws:iot:region:account-id:all/registered-things

セキュリティプロファイルを未登録のモノにアタッチするには、次の形式を使用して ARN を指定す
る必要があります。
arn:aws:iot:region:account-id:all/unregistered-things

セキュリティプロファイルをデバイスにアタッチするには、次の形式を使用して ARN を指定する必
要があります。
arn:aws:iot:region:account-id:all/things

6.

ListActiveViolations アクションを使用して違反を追跡することもできます。これにより、特定のセ
キュリティプロファイルまたはターゲットデバイスで検出された違反を確認できるようになります。
指定した期間中に検出された違反を確認するために、ListViolationEvents アクションを使用します。
これらの結果は、セキュリティプロファイルまたはデバイスによってフィルタリングすることができ
ます。

7.

アラームの検証状態をマークし、その検証状態の説明を入力
し、PutVerificationStateOOnViolationaction を使う事で、アラームの検証、整理、管理を行う事がで
きます。

8.

デバイスが定義された動作に違反する頻度が高すぎる、またはそれほど頻繁にならない場合は、動作
定義を微調整する必要があります。

9.

設定したセキュリティプロファイルと監視対象のデバイスを確認するに
は、ListSecurityProfiles、ListSecurityProfilesForTarget、および ListTargetsForSecurityProfile アク
ションを使用します。
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セキュリティプロファイルに関する詳細を取得するには、DescribeSecurityProfile アクションを使用
します。
10. セキュリティプロファイルを更新するには、UpdateSecurityProfile アクションを使用します。ア
カウントまたはターゲットのモノのグループからセキュリティプロファイルをデタッチするに
は、DetachSecurityProfile アクションを使用します。セキュリティプロファイル全体を削除するに
は、DeleteSecurityProfile アクションを使用します。

緩和アクション
AWS IoT Device Defender を使用して、監査所見または Detect アラームで検出された問題を緩和するため
のアクションを実行できます。

Note
抑制された監査所見に対しては、緩和アクションは実行されません。監査所見の抑制の詳細につ
いては、「監査の所見の抑制 (p. 985)」を参照してください。

緩和アクションの監査
AWS IoT Device Defender では、さまざまな監査チェック用に事前定義されたアクションが提供されま
す。これらのアクションを AWS アカウント に設定し、一連の結果に適用します。これらの結果は以下の
とおりです。
• 監査からのすべての結果。このオプションは、AWS IoT コンソールでも AWS CLI の使用によっても利
用できます。
• 個々の結果のリスト。このオプションは、AWS CLI の使用によってのみ利用できます。
• 監査からフィルタリングされた一連の結果。
次の表は、監査チェックのタイプと、それぞれでサポートされている緩和アクションの一覧です。

監査チェックから緩和アクションへのマッピング
監査チェック

サポートされている緩和アクション

REVOKED_CA_CERT_CHECK

PUBLISH_FINDING_TO_SNS,
UPDATE_CA_CERTIFICATE

DEVICE_CERTIFICATE_SHARED_CHECK

PUBLISH_FINDING_TO_SNS,
UPDATE_DEVICE_CERTIFICATE,
ADD_THINGS_TO_THING_GROUP

UNAUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK
PUBLISH_FINDING_TO_SNS
AUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK
PUBLISH_FINDING_TO_SNS
IOT_POLICY_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK

PUBLISH_FINDING_TO_SNS,
REPLACE_DEFAULT_POLICY_VERSION

CA_CERT_APPROACHING_EXPIRATION_CHECK PUBLISH_FINDING_TO_SNS,
UPDATE_CA_CERTIFICATE
CONFLICTING_CLIENT_IDS_CHECK

PUBLISH_FINDING_TO_SNS

DEVICE_CERT_APPROACHING_EXPIRATION_CHECK
PUBLISH_FINDING_TO_SNS,
UPDATE_DEVICE_CERTIFICATE,
ADD_THINGS_TO_THING_GROUP
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監査チェック

サポートされている緩和アクション

REVOKED_DEVICE_CERT_CHECK

PUBLISH_FINDING_TO_SNS,
UPDATE_DEVICE_CERTIFICATE,
ADD_THINGS_TO_THING_GROUP

LOGGING_DISABLED_CHECK

PUBLISH_FINDING_TO_SNS,
ENABLE_IOT_LOGGING

DEVICE_CERTIFICATE_KEY_QUALITY_CHECK

PUBLISH_FINDING_TO_SNS,
UPDATE_DEVICE_CERTIFICATE,
ADD_THINGS_TO_THING_GROUP

CA_CERTIFICATE_KEY_QUALITY_CHECK

PUBLISH_FINDING_TO_SNS,
UPDATE_CA_CERTIFICATE

IOT_ROLE_ALIAS_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK PUBLISH_FINDING_TO_SNS
IOT_ROLE_ALIAS_ALLOWS_ACCESS_TO_UNUSED_SERVICES_CHECK
PUBLISH_FINDING_TO_SNS
すべての監査チェックでは、Amazon SNS への監査結果の発行がサポートされるため、通知に応じてカス
タムアクションを実行できます。各タイプの監査チェックでは、追加の緩和アクションをサポートできま
す。
REVOKED_CA_CERT_CHECK
• 証明書の状態を変更して、AWS IoT で非アクティブとしてマークします。
DEVICE_CERTIFICATE_SHARED_CHECK
• デバイス証明書の状態を変更して、AWS IoT で非アクティブとしてマークします。
• その証明書を使用するデバイスをモノのグループに追加します。
UNAUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK
• 追加でサポートされているアクションはありません。
AUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK
• 追加でサポートされているアクションはありません。
IOT_POLICY_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK
• アクセス許可を制限するには、空の AWS IoT ポリシーバージョンを追加します。
CA_CERT_APPROACHING_EXPIRATION_CHECK
• 証明書の状態を変更して、AWS IoT で非アクティブとしてマークします。
CONFLICTING_CLIENT_IDS_CHECK
• 追加でサポートされているアクションはありません。
DEVICE_CERT_APPROACHING_EXPIRATION_CHECK
• デバイス証明書の状態を変更して、AWS IoT で非アクティブとしてマークします。
• その証明書を使用するデバイスをモノのグループに追加します。
DEVICE_CERTIFICATE_KEY_QUALITY_CHECK
• デバイス証明書の状態を変更して、AWS IoT で非アクティブとしてマークします。
• その証明書を使用するデバイスをモノのグループに追加します。
CA_CERTIFICATE_KEY_QUALITY_CHECK
• 証明書の状態を変更して、AWS IoT で非アクティブとしてマークします。
REVOKED_DEVICE_CERT_CHECK
• デバイス証明書の状態を変更して、AWS IoT で非アクティブとしてマークします。
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• その証明書を使用するデバイスをモノのグループに追加します。
LOGGING_DISABLED_CHECK
• ログ作成を有効化します。
AWS IoT Device Defender では、監査所見に関する以下のタイプの緩和アクションがサポートされていま
す。
アクションの種類

コメント

ADD_THINGS_TO_THING_GROUP

デバイスを追加するグループを指定します。ま
た、モノが属することができるグループの最大数
を超える場合、1 つ以上の動的グループのメンバー
シップをオーバーライドするかどうかも指定しま
す。

ENABLE_IOT_LOGGING

ログ記録レベルとログ記録のアクセス許可を持つ
ロールを指定します。DISABLED のログ記録レベ
ルを指定することはできません。

PUBLISH_FINDING_TO_SNS

結果の発行先となるトピックを指定します。

REPLACE_DEFAULT_POLICY_VERSION

テンプレート名を指定します。ポリシーバージョ
ンをデフォルトまたは空白のポリシーに置き換え
ます。現在、BLANK_POLICY の値のみがサポート
されています。

UPDATE_CA_CERTIFICATE

CA 証明書の新しい状態を指定します。現
在、DEACTIVATE の値のみがサポートされていま
す。

UPDATE_DEVICE_CERTIFICATE

デバイス証明書の新しい状態を指定します。現
在、DEACTIVATE の値のみがサポートされていま
す。

監査中に問題が見つかったときの標準アクションを設定することで、それらの問題に一貫して対応できま
す。これらの定義済みの緩和アクションを使用すると、問題をより迅速に解決し、人為的ミスの可能性を
低く抑えることができます。

Important
証明書の変更、新しいモノのグループへのモノの追加、またはポリシーの置き換えを行う緩和ア
クションを適用すると、デバイスとアプリケーションに影響する可能性があります。たとえば、
デバイスが接続できなくなる場合があります。緩和アクションは、適用する前に、その影響を考
慮してください。デバイスやアプリケーションが正常に機能できるようになる前に、問題を解決
するための他のアクションを実行する必要がある場合があります。たとえば、更新されたデバイ
ス証明書を提供する必要がある場合があります。緩和アクションはリスクをすばやく制限するの
に役立ちますが、根本的な問題に対処するための是正措置を講じる必要があります。
デバイス証明書の再アクティブ化などの一部のアクションは、手動でのみ実行できます。AWS IoT Device
Defender には、適用された緩和アクションを自動的にロールバックするメカニズムはありません。

Detect 緩和アクション
AWS IoT Device Defender では、Detect アラームに関する以下のタイプの緩和アクションがサポートされ
ています。
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アクションの種類

コメント

ADD_THINGS_TO_THING_GROUP

デバイスを追加するグループを指定します。ま
た、モノが属することができるグループの最大数
を超える場合、1 つ以上の動的グループのメンバー
シップをオーバーライドするかどうかも指定しま
す。

緩和アクションを定義および管理する方法
AWS IoT コンソールまたは AWS CLI を使用して、AWS アカウント の緩和アクションを定義および管理
できます。

緩和アクションの作成
定義する各緩和アクションは、事前定義されたアクションタイプとアカウントに固有のパラメータの組み
合わせです。

AWS IoT コンソールを使用して緩和アクションを作成するには
1.

AWS IoT コンソールを開きます。

2.

左ナビゲーションペインで [Defend (防御)] を選択後、[Mitigation Actions (緩和アクション)] を選択し
ます。

3.

[緩和アクション] ページで、[作成] を選択します。
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4.

[Create a Mitigation Action (緩和アクションの作成)] ページの [アクション名] に、緩和アクションの一
意の名前を入力します。

5.

[アクションの種類] で、定義するアクションのタイプを指定します。

6.

各アクションタイプは、異なる一連のパラメータをリクエストします。アクションのパラメータを入
力します。たとえば、[モノのグループにモノを追加] アクションタイプを選択した場合は、追加先グ
ループを選択し、[Override dynamic groups (動的グループのオーバーライド)] を選択またはオフにし
ます。
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7.

[Action execution role (アクション実行ロール)] で、アクションが適用されるアクセス許可のロールを
選択します。

8.

[保存] を選択して、緩和アクションを AWS アカウントに保存します。

AWS CLI を使用して緩和アクションを作成するには
•

CreateMitigationAction コマンドを使用して、緩和アクションを作成します。アクションに付ける一意
の名前は、そのアクションを監査の結果に適用するときに使用されます。わかりやすい名前を選択し
ます。

AWS IoT コンソールを使用して緩和アクションを表示および変更するには
1.

AWS IoT コンソールを開きます。

2.

左ナビゲーションペインで [Defend (防御)] を選択後、[Mitigation Actions (緩和アクション)] を選択し
ます。
[Mitigation Actions] (緩和アクション) ページには、AWS アカウント に対して定義されたすべての緩和
アクションのリストが表示されます。

3.

変更する緩和アクションのアクション名リンクを選択します。

4.

緩和アクションを変更します。緩和アクションの名前は識別に使用されるため、名前を変更すること
はできません。
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5.

[保存] を選択して、緩和アクションに対する変更を AWS アカウント に保存します。

AWS CLI を使用して緩和アクションを一覧表示するには
•

ListMitigationAction コマンドを使用して、緩和アクションを一覧表示します。緩和アクションを変更
または削除する場合は、名前をメモします。

AWS CLI を使用して緩和アクションを更新するには
•

緩和アクションを変更するには、UpdateMitigationAction コマンドを使用します。

AWS IoT コンソールを使用して緩和アクションを削除するには
1.

AWS IoT コンソールを開きます。

2.

左ナビゲーションペインで [Defend (防御)] を選択後、[Mitigation Actions (緩和アクション)] を選択し
ます。
[Mitigation Actions] (緩和アクション) ページには、AWS アカウント に対して定義されたすべての緩和
アクションが表示されます。

3.

削除する緩和アクションの省略記号 ([...]) を選択し、[削除] を選択します。

AWS CLI を使用して緩和アクションを削除するには
•

緩和アクションを変更するには、UpdateMitigationAction コマンドを使用します。
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AWS IoT コンソールを使用して緩和アクションの詳細を表示するには
1.

AWS IoT コンソールを開きます。

2.

左ナビゲーションペインで [Defend (防御)] を選択後、[Mitigation Actions (緩和アクション)] を選択し
ます。

[Mitigation Actions] (緩和アクション) ページには、AWS アカウント に対して定義されたすべての緩和
アクションが表示されます。
3.

変更する緩和アクションのアクション名リンクを選択します。

4.

[Are you sure you want to delete the mitigation action (緩和アクションを削除してよろしいですか)]
ウィンドウで、[確認] を選択します。

AWS CLI を使用して緩和アクションの詳細を表示するには
•

緩和アクションの詳細を表示するには、DescribeMitigationAction コマンドを使用します。

緩和アクションの適用
一連の緩和アクションを定義したら、それらのアクションを監査の結果に適用できます。アクションを適
用すると、監査緩和アクションタスクを開始します。このタスクは、結果のセットとそれに適用するアク
ションによっては、完了までに時間がかかることがあります。たとえば、証明書の有効期限が切れた大規
模なデバイスプールがある場合、それらの証明書をすべて無効にするか、それらのデバイスを隔離グルー
プに移動するまでに時間がかかることがあります。ログ記録の有効化など、他のアクションはすばやく完
了できます。
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アクション実行のリストを表示し、まだ完了していない実行をキャンセルできます。キャンセルされたア
クション実行の一部として既に実行されているアクションはロールバックされません。結果のセットに複
数のアクションを適用していて、アクションの 1 つが失敗した場合、その結果に対する後続のアクション
はスキップされます (ただし、他の結果には適用されます)。結果のタスクのステータスは FAILED です。
結果に適用したときに 1 つ以上のアクションが失敗した場合、 taskStatus は失敗に設定されます。ア
クションは、指定された順序で適用されます。
それぞれのアクション実行では、一連のアクションがターゲットに適用されます。そのターゲットは、結
果のリストまたは監査からのすべての結果にすることができます。
次の図は、1 つの監査からすべての結果を取得し、その結果に一連のアクションを適用する監査緩和タス
クを定義する方法を示しています。1 回の実行で、1 つのアクションが 1 つの結果に適用されます。監査
緩和アクションタスクは、実行の概要を出力します。

次の図は、1 つ以上の監査から個々の結果のリストを取得し、その結果に一連のアクションを適用する監
査緩和タスクを定義する方法を示しています。1 回の実行で、1 つのアクションが 1 つの結果に適用され
ます。監査緩和アクションタスクは、実行の概要を出力します。
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緩和アクションを適用するには、AWS IoT コンソールまたは AWS CLI を使用できます。

AWS IoT コンソールを使用して、アクション実行を開始することで緩和アクションを適用するに
は
1.

AWS IoT コンソールを開きます。

2.

左ナビゲーションペインで [Defend (防御)]、[監査]、[結果] の順に選択します。
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3.

アクションを適用する監査の名前を選択します。

4.

[Start Mitigation Actions (緩和アクションの開始)] を選択します。すべてのチェック項目が適合してい
る場合、このボタンは使用できません。

5.

[Are you sure that you want to start mitigation action task (緩和アクションタスクを開始してよろしい
ですか)] では、タスク名はデフォルトで監査 ID になりますが、わかりやすいものに変更できます。

6.

監査で 1 つ以上の不適合の結果があったチェックのタイプごとに、適用する 1 つ以上のアクションを
選択できます。チェックタイプに有効なアクションのみが表示されます。

Note
AWS アカウント にアクションを設定していない場合、アクションのリストは空になりま
す。[ここをクリックしてください] リンクを選択して、1 つ以上の緩和アクションを作成でき
ます。
7.

適用するすべてのアクションを指定したら、[確認] を選択します。
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AWS CLI を使用して、監査緩和アクションの実行を開始して緩和アクションを適用するには
1.

監査のすべての結果にアクションを適用する場合は、ListAuditTasks コマンドを使用してタスク ID を
見つけます。

2.

選択した結果にのみアクションを適用する場合は、ListAuditFindings コマンドを使用して結果 ID を取
得します。

3.

ListMitigationActions コマンドを使用して、適用する緩和アクションの名前を書き留めます。

4.

StartAuditMitigationActionsTask コマンドを使用して、ターゲットにアクションを適用します。タスク
ID を書き留めます。ID を使用して、アクション実行の状態の確認、詳細の確認、またはキャンセルを
行うことができます。

AWS IoT コンソールを使用してアクションの実行を表示するには
1.

AWS IoT コンソールを開きます。

2.

左ナビゲーションペインで [Defend (防御)] を選択後、[Action Executions (アクション実行)] を選択し
ます。

アクションタスクのリストには、それぞれが開始された時刻と現在のステータスが表示されます。
3.

[名前] リンクを選択して、タスクの詳細を表示します。詳細には、タスクによって適用されるすべて
のアクション、そのターゲット、およびステータスが含まれます。

[Show executions for (実行を表示)] フィルターを使用して、アクションの種類やアクションの状態に
注目できます。
4.

タスクの詳細を表示するには、[Executions (実行)] で [Show (表示)] を選択します。
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AWS CLI を使用して、開始したタスクを一覧表示するには
1.

ListAuditMitigationActionsTasks を使用して、監査結果の緩和アクションタスクを表示します。フィル
ターを指定して結果を絞り込むことができます。タスクの詳細を表示する場合は、タスク ID をメモし
ておきます。

2.

特定の監査緩和アクションタスクの実行の詳細を表示するには、ListAuditMitigationActionsExecutions
を使用します。

3.

開始時に指定されたパラメータなど、タスクの詳細を表示するに
は、DescribeAuditMitigationActionsTask を使用します。

AWS CLI を使用して、実行中の監査緩和アクションタスクをキャンセルするには
1.
2.

ListAuditMitigationActionsTasks コマンドを使用して、実行をキャンセルするタスクのタスク ID を見
つけます。フィルターを指定して結果を絞り込むことができます。
タスク ID を使用して ListDetectMitigationActionsExecutions コマンドを使用し、監査緩和アクション
タスクをキャンセルします。完了したタスクはキャンセルできません。タスクをキャンセルすると、
残りのアクションは適用されませんが、既に適用された緩和アクションはロールバックされません。

許可
定義する緩和アクションごとに、そのアクションを適用するために使用するロールを指定する必要があり
ます。

緩和アクションのアクセス許可
アクションの種類

アクセス許可ポリシーテンプ
レート

UPDATE_DEVICE_CERTIFICATE
{
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アクションの種類

アクセス許可ポリシーテンプ
レート
"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"iot:UpdateCertificate"
],
"Resource":[
"*"
]
}
]

}

UPDATE_CA_CERTIFICATE
{

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

}

ADD_THINGS_TO_THING_GROUP
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"iot:ListPrincipalThings",
"iot:AddThingToThingGroup"
],
"Resource":[
"*"
]
}
]

}
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アクションの種類

アクセス許可ポリシーテンプ
レート

REPLACE_DEFAULT_POLICY_VERSION
{

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

}

ENABLE_IOT_LOGGING
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"iot:SetV2LoggingOptions"
],
"Resource":[
"*"
]
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"iam:PassRole"
],
"Resource":[
"<IAM role
ARN used for setting up
logging>"
]
}
]

}
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アクションの種類

アクセス許可ポリシーテンプ
レート

PUBLISH_FINDING_TO_SNS
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"sns:Publish"
],
"Resource":[
"<The SNS
topic to which the finding
is published>"
]
}
]

}

すべての緩和アクションタイプに、次の信頼ポリシーテンプレートを使用します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "iot.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:iot:*:111122223333::*"
},
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "111122223333:"
}
}
}
]

緩和アクションコマンド
これらの緩和アクションコマンドを使用して、後で 1 つ以上の監査所見のセットに適用できる一連のアク
ションを AWS アカウント に定義できます。コマンドカテゴリは 3 つあります。
• アクションを定義および管理するために使用するもの。
• 結果を監査するために、これらのアクションのアプリケーションを開始および管理するために使用する
もの。
• アラームを検出するために、これらのアクションのアプリケーションを開始および管理するために使用
するもの。
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緩和アクションコマンド
アクションの定義と管理

Audit 実行を開始および管理する

Detect 実行を開始および管理す
る

CreateMitigationAction

CancelAuditMitigationActionsTask CancelDetectMitigationActionsTask

DeleteMitigationAction

DescribeAuditMitigationActionsTaskDescribeDetectMitigationActionsTask

DescribeMitigationAction

ListAuditMitigationActionsTasks

ListDetectMitigationActionsTasks

ListMitigationActions

StartAuditMitigationActionsTask

StartDetectMitigationActionsTask

UpdateMitigationAction

ListAuditMitigationActionsExecutionsListDetectMitigationActionsExecutions

AWS IoT Device Defender を他のAWSサービスと
併用する
AWS IoT Greengrass を実行するデバイスでの AWS
IoT Device Defender の使用
AWS IoT Greengrass は、デバイスの動作を継続的に監視するために、AWS IoT Device Defender との事
前構築された統合を提供します。
• AWS IoT Greengrass V1とDevice Defender を統合
• AWS IoT Greengrass V2とDevice Defender を統合

FreeRTOSおよび組み込み機器とAWS IoT Device
Defenderを使用
FreeRTOS デバイスでAWS IoT Device Defenderを使用するには、お使いのデバイスにFreeR Embedded
C SDKまたはAWSIoT Device Defender ライブラリがインストールされている必要があります。FreeRTOS
Embedded C SDKは、AWSIoT Device Defender ライブラリーを含みます。AWS IoT Device Defenderを
FreeRTOS デバイスに統合する方法については、以下のデモを参照してください：
• FreeRTOS標準メトリックとカスタムメトリクスデモ用AWS IoT Device Defender
• AWS IoT Device Defender にメトリクスを送信するための MQTT エージェントの使用
• AWS IoT Device Defender にメトリクスを送信するための MQTT コアライブラリの使用
FreeRTOS を使用せずに組み込みデバイスで AWS IoT Device Defender を使用するには、デバイスに
AWS IoT Embedded C SDK または AWS IoT Device Defender ライブラリがインストールされている必要
があります。AWSIoT Embedded C SDK はAWSIoT Device Defender ライブラリを含みます。AWS IoT
Device Defender を組み込みデバイスに統合する方法については、次のデモ、AWS IoT Embedded SDK 標
準およびカスタムメトリクスのデモのための AWS IoT Device Defender を参照してください。

1062

AWS IoT Core デベロッパーガイド
AWS IoT Device Defender を AWS
IoT Device Management で使う

AWS IoT Device Defender を AWS IoT Device
Management で使う
AWS IoT Device Management フリートのインデックス作成を使用して、AWS IoT Device Defender Detect
違反をインデックス化、検索、および集計できます。Device Defender 違反データがフリートインデック
ス作成でインデックス化された後で、Fleet Hub アプリケーションの Device Defender 違反データにアクセ
スしてクエリを実行したり、違反データに基づいてフリートアラームを作成してデバイスのフリート全体
の異常をモニタリングしたり、Fleet Hub ダッシュボードでフリートアラームを表示したりできます。

Note
AWS IoT Device Defender 違反データのインデックス化をサポートするフリートインデックス機
能は、AWS IoT Device Management のプレビューリリースにあり、変更される可能性がありま
す。
• フリートインデックス作成の管理
• クエリ構文
• Fleet Hub アプリケーション用フリートインデックス作成の管理
• ご利用開始にあたって

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呼び出したサービスを介して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。
セキュリティ問題の混乱により影響を受ける可能性のあるお客様からの AWS IoT Device Defender アクセ
スは、監査の実行、セキュリティプロファイル違反のSNS通知の送信、緩和措置の実行の3つです。これ
らの各アクションについて、aws:SourceArn の値は次のようである必要があります :
• UpdateAccountAuditConfiguration API (RoleArn 属性および NotificationTarget RoleArn 属性) で渡された
リソースの場合、aws:SourceArn と arn:arnPartition:iot:region:accountId: を使用して、
リソースポリシーのスコープを絞り込んでおく必要があります。
• CreateMitigationAction API (RoleArn 属性) で渡されたリソースの場合、aws:SourceArn および
arn:arnPartition:iot:region:accountId:mitigationaction/mitigationActionName を
使用して、リソースポリシーのスコープを絞り込んでおく必要があります。
• CreateSecurityProfile API (alertTargets 属性) で渡されたリソースの場合、aws:SourceArn と
arn:arnPartition:iot:region:accountId:securityprofile/securityprofileName を使
用して、リソースポリシーのスコープを絞り込んでおく必要があります。
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。リソースの完
全な ARN が不明な場合や、複数のリソースを指定する場合には、グローバルコンテキスト条件
キー aws:SourceArn で、ARN の未知部分を示すためにワイルドカード (*) を使用します。例え
ば、arn:aws:servicename:*:123456789012:* です。
次の例では、AWS IoT Device Defender 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。
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{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "iot.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:iot:*:123456789012::*"
},
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "123456789012:"
}
}
}
}

デバイスエージェントのセキュリティベストプラク
ティス
最小特権
エージェントプロセスには、役割を実行するために必要な最小限のアクセス許可のみを付与してくだ
さい。

基本的なメカニズム
• エージェントは、root 以外のユーザーとして実行する必要があります。
• エージェントは、その独自のグループで専用ユーザーとして実行してください。
• ユーザー/グループには、メトリクスの収集と送信に必要な読み取り専用アクセス許可のみリソース
で付与してください。
• 例: サンプルエージェントの /proc /sys での読み取り専用。
• アクセス許可を制限して実行するプロセスをセットアップする方法の例については、Python サンプ
ルエージェントに含まれているセットアップ手順を参照してください。
エージェントプロセスをさらに制限/分離するためのよく知られている Linux メカニズムは多数ありま
す。

高度なメカニズム
• CGroups
• SELinux
• Chroot
• Linux 名前空間
運用の耐障害性
エージェントプロセスには、クラッシュしたり完全に終了したりしないように予期しない動作エラー
や例外からの回復力が必要です。コードは、例外を適切に処理する必要があり、予防策として、予期
せずに終了した場合 (システムの再起動やキャッチされない例外などのため) は自動的に再起動するよ
うに設定されている必要があります。

1064

AWS IoT Core デベロッパーガイド
デバイスエージェントのセキュリティベストプラクティス

最小の依存関係
エージェントは、その実装でできる限り少ない依存関係 (つまり、サードパーティーのライブラリ)
を使用する必要があります。タスクが複雑なためにライブラリの使用が適切な場合 (Transport Layer
Security など)、よく管理された依存関係のみを使用し、それらを最新の状態に保つメカニズムを確立
します。追加された依存関係に、エージェントにより使用されず、デフォルトでアクティブな機能が
含まれている場合 (たとえば、開いているポート、ドメインソケットなど)、コードで無効にするか、
ライブラリの構成ファイルを使用して無効にします。
プロセスの分離
エージェントプロセスには、デバイスメトリクスの収集と送信の実行に必要な機能のみ含まれている
必要があります。他のシステムプロセスの上でコンテナとして実行したり、他の範囲外ユースケース
の機能を実装したりすることはできません。さらに、エージェントプロセスは、ドメインソケットや
ネットワークサービスポートなどのインバウンド通信を作成しないようにする必要があります。作成
すると、ローカルまたはリモートプロセスが処理に干渉できるようになり、整合性と分離に影響が及
ぶ可能性があります。
ステルス性
プロセスエージェントの名前に、その目的やセキュリティ上の価値を示すセキュリティ、モニタリン
グ、監査などのキーワードを使用することはできません。汎用コード名やランダムかつ一意のデバイ
スごとのプロセス名が推奨されます。エージェントのバイナリが存在するディレクトリや、プロセス
引数の名前と値の命名でも、同じ原則に従う必要があります。
最小限の情報共有
デバイスにデプロイされるエージェントアーティファクトには、特権認証情報、デバッグおよびデッ
ドコード、インラインコメントまたはドキュメントファイルなどの機密情報を含めることはできませ
ん。エージェントが収集したメトリクスのサーバー側の処理の詳細やバックエンドシステムに関する
詳細が開示されます。
Transport Layer Security
データ転送用の TLS セキュアチャネルを確立するには、エージェントプロセスは証明書チェーンやド
メイン名検証などのクライアント側検証をすべてアプリケーションレベルで (デフォルトで有効になっ
ていない場合) 強制する必要があります。さらに、エージェントは、信頼された機関が含まれていて、
侵害された証明書発行元に属している証明書が含まれていないルート証明書ストアを使用する必要が
あります。
安全なデプロイ
コードのプッシュや同期、そのバイナリ、ソースコード、設定ファイル (信頼されたルート証明書を
含む) を含むリポジトリなど、すべてのエージェントデプロイメカニズムは、許可されていないコード
インジェクションや改ざんを防ぐためにアクセス制御される必要があります。デプロイメカニズムが
ネットワーク通信に依存している場合、暗号化方法を利用して転送中のデプロイアーティファクトの
整合性を保護します。
詳細情報
• AWS IoT でのセキュリティ (p. 295)
• AWS IoT セキュリティモデルを理解する
•
•
•
•
•

Redhat: A Bite of Python
Python における10個の一般的なセキュリティ問題とそれを避ける方法
最も少ない特権とは何か & なぜそれが必要なのか？
OWASP Embedded Security Top 10
OWASP IoT Project

1065

AWS IoT Core デベロッパーガイド
セットアップ

Device Advisor
Device Advisor は、デバイスソフトウェア開発中に IoT デバイスを検証するための、クラウドベースの
フルマネージドテスト機能です。Device Advisor は、デバイスを本稼働環境にデプロイする前に、AWS
IoT Core との信頼性と安全な接続性について IoT デバイスを検証するために使用できる、事前に構築
されたテストを提供します。Device Advisor の事前構築されたテストにより、デバイスソフトウェア
をTLS,MQTT,デバイスシャドウ, およびIoT ジョブズの使用のベストプラクティスに照らして検証できま
す。また、署名された認定レポートをダウンロードして AWS パートナーネットワークに提出し、デバイ
スを送付してテストを待つことなく、AWS Partner Device Catalog の認定を受けることもできます。

Note
Device Advisor は、us-east-1、us-west-2、ap-northeast-1、および eu-west-1 リージョンでサ
ポートされています。Device Advisor は、X509 クライアント証明書による MQTT をサポートし
ます。
この章には、以下のセクションが含まれています。
• セットアップ (p. 1066)
• コンソールでの Device Advisor の開始方法 (p. 1070)
• Device Advisor ワークフロー (p. 1076)
• Device Advisor の詳細コンソールワークフロー (p. 1080)
• Device Advisor テストケース (p. 1090)
AWS IoT Core に接続するように構築されたデバイスは、Device Advisor を利用することができま
す。AWS IoT コンソールから、または AWS CLI もしくは SDK を使用して、Device Advisor にアクセスで
きます。デバイスをテストする準備ができたら、AWS IoT Core に登録し、Device Advisor エンドポイン
トでデバイスソフトウェアを設定します。その後、事前に構築されたテストを選択して設定し、デバイス
でテストを実行して、詳細なログまたは認定レポートとともにテスト結果を取得します。
Device Advisor は、AWS クラウドのテストエンドポイントです。Device Advisor が提供するテストエンド
ポイントに接続するようにデバイスを設定することで、デバイスをテストできます。テストエンドポイン
トに接続するようにデバイスを設定したら、Device Advisor のコンソールにアクセスするか、AWS SDK
を使用して、デバイスで実行するテストを選択できます。その後、Device Advisor は、リソースのプロビ
ジョニング、テストプロセスのスケジューリング、ステートマシンの管理、デバイスの動作の記録、結果
の記録、テストレポートの形式での最終結果の提供など、テストのライフサイクル全体を管理します。

セットアップ
Device Advisor を初めて使用する場合は、事前に以下のタスクをすべて実行してください。
前提条件
• IoT モノの作成 (p. 1067)
• デバイスロールとして使用する IAM ロールを作成する (p. 1067)
• IAM ユーザーが Device Advisor を使用するためのカスタムマネージドポリシーを作成する (p. 1068)
• Device Advisor のテストの実行に使用する IAM ユーザーを作成する (p. 1069)
• デバイスを設定する (p. 1069)
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IoT モノの作成
まず モノ を作成し、モノ に証明書を添付する必要があります。モノを作成するために以下のチュートリ
アルを使います:モノ対象を作成します。

デバイスロールとして使用する IAM ロールを作成する
Note
Device Advisor コンソールを使用して、デバイスロールをすばやく作成できます。Device Advisor
コンソールを使用してデバイスロールを設定する手順については、コンソールでの Device
Advisor の開始方法を参照してください。
1.

AWSIAM コンソールに移動し、Device Advisor のテストに使用するアカウントにログインします。

2.

左側のナビゲーションペインで、[Policies] (ポリシー)を選択します。

3.

[Create policy] を選択します。

4.

[Create policy] (ポリシーの作成) で、次の操作を実行します。
1. [Service] (サービス) で、[IoT] を選択します。
2. [Actions] (アクション) で、前のセクションで作成した IoT モノまたは証明書にアタッチされたポリ
シーに基づいてアクションを選択するか (推奨)、[Filter] (フィルター) アクションボックスで次のア
クションを検索して選択します。
• 接続
• 公開
• サブスクライブ
• 受信
3. セキュリティのベストプラクティスとして、[Resources] (リソース) で、次の手順に従って クライ
アント、トピック、および topicfilter のリソースを制限することをお勧めします。
a. Connect アクションの [Specify client resource ARN] (クライアントリソース ARN を指定) を選択
します。
i. [Add ARN (ARN の追加)] を選択します。
ii. ビジュアル ARN エディタでリージョン、accountId、および clientId を指定するか、テスト
ケースの実行に使用する IoT トピックの Amazon リソースネーム (ARN) を手動で指定しま
す。clientId は、デバイスが Device Advisor とインタラクションするために使用する MQTT
clientId です。
iii. [Add] (追加) をクリックします。
b. [Specify topic resource ARN for the Receive and 1 more action] (受信およびさらに 1 つのアク
ションのためにトピックリソース ARN を指定) を選択します。
i. [Add ARN (ARN の追加)] を選択します。
ii. ビジュアル ARN エディタでリージョン、accountId、およびトピック名を指定するか、テスト
ケースの実行に使用する IoT トピックの ARN を手動で指定します。トピック名は、デバイス
がメッセージを発行するために使用する MQTT トピックです。
iii. [Add] (追加) をクリックします。
c. [Specify topicfilter resource ARN for the Subscribe action] (サブスクライブアクションのトピック
フィルターリソース ARN を指定) を選択します。
i. [Add ARN (ARN の追加)] を選択します。
ii. ビジュアル ARN エディタでリージョン、accountId、およびトピック名を指定するか、テスト
ケースの実行に使用する IoT トピックの ARN を手動で指定します。トピック名は、デバイス
がサブスクライブするために使用する MQTT トピックです。
iii. [Add] (追加) をクリックします。

5.

[ポリシーの確認] を選択します。
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6.

[Review policy] (ポリシーのレビュー) で、[Name] (名前) を入力します。

7.

[Create policy] を選択します。

8.

左のナビゲーションペインで、[Roles] (ロール) を選択します。

9.

[Create Role] を選択します。

10. [Or select a service to view its use cases] (またはサービスを選択してそのユースケースを表示) で、
[IoT] を選択します。
11. [ユースケースの選択] で、[IoT] を選択します。
12. [Next: Permissions (次へ: アクセス許可)] を選択します。
13. (オプション) [Set permissions boundary] (アクセス許可の境界の設定) で、[Use a permissions
boundary to control the maximum role permissions] (アクセス許可の境界を使用してロールのアクセス
許可の上限を設定する) を選択し、作成したポリシーを選択します。
14. [次へ: タグ] を選択します。
15. [Next: Review] を選択します。
16. [Role name] (ロール名) と [Role description] (ロールの説明) を入力します。
17. [ロールの作成] を選択します。
18. 作成したロールに移動します。
19. [Permissions] (アクセス許可) タブで [Attach policies] (ポリシーのアタッチ) を選択してから、ステッ
プ 4 で作成したポリシーを選択します。
20. [ポリシーのアタッチ] を選択します。
21. [Trust relationships] (信頼関係) タブを選択し、[Edit trust relationship] (信頼関係の編集) を選択しま
す。
22. 次のポリシーを入力します。
{

}

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

23. [Update Trust Policy] を選択します。

IAM ユーザーが Device Advisor を使用するためのカス
タムマネージドポリシーを作成する
1.

IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) に移動します。プロンプトが表示された
ら、AWS 認証情報を入力してサインインします。

2.

左のナビゲーションペインの [Policies (ポリシー)] を選択します。

3.

[Create Policy] (ポリシーの作成) を選択し、[JSON] タブを選択します。

4.

Device Advisor を使用するために必要なアクセス許可を追加します。ポリシードキュメントは、ト
ピック [Security best practices] (セキュリティのベストプラクティス) にあります。

5.

[ポリシーの確認] を選択します。

6.

[Name (名前)] と [Description (説明)] を入力します。

7.

[Create Policy (ポリシーの作成)] を選択します。
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Device Advisor のテストの実行に使用する IAM ユー
ザーを作成する
Note
Device Advisor テストを実行するときに使用する IAM ユーザーを作成することをお勧めしま
す。IAM 管理者ユーザーを使用して Device Advisor テストを実行することは許可されています
が、お勧めしません。
1.

IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) に移動します。プロンプトが表示された
ら、AWS 認証情報を入力してサインインします。

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.

[Add User] を選択します。

4.

ユーザー名を入力します。

5.

[Programmatic access] (プログラムによるアクセス) を選択します。

6.

[Next: Permissions (次へ: アクセス許可)] を選択します。

7.

[既存のポリシーを直接添付する] を選択します。

8.

作成したカスタム管理ポリシーの名前を検索ボックスに入力し、[Policy name] (ポリシー名) のチェッ
クボックスをオンにします。

9.

[Next: Tags (次へ: タグ)] を選択します。

10. [Next: Review] を選択します。
11. [Create user] を選択します。
12. [閉じる] を選択します。
Device Advisor は、お客様に代わって AWS リソース (モノ、証明書、エンドポイント) にアクセスする必
要があります。IAM ユーザーは必要なアクセス許可を備えている必要があります。また、必要なアクセス
許可ポリシーを IAM ユーザーにアタッチすると、Device Advisor は Amazon CloudWatch にログを発行し
ます。

デバイスを設定する
Device Advisor は、サーバー名表示 (SNI) TLS 拡張を使用して TLS 設定を適用します。デバイスは、接
続時にこの拡張を使用し、Device Advisor のテストエンドポイントと同じサーバー名を渡す必要がありま
す。
Device Advisor は、テストが Running のステータスにあるときに TLS 接続を許可し、各テストの実行
前と実行後に TLS 接続を拒否します。このため、デバイス接続の再試行メカニズムを使用して、Device
Advisor で完全に自動化されたテスト機能を使用することもお勧めします。複数のテストケース (TLS 接
続、MQTT 接続、および MQTT 発行など) を使用してテストスイートを実行する場合、デバイスが 5 秒ご
とにテストエンドポイントへの接続を試行するメカニズムをビルドすることをお勧めします。その後、自
動化された方法で順番に複数のテストケースを実行できます。

Note
デバイスソフトウェアのテストの準備を整えるために、AWS IoT Core に接続できる SDK を用意
し、アカウント用に提供された Device Advisor テストエンドポイントを使用して SDK を更新す
ることをお勧めします。
Device Advisor が、アカウントレベルのエンドポイントとデバイスレベルのエンドポイントの 2 種類のエ
ンドポイントをサポートします。ユースケースに最も適したエンドポイントを選択します。異なるデバイ
スを使用して複数のテストスイートを同時に実行するには、デバイスレベルのエンドポイントを使用しま
す。次のコマンドを実行して、デバイスレベルのエンドポイントを取得します。
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aws iotdeviceadvisor get-endpoint --thing-arn your-thing-arn

または
aws iotdeviceadvisor get-endpoint --certificate-arn your-certificate-arn

一度に 1 つのテストスイートを実行するには、アカウントレベルのエンドポイントを選択します。次のコ
マンドを実行して、アカウントレベルのエンドポイントを取得します。
aws iotdeviceadvisor get-endpoint

コンソールでの Device Advisor の開始方法
このチュートリアルは、コンソールで Device Advisor をすぐに使い始めるのに役立ちます。Device
Advisor は、AWS IoT Core 認定プログラムで説明されているように、デバイスが AWS Partner Device
Catalog の認定を受けて、当該カタログに掲載されるために必要なテストや署名済み認定レポートなどの
機能を提供します。
Device Advisor の使用の詳細については、Device Advisor ワークフロー (p. 1076) および Device Advisor
の詳細コンソールワークフロー (p. 1080) を参照してください。
このチュートリアルを完了するには、セットアップ (p. 1066) で概説されている手順に従います。

Note
Device Advisor は、us-east-1、us-west-2、ap-northeast-1、および eu-west-1 リージョンでサ
ポートされています。

開始方法
1.

AWS IoT コンソールのナビゲーションペインで、[Test] (テスト)、[Device Advisor] の順に展開
し、[Start walkthrough] (チュートリアルの開始) を選択します。

2.

Device Advisor の開始方法ページでは、テストスイートを作成し、デバイスに対してテストを実行す
るために必要な手順の概要を説明します。アカウントの Device Advisor テストエンドポイントを見
つけることもできます。このテストエンドポイントに接続するには、テストに使用するデバイスの
ファームウェアまたはソフトウェアを設定する必要があります。
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このチュートリアルを完了するには、モノや証明書を作成する必要があります。

情報を確認したら、[Next] (次へ) をクリックします。
3.

ステップ 1 では、Device Advisor を使用してテストする AWS IoT モノまたは証明書を選択します。既
存のモノまたは証明書がない場合は、セットアップ を参照してください。
[Test endpoint] (テストエンドポイント) セクションで、ユースケースに最適なエンドポイントを選択
します。同じ AWS アカウントを使用して複数のテストスイートを同時に実行する場合、[Device-level
endpoint] (デバイスレベルのエンドポイント) を選択します。別の方法として、一度に 1 つのテスト
スイートを実行する場合、[Account-level endpoint] (アカウントレベルのエンドポイント) を選択しま
す。
選択した Device Advisor のテストエンドポイントでテストデバイスを設定します。
[Next] を選択します。

4.

ステップ 2 では、カスタムテストスイートの作成および設定を行います。カスタムテストスイートに
は少なくとも 1 つのテストグループがなければならず、各テストグループには少なくとも 1 つのテス
トケースが必要です。使用を開始できるように、MQTT Connect テストケースを追加しました。
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[Test suite properties] (テストスイートのプロパティ) を選択します。テストスイートを作成するとき
は、テストスイートのプロパティを指定する必要があります。

設定できるスイートレベルのプロパティは次の通りです。
• テストスイート名: テストスイートの名前を入力します。
• タイムアウト (オプション): 現在のテストスイートの各テストケースの秒単位でのタイムアウト 。
タイムアウト値を指定しない場合、デフォルト値を使用します。
• タグ (オプション): 作成するテストスイートにタグを追加します。

完了したら、[Update properties] (プロパティの更新) を選択します。
5.

(オプション) テストグループ名の横にある [Edit] (編集) を選択して、テストスイートグループの設定
を更新できます。
• 名前: テストスイートグループのカスタム名を入力します。
• タイムアウト (オプション): 現在のテストスイートの各テストケースの秒単位でのタイムアウト 。
タイムアウト値を指定しない場合、デフォルト値を使用します。
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[Done] を選択します。
6.

(オプション) テストケース名の横にある [Edit] (編集) を選択して、テストケース設定を更新できま
す。
• 名前: テストスイートグループのカスタム名を入力します。
• タイムアウト (オプション): 選択したテストケースのタイムアウト (秒)。タイムアウト値を指定しな
い場合、デフォルト値を使用します。

[Done] を選択します。
7.

(オプション) テストスイートにさらにテストグループを追加するには、[Add test group] (テストグルー
プの追加) を選択し、ステップ 5 の手順に従います。

8.

(オプション) テストケースをさらに追加するには、[Test cases] (テストケース) の下に表示されている
テストケースを、任意のテストグループにドラッグします。
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9.

テストグループとテストケースは、リストされているテストケースを選択してドラッグすることで並
べ替えることができます。Device Advisor が、テストケースがリストされている順序でテストを実行
します。
テストスイートを設定したら、[Next] (次へ) を選択します。

10. ステップ 3 では、Device Advisor が、テストデバイスの代わりに AWS IoT MQTT アクションを実行
するために使用するデバイスロールを設定できます。[MQTT Connect] テストケースのみを選択した
場合は、[Connect] (接続) アクションが自動的に選択されます。このテストスイートを実行するため
に、デバイスロールに対してそのアクセス許可が必要になるためです。他のテストケースを選択した
場合、対応するアクションが選択されます。
選択した各アクションのリソース値を指定します。例えば、[Connect] (接続) アクションでは、デバイ
スと Device Advisor エンドポイントの接続に使用するクライアント ID を指定します。カンマを使用
して値を区切ることで、複数の値を指定できます。また、ワイルドカード (*) 文字を使用して、プレ
フィックス値を指定することもできます。例えば、MyTopic で始まる任意のトピックで発行するため
のアクセス許可を付与する場合は、リソース値として「MyTopic*」を指定できます。

以前にセットアップからデバイスロールを作成していて、そのロールを使用する場合は、[Select an
existing role] (既存のロールを選択) を選択し、[Select role] (ロールを選択) でデバイスロールを選択し
ます。
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提供されている 2 つのオプションのいずれかを使用してデバイスロールを設定し、[Next] (次へ) をク
リックします。
11. ステップ 4 では、選択したテストデバイス、テストエンドポイント、テストスイート、および設定
したテストデバイスロールの概要が表示されます。セクションに変更を加える場合は、編集するセク
ションの上にある [Edit] (編集) ボタンを選択します。

Note
最良の結果を得るには、テストスイートの実行を開始する前に、選択したテストデバイスを
Device Advisor テストエンドポイントに接続する必要があります。1～2 分間、デバイスが 5
秒ごとにテストエンドポイントへの接続を試行するメカニズムを構築することをお勧めしま
す。
テストスイートを作成し、デバイスに対して選択したテストを実行するには、[Run] (実行) を選択しま
す。

12. ナビゲーションペインで、[Test] (テスト)、[Device Advisor] の順に展開し、[Test runs and results]
(テストの実行と結果) を選択して、実行の詳細とログを表示します。実行の詳細とログを表示するに
は、実行を開始したテストスイートを選択します。
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13. スイート実行用に CloudWatch ログにアクセスするには:
• [Test suite log] (テストスイートのログ) を選択して、テストスイートの実行の CloudWatch ログを
表示します。
• テストケース固有の CloudWatch ログを表示するには、テストケースの [Test case log] (テストケー
スログ) を選択します。
14. テスト結果に基づいて、すべてのテストに合格するまでデバイスのトラブルシューティングを行いま
す。

Device Advisor ワークフロー
このチュートリアルでは、カスタムテストスイートを作成し、コンソールでテストするデバイスに対して
テストを実行する方法について説明します。テストが完了したら、テスト結果と詳細ログを表示できま
す。
チュートリアル
• 前提条件 (p. 1076)
• テストスイート定義を作成する (p. 1076)
• テストスイート定義を取得する (p. 1078)
• テストエンドポイントを取得する (p. 1078)
• テストスイートの実行を開始する (p. 1079)
• テストスイートの実行を取得する (p. 1079)
• テストスイートの実行を停止する (p. 1079)
• 成功した認定テストスイートの実行の認定レポートを取得する (p. 1080)

前提条件
このチュートリアルを完了するには、「セットアップ (p. 1066)」で概説されている手順を完了してくださ
い。

テストスイート定義を作成する
まず、AWS SDK をインストールします。

rootGroup の構文
ルートグループは、どのテストケースをテストスイートに含めるかだけでなく、それらのテストケースに
必要な設定も指定する JSON 文字列です。ルートグループを使用して、テストスイートを任意の態様で構
造化し、順序付けます。テストスイートの階層は次のとおりです。
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test suite # test group(s) # test case(s)

テストスイートには少なくとも 1 つのテストグループがなければならず、各テストグループには少なくと
も 1 つのテストケースが必要です。Device Advisor は、テストグループとテストケースを定義する順序で
テストを実行します。
各ルートグループは、次の基本的な構造に従います。
{

}

"configuration": { // for all tests in the test suite
"": ""
}
"tests": [{
"name": ""
"configuration": { // for all sub-groups in this test group
"": ""
},
"tests": [{
"name": ""
"configuration": { // for all test cases in this test group
"": ""
},
"test": {
"id": ""
"version": ""
}
}]
}]

"name"、"configuration"、および "tests" を含み、「グループ定義」と呼ばれるブロッ
ク。"name"、"configuration"、および "test" を含み、「テストケース定義」と呼ばれるブロッ
ク。"test" および "id" を含む各 "version" ブロックは、「テストケース」と呼ばれます。
各テストケース ("test" ブロック) の "id" フィールドと "version" フィールドへの入力方法について
は、「Device Advisor テストケース (p. 1090)」を参照してください。そのセクションには、使用可能な
"configuration" 設定に関する情報も含まれています。
次のブロックは、「MQTT Connect Happy Case」および「MQTT Connect Exponential Backoff Retries」
のテストケースを指定するルートグループ設定の例と、設定フィールドについての説明です。
{

"configuration": {}, // Suite-level configuration
"tests": [
// Group definitions should be provided here
{
"name": "My_MQTT_Connect_Group", // Group definition name
"configuration": {}
// Group definition-level configuration,
"tests": [
// Test case definitions should be provided here
{
"name": "My_MQTT_Connect_Happy_Case", // Test case definition name
"configuration": {
"EXECUTION_TIMEOUT": 300
// Test case definition-level
configuration, in seconds
},
"test": {
"id": "MQTT_Connect",
// test case id
"version": "0.0.0"
// test case version
}
},
{
"name": "My_MQTT_Connect_Jitter_Backoff_Retries", // Test case definition name
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"configuration": {
"EXECUTION_TIMEOUT": 600
// Test case definition-level
configuration, in seconds
},
"test": {
"id": "MQTT_Connect_Jitter_Backoff_Retries", // test case id
"version": "0.0.0"
// test case version
}
}]
}]

}

テストスイート定義を作成するときに、ルートグループ設定を指定する必要があります。応答オブジェク
トで返された suiteDefinitionId を保存します。この ID が、テストスイート定義情報を取得してテス
トスイートを実行するために使用されます。
Java SDK の例を次に示します。
response = iotDeviceAdvisorClient.createSuiteDefinition(
CreateSuiteDefinitionRequest.builder()
.suiteDefinitionConfiguration(SuiteDefinitionConfiguration.builder()
.suiteDefinitionName("your-suite-definition-name")
.devices(
DeviceUnderTest.builder()
.thingArn("your-test-device-thing-arn")
.certificateArn("your-test-device-certificate-arn")
.build()
)
.rootGroup("your-root-group-configuration")
.devicePermissionRoleArn("your-device-permission-role-arn")
.build()
)
.build()
)

テストスイート定義を取得する
テストスイートの実行を開始したら、その進行状況を確認し、GetSuiteRun API を使用してその結果を
確認できます。
SDK の例:
// Using the SDK, call the GetSuiteRun API.
response = iotDeviceAdvisorClient.GetSuiteRun(
GetSuiteRunRequest.builder()
.suiteDefinitionId("your-suite-definition-id")
.suiteRunId("your-suite-run-id")
.build())

テストエンドポイントを取得する
GetTestEndpoint API を使用して、デバイスで使用されるテストエンドポイントを取得できます。エン
ドポイントを選択するときは、状況に最も適したエンドポイントを選択します。複数のテストスイートを
同時に実行する場合は、thing ARN または certificate ARN を指定してデバイスレベルのエンドポイ
ントを使用します。単一のテストスイートを実行する場合は、引数を指定せずにアカウントレベルのエン
ドポイントを選択します。
SDK の例:
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response = iotDeviceAdvisorClient.getEndpoint(GetEndpointRequest.builder()
.certificateArn("your-test-device-certificate-arn")
.thingArn("your-test-device-thing-arn")
.build())

テストスイートの実行を開始する
テストスイートの定義を正常に作成し、Device Advisor のテストエンドポイントに接続するため
にテストデバイスを設定したら、StartSuiteRun API を使用してテストスイートを実行しま
す。certificateArn または thingArn を使用して、テストスイートを実行します。両方が設定されて
いる場合、証明書がモノに属している場合は証明書が使用されます。
.parallelRun() では、デバイスレベルのエンドポイントを使用して、1 つの AWS アカウントで複数の
テストスイートを並列して実行する場合、true を使用します。
SDK の例:
response = iotDeviceAdvisorClient.startSuiteRun(StartSuiteRunRequest.builder()
.suiteDefinitionId("your-suite-definition-id")
.suiteRunConfiguration(SuiteRunConfiguration.builder()
.primaryDevice(DeviceUnderTest.builder()
.certificateArn("your-test-device-certificate-arn")
.thingArn("your-test-device-thing-arn")
.build())
.parallelRun(true | false)
.build())
.build())

応答で返された suiteRunId を保存します。これを使用して、このテストスイートの実行の結果を取得し
ます。

テストスイートの実行を取得する
テストスイート定義を作成した後、CreateSuiteDefinition API の応答オブジェクトで
suiteDefinitionId を受け取ります。
返されるルートグループ内の各グループおよびテストケース定義内に新しい id フィールドがあることが
わかります。これは想定されることであり、これらの ID を使用してテストスイート定義のサブセットを実
行できます。
Java SDK の例:
response = iotDeviceAdvisorClient.GetSuiteDefinition(
GetSuiteDefinitionRequest.builder()
.suiteDefinitionId("your-suite-definition-id")
.build()
)

テストスイートの実行を停止する
まだ進行中のテストスイートの実行を停止する場合は、StopSuiteRun API を呼び出しま
す。StopSuiteRun API を呼び出すと、サービスはクリーンアッププロセスを開始します。サービスが
クリーンアップ処理を実行している間、テストスイートの実行ステータスが Stopping に更新されます。
クリーンアップ処理には数分かかります。プロセスが完了すると、テストスイートの実行ステータスが
Stopped に更新されます。テストの実行が完全に停止したら、別のテストスイートの実行を開始できま
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す。前のセクションの説明どおりに GetSuiteRun API を使用して、スイートの実行ステータスを定期的
にチェックすることができます。
SDK の例:
// Using the SDK, call the StopSuiteRun API.
response = iotDeviceAdvisorClient.StopSuiteRun(
StopSuiteRun.builder()
.suiteDefinitionId("your-suite-definition-id")
.suiteRunId("your-suite-run-id")
.build())

成功した認定テストスイートの実行の認定レポートを
取得する
実行した認定テストスイートが完了すると、GetSuiteRunReport API を使用して認定レポー
トを取得できます。この認定レポートは、AWS IoT Core 認定プログラムでデバイスを認定す
るために使用できます。テストスイートが認定テストスイートであるかどうかを判断するに
は、intendedForQualification パラメータが true に設定されているかどうかを確認しま
す。GetSuiteRunReport API を呼び出した後、返されたダウンロード URL を 90 秒間ダウンロードで
きます。GetSuiteRunReport API を最後に呼び出してから 90 秒を超える時間が経過した場合は、その
API を再度呼び出して有効な URL を取得します。
SDK の例:
// Using the SDK, call the getSuiteRunReport API.
response = iotDeviceAdvisorClient.getSuiteRunReport(
GetSuiteRunReportRequest.builder()
.suiteDefinitionId("your-suite-definition-id")
.suiteRunId("your-suite-run-id")
.build()
)

Device Advisor の詳細コンソールワークフロー
このチュートリアルでは、カスタムテストスイートを作成し、コンソールでテストするデバイスに対して
テストを実行します。テストが完了したら、テスト結果と詳細ログを表示できます。
チュートリアル
• 前提条件 (p. 1080)
• テストスイート定義を作成する (p. 1081)
• テストスイートの実行を開始する (p. 1085)
• テストスイートの実行を停止する（オプション） (p. 1087)
• テストスイートの実行の詳細とログを表示する (p. 1088)
• AWS IoT 認定レポートをダウンロードする (p. 1089)

前提条件
このチュートリアルを完了するには、モノや証明書を作成する必要があります。
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テストスイート定義を作成する
1.

AWS IoT コンソールのナビゲーションペインで、[Test] (テスト)、[Device Advisor] の順に展開し、
[Test suites] (テストスイート) を選択します。

[Create test suite] (テストスイートの作成) を選択します。
2.

[Use the AWS Qualification test suite] または [Create a new test suite] のいずれか
を選択します。

Use the AWS Qualification test suite を選択すると、デバイスが AWS Partner Device
Catalog の認定を受け、当該カタログに掲載されます。このオプションを選択すると、AWS IoT Core
認定プログラムへのデバイスの認定に必要なテストケースが事前に選択されます。テストグループお
よびテストケースを追加または削除することはできません。テストスイートのプロパティを設定する
必要があります。
Create a new test suite を選択して、カスタムテストスイートを作成および設定します。最初
のテストとトラブルシューティングを行う場合は、このオプションから始めることをお勧めします。
カスタムテストスイートには少なくとも 1 つのテストグループがなければならず、各テストグルー
プには少なくとも 1 つのテストケースが必要です。このチュートリアルでは、このオプションを選択
し、[Next] (次へ) を選択します。
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3.

[Test suite properties] (テストスイートのプロパティ) を選択します。テストスイートを作成するとき
に、テストスイートのプロパティを作成する必要があります。

[Test suite properties] (テストスイートのプロパティ) で、次の情報を入力します。
• テストスイートの名前: カスタム名を使用してスイートを作成できます。
• タイムアウト (オプション): 現在のテストスイートの各テストケースの秒単位でのタイムアウト 。
タイムアウト値を指定しない場合、デフォルト値を使用します。
• [Tags] (タグ) (オプション): テストスイートにタグを追加します。
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完了したら、[Update properties] (プロパティの更新) を選択します。
4.

グループレベルの設定を変更するには、Test group 1 で [Edit] (編集) を選択します。その後、名
前を入力して、グループにカスタム名を付けます。
オプションで、選択したテストグループの下に秒単位で [Timeout] (タイムアウト) 値を入力すること
もできます。タイムアウト値を指定しない場合、デフォルト値を使用します。

[Done] を選択します。
5.

使用可能ないずれかのテストケースを [Test cases] (テストケース) からテストグループにドラッグし
ます。
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6.

テストグループに追加したテストケースのテストケースレベルの設定を変更するには、[Edit] (編集) を
選択します。その後、名前を入力して、グループにカスタム名を付けます。
オプションで、選択したテストグループの下に秒単位で [Timeout] (タイムアウト) 値を入力すること
もできます。タイムアウト値を指定しない場合、デフォルト値を使用します。

[Done] を選択します。

Note
テストスイートにさらにテストグループを追加するには、[Add test group] (テストグループ
の追加) を選択します。前の手順に従って、さらにテストグループを作成して設定するか、1
つ以上のテストグループにテストケースを追加します。テストケースを選択し、目的の位置
にドラッグすることによって、テストグループとテストケースを並べ替えることができま
す。Device Advisor は、テストグループとテストケースを定義する順序でテストを実行しま
す。
7.

[Next] を選択します。

8.

ステップ 3 では、Device Advisor が、テストデバイスの代わりに AWS IoT MQTT アクションを実行
するために使用するデバイスロールを設定します。
ステップ 2 で MQTT Connect テストケースのみを選択した場合、[Connect] (接続) アクションが自動
的にチェックされます。このテストスイートを実行するために、デバイスロールに対してそのアクセ
ス許可が必要になるためです。他のテストケースを選択した場合、対応する必須アクションがチェッ
クされます。各アクションのリソース値が提供されていることを確認します。例えば、[Connect] (接
続) アクションでは、デバイスと Device Advisor エンドポイントの接続に使用するクライアント ID を
指定します。カンマを使用して値を区切ることで、複数の値を指定できます。また、ワイルドカード
(*) 文字を使用して、プレフィックス値を指定することもできます。例えば、MyTopic で始まる任意
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のトピックで発行するためのアクセス許可を付与する場合は、リソース値として「MyTopic*」を指
定できます。

以前にデバイスロールを作成していて、そのロールを使用する場合は、[Select an existing role] (既存
のロールを選択) を選択し、[Select role] (ロールを選択) でデバイスロールを選択します。

提供されている 2 つのオプションのいずれかを使用してデバイスロールを設定し、[Next] (次へ) をク
リックします。
9.

ステップ 4 では、各ステップで指定した設定が正確であることを確認します。特定のステップの指定
した設定を編集するには、対応するステップの [Edit] (編集) を選択します。
設定を確認したら、[Create Test Suite] (テストスイートの作成) を選択します。
テストスイートが正常に作成され、作成されたすべてのテストスイートを表示できる [Test suites] (テ
ストスイート) ページにリダイレクトされます。
テストスイートの作成に失敗した場合は、テストスイート、テストグループ、テストケース、および
デバイスロールが、前述の指示に従って設定されていることを確認します。

テストスイートの実行を開始する
1.

AWS IoT コンソールのナビゲーションペインで、[Test] (テスト)、[Device Advisor] の順に展開し、
[Test suites] (テストスイート) を選択します。

2.

テストスイートの詳細を表示するテストスイートを選択します。
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テストスイートの詳細ページには、テストスイートに関連するすべての情報が表示されます。
3.

[Actions] (アクション)、[Run test suite] (テストスイートの実行) の順に選択します。

4.

[Run configuration] (実行の設定) で、Device Advisor を使用してテストする AWS IoT モノまたは証明
書を選択する必要があります。既存のモノや証明書がない場合は、最初に AWS IoT Core リソースを
作成します (p. 1066)。
[Test endpoint] (テストエンドポイント) セクションで、ケースに最適なエンドポイントを選択しま
す。今後、同じ AWS アカウントを使用して複数のテストスイートを同時に実行する場合は、[Devicelevel endpoint] (デバイスレベルのエンドポイント) を選択します。別の方法として、一度に 1 つのテ
ストスイートのみを実行する場合は、[Account-level endpoint] (アカウントレベルのエンドポイント)
を選択します。
選択した Device Advisor のテストエンドポイントでテストデバイスを設定します。
モノまたは証明書を選択し、Device Advisor エンドポイントを選択したら、[Run test] (テストの実行)
を選択します。
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5.

テスト実行の詳細を表示するには、上部にあるバナーの [Go to results] (結果に移動) を選択します。

テストスイートの実行を停止する（オプション）
1.

AWS IoT コンソールのナビゲーションペインで、[Test] (テスト)、[Device Advisor] の順に展開し、
[Test runs and results] (テストの実行と結果) を選択します。

2.

停止する進行中のテストスイートを選択します。
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3.

[Actions] (アクション)、[Stop test suite] (テストスイートを停止) の順に選択します。

4.

このクリーンアップ処理は完了までに数分かかります。クリーンアップ処理の実行中、テストの実行
ステータスは STOPPING になります。クリーンアップ処理が完了し、テストスイートのステータスが
STOPPED ステータスに変わった後に、新しいスイートの実行を開始します。

テストスイートの実行の詳細とログを表示する
1.

AWS IoT コンソールのナビゲーションペインで、[Test] (テスト)、[Device Advisor] の順に展開し、
[Test runs and results.] (テストの実行と結果) を選択します。
このページが表示されます。
• IoT モノの数
• IoT 証明書の数
• 現在実行中のテストスイートの数
• 作成されたすべてのテストスイートの実行

2.

実行の詳細とログを表示するテストスイートを選択します。
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実行の概要のページには、現在のテストスイート実行のステータスが表示されます。このページは 10
秒ごとに自動更新されます。1～2 分間、デバイスが 5 秒ごとにテストエンドポイントへの接続を試
行するメカニズムを構築することをお勧めします。その後、自動化された方法で順番に複数のテスト
ケースを実行できます。

3.

テストスイート実行の CloudWatch ログにアクセスするには、[Test suite log] (テストスイートログ)
を選択します。
テストケースの CloudWatch ログにアクセスするには、[Test case log] (テストケースログ) を選択し
ます。

4.

テスト結果に基づいて、すべてのテストに合格するまでデバイスのトラブルシューティングを行いま
す。

AWS IoT 認定レポートをダウンロードする
テストスイートの作成時に [Use the AWS IoT Qualification test suite] ( 認定テストスイートを使用) オ
プションを選択し、認定テストスイートを実行できた場合は、テスト実行の概要ページで [Download
qualification report] (認定レポートのダウンロード) を選択して認定レポートをダウンロードできます。
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Device Advisor テストケース
Device Advisor は、5 つのカテゴリの事前構築済みテストを提供します。
• TLS (p. 1090)
• MQTT (p. 1094)
• シャドウ (p. 1102)
• ジョブの実行 (p. 1104)
• アクセス許可とポリシー (p. 1105)

AWS デバイス認定プログラムの対象となる Device
Advisor のテストケース。
お使いのデバイスが認定を受けるには、AWS デバイス認定プログラムに従って、次のテストに合格する必
要があります。
• TLS 不正なサブジェクト名サーバー証明書 (p. 1094) (「サブジェクトの共通名 (CN)/サブジェクトの別
名 (SAN) が正しくありません」)
• TLS 非セキュアサーバー証明書 (p. 1093) (「認識された CA によって署名されていません」)
• TLS Connect (p. 1091) (「TLSConnect」)
• MQTT Connect (p. 1094) (「デバイスが AWS IoT Core に CONNECT を送信 (Happy case)」)
• MQTT Subscribe (p. 1099) (「Can Subscribe (Happy Case)」)
• MQTT Publish (p. 1098) (「QoS0 (Happy Case)」)

TLS
これらのテストを使用して、デバイスと AWS IoT 間の Transport Layer Security プロトコル (TLS) が安全
かどうかを判断します。
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Happy Path
「TLS Connect」
テスト対象のデバイスが AWS IoT への TLS ハンドシェイクを完了できるかどうかを検証します。こ
のテストでは、クライアントデバイスの MQTT 実装は検証されません。
API テストケースの定義:

Note
EXECUTION_TIMEOUT のデフォルト値は 5 分です。最良の結果を得るには、タイムアウト値
を 2 分とすることをお勧めします。
"tests":[
{
"name":"my_tls_connect_test",
"configuration": {
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300",
},
"test":{
"id":"TLS_Connect",
"version":"0.0.0"
}
}
]

//in seconds

Example テストケースの出力:
• 合格 – テスト対象のデバイスが AWS IoT との TLS ハンドシェイクを完了しました。
• 警告付きで合格 – テスト対象のデバイスは AWS IoT との TLS ハンドシェイクを完了しましたが、
デバイスまたは AWS IoT からの TLS 警告メッセージがありました。
• 失敗 – ハンドシェイクエラーのため、テスト対象のデバイスは AWS IoT との TLS ハンドシェイク
を完了できませんでした。
「TLS が受信する最大サイズのフラグメント」
このテストケースは、デバイスが TLS 最大サイズのフラグメントを受信して処理できるかどうかを検
証するのに役立ちます。大きなペイロードを受信するには、テストデバイスが QoS 1 で事前設定され
たトピックをサブスクライブする必要があります。${payload} 設定を使用して、ペイロードをカスタ
マイズできます。
API テストケースの定義:

Note
EXECUTION_TIMEOUT のデフォルト値は 5 分です。最良の結果を得るには、タイムアウト値
を 2 分とすることをお勧めします。
"tests":[
{
"name":"TLS Receive Maximum Size Fragments",
"configuration": {
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300", //in seconds
"PAYLOAD_FORMAT":"{"message":"${payload}"}", // A string with a placeholder
${payload}, or leave it empty to receive a plain string.
"TRIGGER_TOPIC": "test_1" // A topic to which a device will subscribe, and to
which a test case will publish a large payload.
},
"test":{
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]

}

}

"id":"TLS_Receive_Maximum_Size_Fragments",
"version":"0.0.0"

暗号スイート
「AWS IoT 推奨暗号スイートの TLS デバイスサポート」
テスト対象デバイスからの TLS Client Hello メッセージの暗号スイートに、AWS IoT 推奨の暗号ス
イート (p. 385)が含まれていることを検証します。デバイスでサポートされている暗号スイートに関
する追加の洞察を提供します。
API テストケースの定義:

Note
EXECUTION_TIMEOUT のデフォルト値は 5 分です。タイムアウト値は 2 分であることを推奨
します。
"tests":[
{
"name":"my_tls_support_aws_iot_cipher_suites_test",
"configuration": {
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300", // in seconds
},
"test":{
"id":"TLS_Support_AWS_IoT_Cipher_Suites",
"version":"0.0.0"
}
}
]

Example テストケースの出力:
• 合格 – テスト対象のデバイスの暗号スイートには、少なくとも 1 つの AWS IoT 推奨暗号スイート
が含まれており、サポートされていない暗号スイートは含まれていません。
• 警告付きで合格 – デバイスの暗号スイートに少なくとも 1 つの AWS IoT 暗号スイートが含まれて
いるが、1) 推奨暗号スイートが含まれていない、または 2) AWS IoT でサポートされていない暗号
スイートが含まれています。サポートされていない暗号スイートが安全であることを確認すること
をお勧めします。
• 失敗 – テスト対象のデバイスの暗号スイートに、AWS IoT でサポートされている暗号スイートが含
まれていません。

より大きなサイズのサーバー証明書
「TLS 大きなサイズのサーバー証明書」
お使いのデバイスが、より大きなサイズのサーバー証明書を受け取って処理することで、AWS IoT と
の TLS ハンドシェイクを完了できるかどうかを検証します。このテストで使用されるサーバー証明書
のサイズ (バイト単位) は、現在「TLS Connect」テストケースや IoT Core で使用されているものより
20% 大きくなっています。このテストケースでは、お使いの TLS 用デバイスのバッファ領域がテス
トされます。バッファ領域が十分に大きい場合、TLS ハンドシェイクはエラーなしで完了します。こ
のテストでは、デバイスの MQTT 実装は検証されません。テストケースは、TLS ハンドシェイクプロ
セスが完了した後に終了します。
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API テストケースの定義:

Note
EXECUTION_TIMEOUT のデフォルト値は 5 分です。最良の結果を得るには、タイムアウト
値 を 2 分とすることをお勧めします。このテストケースが失敗し、「TLS Connect」テスト
ケースが成功した場合、お使いのデバイスの TLS 用バッファ領域の制限をより多くのバイト
数に増やすことをお勧めします。バッファ領域の制限を増やすと、サイズが大きくなった場
合に、デバイスがより大きなサイズのサーバー証明書を確実に処理できるようになります。
"tests":[
{
"name":"my_tls_large_size_server_cert_test",
"configuration": {
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300", // in seconds
},
"test":{
"id":"TLS_Large_Size_Server_Cert",
"version":"0.0.0"
}
}
]

Example テストケースの出力:
• 合格 – テスト対象のデバイスが AWS IoT との TLS ハンドシェイクを完了しました。
• 警告付きで合格 – テスト対象のデバイスは AWS IoT との TLS ハンドシェイクを完了しましたが、
デバイスまたは AWS IoT のいずれかからの TLS 警告メッセージがありました。
• 失敗 – ハンドシェイクプロセス中のエラーのため、テスト対象のデバイスは AWS IoT との TLS ハ
ンドシェイクを完了できませんでした。

TLS 非セキュアサーバー証明書
「認識された CA によって署名されていません」
ATS CA からの有効な署名がないサーバー証明書が提示された場合にテスト対象のデバイスが接続を
閉じることを検証します。デバイスは、有効な証明書を提示するエンドポイントにのみ接続する必要
があります。
API テストケースの定義:

Note
EXECUTION_TIMEOUT のデフォルト値は 5 分です。タイムアウト値は 2 分であることを推奨
します。
"tests":[
{
"name":"my_tls_unsecure_server_cert_test",
"configuration": {
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300", //in seconds
},
"test":{
"id":"TLS_Unsecure_Server_Cert",
"version":"0.0.0"
}
}
]
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Example テストケースの出力:
• 合格 – テスト対象のデバイスは接続を閉じました。
• 失敗 – テスト対象のデバイスが AWS IoT との TLS ハンドシェイクを完了しました。
「TLS 不正なサブジェクト名サーバー証明書/不正なサブジェクトの共通名 (CN) /サブジェクトの別名
(SAN)」
リクエストされたものとは異なるドメイン名のサーバー証明書が提示された場合にテスト対象のデバ
イスが接続を閉じることを検証します。
API テストケースの定義:

Note
EXECUTION_TIMEOUT のデフォルト値は 5 分です。タイムアウト値は 2 分であることを推奨
します。
"tests":[
{
"name":"my_tls_incorrect_subject_name_cert_test",
"configuration": {
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300",
// in seconds
},
"test":{
"id":"TLS_Incorrect_Subject_Name_Server_Cert",
"version":"0.0.0"
}
}
]

Example テストケースの出力:
• 合格 – テスト対象のデバイスは接続を閉じました。
• 失敗 – テスト対象のデバイスが AWS IoT との TLS ハンドシェイクを完了しました。

MQTT
CONNECT、DISCONNECT、および RECONNECT
「デバイスは AWS IoT Core に CONNECT を送信します (Happy case)」
テスト対象のデバイスが CONNECT リクエストを送信することを検証します。
API テストケースの定義:

Note
EXECUTION_TIMEOUT のデフォルト値は 5 分です。タイムアウト値は 2 分であることを推奨
します。
"tests":[
{
"name":"my_mqtt_connect_test",
"configuration": {
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300",
},
"test":{

// in seconds
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]

}

}

"id":"MQTT_Connect",
"version":"0.0.0"

「デバイスは、QoS1 のための任意のトピックに PUBACK を返すことができます」
このテストケースでは、デバイス (クライアント) が QoS1 でトピックにサブスクライブした後にブ
ローカーから発行メッセージを受信した場合、PUBACK メッセージを返すことができるかどうかを
チェックします。
このテストケースでは、ペイロードコンテンツとペイロードサイズを設定できます。ペイロードサ
イズが設定されている場合、Device Advisor はペイロードコンテンツの値を上書きし、事前定義済
みのペイロードを目的のサイズでデバイスに送信します。ペイロードサイズは 0 から 128 までの値
で、128 KB を超えることはできません。AWS IoT Core メッセージブローカーとプロトコルの制限と
クォータのページで示されているように、AWS IoT Core では、128 KB を超えるリクエストの発行お
よび接続は拒否されます。
API テストケースの定義:

Note
EXECUTION_TIMEOUT のデフォルト値は 5 分です。タイムアウト値は 2 分を推奨しま
す。PAYLOAD_SIZE は 0～128 KB の値に設定できます。ペイロードサイズを定義する
と、Device Advisor が指定されたサイズの事前定義されたペイロードをデバイスに送り返す
ため、ペイロードコンテンツが上書きされます。
"tests":[
{
"name":"my_mqtt_client_puback_qos1",
"configuration": {
// optional:"TRIGGER_TOPIC": "myTopic",
"EXECUTION_TIMEOUT":"300", // in seconds
"PAYLOAD_FOR_PUBLISH_VALIDATION":"custom payload",
"PAYLOAD_SIZE":"100" // in kilobytes
},
"test": {
"id": "MQTT_Client_Puback_Qos1",
"version": "0.0.0"
}
}
]

「ジッターバックオフを使用したデバイス接続再試行 - CONNACK 応答なし」
ブローカーに少なくとも 5 回再接続するときに、テスト対象のデバイスが適切なジッターバックオフ
を使用することを検証します。ブローカーは、テスト対象のデバイスの CONNECT リクエストのタイ
ムスタンプを記録し、パケット検証を実行し、テスト対象デバイスに CONNACK を送信せずに一時
停止し、テスト対象デバイスがリクエストを再送信するのを待機します。6 回目の接続試行はパスス
ルーでき、CONNACK はテスト対象のデバイスにフローバックできます。
上記のプロセスが再び実行されます。合計で、このテストケースでは、デバイスが合計で少なくとも
12 回接続する必要があります。収集されたタイムスタンプは、ジッターバックオフがテスト対象デバ
イスによって使用されていることを検証するために使用されます。テスト対象のデバイスにエクスポ
ネンシャルバックオフ遅延のみがある場合、警告付きでこのテストケースに合格します。
このテストケースに合格するには、テスト対象のデバイスにエクスポネンシャルバックオフとジッ
ターメカニズムを実装することをお勧めします。
API テストケースの定義:
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Note
EXECUTION_TIMEOUT のデフォルト値は 5 分です。タイムアウト値は 4 分であることを推奨
します。
"tests":[
{
"name":"my_mqtt_jitter_backoff_retries_test",
"configuration": {
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300",
// in seconds
},
"test":{
"id":"MQTT_Connect_Jitter_Backoff_Retries",
"version":"0.0.0"
}
}
]

「エクスポネンシャルバックオフを使用したデバイス接続再試行 - CONNACK 応答なし」
ブローカーに少なくとも 5 回再接続するときに、テスト対象のデバイスが適切なエクスポネンシャル
バックオフを使用することを検証します。ブローカーは、テスト対象のデバイスの CONNECT リクエ
ストのタイムスタンプを記録し、パケット検証を実行し、クライアントデバイスに CONNACK を送信
せずに一時停止し、テスト対象デバイスがリクエストを再送信するのを待機します。収集されたタイ
ムスタンプは、エクスポネンシャルバックオフがテスト対象のデバイスによって使用されていること
を検証するために使用されます。
このテストケースに合格するには、テスト対象のデバイスにエクスポネンシャルバックオフとジッ
ターメカニズムを実装することをお勧めします。
API テストケースの定義:

Note
EXECUTION_TIMEOUT のデフォルト値は 5 分です。タイムアウト値は 4 分であることを推奨
します。
"tests":[
{
"name":"my_mqtt_exponential_backoff_retries_test",
"configuration": {
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"600", // in seconds
},
"test":{
"id":"MQTT_Connect_Exponential_Backoff_Retries",
"version":"0.0.0"
}
}
]

「デバイスはジッターバックオフを使用して再接続します-サーバーの切断後」
テスト対象のデバイスが、サーバーから切断された後の再接続時に必要なジッターとバックオフを使
用しているかどうかを検証します。Device Advisor が、デバイスをサーバーから少なくとも 5 回切断
し、MQTT 再接続のためにデバイスの動作を監視します。Device Advisor は、テスト対象デバイスの
CONNECT リクエストのタイムスタンプをログに記録し、パケット検証を実行し、クライアントデバ
イスに CONNACK を送信せずに一時停止して、テスト対象デバイスがリクエストを再送信するのを待
ちます。収集されたタイムスタンプは、テスト対象デバイスが再接続中にジッターとバックオフを使
用することを検証するために使用されます。テスト対象のデバイスがエクスポネンシャルバックオフ
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のみを使用している、または適切なジッターバックオフメカニズムを実装していない場合は、警告付
きでこのテストケースに合格します。テスト対象のデバイスが、線形バックオフまたは固定バックオ
フメカニズムを実装している場合、テストは失敗します。
このテストケースに合格するには、テスト対象のデバイスに、エクスポネンシャルバックオフとジッ
ターメカニズムを実装する事をお勧めします。
API テストケースの定義:

Note
EXECUTION_TIMEOUT のデフォルト値は 5 分です。タイムアウト値は 4 分であることを推奨
します。
バックオフを検証する再接続試行回数は、RECONNECTION_ATTEMPTS を指定する事によっ
て変更できます。その数は 5～10 の間である必要があります。デフォルト値は 5 です。
"tests":[
{
"name":"my_mqtt_reconnect_backoff_retries_on_server_disconnect",
"configuration":{
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300", // in seconds
"RECONNECTION_ATTEMPTS": 5
},
"test":{
"id":"MQTT_Reconnect_Backoff_Retries_On_Server_Disconnect",
"version":"0.0.0"
}
}
]

「ジッターバックオフを使用したデバイスの再接続 - 不安定な接続時」
不安定な接続での再接続中に、テスト対象のデバイスが必要なジッターとバックオフを使用するかど
うかを検証します。Device Advisor は、5 回接続に成功するとサーバーからデバイスを切断し、MQTT
再接続のためにデバイスの動作を監視します。Device Advisor は、テスト対象デバイスの CONNECT
リクエストのタイムスタンプをログに記録し、パケット検証を実行し、CONNACK を返し、切断し、
切断のタイムスタンプをログに記録し、テスト対象デバイスがリクエストを再送信するのを待ちま
す。収集されたタイムスタンプは、テスト対象デバイスが、接続は成功したが不安定になった後の再
接続中にジッターとバックオフを使用していることを検証するために使用されます。テスト対象のデ
バイスがエクスポネンシャルバックオフのみを使用している、または適切なジッターバックオフメカ
ニズムを実装していない場合は、警告付きでこのテストケースに合格します。テスト対象のデバイス
が、線形バックオフまたは固定バックオフメカニズムを実装している場合、テストは失敗します。
このテストケースに合格するには、テスト対象のデバイスに、エクスポネンシャルバックオフとジッ
ターメカニズムを実装する事をお勧めします。
API テストケースの定義:

Note
EXECUTION_TIMEOUT のデフォルト値は 5 分です。タイムアウト値は 4 分であることを推奨
します。
バックオフを検証する再接続試行回数は、RECONNECTION_ATTEMPTS を指定する事によっ
て変更できます。その数は 5～10 の間である必要があります。デフォルト値は 5 です。
"tests":[
{
"name":"my_mqtt_reconnect_backoff_retries_on_unstable_connection",
"configuration":{
// optional:
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"EXECUTION_TIMEOUT":"300",
"RECONNECTION_ATTEMPTS": 5

]

}

// in seconds

},
"test":{
"id":"MQTT_Reconnect_Backoff_Retries_On_Unstable_Connection",
"version":"0.0.0"
}

公開
「QoS0 (Happy Case)」
テスト対象デバイスが QoS0 でメッセージを発行することを検証します。また、テスト設定でこのト
ピックの値を指定することで、メッセージのトピックを検証することもできます。
API テストケースの定義:

Note
EXECUTION_TIMEOUT のデフォルト値は 5 分です。タイムアウト値は 2 分であることを推奨
します。
"tests":[
{
"name":"my_mqtt_publish_test",
"configuration":{
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300", // in seconds
"TOPIC_FOR_PUBLISH_VALIDATION": "my_TOPIC_FOR_PUBLISH_VALIDATION",
"PAYLOAD_FOR_PUBLISH_VALIDATION": "my_PAYLOAD_FOR_PUBLISH_VALIDATION",
},
"test":{
"id":"MQTT_Publish",
"version":"0.0.0"
}
}
]

「QoS1 発行の再試行 - PUBACK なし」
ブローカーが PUBACK を送信しない場合、テスト対象のデバイスが QoS1 で送信されたメッセージ
を再発行することを検証します。また、テスト設定でこのトピックを指定することで、メッセージの
トピックを検証することもできます。メッセージを再発行する前に、クライアントデバイスを切断し
ないでください。このテストでは、再発行されたメッセージが、元のメッセージと同じパケット ID を
持つことも検証されます。テスト実行中にデバイスが接続を失って再接続した場合、テストケースは
失敗することなくリセットされます。そのため、デバイスはテストケースのステップを再実行する必
要があります。
API テストケースの定義:

Note
EXECUTION_TIMEOUTのデフォルト値は 5 分です。少なくとも 4 分間お勧めします。
"tests":[
{
"name":"my_mqtt_publish_retry_test",
"configuration":{
// optional:
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"EXECUTION_TIMEOUT":"300", // in seconds
"TOPIC_FOR_PUBLISH_VALIDATION": "my_TOPIC_FOR_PUBLISH_VALIDATION",
"PAYLOAD_FOR_PUBLISH_VALIDATION": "my_PAYLOAD_FOR_PUBLISH_VALIDATION",

]

}

},
"test":{
"id":"MQTT_Publish_Retry_No_Puback",
"version":"0.0.0"
}

サブスクライブ
「Can Subscribe (Happy Case)」
テスト対象のデバイスが MQTT トピックにサブスクライブしていることを検証します。テスト設定で
このトピックを指定することで、テスト対象のデバイスがサブスクライブするトピックを検証するこ
ともできます。
API テストケースの定義:

Note
EXECUTION_TIMEOUT のデフォルト値は 5 分です。タイムアウト値は 2 分であることを推奨
します。
"tests":[
{
"name":"my_mqtt_subscribe_test",
"configuration":{
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300", // in seconds
"TOPIC_LIST_FOR_SUBSCRIPTION_VALIDATION_ID":
["my_TOPIC_FOR_PUBLISH_VALIDATION_a","my_TOPIC_FOR_PUBLISH_VALIDATION_b"]
},
"test":{
"id":"MQTT_Subscribe",
"version":"0.0.0"
}
}
]

「サブスクライブ再試行 - SUBACK なし」
テスト対象のデバイスが MQTT トピックへの失敗したサブスクリプションを再試行することを検証し
ます。サーバーは待機し、SUBACK を送信しません。クライアントデバイスがサブスクリプションを
再試行しない場合、テストは失敗します。クライアントデバイスは、失敗したサブスクリプションを
同じパケット ID で再試行する必要があります。テスト設定でこのトピックを指定することで、テスト
対象のデバイスがサブスクライブするトピックを検証することもできます。テスト実行中にデバイス
が接続を失って再接続した場合、テストケースは失敗することなくリセットされます。そのため、デ
バイスはテストケースのステップを再実行する必要があります。
API テストケースの定義:

Note
EXECUTION_TIMEOUT のデフォルト値は 5 分です。タイムアウト値は 4 分であることを推奨
します。
"tests":[
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"name":"my_mqtt_subscribe_retry_test",
"configuration":{
"EXECUTION_TIMEOUT":"300", // in seconds
// optional:
"TOPIC_LIST_FOR_SUBSCRIPTION_VALIDATION_ID":
["myTOPIC_FOR_PUBLISH_VALIDATION_a","my_TOPIC_FOR_PUBLISH_VALIDATION_b"]
},
"test":{
"id":"MQTT_Subscribe_Retry_No_Suback",
"version":"0.0.0"
}
}
]

Keep-Alive
「Mqtt No Ack PingResp」
このテストケースでは、テスト対象のデバイスが ping 応答を受信しないときに切断されるかどうか
を検証します。このテストケースの一部として、発行、サブスクライブ、および ping リクエストに対
して AWS IoT Core から送信された応答を Device Advisor がブロックします。テスト対象のデバイス
が、MQTT 接続を切断しているかどうかも検証します。
API テストケースの定義:

Note
EXECUTION_TIMEOUT のデフォルト値は 5 分です。タイムアウトは keepAliveTime 値の
1.5 倍超とすることをお勧めします。
"tests":[
{
"name":"Mqtt No Ack PingResp",
"configuration":
//optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"306",
// in seconds
},
"test":{
"id":"MQTT_No_Ack_PingResp",
"version":"0.0.0"
}
}
]

永続セッション
「永続セッション (Happy Case)」
このテストケースは、永続セッションから切断されたときのデバイスの動作を検証します。テスト
ケースは、デバイスの再接続、明示的な再サブスクライブなしでのトリガートピックへのサブスクラ
イブの再開、トピックに保存済みのメッセージの受信、および永続セッション中に期待どおりの動作
が可能かどうかをチェックします。このテストケースに合格した場合、クライアントデバイスは、予
期された方法で AWS IoT Core ブローカーを使用して永続セッションを維持できます。AWS IoT の永
続セッションの詳細については、「MQTT 永続的セッションの使用」を参照してください。
このテストケースでは、クライアントデバイスは、クリーンセッションのフラグを false に設定して
AWS IoT Core で接続し、トリガートピックにサブスクライブすることが予期されます。サブスクリ
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プションが成功すると、デバイスは AWS IoT Core Device Advisor によって切断されます。デバイ
スが切断状態の間、そのトピックに QoS 1 メッセージペイロードが保存されます。その後、Device
Advisor は、クライアントデバイスがテストエンドポイントとの再接続を許可します。この時点で、
クライアントデバイスは、永続セッションが存在するため、追加の SUBSCRIBE パケットを送信せず
に、トピックサブスクリプションを再開し、ブローカーから QoS 1 メッセージを受信することが予
期されます。再接続後、クライアントデバイスが追加の SUBSCRIBE パケットを送信することでトリ
ガートピックに再サブスクライブした場合、および/またはクライアントがトリガートピックから保存
済みメッセージを受信できなかった場合、テストケースは失敗します。
API テストケースの定義:

Note
EXECUTION_TIMEOUT のデフォルト値は 5 分です。タイムアウト値は 4 分以上にすることを
推奨します。最初の接続で、クライアントデバイスは、以前サブスクライブされていなかっ
た TRIGGER_TOPIC に明示的にサブスクライブする必要があります。テストケースに合格す
るには、クライアントデバイスが QoS 1 で TRIGGER_TOPIC に正常にサブスクライブする
必要があります。再接続後、クライアントデバイスは、アクティブな永続セッションがある
と認識することが予期されます。そのため、トリガートピックによって送信された保存済み
メッセージを受け入れ、その特定のメッセージに対して PUBACK を返します。
"tests":[
{
"name":"my_mqtt_persistent_session_happy_case",
"configuration":{
//required:
"TRIGGER_TOPIC": "myTrigger/topic",
// optional:
// if Payload not provided, a string will be stored in the trigger topic to be
sent back to the client device
"PAYLOAD": "The message which should be received from AWS IoT Broker after reconnecting to a persistent session from the specified trigger topic.",
"EXECUTION_TIMEOUT":"300" // in seconds
},
"test":{
"id":"MQTT_Persistent_Session_Happy_Case",
"version":"0.0.0"
}
}
]

「永続セッション - セッションの有効期限」
このテストケースは、切断されたデバイスが期限切れの永続セッションに再接続するときのデバイス
の動作を検証するのに役立ちます。セッションが期限切れになると、デバイスは新しい SUBSCRIBE
パケットを明示的に送信して、以前にサブスクライブしたトピックに再サブスクライブすることが予
想されます。
最初の接続時に、テストデバイスは永続セッションを開始するために CleanSession flag が false に
設定されているため、AWS IoT ブローカーに接続することが予想されます。その後、デバイスはトリ
ガートピックをサブスクライブする必要があります。その後、サブスクリプションが正常に終了し、
永続セッションが開始された後、デバイスは AWS IoT Core Device Advisor によって切断されます。
切断後、AWS IoT Core Device Advisor は、テストデバイスがテストエンドポイントに再接続するこ
とを許可します。この時点で、テストデバイスが別の CONNECT パケットを送信すると、AWS IoT
Core Device Advisor は、永続セッションが期限切れであることを示す CONNACK パケットを返しま
す。テストデバイスはこのパケットを適切に解釈する必要があり、永続セッションが終了すると、
同じトリガートピックに再サブスクライブすることが予期されます。テストデバイスがトピックト
リガーに再サブスクライブしない場合、テストケースは失敗します。テストに合格するには、デバイ
スは永続セッションが終了したことを認識し、2 番目の接続で同じトリガートピックに対して新しい
SUBSCRIBE パケットを送り返す必要があります。
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テストデバイスでこのテストケースに合格した場合、永続セッションの期限が切れる際に、デバイス
が予期された方法で再接続を処理できることを示しています。
API テストケースの定義:

Note
EXECUTION_TIMEOUT のデフォルト値は 5 分です。タイムアウト値は 4 分以上にする
ことを推奨します。クライアントデバイスは、以前サブスクライブされていなかった
TRIGGER_TOPIC に明示的にサブスクライブする必要があります。テストケースに合格する
には、テストデバイスで CleanSession フラグを false に設定して CONNECT パケットを
送信し、QoS 1 でトリガートピックに正常にサブスクライブする必要があります。接続が成
功すると、デバイスは AWS IoT Core Device Advisor によって切断されます。切断後、AWS
IoT Core Device Advisor はデバイスの再接続を許可し、AWS IoT Core Device Advisor が永
続セッションを終了しているため、デバイスは同じ TRIGGER_TOPIC に再サブスクライブす
ることが予期されます。
"tests":[
{
"name":"my_expired_persistent_session_test",
"configuration":{
//required:
"TRIGGER_TOPIC": "myTrigger/topic",
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300" // in seconds
},
"test":{
"id":"MQTT_Expired_Persistent_Session",
"version":"0.0.0"
}
}
]

シャドウ
これらのテストを使用して、テスト対象のデバイスが AWS IoT デバイスシャドウサービスを正しく使用し
ていることを確認します。詳細については、「AWS IoT Device Shadow サービス (p. 630)」を参照してく
ださい。これらのテストケースがテストスイートで設定されている場合は、スイートの実行を開始すると
きにモノを指定する必要があります。

公開
「デバイスは接続後に状態を発行します (Happy case)」
デバイスが AWS IoT Core に接続した後にその状態を発行できるかどうかを検証します
API テストケースの定義:

Note
EXECUTION_TIMEOUT のデフォルト値は 5 分です。タイムアウト値は 2 分であることを推奨
します。
"tests":[
{
"name":"my_shadow_publish_reported_state",
"configuration": {
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300", // in seconds
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"SHADOW_NAME": "SHADOW_NAME",
"REPORTED_STATE": {
"STATE_ATTRIBUTE": "STATE_VALUE"
}

]

}

},
"test":{
"id":"Shadow_Publish_Reported_State",
"version":"0.0.0"
}

REPORTED_STATE は、接続後に、デバイスの正確なシャドウ状態をさらに検証するために提供でき
ます。デフォルトでは、このテストケースはデバイスの発行状態を検証します。
SHADOW_NAME が指定されていない場合、テストケースはデフォルトで名前なし (クラシック) シャ
ドウタイプのトピックプレフィックスに発行されたメッセージを検索します。デバイスで名前の付い
たシャドウタイプを使用する場合は、シャドウの名前を指定します。詳細については、デバイスでの
シャドウの使用を参照してください。

更新
「デバイスは報告された状態を望ましい状態に更新します (Happy case)」
デバイスが受信したすべての更新メッセージを読み取ったかどうかを検証し、デバイスの状態を同
期して、必要な状態のプロパティと一致させます。デバイスは、同期後に最新の報告された状態を
発行します。テストを実行する前に、デバイスに既にシャドウが存在する場合は、テストケースに
設定された目的の状態と、報告された既存の状態がまだ一致していないことを確認します。Device
Advisor から送信されたシャドウ更新メッセージは、シャドウドキュメントの ClientToken フィールド
が DeviceAdvisorShadowTestCaseSetup になるのを確認することで識別できます。
API テストケースの定義:

Note
EXECUTION_TIMEOUT のデフォルト値は 5 分です。タイムアウト値は 2 分であることを推奨
します。
"tests":[
{
"name":"my_shadow_update_reported_state",
"configuration": {
"DESIRED_STATE": {
"STATE_ATTRIBUTE": "STATE_VALUE"
},
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300", // in seconds
"SHADOW_NAME": "SHADOW_NAME"
},
"test":{
"id":"Shadow_Update_Reported_State",
"version":"0.0.0"
}
}
]

DESIRED_STATE には、少なくとも 1 つの属性と関連付けられた値が必要です。
SHADOW_NAME が指定されていない場合、テストケースはデフォルトで [Unnamed] (無名) (クラシッ
ク) シャドウタイプのトピックプレフィックスに発行されたメッセージを検索します。デバイスで名前
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の付いたシャドウタイプを使用する場合は、シャドウの名前を指定します。詳細については、デバイ
スでのシャドウの使用を参照してください。

ジョブの実行
「デバイスはジョブの実行を完了できます」
このテストケースは、デバイスが AWS IoT ジョブを使用して更新を受信できるかどうかを検証し、更
新成功のステータスを発行するのに役立ちます。AWS IoT ジョブの詳細については、「ジョブ」を参
照してください。
このテストケースを正常に実行するには、デバイスロールを付与する必要がある予約済みの AWS ト
ピックが 2 つあります。ジョブアクティビティ関連のメッセージをサブスクライブするには、notify
および notify-next トピックを使用します。デバイスロールは、次のトピックで PUBLISH アクション
を付与する必要があります。
• $aws/things/thingName/jobs/jobId/get
• $aws/things/thingName/jobs/jobId/update
次のトピックで SUBSCRIBE アクションと RECEIVE アクションを付与することをお勧めします。
• $aws/things/thingName/jobs/get/accepted
• $aws/things/thingName/jobs/jobId/get/rejected
• $aws/things/thingName/jobs/jobId/update/accepted
• $aws/things/thingName/jobs/jobId/update/rejected
次のトピックについては、SUBSCRIBE アクションを許可することをお勧めします。
• $aws/things/thingName/jobs/notify-next
これらの予約トピックの詳細については、「AWS IoT ジョブ」で予約トピックについて参照してくだ
さい。
API テストケースの定義:

Note
EXECUTION_TIMEOUT のデフォルト値は 5 分です。タイムアウト値は 3 分とすることを推
奨します。提供された AWS IoT ジョブドキュメントまたはソースに応じて、タイムアウト値
を調整します (例えば、ジョブの実行に時間がかかる場合は、テストケースのタイムアウト
値を長く定義します)。テストを実行するには、有効な AWS IoT ジョブドキュメントまたは
既存のジョブ ID が必要です。AWS IoT ジョブドキュメントは JSON ドキュメントまたは S3
リンクとして提供できます。ジョブドキュメントが提供されている場合、ジョブ ID の提供は
任意です。ジョブ ID が提供されている場合、Device Advisor は自動的に AWS IoT ジョブを
作成するときに、その ID を使用します。ジョブドキュメントが提供されていない場合は、
テストケースを実行しているのと同じリージョンにある既存の ID を提供できます。この場
合、Device Advisor はテストケースの実行中にその AWS IoT ジョブを使用します。
"tests": [
{
"name":"my_job_execution",
"configuration": {
// optional:
// Test case will create a job task by using either JOB_DOCUMENT or
JOB_DOCUMENT_SOURCE.
// If you manage the job task on your own, leave it empty and provide the
JOB_JOBID (self-managed job task).
// JOB_DOCUMENT is a JSON formatted string
"JOB_DOCUMENT": "{
\"operation\":\"reboot\",
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name/key}\"

\"files\" : {
\"fileName\" : \"install.py\",
\"url\" : \"${aws:iot:s3-presigned-url:https://s3.amazonaws.com/bucket-

}
}",
// JOB_DOCUMENT_SOURCE is an S3 link to the job document. It will be used only
if JOB_DOCUMENT is not provided.
"JOB_DOCUMENT_SOURCE": "https://s3.amazonaws.com/bucket-name/key",
// JOB_JOBID is mandatory, only if neither document nor document source is
provided. (Test case needs to know the self-managed job task id).
"JOB_JOBID": "String",
// JOB_PRESIGN_ROLE_ARN is used for the presign Url, which will replace the
placeholder in the JOB_DOCUMENT field
"JOB_PRESIGN_ROLE_ARN": "String",
// Presigned Url expiration time. It must be between 60 and 3600 seconds, with
the default value being 3600.
"JOB_PRESIGN_EXPIRES_IN_SEC": "Long"
"EXECUTION_TIMEOUT": "300", // in seconds
},
"test": {
"id": "Job_Execution",
"version": "0.0.0"
}
}

]

ジョブドキュメントの作成および使用の詳細については、「ジョブドキュメント」を参照してくださ
い。

アクセス許可とポリシー
次のテストを使用して、デバイスの証明書にアタッチされたポリシーがスタンダードベストプラクティス
に従っているかどうかを判断します。
「デバイス証明書にアタッチされたポリシーにはワイルドカードが含まれていません」
デバイスに関連付けられたアクセス許可ポリシーがベストプラクティスに従っており、必要以上のア
クセス許可をデバイスに付与していないかどうかを検証します。
API テストケースの定義:

Note
EXECUTION_TIMEOUT のデフォルト値は 1 分です。タイムアウトは 30 秒以上で設定するこ
とをお勧めします。
"tests":[
{
"name":"my_security_device_policies",
"configuration": {
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"60"
// in seconds
},
"test": {
"id": "Security_Device_Policies",
"version": "0.0.0"
}
}
]
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イベントメッセージ
このセクションには、モノまたはジョブが更新または変更された場合に AWS IoT によって発行されるメッ
セージに関する情報が含まれています。お使いのデバイスのオペレーションの失敗や変化をモニタリング
したり、それらが発生した時にアクションをトリガーしたりするための探知機を作成するの役に立つAWS
IoT Events サービスについては、「AWS IoT Events」を参照してください。

イベントメッセージが生成される方法
AWS IoT は、特定のイベントが発生したときにイベントメッセージを発行します。たとえば、モノが追
加、更新、または削除されると、イベントがレジストリによって生成されます。各イベントによって、単
一のイベントメッセージが送信されます。イベントメッセージは、MQTT を介して JSON ペイロードを使
用して公開されます。ペイロードのコンテンツは、イベントの種類によって異なります。

Note
イベントメッセージは一度公開されることが保証されています。複数回発行することが可能で
す。イベントメッセージの順序は保証されません。

イベントメッセージを受信するためのポリシー
イベントメッセージを受信するには、デバイスが AWS IoT デバイスゲートウェイに接続し、MQTT イベ
ントトピックを受信登録できるようにする適切なポリシーを使用する必要があります。また、適切なト
ピックフィルタを受信登録する必要があります。
以下に示しているのは、ライフサイクルイベントの受信に必要なポリシーの例です。
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"iot:Subscribe",
"iot:Receive"
],
"Resource":[
"arn:aws:iot:region:account:/$aws/events/*"
]
}]

AWS IoTのイベントを有効にする
予約済みトピックのサブスクライバーがメッセージを受信できるようにするには、AWS Management
Consoleから、あるいは API または CLI を使用してイベントメッセージを有効にする必要があります。さ
まざまなオプションによって管理されるイベントメッセージの詳細については、「AWS IoT イベント構成
設定表 (p. 1107)」を参照してください。
• イベントメッセージを有効にするには、AWS IoT コンソールの [Settings] (設定) タブに移動して、
[Event-based messages] (イベントベースのメッセージ) セクションで [Manage events] (イベントの管
理) をクリックします。管理したいイベントを指定ができます。
• API または CLI を使用して発行されるイベントタイプを制御するに
は、UpdateResourceEventConfiguration API を呼び出すか、update-event-configurations CLI コマンド
を使用します。例:。
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aws iot update-event-configurations --event-configurations "{\"THING\":{\"Enabled\":
true}}"

Note
二重引用符 (") はバックスラッシュ (\) でエスケープされます。
現在のイベント設定は、DescribeEventConfigurations API を呼び出すか、describe-event-configurations
CLI コマンドを使用することで取得できます。例 :
aws iot describe-event-configurations

AWS IoT イベント構成設定表
イベントカテゴリ
(AWS IoT コンソール : 設定 : イ
ベントベースのメッセージ)

eventConfigurations キーバ
リュー

イベントメッセージのトピック

(AWS CLI/API)

(AWS CLI/API を使用してのみ設
定可能)

CA_CERTIFICATE

$aws/events/
certificates/
registered/
caCertificateId

(AWS CLI/API を使用してのみ設
定可能)

CERTIFICATE

$aws/events/presence/
connected/clientId

(AWS CLI/API を使用してのみ設
定可能)

CERTIFICATE

$aws/events/presence/
disconnected/clientId

(AWS CLI/API を使用してのみ設
定可能)

CERTIFICATE

$aws/events/
subscriptions/
subscribed/clientId

(AWS CLI/API を使用してのみ設
定可能)

CERTIFICATE

$aws/events/
subscriptions/
unsubscribed/clientId

ジョブ完了、キャンセル済み

JOB

$aws/events/job/jobID/
canceled

ジョブ完了、キャンセル済み

JOB

$aws/events/job/jobID/
cancellation_in_progress

ジョブ完了、キャンセル済み

JOB

$aws/events/job/jobID/
completed

ジョブ完了、キャンセル済み

JOB

$aws/events/job/jobID/
deleted

ジョブ完了、キャンセル済み

JOB

$aws/events/job/jobID/
deletion_in_progress

ジョブ実行 : 成功、失敗、拒否、
キャンセル、削除

JOB_EXECUTION

$aws/events/
jobExecution/jobID/
canceled
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イベントカテゴリ
(AWS IoT コンソール : 設定 : イ
ベントベースのメッセージ)

eventConfigurations キーバ
リュー

イベントメッセージのトピック

(AWS CLI/API)

ジョブ実行 : 成功、失敗、拒否、
キャンセル、削除

JOB_EXECUTION

$aws/events/
jobExecution/jobID/
deleted

ジョブ実行 : 成功、失敗、拒否、
キャンセル、削除

JOB_EXECUTION

$aws/events/
jobExecution/jobID/
failed

ジョブ実行 : 成功、失敗、拒否、
キャンセル、削除

JOB_EXECUTION

$aws/events/
jobExecution/jobID/
rejected

ジョブ実行 : 成功、失敗、拒否、
キャンセル、削除

JOB_EXECUTION

$aws/events/
jobExecution/jobID/
removed

ジョブ実行 : 成功、失敗、拒否、
キャンセル、削除

JOB_EXECUTION

$aws/events/
jobExecution/jobID/
succeeded

ジョブ実行 : 成功、失敗、拒否、
キャンセル、削除

JOB_EXECUTION

$aws/events/
jobExecution/jobID/
timed_out

モノ : 作成、更新、削除

THING

$aws/events/
thing/thingName/created

モノ : 作成、更新、削除

THING

$aws/events/
thing/thingName/updated

モノ : 作成、更新、削除

THING

$aws/events/
thing/thingName/deleted

モノグループ : 追加、削除

THING_GROUP

$aws/events/
thingGroup/
thingGroupName/created

モノグループ : 追加、削除

THING_GROUP

$aws/events/
thingGroup/
thingGroupName/updated

モノグループ : 追加、削除

THING_GROUP

$aws/events/
thingGroup/
thingGroupName/deleted

モノグループ階層 : 追加、削除

THING_GROUP_HIERARCHY

$aws/events/
thingGroupHierarchy/
thingGroup/
parentThingGroupName/
childThingGroup/
childThingGroupName/
added

1108

AWS IoT Core デベロッパーガイド
登録イベント

イベントカテゴリ
(AWS IoT コンソール : 設定 : イ
ベントベースのメッセージ)

eventConfigurations キーバ
リュー

イベントメッセージのトピック

(AWS CLI/API)

モノグループ階層 : 追加、削除

THING_GROUP_HIERARCHY

$aws/events/
thingGroupHierarchy/
thingGroup/
parentThingGroupName/
childThingGroup/
childThingGroupName/
removed

モノグループメンバーシップ : 追
加、削除

THING_GROUP_MEMBERSHIP

$aws/events/
thingGroupMembership/
thingGroup/
thingGroupName/
thing/thingName/added

モノグループメンバーシップ : 追
加、削除

THING_GROUP_MEMBERSHIP

$aws/events/
thingGroupMembership/
thingGroup/
thingGroupName/
thing/thingName/removed

モノタイプ : 作成、更新、削除

THING_TYPE

$aws/events/
thingType/thingTypeName/
created

モノタイプ : 作成、更新、削除

THING_TYPE

$aws/events/
thingType/thingTypeName/
updated

モノタイプ : 作成、更新、削除

THING_TYPE

$aws/events/
thingType/thingTypeName/
deleted

モノタイプの関連付け : 追加、削
除

THING_TYPE_ASSOCIATION

$aws/events/
thingTypeAssociation/
thing/thingName/
thingType/thingTypeName/
added
$aws/events/
thingTypeAssociation/
thing/thingName/
thingType/thingTypeName/
removed

登録イベント
モノ、モノのタイプ、モノのグループが作成、更新、または削除されたときに、レジストリでのイベント
メッセージ発行が可能になります。ただし、これらのイベントはデフォルトでは使用できません。これら
のイベントを有効にする方法の詳細については、AWS IoTのイベントを有効にする (p. 1106) を参照して
ください。
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レジストリでは、次のイベントタイプを指定できます。
• モノのイベント (p. 1110)
• モノのタイプのイベント (p. 1111)
• モノのグループのイベント (p. 1113)

モノのイベント
モノの作成/更新/削除
レジストリは、モノが作成、更新、または削除されると次のイベントメッセージを発行します。
• $aws/events/thing/thingName/created
• $aws/events/thing/thingName/updated
• $aws/events/thing/thingName/deleted
メッセージには、次のペイロード例が含まれています。
{

}

"eventType" : "THING_EVENT",
"eventId" : "f5ae9b94-8b8e-4d8e-8c8f-b3266dd89853",
"timestamp" : 1234567890123,
"operation" : "CREATED|UPDATED|DELETED",
"accountId" : "123456789012",
"thingId" : "b604f69c-aa9a-4d4a-829e-c480e958a0b5",
"thingName" : "MyThing",
"versionNumber" : 1,
"thingTypeName" : null,
"attributes": {
"attribute3": "value3",
"attribute1": "value1",
"attribute2": "value2"
}

ペイロードには次の属性が含まれます。
eventType
「THING_EVENT」に設定します。
eventId
一意のイベント ID (文字列)。
timestamp
イベントが発生したときの UNIX タイムスタンプ。
オペレーション
イベントをトリガーしたオペレーション。有効な値は次のとおりです。
• CREATED
• UPDATED
• 削除済み
accountId
自分の AWS アカウント ID。
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thingId
作成、更新、または削除されているモノの ID。
thingName
作成、更新、または削除されているモノの名前。
versionNumber
作成、更新、または削除されているモノのバージョン。この値は、モノが作成されると 1 に設定され
ます。これは、モノが更新されるたびに 1 ずつ増加します。
thingTypeName
新しいモノに関連付けられたモノのタイプの名前 (存在する場合)。そうでない場合は、null です。
個の属性
モノに関連付けられた名前と値のペアの集合。

モノのタイプのイベント
モノのタイプ関連のイベント:
• 作成/廃止/復帰/削除されたモノのタイプ (p. 1111)
• モノに関連付けまたは関連付け解除されたモノのタイプ (p. 1112)

作成/廃止/復帰/削除されたモノのタイプ
レジストリは、モノのタイプが作成、更新、復帰、または削除されると次のイベントメッセージを発行し
ます。
• $aws/events/thingType/thingTypeName/created
• $aws/events/thingType/thingTypeName/updated
• $aws/events/thingType/thingTypeName/deleted
メッセージには、次の例のペイロードが含まれています。
{

}

"eventType" : "THING_TYPE_EVENT",
"eventId" : "8827376c-4b05-49a3-9b3b-733729df7ed5",
"timestamp" : 1234567890123,
"operation" : "CREATED|UPDATED|DELETED",
"accountId" : "123456789012",
"thingTypeId" : "c530ae83-32aa-4592-94d3-da29879d1aac",
"thingTypeName" : "MyThingType",
"isDeprecated" : false|true,
"deprecationDate" : null,
"searchableAttributes" : [ "attribute1", "attribute2", "attribute3" ],
"description" : "My thing type"

ペイロードには次の属性が含まれます。
eventType
「THING_TYPE_EVENT」に設定します。
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eventId
一意のイベント ID (文字列)。
timestamp
イベントが発生したときの UNIX タイムスタンプ。
オペレーション
イベントをトリガーしたオペレーション。有効な値は次のとおりです。
• CREATED
• UPDATED
• 削除済み
accountId
自分の AWS アカウント ID。
thingTypeId
作成、廃止、または削除されているモノのタイプの ID。
thingTypeName
作成、廃止、または削除されているモノのタイプの名前。
isDeprecated
true モノのタイプは廃止されている場合。そうでない場合は、false です。
deprecationDate
モノのタイプが廃止されたときの UNIX タイムスタンプ。
searchableAttributes
検索に使用できるモノのタイプに関連付けられた名前と値のペアの集合。
description
モノのタイプの説明。

モノに関連付けまたは関連付け解除されたモノのタイプ
レジストリは、モノのタイプがモノに関連付けまたは関連付け解除されると、次のイベントメッセージを
発行します。
• $aws/events/thingTypeAssociation/thing/thingName/thingType/typeName/added
• $aws/events/thingTypeAssociation/thing/thingName/thingType/typeName/removed
added ペイロードの例を次に示します。removed メッセージのペイロードは類似しています。
{

}

"eventId" : "87f8e095-531c-47b3-aab5-5171364d138d",
"eventType" : "THING_TYPE_ASSOCIATION_EVENT",
"operation" : "ADDED",
"thingId" : "b604f69c-aa9a-4d4a-829e-c480e958a0b5",
"thingName": "myThing",
"thingTypeName" : "MyThingType",
"timestamp" : 1234567890123,
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ペイロードには次の属性が含まれます。
eventId
一意のイベント ID (文字列)。
eventType
「THING_TYPE_ASSOCIATION_EVENT」に設定します。
オペレーション
イベントをトリガーしたオペレーション。有効な 値は次のとおりです。
• 追加
• 削除済み
thingId
タイプの関連付けが変更されたモノの ID。
thingName
タイプの関連付けが変更されたモノの名前。
thingTypeName
モノと関連付けられた、または関連付けが解除されたモノのタイプ。
timestamp
イベントが発生したときの UNIX タイムスタンプ。

モノのグループのイベント
モノのグループ関連のイベント:
• 作成/更新/削除されたモノのグループ (p. 1113)
• モノのグループに対して追加または削除されたモノ (p. 1115)
• モノのグループに対して追加または削除されたモノのグループ (p. 1116)

作成/更新/削除されたモノのグループ
レジストリは、モノのグループが作成、更新、または削除されると次のイベントメッセージを発行しま
す。
• $aws/events/thingGroup/groupName/created
• $aws/events/thingGroup/groupName/updated
• $aws/events/thingGroup/groupName/deleted
updated ペイロードの例を次に示します。created と deleted メッセージのペイロードは類似してい
ます。
{

"eventType": "THING_GROUP_EVENT",
"eventId": "8b9ea8626aeaa1e42100f3f32b975899",
"timestamp": 1603995417409,
"operation": "UPDATED",
"accountId": "571EXAMPLE833",
"thingGroupId": "8757eec8-bb37-4cca-a6fa-403b003d139f",
"thingGroupName": "Tg_level5",
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}

"versionNumber": 3,
"parentGroupName": "Tg_level4",
"parentGroupId": "5fce366a-7875-4c0e-870b-79d8d1dce119",
"description": "New description for Tg_level5",
"rootToParentThingGroups": [
{
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:571EXAMPLE833:thinggroup/TgTopLevel",
"groupId": "36aa0482-f80d-4e13-9bff-1c0a75c055f6"
},
{
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:571EXAMPLE833:thinggroup/Tg_level1",
"groupId": "bc1643e1-5a85-4eac-b45a-92509cbe2a77"
},
{
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:571EXAMPLE833:thinggroup/Tg_level2",
"groupId": "0476f3d2-9beb-48bb-ae2c-ea8bd6458158"
},
{
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:571EXAMPLE833:thinggroup/Tg_level3",
"groupId": "1d9d4ffe-a6b0-48d6-9de6-2e54d1eae78f"
},
{
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:571EXAMPLE833:thinggroup/Tg_level4",
"groupId": "5fce366a-7875-4c0e-870b-79d8d1dce119"
}
],
"attributes": {
"attribute1": "value1",
"attribute3": "value3",
"attribute2": "value2"
},
"dynamicGroupMappingId": null

ペイロードには次の属性が含まれます。
eventType
「THING_GROUP_EVENT」に設定します。
eventId
一意のイベント ID (文字列)。
timestamp
イベントが発生したときの UNIX タイムスタンプ。
オペレーション
イベントをトリガーしたオペレーション。有効な値は次のとおりです。
• CREATED
• UPDATED
• 削除済み
accountId
自分の AWS アカウント ID。
thingGroupId
作成、更新、または削除されているモノのグループの ID。
thingGroupName
作成、更新、または削除されているモノのグループの名前。
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versionNumber
モノのグループのバージョン。この値は、モノのグループが作成されると 1 に設定されます。これ
は、モノのグループが更新されるたびに 1 ずつ増加します。
parentGroupName
親モノグループの名前 (存在する場合)。
parentGroupId
親モノグループの ID (存在する場合)。
description
モノのグループの説明。
rootToParentThingGroups
親モノのグループについての情報の配列。モノの親グループごとに 1 つの要素があり、モノのルー
トグループから始まり、そのモノのグループの親まで続きます。各エントリには、モノのグループの
groupArn と groupId が含まれています。
個の属性
モノのグループに関連付けられた名前と値のペアの集合。

モノのグループに対して追加または削除されたモノ
レジストリは、モノがモノのグループに対して追加または削除されると、次のイベントメッセージを発行
します。
• $aws/events/thingGroupMembership/thingGroup/thingGroupName/thing/thingName/
added
• $aws/events/thingGroupMembership/thingGroup/thingGroupName/thing/thingName/
removed
メッセージには、次のペイロード例が含まれています。
{

}

"eventType" : "THING_GROUP_MEMBERSHIP_EVENT",
"eventId" : "d684bd5f-6f6e-48e1-950c-766ac7f02fd1",
"timestamp" : 1234567890123,
"operation" : "ADDED|REMOVED",
"accountId" : "123456789012",
"groupArn" : "arn:aws:iot:ap-northeast-2:123456789012:thinggroup/MyChildThingGroup",
"groupId" : "06838589-373f-4312-b1f2-53f2192291c4",
"thingArn" : "arn:aws:iot:ap-northeast-2:123456789012:thing/MyThing",
"thingId" : "b604f69c-aa9a-4d4a-829e-c480e958a0b5",
"membershipId" : "8505ebf8-4d32-4286-80e9-c23a4a16bbd8"

ペイロードには次の属性が含まれます。
eventType
「THING_GROUP_MEMBERSHIP_EVENT」に設定します。
eventId
イベントの ID｡
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timestamp
イベントが発生したときの UNIX タイムスタンプ。
オペレーション
ADDED モノのグループにモノが追加されると送信されます。REMOVED モノのグループからモノが削
除されると送信されます。
accountId
自分の AWS アカウント ID。
groupArn
モノのグループの ARN｡
groupId
グループの ID｡
thingArn
モノのグループに追加または削除されたモノの ARN。
thingId
モノのグループに追加または削除されたモノの ID。
membershipId
モノとモノの間の関係を表す ID。この値は、モノをモノのグループに追加するときに生成されます。

モノのグループに対して追加または削除されたモノのグループ
レジストリは、モノのグループが別のモノのグループに対して追加または削除されると、次のイベント
メッセージを発行します。
• $aws/events/thingGroupHierarchy/thingGroup/parentThingGroupName/
childThingGroup/childThingGroupName/added
• $aws/events/thingGroupHierarchy/thingGroup/parentThingGroupName/
childThingGroup/childThingGroupName/removed
メッセージには、次の例のペイロードが含まれています。
{

}

"eventType" : "THING_GROUP_HIERARCHY_EVENT",
"eventId" : "264192c7-b573-46ef-ab7b-489fcd47da41",
"timestamp" : 1234567890123,
"operation" : "ADDED|REMOVED",
"accountId" : "123456789012",
"thingGroupId" : "8f82a106-6b1d-4331-8984-a84db5f6f8cb",
"thingGroupName" : "MyRootThingGroup",
"childGroupId" : "06838589-373f-4312-b1f2-53f2192291c4",
"childGroupName" : "MyChildThingGroup"

ペイロードには次の属性が含まれます。
eventType
「THING_GROUP_HIERARCHY_EVENT」に設定します。
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eventId
イベントの ID｡
timestamp
イベントが発生したときの UNIX タイムスタンプ。
オペレーション
ADDED モノのグループにモノが追加されると送信されます。REMOVED モノのグループからモノが削
除されると送信されます。
accountId
自分の AWS アカウント ID。
thingGroupId
親モノのグループの ID
thingGroupName
親モノのグループの名前。
childGroupId
子モノのグループの ID
childGroupName
子モノのグループの名前。

ジョブイベント
AWS IoT Jobs サービスは、ジョブが保留中、完了した、またはキャンセルされたとき、およびジョブ実
行時にデバイスが成功または失敗を報告するときに、MQTT プロトコルの予約済みトピックに発行しま
す。デバイスまたは管理および監視アプリケーションは、これらのトピックにサブスクライブする事に
よって、ジョブの状態を追跡することができます。
ジョブイベントを有効にする方法
AWS IoT Jobs サービスからの応答メッセージは、メッセージブローカーを通過しません。そして、それ
らは、他のクライアントまたはルールによってサブスクライブされる事はできません。ジョブアクティ
ビティ関連のメッセージをサブスクライブするには、notify および notify-nextトピックを使用しま
す。トピックの詳細については、ジョブのトピック (p. 109)を参照してください。
ジョブの更新の通知を受けるには、AWS Management Console、あるいは API または CLI を使用してジョ
ブイベントを有効にします。詳細については、「AWS IoTのイベントを有効にする (p. 1106)」を参照して
ください。
ジョブイベントの仕組み
ジョブのキャンセルと削除には少し時間がかかることがあるため、リクエストの開始と終了を示す 2 つ
のメッセージが送信されます。たとえば、キャンセルリクエストが開始されたら、$aws/events/job/
jobID/cancellation_in_progress トピックにメッセージが送信されます。キャンセルリクエストが
完了したら、$aws/events/job/jobID/canceled トピックにメッセージが送信されます。
ジョブ削除リクエストにも同様のプロセスが発生します。管理およびモニタリングアプリケーション
は、これらのトピックに登録することによって、ジョブの状態を追跡することができます。MQTT ト
ピックのパブリッシュとサブスクライブの詳細については、「the section called “デバイス通信プロトコ
ル” (p. 83)」を参照してください。
Job イベントのタイプ
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以下は、ジョブイベントの様々なタイプを説明します。
ジョブの完了/キャンセル/削除
AWS IoT ジョブサービスは、ジョブが完了、キャンセル、削除されたとき、またはキャンセルや削除
が進行中に、MQTT トピックにメッセージを発行します。
• $aws/events/job/jobID/completed
• $aws/events/job/jobID/canceled
• $aws/events/job/jobID/deleted
• $aws/events/job/jobID/cancellation_in_progress
• $aws/events/job/jobID/deletion_in_progress
completedメッセージには、次の例のペイロードが含まれています：
{

"eventType": "JOB",
"eventId": "7364ffd1-8b65-4824-85d5-6c14686c97c6",
"timestamp": 1234567890,
"operation": "completed",
"jobId": "27450507-bf6f-4012-92af-bb8a1c8c4484",
"status": "COMPLETED",
"targetSelection": "SNAPSHOT|CONTINUOUS",
"targets": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/a39f6f91-70cf-4bd2-a381-9c66df1a80d0",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thinggroup/2fc4c0a4-6e45-4525a238-0fe8d3dd21bb"
],
"description": "My Job Description",
"completedAt": 1234567890123,
"createdAt": 1234567890123,
"lastUpdatedAt": 1234567890123,
"jobProcessDetails": {
"numberOfCanceledThings": 0,
"numberOfRejectedThings": 0,
"numberOfFailedThings": 0,
"numberOfRemovedThings": 0,
"numberOfSucceededThings": 3
}
}

canceledメッセージには、次の例のペイロードが含まれています：
{

"eventType": "JOB",
"eventId": "568d2ade-2e9c-46e6-a115-18afa1286b06",
"timestamp": 1234567890,
"operation": "canceled",
"jobId": "4d2a531a-da2e-47bb-8b9e-ff5adcd53ef0",
"status": "CANCELED",
"targetSelection": "SNAPSHOT|CONTINUOUS",
"targets": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/Thing0-947b9c0c-ff10-4a80-b4b3cd33d0145a0f",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thinggroup/ThingGroup1-95c644d5-1621-41a6-9aa5ad2de581d18f"
],
"description": "My job description",
"createdAt": 1234567890123,
"lastUpdatedAt": 1234567890123
}
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deletedメッセージには、次の例のペイロードが含まれています：
{

"eventType": "JOB",
"eventId": "568d2ade-2e9c-46e6-a115-18afa1286b06",
"timestamp": 1234567890,
"operation": "deleted",
"jobId": "4d2a531a-da2e-47bb-8b9e-ff5adcd53ef0",
"status": "DELETED",
"targetSelection": "SNAPSHOT|CONTINUOUS",
"targets": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/Thing0-947b9c0c-ff10-4a80-b4b3cd33d0145a0f",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thinggroup/
ThingGroup1-95c644d5-1621-41a6-9aa5-ad2de581d18f"
],
"description": "My job description",
"createdAt": 1234567890123,
"lastUpdatedAt": 1234567890123,
"comment": "Comment for this operation"
}

cancellation_in_progressメッセージには、次の例のペイロードが含まれています：
{

"eventType": "JOB",
"eventId": "568d2ade-2e9c-46e6-a115-18afa1286b06",
"timestamp": 1234567890,
"operation": "cancellation_in_progress",
"jobId": "4d2a531a-da2e-47bb-8b9e-ff5adcd53ef0",
"status": "CANCELLATION_IN_PROGRESS",
"targetSelection": "SNAPSHOT|CONTINUOUS",
"targets": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/Thing0-947b9c0c-ff10-4a80-b4b3cd33d0145a0f",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thinggroup/
ThingGroup1-95c644d5-1621-41a6-9aa5-ad2de581d18f"
],
"description": "My job description",
"createdAt": 1234567890123,
"lastUpdatedAt": 1234567890123,
"comment": "Comment for this operation"
}

deletion_in_progressメッセージには、次の例のペイロードが含まれています：
{

"eventType": "JOB",
"eventId": "568d2ade-2e9c-46e6-a115-18afa1286b06",
"timestamp": 1234567890,
"operation": "deletion_in_progress",
"jobId": "4d2a531a-da2e-47bb-8b9e-ff5adcd53ef0",
"status": "DELETION_IN_PROGRESS",
"targetSelection": "SNAPSHOT|CONTINUOUS",
"targets": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/Thing0-947b9c0c-ff10-4a80-b4b3cd33d0145a0f",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thinggroup/
ThingGroup1-95c644d5-1621-41a6-9aa5-ad2de581d18f"
],
"description": "My job description",
"createdAt": 1234567890123,
"lastUpdatedAt": 1234567890123,
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}

"comment": "Comment for this operation"

ジョブ実行ターミナルステータス
AWS IoT ジョブサービスは、デバイスがジョブの実行を終了状態に更新すると、メッセージを発行し
ます。
• $aws/events/jobExecution/jobID/succeeded
• $aws/events/jobExecution/jobID/failed
• $aws/events/jobExecution/jobID/rejected
• $aws/events/jobExecution/jobID/canceled
• $aws/events/jobExecution/jobID/timed_out
• $aws/events/jobExecution/jobID/removed
• $aws/events/jobExecution/jobID/deleted
メッセージには、次の例のペイロードが含まれています。
{

"eventType": "JOB_EXECUTION",
"eventId": "cca89fa5-8a7f-4ced-8c20-5e653afb3572",
"timestamp": 1234567890,
"operation": "succeeded|failed|rejected|canceled|removed|timed_out",
"jobId": "154b39e5-60b0-48a4-9b73-f6f8dd032d27",
"thingArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:myThing/6d639fbc-8f85-4a90-924da2867f8366a7",
"status": "SUCCEEDED|FAILED|REJECTED|CANCELED|REMOVED|TIMED_OUT",
"statusDetails": {
"key": "value"
}
}

ライフサイクルイベント
AWS IoT が、MQTT トピックにライフサイクルイベントを発行できます。これらのイベントはデフォルト
で利用可能で、無効にすることはできません。

Note
ライフサイクルメッセージは順不同で送信される場合があります。重複したメッセージを受信す
ることがあります。

接続/切断イベント
Note
AWS IoT デバイス管理フリートインデックスを使用すると、モノの検索、集約クエリの実行、お
よびモノの接続/切断イベントに基づく動的グループの作成が可能です。詳細については、「フ
リートインデックス作成」を参照してください。
AWS IoTクライアントが接続/切断すると、 は以下の MQTT トピックにメッセージをパブリッシュしま
す。
• $aws/events/presence/connected/clientId – クライアントがメッセージブローカーに接続しま
した。

1120

AWS IoT Core デベロッパーガイド
接続/切断イベント

• $aws/events/presence/disconnected/clientId – クライアントがメッセージブローカーから切
断されました。
以下に示しているのは、$aws/events/presence/connected/clientId トピックにパブリッシュさ
れる接続/切断メッセージに含まれる JSON 要素のリストです。
clientId
接続/切断するクライアントの ID。

Note
# または + が含まれているクライアント ID はライフサイクルイベントを受信しません。
clientInitiatedDisconnect
クライアントによって切断が開始された場合は True、それ以外の場合は、false を返します。切断
メッセージのみに存在します。
disconnectReason
クライアントが切断する理由。接続解除メッセージのみで見つかります。有効な値は次の表のとおり
です。
切断の理由

説明

AUTH_ERROR

クライアントが認証に失敗したか、または認可
が失敗しました。

CLIENT_INITIATED_DISCONNECT

クライアントが切断することを示します。クラ
イアントは、MQTT DISCONNECT 制御パケット
を送信するか、クライアントが WebSocket 接続
を使用している場合は Close frame を送信す
ることでこれを実行できます。

CLIENT_ERROR

クライアントに何か問題があり、切断されまし
た。たとえば、同じ接続で 1 つ以上の MQTT
CONNECT パケットを送信する場合、またはクラ
イアントがペイロード制限を超えるペイロード
でパブリッシュしようとした場合、クライアン
トは切断されます。

CONNECTION_LOST

クライアント/サーバー接続が切断されます。こ
れは、ネットワークのレイテンシーが長い間、
またはインターネット接続が失われた場合に発
生する可能性があります。

DUPLICATE_CLIENTID

クライアントは、すでに使用されているクライ
アント ID を使用しています。この場合、すでに
接続されているクライアントは、この切断理由
により切断されます。

FORBIDDEN_ACCESS

クライアントは接続できません。たとえば、IP
アドレスが拒否されたクライアントは接続に失
敗します。

MQTT_KEEP_ALIVE_TIMEOUT

クライアントのキープアライブ時間の 1.5 倍の
期間にクライアントとサーバー間の通信がない
場合、クライアントは切断されます。
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切断の理由

説明

SERVER_ERROR

予期しないサーバーの問題が発生したため、切
断されました。

SERVER_INITIATED_DISCONNECT

サーバーは、運用上の理由から、意図的にクラ
イアントを切断します。

THROTTLED

スロットリング制限を超えたため、クライアン
トは切断されます。

WEBSOCKET_TTL_EXPIRATION

WebSocket が存続可能時間値よりも長く接続さ
れているため、クライアントが切断されます。

eventType
イベントのタイプ。有効な値は connected または disconnected です。
ipAddress
接続しているクライアントの IP アドレス。これは、IPv4 形式または IPv6 形式にすることができま
す。接続メッセージでのみ見つかります。
principalIdentifier
認証に使用された認証情報。TLS 相互認証の場合、これは使用された証明書の ID です。その他の認
証の場合、これは IAM 認証情報です。
sessionIdentifier
セッションの有効期間中に存在する AWS IoT でのグローバル一意識別子。
timestamp
イベントが発生した時間の近似値 (Unix エポックからのミリ秒単位)。timestamp の精度は +/- 2 分で
す。
versionNumber
ライフサイクルイベントのバージョン番号。これは、各クライアント ID 接続ごとに単調に増加する長
い整数値です。バージョン番号は、ライフサイクルイベントの順序を推測するために加入者が使用で
きます。

Note
クライアント接続の Connect メッセージと Disconnect メッセージのバージョン番号は同じ
です。
バージョン番号は値をスキップする可能性があり、イベントごとに 1 ずつ増加するとは限り
ません。
クライアントが約 1 時間接続されない場合、バージョン番号は 0 にリセットされます。永続
的なセッションでは、永続的なセッションに設定された有効期間 (TTL) よりも長い時間クラ
イアントが切断された後、バージョン番号は 0 にリセットされます。
接続メッセージの構造は次のとおりです。

{

"clientId": "186b5",
"timestamp": 1573002230757,
"eventType": "connected",
"sessionIdentifier": "a4666d2a7d844ae4ac5d7b38c9cb7967",
"principalIdentifier": "12345678901234567890123456789012",
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}

"ipAddress": "192.0.2.0",
"versionNumber": 0

切断メッセージの構造は次のとおりです。

{

}

"clientId": "186b5",
"timestamp": 1573002340451,
"eventType": "disconnected",
"sessionIdentifier": "a4666d2a7d844ae4ac5d7b38c9cb7967",
"principalIdentifier": "12345678901234567890123456789012",
"clientInitiatedDisconnect": true,
"disconnectReason": "CLIENT_INITIATED_DISCONNECT",
"versionNumber": 0

クライアントの切断の処理
ベストプラクティスは、Last Will and Testament (LWT) メッセージを含むライフサイクルイベントに対
して、常に待機状態を実装することです。切断メッセージが受信されると、コードは一定期間待機し、デ
バイスがオフラインのままであることを確認してからアクションを実行します。これを行う 1 つの方法
は、SQS 遅延キューの使用です。クライアントが LWT またはライフサイクルイベントを受信したら、た
とえば 5 秒間メッセージをキューに追加できます。そのメッセージが使用可能になり、(Lambda または別
のサービスによって) 処理されたら、さらにアクションを実行する前に、最初にデバイスがまだオフライ
ンかどうか確認できます。

サブスクライブ/サブスクライブ解除イベント
AWS IoTクライアントが MQTT トピックに対してサブスクライブまたはサブスクライブ解除すると、 は
以下の MQTT トピックにメッセージをパブリッシュします。
$aws/events/subscriptions/subscribed/clientId

または
$aws/events/subscriptions/unsubscribed/clientId

ここで、clientId は、AWS IoT メッセージブローカーに接続する MQTT クライアントの ID です。
このトピックにパブリッシュされたメッセージには、以下の構造があります。
{

"clientId": "186b5",
"timestamp": 1460065214626,
"eventType": "subscribed" | "unsubscribed",
"sessionIdentifier": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"principalIdentifier": "000000000000/ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU:some-user/
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU:some-user",
"topics" : ["foo/bar","device/data","dog/cat"]
}

以下に示しているのは、$aws/events/subscriptions/subscribed/clientId および $aws/
events/subscriptions/unsubscribed/clientId トピックにパブリッシュされるサブスクライブ/
サブスクライブ解除メッセージに含まれる JSON 要素のリストです。
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clientId
サブスクライブまたはサブスクライブ解除するクライアントの ID。

Note
# または + が含まれているクライアント ID はライフサイクルイベントを受信しません。
eventType
イベントのタイプ。有効な値は subscribed または unsubscribed です。
principalIdentifier
認証に使用された認証情報。TLS 相互認証の場合、これは使用された証明書の ID です。その他の認
証の場合、これは IAM 認証情報です。
sessionIdentifier
セッションの有効期間中に存在する AWS IoT でのグローバル一意識別子。
timestamp
イベントが発生した時間の近似値 (Unix エポックからのミリ秒単位)。timestamp の精度は +/- 2 分で
す。
トピック
クライアントがサブスクライブした MQTT トピックの配列。

Note
ライフサイクルメッセージは順不同で送信される場合があります。重複したメッセージを受信す
ることがあります。
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AWS IoT Core for LoRaWAN
AWS IoT Core for LoRaWAN は、Configuration and Update Server (CUPS) および Firmware Updates
Over-The-Air (FUOTA) 機能を使用してゲートウェイ管理を提供する、フルマネージド型の LoRaWAN
ネットワークサーバー (LNS) です。プライベート LNS を AWS IoT Core for LoRaWAN に置き換え
て、Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) デバイスおよびゲートウェイを AWS IoT Core に接続で
きます。そうすることで、メンテナンス、運用コスト、セットアップ時間、およびオーバーヘッドコスト
を削減できます。

はじめに
LoRaWAN デバイスは、LoRaWAN プロトコルを使用してライセンスフリーの無線スペクトルで動作す
る、長距離、低電力、バッテリー駆動のデバイスです。LoRaWAN は LoRa 上に構築された Low Power
Wide Area Network (LPWAN) 通信プロトコルです。LoRa は、デバイス間の低消費電力、広域通信を可能
にする物理層プロトコルです。
LoRaWAN デバイスは、他の IoT デバイスを AWS IoT にオンボードするのと同じ方法でオンボードでき
ます。LoRaWAN デバイスを AWS IoT に接続するには、LoRaWAN ゲートウェイを使用する必要があ
ります。ゲートウェイは、デバイスを AWS IoT Core for LoRaWAN に接続してメッセージを交換するた
めのブリッジとして機能します。AWS IoT Core for LoRaWAN は AWS IoT ルールエンジンを使用して
LoRaWAN デバイスから他の AWS IoT のサービスにメッセージをルーティングします。
開発労力を削減し、デバイスを AWS IoT Core for LoRaWAN に迅速にオンボードするために、LoRaWAN
認定エンドデバイスを使用することをお勧めします。詳細については、「AWS IoT Core for LoRaWAN
product overview」ページを参照してください。デバイスの LoRaWAN 認証取得については、「Certifying
LoRaWAN products」を参照してください。

AWS IoT Core for LoRaWAN を使用する方法
コンソールまたは AWS IoT Wireless API を使用すると、LoRaWAN デバイスやゲートウェイを素早く
AWS IoT Core for LoRaWAN にオンボードできます。
コンソールの使用
AWS Management Console を使用して LoRaWAN デバイスおよびゲートウェイをオンボードするに
は、AWS Management Console にサインインして AWS IoT コンソールの [AWS IoT Core for LoRaWAN]
ページに移動します。次に、[Intro] (イントロダクション) セクションを使用して、ゲートウェイとデバイ
スを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加します。詳細については、「コンソールを使用してデバイスと
ゲートウェイを AWS IoT Core for LoRaWAN にオンボードする (p. 1130)」を参照してください。
API または CLI の使用
AWS IoT Wireless API を使用して、LoRaWAN と Sidewalk デバイスを両方オンボードできます。AWS
IoT Core for LoRaWAN が構築されている AWS IoT Wireless API は、AWS SDK でサポートされていま
す。詳細については、AWS SDK およびツールキットを参照してください。
AWS CLI を使用してコマンドを実行し、LoRaWAN ゲートウェイおよびデバイスをオンボードおよび管理
することができます。詳細については、「AWS IoT Wireless CLI reference」を参照してください。
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AWS IoT Core for LoRaWAN リージョンおよびエ
ンドポイント
AWS IoT Core for LoRaWAN では、AWS リージョン に固有のコントロールプレーンとデータプレーン
API エンドポイントのサポートが提供されます。データプレーン API エンドポイントは、AWS アカウント
と AWS リージョン リージョンに固有です。AWS IoT Core for LoRaWAN エンドポイントの詳細について
は、AWS 全般のリファレンスの「AWS IoT Corefor LoRaWAN エンドポイント」を参照してください。
デバイスと AWS IoT の間のより安全な通信を実現するため、パブリックインターネットを介さず、Virtual
Private Cloud (VPC) で AWS PrivateLink を介して AWS IoT Core for LoRaWAN にデバイスを接続できま
す。詳細については、「VPC インターフェイスエンドポイント経由での AWS IoT Core for LoRaWAN へ
の接続 (p. 1161)」を参照してください。
AWS IoT Core for LoRaWAN には、デバイス間で送信されるデバイスデータと、AWS IoT Wireless API オ
ペレーション の最大 TPS に適用されるクォータがあります。詳細については、AWS 全般のリファレン
スの「AWS IoT Core for LoRaWAN のクォータ」を参照してください。

AWS IoT Core for LoRaWAN 料金表
AWS にサインアップすると、AWS 無料利用枠を利用して、無料で AWS IoT Core for LoRaWAN の使用を
開始することができます。
全般的な製品の概要と料金の詳細については、「AWS IoT Core の料金」を参照してください。

AWS IoT Core for LoRaWAN とは?
AWS IoT Core for LoRaWAN では、LoRaWAN デバイスおよびゲートウェイを AWS に接続することで、
プライベート LoRaWAN ネットワークサーバー (LNS) を置き換えます。AWS IoT ルールエンジンを使用
して、LoRaWAN デバイスから受信したメッセージをルーティングできます。メッセージをフォーマット
して、他の AWS IoT サービスに送信できます。AWS IoT とのデバイス通信のセキュリティを確保するた
めに、AWS IoT Core for LoRaWAN では X.509 証明書を使用します。
AWS IoT Core for LoRaWAN は、AWS IoT Core が LoRaWAN ゲートウェイやデバイスと通信するために
必要なサービスポリシーとデバイスポリシーを管理します。また、AWS IoT Core for LoRaWAN は、デバ
イスデータを他のサービスに送信する AWS IoT ルールを記述する送信先も管理します。
AWS IoT Core for LoRaWAN で、次のことができます。
• LoRaWAN デバイスおよびゲートウェイを AWS IoT にオンボードして接続する。プライベート LNS を
セットアップおよび管理する必要はありません。
• LoRa Alliance によって標準化された 1.0.x または 1.1 LoRaWAN 仕様に準拠する LoRaWAN デバイスを
接続する。これらのデバイスは、クラス A、クラス B、またはクラス C モードで動作できます。
• LoRa Basics Station バージョン 2.0.4 以降をサポートする LoRaWAN ゲートウェイを使用します。AWS
IoT Core for LoRaWAN に認定されているすべてのゲートウェイは、互換性のあるバージョンの LoRa
Basics Station を実行します。
• AWS IoT Core for LoRaWAN の適応データレートを使用して、信号強度、帯域幅、および拡散係数をモ
ニタリングします。そして、必要に応じてデータレートを最適化します。
• CUPS サービスを使用して LoRaWAN ゲートウェイのファームウェアを更新し、Firmware Updates
Over-The-Air (FUOTA) を使用して LoRaWAN デバイスのファームウェアを更新します。
トピック
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• LoRaWAN とは (p. 1127)
• AWS IoT Core for LoRaWAN の動作の仕組み (p. 1128)

LoRaWAN とは
LoRa Alliance は、LoRaWAN について、「地域、国、またはグローバルネットワークにおいて、バッテ
リー駆動の「モノ」をインターネットにワイヤレスで接続するように設計された Low Power Wide Area
(LPWA) ネットワーキングプロトコルであり、双方向通信、エンドツーエンドのセキュリティ、モビリ
ティ、ローカリゼーションサービスなどの主要なモノのインターネット (IoT) の要件を満たすことを目標
としています」と述べています。

LoRa と LoRaWAN
LoRaWAN プロトコルは、LoRa 上で機能する省電力広域ネットワーク (LPWAN) 通信プロトコルで
す。LoRaWan 仕様はオープンなので、誰でも LoRa ネットワークを設定して運用できます。
LoRa は、ライセンスフリーの無線周波数スペクトルで動作する無線オーディオ周波数技術です。LoRa
は、スペクトル拡散変調を使用する物理層プロトコルで、帯域幅を犠牲にして長距離通信をサポートしま
す。中央の周波数を持つ狭帯域波形を使用してデータを送信するため、干渉に対して堅牢になります。

LoRaWAN 技術の特徴
• 直線距離で最大 10 マイルまでの長距離通信が可能です。
• 最長 10 年間という長いバッテリー持続時間があります。バッテリー寿命を延ばすには、デバイスをク
ラス A またはクラス B モードで動作させます。このモードでは、ダウンリンクのレイテンシーが長くな
ります。
• デバイスおよびメンテナンスのコストが低く抑えられます。
• ライセンスフリーの無線スペクトラムですが、リージョン固有の規制が適用されます。
• 低消費電力ですが、データレートに応じてペイロードサイズが 51 バイトから 241 バイトまでに制限さ
れます。データレートは、最大の 222 ペイロードサイズで 0.3 Kbit/秒 - 27 Kbit/秒にすることができま
す。

LoRaWAN の詳細
以下のリンクには、LoRaWAN テクノロジーと LoRa Basics Station に関する有益な情報が含まれていま
す。LoRa Basics Station は、LoRaWAN用にエンドデバイスを AWS IoT Coreに接続するためのLoRaWAN
ゲートウェイで動作するソフトウェアです。
• LoRaWAN のモノの基礎
LoRaWAN のモノの基礎には、LoRaWAN の基礎を説明する紹介ビデオと、LoRa および LoRaWAN に
ついて学ぶのに役立つ一連の章が含まれています。
• LoRaWAN とは
LoRa Alliance は、さまざまなリージョンの LoRaWAN 仕様のまとめなど、LoRa および LoRaWAN の
技術的な概要を提供しています。
• LoRa Basics Station
Semtech 社は、ゲートウェイとエンドノードの LoRa Basics に関する有用な概念を提供します。LoRa
Basics Station は、LoRaWAN ゲートウェイ上で動作するオープンソースソフトウェアであり、Semtech
社の GitHub リポジトリを介して管理および配信されています。また、LoRaWAN データの交換方法や
設定の更新方法について説明した LNS および CUPS プロトコルについても学習できます。
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AWS IoT Core for LoRaWAN の動作の仕組み
LoRaWAN ネットワークアーキテクチャは、ゲートウェイがエンドデバイスと LoRaWAN ネットワーク
サーバー (LNS) 間で情報を中継する「star of stars」トポロジーでデプロイされています。
AWS IoT Core for LoRaWAN は、ワイヤレス LoRaWAN (省電力長距離広域ネットワーク) デバイスの接続
と管理を支援し、必要であった LNS の開発と運用を置き換えます。Long Range WAN (LoRaWAN) デバイ
スおよびゲートウェイは、AWS IoT Core for LoRaWAN を使用することにより、AWS IoT Core に接続で
きます。
以下に、LoRaWAN デバイスが AWS IoT Core for LoRaWAN とやりとりする方法を示します。ま
た、AWS IoT Core for LoRaWAN が LNS を置き換え、AWS クラウド で他の AWS のサービスs と通信す
る方法も示します。

LoRaWAN デバイスは LoRaWAN ゲートウェイを介して AWS IoT Core と通信します。AWS IoT Core for
LoRaWAN は、AWS IoT Core が LoRaWAN ゲートウェイやデバイスを管理し、それらと通信するために
必要なサービスポリシーとデバイスポリシーを管理します。また、AWS IoT Core for LoRaWAN は、デバ
イスデータを他のサービスに送信する AWS IoT ルールを記述する送信先も管理します。

AWS IoT Core for LoRaWAN の使用を開始する
1. 必要なワイヤレスデバイスと LoRaWAN ゲートウェイを選択する。
AWS Partner Device Catalog には、AWS IoT Core for LoRaWAN での使用が認定されているゲートウェ
イとデベロッパーキットが含まれています。詳細については、「AWS Partner Device Catalog の認定さ
れたゲートウェイの使用 (p. 1171)」を参照してください。
2. ワイヤレスデバイスと LoRaWAN ゲートウェイを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加する。
AWS IoT Core for LoRaWAN へのゲートウェイとデバイスの接続 (p. 1129) では、リソースの説明方法
や、ワイヤレスデバイスと LoRaWAN ゲートウェイを AWS IoT Corefor LoRaWAN に追加する方法に
関する情報が提供されています。また、これらのデバイスを管理し、データを AWS のサービスに送信
するために必要な他の AWS IoT Core for LoRaWAN リソースに設定する方法についても学習します。
3. AWS IoT Core for LoRaWAN ソリューションを完了する。
サンプルの AWS IoT Core for LoRaWAN ソリューションから始めて、使いやすく調整してください。

AWS IoT Core for LoRaWAN リソース
以下のリソースは、LoRaWAN テクノロジーと AWS IoT Core for LoRaWAN に慣れるうえで役立ちます。
• AWS IoT Coreを使ってLoRaWANの使用開始
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次のビデオでは、AWS IoT Core のLoRaWAN のための動作方法と、AWS Management Console から
LoRaWAN ゲートウェイを追加するプロセスを説明します。
• LoRaWAN ワークショップ用AWS IoT Core
このワークショップでは、LoRaWAN テクノロジーの基礎と、AWS IoT Core for LoRaWAN での実装
を扱います。また、このワークショップを使用して、ゲートウェイとデバイスを AWS IoT Core for
LoRaWAN に接続してサンプル IoT ソリューションを構築する方法を詳細に説明します。

AWS IoT Core for LoRaWAN へのゲートウェイと
デバイスの接続
AWS IoT Core for LoRaWAN は、ワイヤレス LoRaWAN (省電力長距離広域ネットワーク) デバイスの接続
と管理を支援し、必要であった LNS の開発と運用を置き換えます。Long range WAN (LoRaWAN) デバイ
スおよびゲートウェイは、AWS IoT Core for LoRaWAN を使用することにより、AWS IoT Core に接続で
きます。

デバイス、ゲートウェイ、プロファイル、および送信
先の命名規則
AWS IoT Core for LoRaWAN を開始してリソースを作成する前に、デバイス、ゲートウェイ、および送信
先の命名規則を検討してください。
AWS IoT Core for LoRaWAN は、ワイヤレスデバイス、ゲートウェイ、およびプロファイル用に作成する
リソースに一意の ID を割り当てます。ただし、リソースによりわかりやすい名前も付けて、リソースを
識別しやすくすることができます。AWS IoT Core for LoRaWAN にデバイス、ゲートウェイ、プロファ
イル、および送信先を追加する前に、管理しやすくするために、それらの名前の付け方を検討してくださ
い。
作成したリソースにタグを追加することもできます。LoRaWAN デバイスを追加する前に、AWS IoT Core
for LoRaWAN リソースを識別および管理するためのタグの使用方法を検討してください。タグは、追加後
に変更できます。
命名とタグ付けの詳細については、AWS IoT Core for LoRaWAN リソースを説明する (p. 1130) を参照し
てください。

デバイスデータからサービスデータへのマッピング
LoRaWAN ワイヤレスデバイスからのデータは、多くの場合、帯域幅を最適化するためにエンコードされ
ます。これらのエンコードされたメッセージは、他の AWS のサービスで簡単に使用できない可能性があ
る形式で AWS IoT Core for LoRaWAN に到達します。AWS IoT Core for LoRaWAN は、AWS Lambda 関
数を使用して、デバイスメッセージを処理して他の AWS のサービスが使用できる形式にデコードできる
AWS IoT ルールを使用します。
デバイスデータを変換して他の AWS のサービスに送信するには、次のことを理解しておく必要がありま
す。
• ワイヤレスデバイスが送信するデータの形式と内容。
• データの送信先とするサービス。
• サービスが必要とする形式。
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この情報を使用して、変換を実行する AWS IoT ルールを作成し、変換されたデータを、それを使用する
AWS のサービスに送信できます。

コンソールを使用してデバイスとゲートウェイを
AWS IoT Core for LoRaWAN にオンボードする
コンソールインターフェイスまたは API を使用して、LoRaWAN ゲートウェイとデバイスを追加できま
す。初めて AWS IoT Core for LoRaWAN を使用する場合は、コンソールを使用することをお勧めします。
いくつかの AWS IoT Core for LoRaWAN リソースを一度に管理する場合には、コンソールインターフェイ
スが最も実用的です。大量の AWS IoT Core for LoRaWAN リソースを管理する場合は、AWS IoT Wireless
API を使用して、より自動化されたソリューションを作成することを検討してください。
AWS IoT Core for LoRaWAN リソースを設定するときに入力するデータの多くは、デバイスのベンダー
によって提供され、ベンダーがサポートしている LoRaWAN 仕様に固有のものです。以下のトピックで
は、AWS IoT Core for LoRaWAN リソースを説明し、コンソールまたは API を使用してゲートウェイとデ
バイスを追加する方法を説明します。
トピック
• AWS IoT Core for LoRaWAN リソースを説明する (p. 1130)
• ゲートウェイを AWS IoT Core for LoRaWAN にオンボードする (p. 1132)
• デバイスを AWS IoT Core for LoRaWAN にオンボードする (p. 1138)

AWS IoT Core for LoRaWAN リソースを説明する
AWS IoT Core for LoRaWAN を初めて使用する場合は、AWS IoT コンソールの AWS IoT Core for
LoRaWAN の [Intro] (イントロダクション) ページを使用することで、最初の LoRaWAN ゲートウェイとデ
バイスを追加できます。
リソースの作成を開始する前に、デバイス、ゲートウェイ、および送信先の命名規則を検討してくださ
い。AWS IoT Core for LoRaWAN では、作成したリソースを識別するためのいくつかのオプションが提
供されます。AWS IoT Core for LoRaWAN リソースには作成時に一意の ID が与えられますが、この ID
は説明的なものではなく、リソースの作成後に変更することもできません。ほとんどの AWS IoT Core
for LoRaWAN リソースに名前を割り当てたり、説明を追加したり、タグとタグ値をアタッチしたりし
て、AWS IoT Core for LoRaWAN リソースの選択、識別、および管理をより便利にすることもできます。
• リソース名 (p. 1131)
ゲートウェイ、デバイス、およびプロファイルの場合、リソース名は、リソースの作成後に変更できる
オプションのフィールドです。名前が、リソースハブページに表示されるリストに表示されます。
送信先については、AWS アカウントと AWS リージョン 一意の名前を指定します。送信先リソースの
作成後は、送信先名を変更できません。
名前には最大 256 文字を使用できますが、リソースハブの表示スペースには制限があります。可能な場
合は、名前の識別部分が最初の 20～30 文字で表示されることを確認してください。
• リソースタグ (p. 1131)
タグは、AWS リソースにアタッチできるメタデータのキーと値のペアです。タグキーと対応する値の両
方を選択します。
ゲートウェイ、送信先、およびプロファイルには、最大 50 個のタグをアタッチできます。デバイスが
タグをサポートしていません。
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リソース名
AWS IoT Core for LoRaWAN リソースの名前のサポート
リソース

名前フィールドのサポート

送信先

Name はリソースの一意の ID で
あり、変更できません。

デバイス

Name はオプションのリソースの
記述子であり、変更できます。

ゲートウェイ

Name はオプションのリソースの
記述子であり、変更できます。

プロフィール

Name はオプションのリソースの
記述子であり、変更できます。

名前フィールドは、リソースのリソースハブリストに表示されます。ただし、スペースは限られているた
め、名前の最初の 15～30 文字しか表示されない場合があります。
リソースの名前を選択するときは、それらがどのようにリソースを識別するようにしたいか、コンソール
でどのように表示されるかを考慮します。
説明
送信先、デバイス、およびゲートウェイの各リソースは、最大 2,048 文字を入力できる説明フィールドも
サポートします。説明フィールドは、個々のリソースの詳細ページにのみ表示されます。説明フィールド
はリソースの詳細ページにのみ表示されるため、多くの情報を保持できますが、複数のリソースのコンテ
キストでスキャンするには不便です。

リソースタグ
AWS IoT Core for LoRaWAN リソースの AWS タグのサポート
リソース

AWS タグのサポート

送信先

最大 50 個の AWS タグをリソー
スに追加できます。

デバイス

このリソースは AWS タグをサ
ポートしていません。

ゲートウェイ

最大 50 個の AWS タグをリソー
スに追加できます。

プロフィール

最大 50 個の AWS タグをリソー
スに追加できます。

タグは、AWS リソースを特定し、整理するのに使用できる単語または語句であり、メタデータとして機能
します。タグキーは情報のカテゴリと考えることができ、タグ値はそのカテゴリの特定の値と考えること
ができます。
例えば、色のタグ値があり、一部のリソースにそのタグ用に青の値を与え、他のリソースに赤の値を与え
ることができます。これで、AWS コンソールのタグエディタを使用して、青の色タグ値を持つリソースを
見つけることができます。
タグ付けおよびタグ付け戦略の詳細については、タグエディタを参照してください。
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ゲートウェイを AWS IoT Core for LoRaWAN にオン
ボードする
AWS IoT Core for LoRaWAN を初めて使用する場合は、コンソールを使用することで、最初の LoRaWAN
ゲートウェイとデバイスを追加できます。
ゲートウェイをオンボードする前に
ゲートウェイを AWS IoT Core for LoRaWAN にオンボードする前に、以下のことをお勧めします。
• AWS IoT Core for LoRaWAN での使用を認定されたゲートウェイを使用してください。これらのゲー
トウェイは追加の構成設定なしで AWS IoT Core に接続し、互換性のあるバージョンの LoRa Basics
Station ソフトウェアが実行されています。詳細については、「LoRaWAN用にAWS IoT Coreを使用した
ゲートウェイの管理 (p. 1171)」を参照してください。
• リソースをより簡単に管理できるように、作成したリソースの命名規則を考慮してください。詳細につ
いては、「AWS IoT Core for LoRaWAN リソースを説明する (p. 1130)」を参照してください。
• 各ゲートウェイに固有の設定パラメータの入力準備を事前にしておくと、コンソールへのデータの入力
がよりスムーズになります。AWS IoT がゲートウェイと通信および管理するために必要なワイヤレス
ゲートウェイの設定パラメータには、ゲートウェイの EUI とその LoRa 周波数帯域が含まれます。
ゲートウェイを AWS IoT Core for LoRaWAN にオンボードするには
• 周波数帯域の選択を検討し、必要な IAM ロールを追加する (p. 1132)
• ゲートウェイを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加する (p. 1134)
• LoRaWAN ゲートウェイを接続し、接続ステータスを確認する (p. 1136)

周波数帯域の選択を検討し、必要な IAM ロールを追加する
ゲートウェイを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加する前に、ゲートウェイが動作する周波数帯域を検討
し、ゲートウェイを AWS IoT Core for LoRaWAN に接続するために必要な IAM ロールを追加することを
お勧めします。

Note
コンソールを使用してゲートウェイを追加する場合は、[Create role] (ロールの作成) をクリック
して必要な IAM ロールを作成し、これらのステップをスキップできます。これらの手順は、CLI
を使用してゲートウェイを作成する場合にのみ実行する必要があります。

ゲートウェイとデバイス接続用の LoRa 周波数帯域の選択を検討する
AWS IoT Core for LoRaWAN は、EU863-870、US902-928、AU915、および AS923-1 周波数帯域をサ
ポートしており、お客様は、これらの周波数帯域と周波数帯域の特性をサポートする国に物理的に存在す
るゲートウェイとデバイスを接続するために、これらの周波数帯域を使用できます。EU863-870 および
US902-928 帯域は、それぞれ欧州と北米で一般的に使用されています。AS923-1 帯域は、オーストラリ
ア、ニュージーランド、日本、シンガポールなどで一般的に使用されています。AU915 は、とりわけオー
ストラリアとアルゼンチンで使用されています。お住まいの地域または国で使用する周波数帯域の詳細に
ついては、LoRaWAN® 地域別パラメータを参照してください。
LoRa Alliance は、LoRa Alliance のウェブサイトからダウンロードできる LoRaWAN 仕様と地域別パラ
メータドキュメントを公開しています。LoRa Alliance の地域パラメータは、企業が地域や国で使用する周
波数帯域を決定するのに役立ちます。AWS IoT Core for LoRaWAN の周波数帯域の実装は、地域パラメー
タ仕様書の推奨事項に従います。これらの地域別パラメータは、産業、科学、および医療 (ISM) 帯域に適
合する周波数割り当てとともに、一連の無線パラメータにグループ化されます。コンプライアンスチーム
と協力して、適用される規制要件を確実に満たすことをお勧めします。
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Configuration and Update Server (CUPS) がゲートウェイ認証情報を管理するこ
とを許可するための IAM ロールを追加する
この手順では、Configuration and Update Server (CUPS) がゲートウェイ認証情報を管理することを許
可する IAM ロールを追加する方法について説明します。LoRaWAN ゲートウェイが AWS IoT Core for
LoRaWAN との接続を試みる前に、必ずこの手順を実行してください。ただし、これを行う必要があるの
は 1 回だけです。

Configuration and Update Server (CUPS) がゲートウェイ認証情報を管理することを許可する IAM
ロールを追加する
1.

[Roles hub of the IAM console] (IAM コンソールのロールハブ) にログインして、[Create role] (ロール
の作成) を選択します。

2.

IoTWirelessGatewayCertManagerRole ロールを既に追加している可能性があると思われる場合は、検
索バーに IoTWirelessGatewayCertManagerRole と入力します。
検索結果に IoTWirelessGatewayCertManagerRole ロールが表示された場合、必要な IAM ロールがあ
ります。これで手順を終了できます。
検索結果が空の場合、必要な IAM ロールがありません。この手順を続行して、追加します。

3.

[Select type of trusted entity] (信頼できるエンティティのタイプを選択) で、[Another AWS アカウン
ト] (別の AWS アカウント) を選択します。

4.

[Account ID] (アカウント ID) で AWS アカウント アカウント ID を入力し、[Next: Permissions] (次へ:
アクセス許可) を選択します。

5.

検索ボックスに「AWSIoTWirelessGatewayCertManager」と入力します。

6.

検索結果のリストで、AWSIoTWirelessGatewayCertManager という名前のポリシーを選択します。

7.

[次へ: タグ]、[次へ: 確認] の順に選択します。

8.

[Role name] (ロール名) に IoTWirelessGatewayCertManagerRole と入力し、[Create role] (ロー
ルの作成) を選択します。

9.

新しいロールを編集するには、確認メッセージで IoTWirelessGatewayCertManagerRole を選択しま
す。

10. [Summary] (概要) で、[Trust relationships] (信頼関係) タブを選択し、続いて [Edit trust relationship]
(信頼関係の編集) を選択します。
11. [Policy Document] (ポリシードキュメント) で、Principal プロパティを次の例のように変更しま
す。
"Principal": {
"Service": "iotwireless.amazonaws.com"
},

Principal プロパティを変更すると、完全なポリシードキュメントは次の例のようになります。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "iotwireless.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {}
}
]
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12. 変更を保存して終了するには、[Update Trust Policy] (信頼ポリシーの更新) を選択します。
これで、IoTWirelessGatewayCertManagerRole が作成されました。これをもう一度行う必要はありませ
ん。
ゲートウェイの追加中にこの手順を実行した場合は、このウィンドウと IAM コンソールを閉じ、AWS IoT
コンソールに戻り、ゲートウェイの追加を完了できます。

ゲートウェイを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加する
コンソールまたは CLI を使用して、ゲートウェイを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加できます。
ゲートウェイを追加する前に、「ゲートウェイを AWS IoT Core for LoRaWAN にオンボードす
る (p. 1132)」の「ゲートウェイをオンボードする前に」セクションで説明されている要素を考慮すること
をお勧めします。
初めてゲートウェイを追加する場合は、コンソールを使用することをお勧めします。CLI を使用してゲー
トウェイを追加する場合は、ゲートウェイが AWS IoT Core for LoRaWAN と接続するために必要な IAM
ロールを既に作成済みである必要があります。ロールを作成する方法については、「Configuration and
Update Server (CUPS) がゲートウェイ認証情報を管理することを許可するための IAM ロールを追加す
る (p. 1133)」を参照してください。

コンソールを使用してゲートウェイを追加する
AWS IoT コンソールの AWS IoT Core for LoRaWAN の [Intro] (イントロダクション) ページに移動
し、[Get started] (開始方法) を選択して、[Add gateway] (ゲートウェイを追加) を選択します。ゲートウェ
イを既に追加している場合は、[View gateway] (ゲートウェイの表示) を選択して、追加したゲートウェイ
を表示します。ゲートウェイをさらに追加する場合は、[Add gateway] (ゲートウェイの追加) を選択しま
す。
1. ゲートウェイの詳細と周波数帯域情報を提供する
[Gateway details] (ゲートウェイの詳細) セクションを使用して、ゲートウェイの EUI や周波数帯域設定
などのデバイス設定データに関する情報を提供します。
• ゲートウェイの EUI
個々のゲートウェイデバイスの EUI (拡張一意識別子)。EUI は c0ee40ffff29df10 などの 16 桁の
英数字コードであり、LoRaWAN ネットワーク内のゲートウェイを一意に識別します。この情報は
ゲートウェイモデルに固有のものであり、ゲートウェイデバイスまたはそのユーザーマニュアルに記
載されています。

Note
ゲートウェイの EUI は、ゲートウェイデバイスに表示される Wi-Fi MAC アドレスとは異な
ります。EUI は、ゲートウェイを一意に識別する EUI-64 標準に準拠しているため、他の
AWS アカウント とリージョンで再利用できません。
• 周波数帯域 (RFRegion)
ゲートウェイの周波数帯。ゲートウェイがサポートするもの、およびゲートウェイの物理的な接続元
の国または地域に応じて、US915、EU868、AU915、または AS923-1 から選択できます。帯域の詳
細については、ゲートウェイとデバイス接続用の LoRa 周波数帯域の選択を検討する (p. 1132) を参
照してください。
2. ワイヤレスゲートウェイ設定データを指定する (オプション)
これらのフィールドはオプションで、ゲートウェイとその設定に関する追加情報を提供するために使用
できます。
• ゲートウェイの名前、説明、タグ
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これらのオプションフィールドの情報は、ワイヤレスシステムの要素をどのように編成および説明す
るかによって決まります。ゲートウェイに名前を追加し、[Description] (説明) フィールドを使用して
ゲートウェイに関する情報を提供し、タグを使用してゲートウェイに関するメタデータのキーと値の
ペアを追加できます。リソースの命名と説明の詳細については、AWS IoT Core for LoRaWAN リソー
スを説明する (p. 1130) を参照してください。
• サブバンドとフィルターを使用した LoRaWAN 構成
オプションで、使用するサブバンドやトラフィックのフローを制御できるフィルターなどの
LoRaWAN 設定データを指定することもできます。このチュートリアルでは、これらのフィールドを
スキップできます。詳細については、「AWS IoT Core for LoRaWAN でワイヤレスリソースの位置を
設定する (p. 1149)」を参照してください。
• 位置情報と送信先
オプションで、位置情報と AWS IoT Core for LoRaWAN で使用するデバイスの位置データを処理す
る AWS IoT ルールを説明する送信先を指定することもできます。詳細については、「AWS IoT Core
for LoRaWAN でワイヤレスリソースの位置を設定する (p. 1149)」を参照してください。

Note
位置情報機能は、AWS IoT Core for LoRaWAN のプレビューリリースであり、変更される可
能性があります。
3. AWS IoT のモノとゲートウェイを関連付ける
AWS IoTのモノを作成し、ゲートウェイに関連付けるかどうかを指定します。AWS IoT におけるモノを
使用すると、デバイスの検索と管理を簡単に行えるようになります。モノをゲートウェイに関連付ける
と、ゲートウェイは他の AWS IoT Core 機能にアクセスできます。
4. ゲートウェイ証明書を作成してダウンロードする
ゲートウェイが安全に AWS IoT と通信できるようにゲートウェイを認証するには、LoRaWAN ゲー
トウェイは AWS IoT Core for LoRaWAN に対してプライベートキーと証明書を提示する必要がありま
す。AWS IoT が X.509 標準を使用してゲートウェイの ID を確認できるように、ゲートウェイ証明書を
作成します。
[Create certificate] (証明書の作成) ボタンをクリックして、証明書ファイルをダウンロードします。これ
らはゲートウェイを設定するために後で使用します。
5. CUPS エンドポイントと LNS エンドポイントをコピーし、証明書をダウンロードする
LoRaWAN ゲートウェイは、AWS IoT Core for LoRaWAN への接続を確立するときに、CUPS エンドポ
イントまたは LNS エンドポイントに接続する必要があります。CUPS エンドポイントでは設定管理も
提供されるため、CUPS エンドポイントを使用することをお勧めします。AWS IoT Core for LoRaWAN
エンドポイントの真正性を確認するために、ゲートウェイは CUPS エンドポイントおよび LNS エンド
ポイントごとに信頼証明書を使用します。
[Copy] (コピー) ボタンをクリックして CUPS エンドポイントと LNS エンドポイントをコピーしま
す。この情報はゲートウェイを構成するために後で必要になります。次に、[Download server trust
certificates] (サーバー信頼証明書のダウンロード) ボタンをクリックして、CUPS エンドポイントおよび
LNS エンドポイントの信頼証明書をダウンロードします。
6. ゲートウェイのアクセス許可のための IAM ロールを作成する
Configuration and Update Server (CUPS) がゲートウェイ認証情報を管理することを許可する IAM ロー
ルを追加する必要があります。LoRaWAN ゲートウェイが AWS IoT Core for LoRaWAN との接続を試
みる前に、これを行う必要があります。ただし、実行する必要があるのは 1 回だけです。
アカウントに IoTWirelessGatewayCertManager IAM ロールを作成するには、[Create role] (ロールの作
成) ボタンをクリックします。ロールが既に存在する場合は、ドロップダウンリストから選択します。
[Submit] (送信) をクリックして、ゲートウェイの作成を完了します。
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API を使用してゲートウェイを追加する
API または CLI を使用して初めてゲートウェイを追加する場合は、ゲートウェイが AWS IoT Core for
LoRaWAN と接続できるように IoTWirelessGatewayCertManager IAM ロールを追加する必要がありま
す。ロールの作成方法については、「Configuration and Update Server (CUPS) がゲートウェイ認証情報を
管理することを許可するための IAM ロールを追加する (p. 1133)」セクションを参照してください。
以下に、LoRaWAN ゲートウェイの追加、更新、削除に関連するタスクを実行する API アクションを示し
ます。

AWS IoT Core for LoRaWAN ゲートウェイ向けの AWS IoT Wireless API アクション
• CreateWirelessGateway
• GetWirelessGateway
• ListWirelessGateways
• UpdateWirelessGateway
• DeleteWirelessGateway
AWS IoT Core for LoRaWAN リソースを作成および管理するために使用できるアクションとデータタイプ
の完全なリストについては、「AWS IoT Wireless API reference」を参照してください。
AWS CLI を使用してゲートウェイを追加する方法
AWS CLI を使用して、create-wireless-gateway コマンドによってワイヤレスゲートウェイを作成できま
す。

Note
ゲートウェイがクラス B LoRaWAN デバイスと通信している場合、CreateWirelessGateway
API コマンドまたは create-wireless-gateway CLI コマンドを使用してゲートウェイを追加
するときに、特定のビーコンパラメータを指定することもできます。詳細については、「クラス
B デバイスにビーコンを送信するようにゲートウェイを設定する (p. 1173)」を参照してくださ
い。
次の例では、ワイヤレス LoRaWAN デバイスゲートウェイを作成します。ゲートウェイ証明書やプロビ
ジョニング認証情報などの追加の詳細が含まれる input.json ファイルを指定することもできます。

Note
この手順は、ここに示す CLI コマンドに対応する AWS API のメソッドを使用することによ
り、API で行うこともできます。
aws iotwireless create-wireless-gateway \
--lorawan GatewayEui="a1b2c3d4567890ab",RfRegion="US915" \
--name "myFirstLoRaWANGateway" \
--description "Using my first LoRaWAN gateway"
--cli-input-json file://input.json

使用可能な CLI の詳細については、「AWS CLI リファレンス」を参照してください。

LoRaWAN ゲートウェイを接続し、接続ステータスを確認する
ゲートウェイの接続ステータスを確認する前に、ゲートウェイを追加済みで、AWS IoT Core for
LoRaWAN に接続済みである必要があります。ゲートウェイを追加する方法については、「ゲートウェイ
を AWS IoT Core for LoRaWAN に追加する (p. 1134)」を参照してください。
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ゲートウェイを AWS IoT Core for LoRaWAN に接続する
ゲートウェイを追加したら、ゲートウェイの設定インターフェイスに接続して、設定情報と信頼証明書を
入力します。
AWS IoT Core for LoRaWAN にゲートウェイの情報を追加した後、AWS IoT Core for LoRaWAN 情報を
ゲートウェイデバイスに追加します。ゲートウェイのベンダーが提供するドキュメントでは、証明書ファ
イルをゲートウェイにアップロードし、AWS IoT Core for LoRaWAN と通信するようにゲートウェイデバ
イスを設定するプロセスについて説明されているはずです。
AWS IoT Core for LoRaWAN での使用を認定されたゲートウェイ
LoRaWAN ゲートウェイを設定する手順については、AWS IoT Core for LoRaWAN ワークショップの
「Configure gateway device」セクションを参照してください。ここでは、AWS IoT Core for LoRaWAN
での使用が認定されたゲートウェイを接続するための手順について説明します。
CUPS プロトコルをサポートするゲートウェイ
次の手順で、CUPS プロトコルをサポートするゲートウェイを接続する方法について説明します。
1. ゲートウェイの追加時に取得した次のファイルをアップロードします。
• ゲートウェイデバイス証明書およびプライベートキーファイル。
• CUPS エンドポイントの信頼証明書ファイル cups.trust。
2. 前に取得した CUPS エンドポイント URL を指定します。エンドポイントは
prefix.cups.lorawan.region.amazonaws.com:443 の形式です。
この情報の入手方法については、「ゲートウェイを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加する (p. 1134)」
を参照してください。
LNS プロトコルをサポートするゲートウェイ
次の手順で、LNS プロトコルをサポートするゲートウェイを接続する方法について説明します。
1. ゲートウェイの追加時に取得した次のファイルをアップロードします。
• ゲートウェイデバイス証明書およびプライベートキーファイル。
• LNS エンドポイントの信頼証明書ファイル lns.trust。
2. 前に取得した LNS エンドポイント URL を指定します。エンドポイントは
prefix.lns.lorawan.region.amazonaws.com:443 の形式です。
この情報の入手方法については、「ゲートウェイを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加する (p. 1134)」
を参照してください。
ゲートウェイを AWS IoT Core for LoRaWAN に接続したら、コンソールまたは API を使用して、接続のス
テータスを確認し、最後のアップリンクがいつ受信されたかに関する情報を取得できます。

コンソールを使用してゲートウェイ接続ステータスを確認する
コンソールを使用して接続ステータスを確認するには、AWS IoT コンソールの [Gateways] (ゲートウェイ)
ページに移動し、追加したゲートウェイを選択します。ゲートウェイの詳細ページの [LoRaWAN specific
details] (LoRaWAN 固有の詳細) セクションに、接続ステータスと最後にアップリンクが受信された日時が
表示されます。

API を使用してゲートウェイ接続ステータスを確認する
API を使用して接続ステータスを確認するには、GetWirelessGatewayStatistics API を使用しま
す。この API にはリクエストボディがなく、ゲートウェイが接続されているかどうか、および最後のアッ
プリンクがいつ受信されたかを示すレスポンス本文のみが含まれます。
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HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"ConnectionStatus": "Connected",
"LastUplinkReceivedAt": "2021-03-24T23:13:08.476015749Z",
"WirelessGatewayId": "30cbdcf3-86de-4291-bfab-5bfa2b12bad5"

デバイスを AWS IoT Core for LoRaWAN にオンボー
ドする
ゲートウェイをAWS IoT Core for LoRaWAN にオンボードして接続ステータスを確認したら、ワイヤレス
機器をオンボードできます。ゲートウェイをオンボードする方法については、「ゲートウェイを AWS IoT
Core for LoRaWAN にオンボードする (p. 1132)」を参照してください。
LoRaWAN デバイスは、LoRaWAN プロトコルを使用して、クラウドホスト型アプリケーションとデー
タを交換します。AWS IoT Core for LoRaWAN は、LoRa Alliance によって標準化された 1.0.x または 1.1
LoRaWAN 仕様に準拠したデバイスをサポートしています。
LoRaWAN デバイスは、通常、1 つ以上のセンサーとアクターで構成されます。デバイスは、LoRaWAN
ゲートウェイを介してアップリンクテレメトリデータを AWS IoT Core for LoRaWAN に送信します。クラ
ウドでホストされたアプリケーションは、LoRaWAN ゲートウェイを介して LoRaWAN デバイスにダウン
リンクコマンドを送信することで、センサーを制御できます。
ワイヤレスデバイスをオンボードする前に
ワイヤレスデバイスを AWS IoT Core for LoRaWAN にオンボードする前に、以下の情報を事前に用意して
おく必要があります。

Note
オプションで、デバイスの位置情報を利用できる場合は、デバイスのオンボーディング時にこの
情報を指定できます。詳細については、「AWS IoT Core for LoRaWAN でワイヤレスリソースの
位置を設定する (p. 1149)」を参照してください。
• LoRaWAN の仕様と無線機器の設定
各デバイスに固有の設定パラメータの入力準備を事前にしておくと、コンソールへのデータの入力がよ
りスムーズになります。入力する必要がある特定のパラメータは、デバイスが使用する LoRaWAN 仕様
によって異なります。仕様と設定パラメータの完全なリストについては、各デバイスに関するドキュメ
ントを参照してください。
• デバイス名と説明 (オプション)
これらのオプションフィールドの情報は、ワイヤレスシステムの要素をどのように編成および説明する
かによって決まります。リソースの命名と説明の詳細については、AWS IoT Core for LoRaWAN リソー
スを説明する (p. 1130) を参照してください。
• デバイスおよびサービスプロファイル
多くのデバイスで共有され、AWS IoT Core for LoRaWAN にデバイスおよびサービスプロファイルとし
て保存できる一部のワイヤレスデバイス設定パラメータを用意しておきます。設定パラメータは、デバ
イスのドキュメントまたはデバイス自体に記載されています。デバイスを追加する前に、デバイスの設
定パラメータに一致するデバイスプロファイルを特定するか、必要に応じて作成します。詳細について
は、「プロファイルを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加する (p. 1141)」を参照してください。
• AWS IoT Core for LoRaWAN 送信先
各デバイスは、メッセージを処理して AWS IoT やその他のサービスに送信する送信先に割り当てる必
要があります。デバイスメッセージを処理および送信する AWS IoT ルールは、デバイスのメッセージ形
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式に固有です。デバイスからのメッセージを処理して正しいサービスに送信するには、デバイスのメッ
セージで使用するために作成する送信先を特定し、デバイスに割り当てます。
ワイヤレスデバイスを AWS IoT Core for LoRaWAN にオンボードするには
• ワイヤレスデバイスを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加する (p. 1139)
• プロファイルを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加する (p. 1141)
• AWS IoT Core for LoRaWAN に送信先を追加する (p. 1143)
• LoRaWAN デバイスメッセージを処理するルールを作成する (p. 1146)
• LoRaWAN デバイスを接続し、接続ステータスを確認する (p. 1148)

ワイヤレスデバイスを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加する
初めてワイヤレスデバイスを追加する場合は、コンソールを使用することをお勧めします。AWS IoT コン
ソールの AWS IoT Core for LoRaWAN の [Intro] (イントロダクション) ページに移動し、[Get started] (開
始方法) を選択して、[Add device] (デバイスを追加) を選択します。デバイスを既に追加している場合は、
[View device] (デバイスの表示) を選択して、追加したゲートウェイを表示します。デバイスを追加する場
合は、[Add device] (デバイスの追加) を選択します。
または、AWS IoT コンソールの [Devices] (デバイス) ページからワイヤレスデバイスを追加することもで
きます。

Note
[Devices] (デバイス) ページからデバイスを追加する場合、デバイスのオプションの位置情報を
指定することもできます。この情報は、静止位置座標、デバイス位置の計算に使用するジオロ
ケーションソルバ、および AWS IoT Core for LoRaWAN で使用するデバイスの位置データを処
理する AWS IoT ルールを説明する送信先で構成されます。詳細については、「AWS IoT Core for
LoRaWAN でワイヤレスリソースの位置を設定する (p. 1149)」を参照してください。

コンソールを使用してワイヤレスデバイスの仕様を AWS IoT Core for LoRaWAN
に追加する
アクティベーション方法と LoRaWAN のバージョンに基づいて、ワイヤレスデバイスの仕様を選択しま
す。選択すると、AWS が所有して管理するキーによってデータが暗号化されます。
OTAA および ABP アクティベーションモード
LoRaWAN デバイスがアップリンクデータを送信する前に、アクティベーションまたは参加手順と呼ばれ
るプロセスを完了する必要があります。デバイスをアクティベートするには、OTAA (無線通信経由アク
ティベーション) または ABP (パーソナライゼーションによるアクティベーション) のいずれかを使用でき
ます。
ABP は参加手順を必要とせず、静的キーを使用します。OTAA を使用すると、LoRaWAN デバイスが参加
要求を送信し、ネットワークサーバーが要求を許可することができます。アクティベーションごとに新し
いセッションキーが生成されて安全性が高まるため、デバイスのアクティベーションには OTAA を使用す
ることをお勧めします。
LoRaWAN バージョン
OTAA を使用すると、LoRaWAN デバイスとクラウドホスト型アプリケーションがルートキーを共有し
ます。これらのルートキーは、バージョン v1.0.x と v1.1 のどちらを使用しているかによって異なりま
す。v1.0.x には AppKey (アプリケーションキー) の 1 つのルートキーしかありません。v1.1 には AppKey
(アプリケーションキー) と NwkKey (ネットワークキー) の 2 つのルートキーがあります。セッションキー
は、各アクティベーションのルートキーに基づいて生成されます。NwkKey と AppKey はいずれも、ワイ
ヤレスベンダーが提供した 32 桁の 16 進数値です。
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ワイヤレスデバイスの EUI
ワイヤレスデバイスの仕様を選択すると、コンソールに表示されているワイヤレスデバイスの EUI (拡張一
意識別子) パラメーターが表示されます。この情報は、デバイスまたはワイヤレスベンダーのドキュメン
トに記載されています。
• DevEUI: お使いのデバイスに固有の 16 桁の 16 進数値で、デバイスのラベルまたはドキュメントに記載
されています。
• AppEUI: 参加サーバーに固有の 16 桁の 16 進数値で、デバイスのドキュメントに記載されていま
す。LoRaWAN バージョン v1.1 では、AppEUI は JoinEUI と呼ばれます。
一意識別子、セッションキー、およびルートキーの詳細については、LoRa Alliance ドキュメントを参照し
てください。

API を使用してワイヤレスデバイスの仕様を AWS IoT Core for LoRaWAN に追加
する
API を使用してワイヤレスデバイスを追加する場合は、ワイヤレスデバイスを作成する前に、まずデバイ
スプロファイルとサービスプロファイルを作成する必要があります。ワイヤレスデバイスを作成すると
きは、デバイスプロファイル ID とサービスプロファイル ID を使用します。API を使用してこれらのプロ
ファイルを作成する方法については、「API を使用してデバイスプロファイルを追加する (p. 1141)」を参
照してください。
以下に、サービスプロファイルの追加、更新、削除に関連するタスクを実行する API アクションを示しま
す。

サービスプロファイルに対する AWS IoT Wireless API アクション
• CreateWirelessDevice
• GetWirelessDevice
• ListWirelessDevices
• UpdateWirelessDevice
• DeleteWirelessDevice
AWS IoT Core for LoRaWAN リソースを作成および管理するために使用できるアクションとデータタイプ
の完全なリストについては、「AWS IoT Wireless API reference」を参照してください。
AWS CLI を使用してワイヤレスデバイスを作成する方法
AWS CLI を使用して、create-wireless-device コマンドによってワイヤレスデバイスを作成できます。次の
例では、input.json ファイルを使用してパラメータを入力することにより、ワイヤレスデバイスを作成しま
す。

Note
この手順は、ここに示す CLI コマンドに対応する AWS API のメソッドを使用することによ
り、API で行うこともできます。
input.json の内容
{

"Description": "My LoRaWAN wireless device"
"DestinationName": "IoTWirelessDestination"
"LoRaWAN": {
"DeviceProfileId": "ab0c23d3-b001-45ef-6a01-2bc3de4f5333",
"ServiceProfileId": "fe98dc76-cd12-001e-2d34-5550432da100",
"OtaaV1_1": {
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"AppKey": "3f4ca100e2fc675ea123f4eb12c4a012",
"JoinEui": "b4c231a359bc2e3d",
"NwkKey": "01c3f004a2d6efffe32c4eda14bcd2b4"

},
"DevEui": "ac12efc654d23fc2"

}

},
"Name": "SampleIoTWirelessThing"
"Type": LoRaWAN

create-wireless-device コマンドへの入力としてこのファイルを指定できます。
aws iotwireless create-wireless-device \
--cli-input-json file://input.json

使用可能な CLI の詳細については、AWS CLI リファレンスを参照してください。

プロファイルを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加する
デバイスおよびサービスプロファイルを定義して、一般的なデバイス設定を記述できます。これらのプロ
ファイルは、デバイスによって共有される設定パラメータを記述し、これらのデバイスを簡単に追加でき
るようにします。AWS IoT Core for LoRaWAN では、デバイスプロファイルとサービスプロファイルがサ
ポートされています。
これらのプロファイルに入力する設定パラメータと値は、デバイスの製造元によって提供されます。

デバイスプロファイルを追加する
デバイスプロファイルは、ネットワークサーバーが LoRaWAN 無線アクセスサービスを設定するために使
用するデバイス機能とブートパラメータを定義します。これには、LoRa 周波数帯域、LoRa 地域別パラ
メータバージョン、デバイスの MAC バージョンなどのパラメータの選択が含まれます。さまざまな周波
数帯域については、ゲートウェイとデバイス接続用の LoRa 周波数帯域の選択を検討する (p. 1132) を参
照してください。

コンソールを使用してデバイスプロファイルを追加する
コンソールを使用してワイヤレスデバイスを追加する場合は、「コンソールを使用してワイヤレスデバ
イスの仕様を AWS IoT Core for LoRaWAN に追加する (p. 1139)」で説明されているように、ワイヤレス
デバイスの仕様を追加した後、デバイスプロファイルを追加できます。または、AWS IoT コンソールの
LoRaWAN タブの [Profiles] (プロファイル) ページからワイヤレスデバイスを追加することもできます。
デフォルトのデバイスプロファイルから選択するか、新しいデバイスプロファイルを作成できます。デ
フォルトのデバイスプロファイルを使用することをお勧めします。アプリケーションでデバイスプロファ
イルの作成が必要な場合は、デバイスプロファイル名を指定し、[Frequency band (RfRegion)] (周波数帯
(RfRegion)) を設定します。デバイスのマニュアルで特に指定されていない限り、その他の設定はデフォル
ト値のままにします。

API を使用してデバイスプロファイルを追加する
API を使用してワイヤレスデバイスを追加する場合は、ワイヤレスデバイスを作成する前にデバイスプロ
ファイルを作成する必要があります。
以下に、サービスプロファイルの追加、更新、削除に関連するタスクを実行する API アクションを示しま
す。

サービスプロファイルに対する AWS IoT Wireless API アクション
• CreateDeviceProfile
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• GetDeviceProfile
• ListDeviceProfiles
• UpdateDeviceProfile
• DeleteDeviceProfile
AWS IoT Core for LoRaWAN リソースを作成および管理するために使用できるアクションとデータタイプ
の完全なリストについては、「AWS IoT Wireless API reference」を参照してください。
AWS CLI を使用してデバイスプロファイルを作成する方法
AWS CLI を使用して、create-device-profile コマンドによってデバイスプロファイルを作成できます。次
の例では、デバイスプロファイルを作成します。
aws iotwireless create-device-profile

このコマンドを実行すると、ワイヤレスデバイスの作成時に使用できる ID を持つデバイスプロファイルが
自動的に作成されます。これで、次の API を使用してサービスプロファイルを作成し、デバイスプロファ
イルとサービスプロファイルを使用してワイヤレスデバイスを作成できるようになりました。
{

"Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:123456789012:DeviceProfile/12345678a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
"Id": "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
}

使用可能な CLI の詳細については、AWS CLI リファレンスを参照してください。

サービスプロファイルを追加する
サービスプロファイルは、デバイスがアプリケーションサーバーと通信するために必要な通信パラメータ
を記述します。

コンソールを使用してサービスプロファイルを追加する
コンソールを使用してワイヤレスデバイスを追加する場合は、「コンソールを使用してワイヤレスデバ
イスの仕様を AWS IoT Core for LoRaWAN に追加する (p. 1139)」で説明されているように、デバイス
プロファイルを追加した後、サービスプロファイルを追加できます。または、AWS IoT コンソールの
LoRaWAN タブの [Profiles] (プロファイル) ページからワイヤレスデバイスを追加することもできます。
AddGWMetaData 設定は有効のままにしておくことをお勧めします。有効にすると、データ転送の RSSI
や SNR など、ペイロードごとに追加のゲートウェイメタデータを受信できるようになります。

API を使用してサービスプロファイルを追加する
API を使用してワイヤレスデバイスを追加する場合は、ワイヤレスデバイスを作成する前にサービスプロ
ファイルを作成する必要があります。
以下に、サービスプロファイルの追加、更新、削除に関連するタスクを実行する API アクションを示しま
す。

サービスプロファイルに対する AWS IoT Wireless API アクション
• CreateServiceProfile
• GetServiceProfile
• ListServiceProfiles
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• UpdateServiceProfile
• DeleteServiceProfile
AWS IoT Core for LoRaWAN リソースを作成および管理するために使用できるアクションとデータタイプ
の完全なリストについては、「AWS IoT Wireless API reference」を参照してください。
AWS CLI を使用してサービスプロファイルを作成する方法
AWS CLI を使用して、create-service-profile コマンドによってサービスプロファイルを作成できます。次
の例では、サービスプロファイルを作成します。
aws iotwireless create-service-profile

このコマンドを実行すると、ワイヤレスデバイスの作成時に使用できる ID を持つサービスプロファイルが
自動的に作成されます。これで、デバイスプロファイルとサービスプロファイルを使用して、ワイヤレス
デバイスを作成できるようになりました。
{

"Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:123456789012:ServiceProfile/12345678a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
"Id": "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
}

AWS IoT Core for LoRaWAN に送信先を追加する
AWS IoT Core for LoRaWAN の送信先は、AWS のサービスで使用するデバイスのデータを処理する AWS
IoT ルールを記述します。
ほとんどの LoRaWAN デバイスは、AWS のサービスで使用できる形式で AWS IoT Core for LoRaWAN に
データを送信しないため、AWS IoT ルールで最初にデータを処理する必要があります。AWS IoT ルールに
は、デバイスのデータを解釈する SQL ステートメントと、SQL ステートメントの結果を、それを使用す
るサービスに送信するトピックルールアクションが含まれています。
送信先を初めて追加している場合は、コンソールの使用をお勧めします。

コンソールを使用して送信先を追加します
「コンソールを使用してワイヤレスデバイスの仕様を AWS IoT Core for LoRaWAN に追加す
る (p. 1139)」で説明されているように、コンソールを使用してワイヤレスデバイスを追加する場合は、ワ
イヤレスデバイスの仕様とプロファイルを AWS IoT Core for LoRaWAN に前述のように追加したら、先に
進んで送信先を追加することができます。
または、AWS IoT コンソールの [Destinations] (送信先) ページから AWS IoT Core for LoRaWAN の送信先
を追加することもできます。
デバイスのデータを処理するには、AWS IoT Core for LoRaWAN の送信先を作成するときに以下のフィー
ルドを指定して、[Add destination] (送信先を追加) を選択します。
• 送信先の詳細
[Destination name] (送信先名) と、必要に応じて送信先の説明を入力します。
• ルール名
デバイスが送信したメッセージを評価し、デバイスのデータを処理するために設定された AWS IoT ルー
ルです。ルール名は送信先にマップされます。送信先には、受信したメッセージを処理するためのルー
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ルが必要です。メッセージは、AWS IoT ルールの呼び出し、または AWS IoT メッセージブローカーへ
のパブリッシュのいずれかによって処理されるように選択できます。
• [Enter a rule name] (ルール名を入力) を選択する場合は、名前を入力し、次に [Copy] (コピー) をク
リックして、AWS IoT ルールを作成するときに入力するルール名をコピーします。[Create rule] (ルー
ルの作成) を選択して今すぐルールを作成するか、AWS IoT コンソールの [Rules] (ルール) ハブを開
き、その名前のルールを作成します。
ルールを入力し、[Advanced] (アドバンスト) 設定を使用してトピック名を指定することもできま
す。トピック名はルールの呼び出し中に提供され、ルール内の topic 式を使用してアクセスしま
す。AWS IoT ルールの詳細については、「AWS IoT のルール (p. 480)」を参照してください。
• [Publish to AWS IoT message broker] (AWS IoT メッセージブローカーにパブリッシュ) を選択する場
合は、トピック名を入力します。その後、MQTT トピック名をコピーできます。また、複数のサブス
クライバーがこのトピックにサブスクライブして、そのトピックに発行されたメッセージを受信でき
ます。詳細については、「MQTT トピック (p. 100)」を参照してください。
送信先の AWS IoT ルールの詳細については、LoRaWAN デバイスメッセージを処理するルールを作成す
る (p. 1146) を参照してください。
• ロール名
[Rule name] (ルール名) で名前を付けたルールにアクセスするための許可をデバイスのデータ
に付与する IAM ロール。コンソールでは、新しいサービスロールを作成する、または既存の
サービスロールを選択することができます。新しいサービスロールを作成する場合は、ロール名
(例、IoTWirelessDestinationRole) を入力するか、あるいは、空白のままにして AWS IoT Core
for LoRaWAN で新しいロール名を作成することできます。その後、適切なアクセス許可を持つ IAM
ロールが AWS IoT Core for LoRaWAN で自動的に作成されます。
IAM ロールの詳細については、IAM ロールを使用するを参照してください。

API を使用して送信先を追加します
CLI を使用して送信先を追加する場合は、送信先のルールと IAM ロールが既に作成されている必要があり
ます。ロールに関する送信先の要件の詳細については、「送信先の IAM ロールを作成する (p. 1145)」を
参照してください。
以下のリストには、送信先の追加、更新、または削除に関連付けられたタスクを実行する API アクション
が記載されています。

送信先に対する AWS IoT Wireless API アクション
• CreateDestination
• GetDestination
• ListDestinations
• UpdateDestination
• DeleteDestination
AWS IoT Core for LoRaWAN リソースを作成および管理するために使用できるアクションとデータタイプ
の完全なリストについては、「AWS IoT Wireless API reference」を参照してください。
AWS CLI を使用して送信先を追加する方法
AWS CLI を使用して、create-destination コマンドによって送信先を追加できます。以下の例
は、RuleName を expression-type パラメータの値として使用してルール名を入力することによって
送信先を作成する方法を示しています。メッセージブローカーにパブリッシュまたはサブスクライブする
ためのトピック名を指定する場合は、expression-type パラメータの値をMqttTopic に変更してくだ
さい。
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aws iotwireless create-destination \
--name IoTWirelessDestination \
--expression-type RuleName \
--expression IoTWirelessRule \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/IoTWirelessDestinationRole

このコマンドを実行すると、指定した送信先名、ルール名、ロール名を持つ送信先が作成されます。送
信先のルール名およびロール名については、LoRaWAN デバイスメッセージを処理するルールを作成す
る (p. 1146) と 送信先の IAM ロールを作成する (p. 1145) を参照してください。
使用可能な CLI の詳細については、AWS CLI リファレンスを参照してください。

送信先の IAM ロールを作成する
AWS IoT Core for LoRaWAN の送信先には、AWS IoT ルールにデータを送信するために必要なアクセス許
可を AWS IoT Core for LoRaWAN に付与する IAM ロールが必要です。そのようなロールがまだ定義され
ていない場合は、ロールのリストに表示されるように定義する必要があります。
コンソールを使用して送信先を追加するときは、このトピックで先ほど説明したように、AWS IoT Core
for LoRaWAN が自動的に IAM ロールを作成します。API または CLI を使用して送信先を追加する場合、
送信先の IAM ロールを作成する必要があります。

AWS IoT Core for LoRaWAN 送信先ロール用の IAM ポリシーを作成するには
1.

IAM コンソールのポリシーハブを開きます。

2.

[Create policy] (ポリシーの作成) を選択し、[JSON] タブを選択します。

3.

エディタで、エディタからコンテンツを削除し、このポリシードキュメントを貼り付けます。
{

}

4.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:DescribeEndpoint",
"iot:Publish"
],
"Resource": "*"
}
]

[Review policy] (ポリシーの確認) を選択し、[Name] (名前) でこのポリシーの名前を入力します。この
名前は、次の手順で使用するために必要です。
必要に応じて、このポリシーを [Description] (説明) で説明することもできます。

5.

[Create policy] を選択します。

AWS IoT Core for LoRaWAN 送信先の IAM ロールを作成するには
1.

[Roles hub of the IAM console] (IAM コンソールのロールハブ) にログインして、[Create role] (ロール
の作成) を選択します。

2.

[Select type of trusted entity] (信頼できるエンティティのタイプを選択) で、[Another AWS アカウン
ト] (別の AWS アカウント) を選択します。

3.

[Account ID] (アカウント ID) で AWS アカウント アカウント ID を入力し、[Next: Permissions] (次へ:
アクセス許可) を選択します。
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4.

検索ボックスで、前の手順で作成した IAM ポリシーの名前を入力します。

5.

検索結果で、前の手順で作成した IAM ポリシーを確認します。

6.

[次へ: タグ]、[次へ: 確認] の順に選択します。

7.

[Role name] (ロール名) でこのロールの名前を入力し、[Create role] (ロールの作成) を選択します。

8.

確認メッセージで、新しいロールを編集するために作成したロールの名前を選択します。

9.

[Summary] (概要) で、[Trust relationships] (信頼関係) タブを選択し、続いて [Edit trust relationship]
(信頼関係の編集) を選択します。

10. [Policy Document] (ポリシードキュメント) で、Principal プロパティを次の例のように変更しま
す。
"Principal": {
"Service": "iotwireless.amazonaws.com"
},

Principal プロパティを変更すると、完全なポリシードキュメントは次の例のようになります。
{

}

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

11. 変更を保存して終了するには、[Update Trust Policy] (信頼ポリシーの更新) を選択します。
このロールを定義すると、AWS IoT Core for LoRaWAN の送信先を設定するときに、ロールのリストにそ
のロールが表示されます。

LoRaWAN デバイスメッセージを処理するルールを作成する
AWS IoT ルールは、デバイスメッセージを他のサービスに送信します。AWS IoT は、LoRaWan デバイス
から受信したバイナリメッセージを処理して、メッセージを他の形式に変換して、他のサービスで使用し
やすくすることもできます。
AWS IoT Core for LoRaWAN の送信先 (p. 1143)は、デバイスのメッセージデータを処理して他のサービ
スに送信するルールにワイヤレスデバイスを関連付けます。このルールは、AWS IoT Core for LoRaWAN
がデバイスのデータを受信するとすぐに、そのデータに対して機能します。AWS IoT Core for LoRaWAN
の送信先 (p. 1143)は、メッセージが同じデータ形式で、データを同じサービスに送信するすべてのデバイ
スで共有できます。

AWS IoT ルールがデバイスメッセージを処理する方法
AWS IoT ルールがデバイスのメッセージデータを処理する方法は、データを受信するサービス、デバイ
スのメッセージデータの形式、およびサービスが必要とするデータ形式によって異なります。通常、この
ルールは AWS Lambda 関数を呼び出して、デバイスのメッセージデータをサービスが必要とする形式に
変換し、その結果をサービスに送信します。
次の図は、メッセージデータがワイヤレスデバイスから AWS のサービスに移動するときに、メッセージ
データがどのように保護および処理されるかを示しています。
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1. LoRaWAN ワイヤレスデバイスは、バイナリメッセージを送信する前に AES128 CTR モードを使用し
て暗号化します。
2. AWS IoT Core for LoRaWAN は、バイナリメッセージを復号し、復号されたバイナリメッセージペイ
ロードを base64 文字列としてエンコードします。
3. 結果として生じる base64 でエンコードされたメッセージは、バイナリメッセージペイロード (JSON ド
キュメントとしてフォーマットされていないメッセージペイロード) として、デバイスに割り当てられ
た送信先に記載されている AWS IoT ルールに送信されます。
4. AWS IoT ルールは、ルールの設定に記載されているサービスにメッセージデータを送信します。
ワイヤレスデバイスから受信した、暗号化されたバイナリペイロードは、AWS IoT Core for LoRaWAN
によって変更および解釈されません。復号されたバイナリメッセージペイロードは、base64 文字列とし
てのみエンコードされます。サービスがバイナリメッセージペイロードのデータ要素にアクセスするた
めには、ルールによって呼び出される関数によってデータ要素をペイロードから解析する必要がありま
す。base64 でエンコードされたメッセージペイロードは ASCII 文字列であるため、後で解析するために
保存することができます。

LoRaWAN 用のルールを作成する
AWS IoT Core for LoRaWAN は、メッセージブローカーを使用することなく、AWS IoT ルールを使用し
て、デバイスメッセージを他の AWS のサービスに直接安全に送信します。取り込みパスからメッセージ
ブローカーを削除することで、コストを削減し、データフローを最適化します。
デバイスメッセージを他の AWS のサービスに送信するための AWS IoT Core for LoRaWAN ルールに
は、AWS IoT Core for LoRaWAN 送信先と、その送信先に割り当てられた AWS IoT ルールが必要で
す。AWS IoT ルールには、SQL クエリステートメントと少なくとも 1 つのルールアクションが含まれて
いる必要があります。
通常、AWS IoT ルールクエリステートメントは、次のもので構成されます。
• メッセージペイロードからデータを選択してフォーマットする SQL SELECT 句
• 使用するメッセージを識別するトピックフィルター (ルールクエリステートメントの FROM オブジェク
ト)
• アクションを実行する条件を指定するオプションの条件文 (SQL WHERE 句)
ルールクエリステートメントの例を以下に示します。
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SELECT temperature FROM iot/topic' WHERE temperature > 50

LoRaWAN デバイスからのペイロードを処理するために AWS IoT ルールを構築する場合、ルールクエリオ
ブジェクトの一部として FROM 句を指定する必要はありません。ルールクエリステートメントには SQL
SELECT 句が含まれている必要があり、オプションで WHERE 句を含めることができます。クエリステー
トメントで FROM 句が使用されている場合は、無視されます。
LoRaWAN デバイスからペイロードを処理できるルールクエリステートメントの例を次に示します。
SELECT WirelessDeviceId, WirelessMetadata.LoRaWAN.FPort as FPort,
WirelessMetadata.LoRaWAN.DevEui as DevEui,
PayloadData

この例では、PayloadData は、LoRaWAN デバイスによって送信される base64 でエンコードされたバ
イナリペイロードです。
受信ペイロードのバイナリデコードを実行し、JSON などの別の形式に変換できるルールクエリステート
メントの例を次に示します。
SELECT WirelessDeviceId, WirelessMetadata.LoRaWAN.FPort as FPort,
WirelessMetadata.LoRaWAN.DevEui as DevEui,
aws_lambda("arn:aws:lambda:<region>:<account>:function:<name>",
{

"PayloadData":PayloadData,
"Fport": WirelessMetadata.LoRaWAN.FPort
}) as decodingoutput

SELECT AND WHERE 句の使用の詳細については、AWS IoT SQL リファレンス (p. 569) を参照してくだ
さい。
AWS IoT ルールとその作成方法および使用方法については、AWS IoT のルール (p. 480) と デバイスデー
タを他のサービスにルーティングする AWS IoT ルールの作成 (p. 195) を参照してください。
AWS IoT Core for LoRaWAN 送信先の作成と使用については、「AWS IoT Core for LoRaWAN に送信先を
追加する (p. 1143)」を参照してください。
ルールでのバイナリメッセージペイロードの使用については、バイナリペイロードの使用 (p. 627) を参照
してください。
送信中のメッセージペイロードを保護するために使用されるデータセキュリティと暗号化の詳細について
は、AWS IoT Core でのデータ保護 (p. 384) を参照してください。
IoT ルールのバイナリデコードと実装例を示すリファレンスアーキテクチャについては、GitHub の
「AWS IoT Core for LoRaWAN Solution Samples」 を参照してください。

LoRaWAN デバイスを接続し、接続ステータスを確認する
デバイスの接続ステータスを確認する前に、デバイスが追加済みで、AWS IoT Core for LoRaWAN に接続
済みである必要があります。デバイスの追加方法については、「ワイヤレスデバイスを AWS IoT Core for
LoRaWAN に追加する (p. 1139)」を参照してください。
デバイスを追加したら、デバイスのユーザーマニュアルを参照して、LoRaWAN デバイスからアップリン
クメッセージの送信を開始する方法をご確認ください。

コンソールを使用してデバイスの接続ステータスを確認する
コンソールを使用して接続ステータスを確認するには、AWS IoT コンソールの [Devices] (デバイス) ペー
ジに移動し、追加したデバイスを選択します。ワイヤレスデバイスの詳細ページの [Details] (詳細) セク
ションに、最後にアップリンクが受信された日時が表示されます。
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API を使用してデバイスの接続ステータスを確認する
API を使用して接続ステータスを確認するには、GetWirelessDeviceStatistics API を使用します。
この API にはリクエストボディがなく、最後のアップリンクがいつ受信されたかを示すレスポンス本文の
みが含まれます。
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

“LastUplinkReceivedAt”: “2021-03-24T23:13:08.476015749Z”,
"LoRaWAN": {
"DataRate": 5,
"DevEui": "647fda0000006420",
"Frequency": 868100000
"Gateways": [
{
"GatewayEui": "c0ee40ffff29df10",
"Rssi": -67,
"Snr": 9.75
}
],
“WirelessDeviceId”: “30cbdcf3-86de-4291-bfab-5bfa2b12bad5"

次のステップ
これで、デバイスを接続して接続ステータスを確認できたので、AWS IoT コンソールの [Test] (テスト)
ページの MQTT テストクライアントを使用して、デバイスから受信したアップリンクメタデータの形式を
確認できます。詳細については、「LoRaWAN デバイスから送信されたアップリンクメッセージの形式の
表示 (p. 1190)」を参照してください。

AWS IoT Core for LoRaWAN でワイヤレスリソー
スの位置を設定する
この機能は AWS IoT Core for LoRaWAN 向けプレビューリリースであり、変更される可能性がありま
す。
AWS IoT Core for LoRaWAN を使用して静止位置データを指定するか、リアルタイムでデバイスの位置
を特定できる測位ソルバーを使用します。位置情報は、LoRaWAN デバイスとゲートウェイのどちらか、
あるいは両方に追加したり更新したりすることができます。また位置情報は、デバイスやゲートウェイを
AWS IoT Core for LoRaWAN に追加する場合、またはデバイスやゲートウェイの設定詳細を編集する場合
に指定します。
Amazon Location Service を使用している場合は、リソースの位置が表示される Amazon Location マップ
を有効化できます。このマップを使用して、デバイスまたはゲートウェイの位置を特定して追跡できま
す。
位置データを使用すると、次のことが可能になります。
• ソルバーを有効にして、LoRaWAN デバイスの位置を特定して取得する。
• ゲートウェイとデバイスを追跡して監視する。
• 位置データへの更新を処理し、他の AWS のサービス にルーティングする AWS IoT ルールを定義す
る。ルールアクションの一覧については、「AWS IoT ルールアクション (p. 487)」を参照してくださ
い。
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• 位置データと Amazon SNS を使用して、異常なアクティビティが発生した場合に備えてアラートを作成
し、デバイスで通知を受け取る。

測位ソルバー: Semtech GNSS
測位ソルバーを使用すると、LoRaWAN デバイスの位置を特定することができます。この情報を使用し
て、デバイスの追跡と監視ができます。このプレビューリリースでは、Semtech が提供する全地球航法衛
星システム (GNSS) ソルバーを使用できます。
GNSS ソルバーを有効にするには、まずデバイスを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加しま
す。LoRaWAN デバイスには、Semtech のジオロケーション製品である LoRa Edge チップセットが必要
です。LoRa Edge は、ジオロケーションアプリケーションを対象とした長距離 LoRa トランシーバー、マ
ルチコンステレーション GNSS スキャナー、パッシブ Wi-Fi MAC スキャナーを統合した超低電力プラッ
トフォームです。

Note
GNSS ソルバーは、LoRa Edge チップを搭載した LoRaWAN デバイスでのみ使用できま
す。LoRaWAN ゲートウェイでは使用できません。ゲートウェイの場合でも、静止位置情報を指
定し、位置データが更新されたときにルーティングするための AWS IoT ルールを定義する送信先
を追加できます。
LoRaWAN デバイスがアップリンクメッセージを送信するとき、デバイスに LoRa Edge チップが搭載され
ていて、Semtech GNSS ソルバーが有効化されている場合、AWS IoT Core for LoRaWAN はソルバーを使
用してデータを LoRa クラウドにホストします。次に、GNSS ソルバーは、トランシーバーからの GNSS
スキャン結果に基づいてデバイスの推定位置を取得します。詳細については、Semtech 文書内の「LoRa
Edge」を参照してください。
測位ソルバーを有効にした場合、ソルバーで位置情報が計算されると、ソルバーによって計算された位置
と入力した静止位置情報との差を示す精度情報が表示されます。ソルバーは LoRaWAN ゲートウェイには
使用できないため、精度情報は 0.0 と表示されます。
測位ソルバーに使用されるアップリンクメッセージの形式と周波数ポートの詳細については、「アップリ
ンクメッセージの周波数ポートと形式 (p. 1155)」を参照してください。

測位ワークフローの概要
次の図は、AWS IoT Core for LoRaWAN で、デバイスとゲートウェイの位置情報が保存および更新される
方法を示しています。

1. リソースの静止位置を指定する
緯度と経度の座標を使用して、デバイスまたはゲートウェイの静止位置情報を指定します。オプション
で高度座標を指定することもできます。使用する座標は WGS84 座標系に基づきます。詳細について
は、「World Geodetic System (WGS84)」(世界測地系 (WGS84)) を参照してください。
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2. デバイスの測位ソルバーを有効にする
LoRa Edge チップを搭載した LoRaWAN デバイスを使用している場合、オプションで測位ソルバーを
アクティブにして、デバイスの位置をリアルタイムで追跡できます。デバイスがアップリンクメッセー
ジを送信すると、AWS IoT Core for LoRaWAN はソルバーを使用してデータを LoRa Cloud にホストし
ます。ソルバーは、LoRa Edge トランシーバーからのスキャン結果に基づいてデバイスの位置を計算し
ます。
3. 送信先を追加して位置データをルーティングする
デバイスデータを処理するための IoT ルールを記述する送信先を追加することで、更新された位置情報
が Amazon Location Service にルーティングされ、Amazon Location マップに表示されます。

リソースの位置を設定する
リソースの位置は AWS Management Console、AWS IoT ワイヤレス API、または AWS CLI を使用して設
定できます。

Note
リソースの位置は、ゲートウェイまたはデバイスを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加する場合
にのみ設定できます。この機能は、リソースを AWS IoT Core for LoRaWAN にオンボーディング
している場合には利用できません。
デバイスに Semtech LoRa Edge チップが搭載されている場合は、GNSS 測位ソルバーを使用してリアル
タイムの位置情報を計算することもできます。ゲートウェイの場合は、静止位置座標を入力し、Amazon
Location を使用して Amazon Location マップでゲートウェイの位置を追跡できます。

LoRaWAN ゲートウェイの位置を設定する
AWS IoT Core for LoRaWAN にゲートウェイを追加すると、静止位置データを指定して送信先を追加でき
ます。送信先は、ゲートウェイの位置情報を処理し、更新された位置を Amazon Location Service にルー
ティングする IoT ルールを説明するものです。ゲートウェイの位置を設定すると、位置データが、精度情
報と指定した送信先とともに Amazon Location マップに表示されます。

Note
このプレビューリリースでは、位置情報の計算に GNSS ソルバーを使用できます。このソルバー
は、LoRa Edge チップを搭載した LoRaWAN デバイスでのみ使用できます。LoRaWAN ゲート
ウェイでは使用できません。ゲートウェイの場合でも、静止位置座標を指定して送信先を追加で
きます。ゲートウェイの場合のように、ソルバーを使用して位置を計算しない場合、精度情報は
0.0 と表示されます。
ゲートウェイの位置は、AWS Management Console、AWS IoT ワイヤレス API、または AWS CLI を使用
して設定できます。

コンソールを使用してゲートウェイの位置を設定する
AWS Management Console を使用してゲートウェイリソースの位置を設定するには、まずコンソールにサ
インインし、AWS IoT コンソールの [Gateways] (ゲートウェイ) ハブページに移動します。
位置設定を追加する
ゲートウェイの位置設定を追加するには
1. [Gateways] (ゲートウェイ) ハブページで、[Add gateway] (ゲートウェイの追加) を選択します。
2. ゲートウェイの EUI、周波数帯域 (RFRegion)、およびその他のゲートウェイの詳細と LoRaWAN 設定
情報を入力します。詳細については、「コンソールを使用してゲートウェイを追加する (p. 1134)」を
参照してください。

1151

AWS IoT Core デベロッパーガイド
LoRaWAN ゲートウェイの位置を設定する

3. ゲートウェイの位置情報と位置データの送信先を入力します。
a. 位置情報
緯度と経度の座標、およびオプションで高度座標を使用して、ゲートウェイの位置データを指定しま
す。位置情報は WGS84 座標系に基づいています。
b. 位置データの送信先
ゲートウェイの位置データを処理し、更新された位置を AWS IoT Core for LoRaWAN に転送する
AWS IoT ルールを記述する送信先を選択します。この送信先は、位置データのルーティングのみに
使用されます。これは、デバイスデータを他の AWS のサービス にルーティングするために使用する
ものとは異なる送信先である必要があります。
ゲートウェイの位置設定を表示する
ゲートウェイの位置を設定したら、AWS IoT Core for LoRaWAN は iotwireless.map という Amazon
Location マップを作成します。このマップは、[Position] (位置) タブのゲートウェイの詳細ページで確認で
きます。指定した位置座標に基づいて、ゲートウェイの位置がマップ上にマーカーとして表示されます。
ズームインまたはズームアウトして、マップ上のゲートウェイの位置をはっきりと表示できます。

Note
Amazon Location Service のマップがインストールされていない場合は、マップにアクセスして
ゲートウェイの位置を表示するには、Amazon Location Service を使用する必要があることを示す
メッセージが表示されます。Amazon Location Service マップを使用すると、AWS アカウント に
追加料金が発生する可能性があります。詳細については、「AWS IoT Core 料金表」を参照して
ください。
iotwireless.map は、GetMapTile といった Get API オペレーションを使用してアクセスされるマッ
プデータのソースとして機能します。マップに使用される Get API に関する情報は、「Amazon Location
Service API リファレンス」を参照してください。
このマップに関する追加情報を取得するには、Amazon Location Service コンソールに移動し、[maps]
(マップ) を選択してから、iotwireless.map を選択します。詳細については、「Amazon Location Service
デベロッパーガイド」の「マップ」を参照してください。
ゲートウェイの詳細ページの [Position] (位置) タブには、精度情報、ゲートウェイの位置が決定されたタイ
ムスタンプ、および指定した位置データの送信先も表示されます。
ゲートウェイの位置設定を更新する
ゲートウェイの位置設定を変更するには、ゲートウェイの詳細ページで [Edit] (編集) を選択し、位置情報
と送信先を更新します。

Note
このプレビューリリースでは、位置情報の履歴は利用できません。ゲートウェイの位置座標を更
新すると、以前に報告された位置データが上書きされます。位置を更新したら、ゲートウェイ詳
細の [Position] (位置) タブに新しい位置情報が表示されます。タイムスタンプの変更は、それが
ゲートウェイの最新位置に対応していることを示しています。

API を使用してゲートウェイの位置を設定する
位置情報の指定や、ゲートウェイの位置を設定するには、AWS IoT ワイヤレス API か AWS CLI を使用し
ます。

位置情報と設定を追加する
次の AWS IoT ワイヤレス API オペレーションか AWS CLI コマンドを使用して、特定のワイヤレスゲート
ウェイの位置情報と位置設定を更新します。
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• ゲートウェイの位置の追加
特定のワイヤレスゲートウェイの静止位置情報を追加するには、UpdatePosition API オペレー
ションか update-position CLI コマンドを使用して、座標を指定します。ResourceType として
WirelessGateway を、ResourceIdentifier として更新するワイヤレスゲートウェイの ID を、位
置座標として緯度、経度、および高度の情報を配列で指定します。
aws iotwireless update-position \
--resource-type WirelessGateway \
--resource-id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d" \
--position [37.33, 108.10, 20.0]

このコマンドを実行しても、出力は生成されません。指定した位置情報を表示するには、GetPosition
API を使用します。
• 送信先の位置を指定する
特定のワイヤレスゲートウェイの位置を設定するには、PutPositionConfiguration API オペレーション
か、put-position-configuration CLI コマンドを使用します。ResourceType として WirelessGateway
を、ResourceIdentifier として更新するワイヤレスゲートウェイの ID を指定し、設定情報を指定
します。ジオロケーションソルバーを使用することはできませんが、位置データのルーティング先を指
定することはできます。
aws iotwireless put-position-configuration \
--resource-type WirelessGateway \
--resource-id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d" \
--destination "Gateway_position_destination"

このコマンドを実行しても、出力は生成されません。指定した位置情報を表示するに
は、GetPositionConfiguration または ListPositionConfigurations API オペレーションを
使用します。

位置情報と設定を取得する
以下の AWS IoT ワイヤレス API オペレーションまたは AWS CLI コマンドを使用して、特定のワイヤレス
デバイスの位置情報と位置設定を取得します。
• 位置情報を取得する
特定のワイヤレスゲートウェイの位置情報を取得するには、GetPosition API か get-position CLI コマン
ドを使用します。resourceType に WirelessGateway を指定し、resourceIdentifier にワイヤ
レスゲートウェイの ID を入力します。
aws iotwireless get-position \
--resource-type WirelessGateway \
--resource-id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"

このコマンドを実行すると、ワイヤレスデバイスの位置情報が表示されます。位置座標、デバイスの最
新位置に対応するタイムスタンプ、および精度情報に関する情報が表示されます。
{

"Accuracy": {
"HorizontalAccuracy": 0.0,
"VerticalAccuracy": 0.0
},
"Position": [
33.33000183105469,
-33.33000183105469,
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}

10.0
],
"SolverProvider": null,
"SolverType": null,
"SolverVersion": null,
"Timestamp": "Fri Jul 01 19:43:37 UTC 2022"

• ゲートウェイの位置設定を取得する
特定のワイヤレスゲートウェイの位置設定を取得するには、GetPositionConfiguration API か getposition-configuration CLI コマンドを使用します。resourceType に WirelessGateway を指定
し、resourceIdentifier にワイヤレスゲートウェイの ID を入力します。
aws iotwireless get-position-configuration \
--resource-type WirelessGateway \
--resource-id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
--destination "Gateway_position_destination"

このコマンドを実行すると、ワイヤレスゲートウェイの位置設定が表示されます。位置データをルー
ティングするために指定した送信先に関する情報が表示されます。
{
}

"Destination": "Gateway_position_destination",

位置設定の一覧表示
アカウント内の複数のリソースの位置情報と送信先を設定できます。リソースは、ワイヤレスデ
バイスまたはゲートウェイ、もしくはその両方にすることができます。これらの設定を作成した
後、ListPositionConfigurations API オペレーションまたは list-position-configurations CLI コマンドを使用
して、これらの設定の一覧を取得できます。ワイヤレスゲートウェイのみの位置設定を表示するようにリ
ストをフィルタリングするには、resourceType を WirelessGateway に設定します。
aws iotwireless list-position-configurations \
--resource-type WirelessGateway

このコマンドを実行すると、AWS アカウント のすべての LoRaWAN ゲートウェイの位置設定が表示され
ます。また、max-results パラメータを使用して、表示する設定の数を指定することができます。以下
のコードは、このコマンドを実行したときの出力を示しています。
{

"PositionConfigurationList": [
{
"Destination": "Gateway_position_destination1",
"ResourceIdentifier": "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
"ResourceType": "WirelessGateway",
"Solvers": {
"SemtechGnss": {
"Fec": "ROSE",
"Provider": "Semtech",
"Status": "Enabled",
"Type": "GNSS"
}
}
},
{
"Destination": "Gateway_position_destination2",
"ResourceIdentifier": "12345678-a1b2-c3d4-e5f6-e90fa1b2c34d",
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}

]

}

"ResourceType": "WirelessGateway",
"Solvers": {
"SemtechGnss": {
"Fec": "ROSE",
"Provider": "Semtech",
"Status": "Enabled",
"Type": "GNSS"
}
}

LoRaWAN デバイスの位置を設定する
デバイスを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加すると、静止位置情報を指定したり、オプションの測位
ソルバーを有効化したり、送信先を追加したりすることができます。送信先には、デバイスの位置情報を
処理し、更新された位置を Amazon Location Service にルーティングする IoT ルールを記述します。デバ
イスの位置を設定すると、精度情報や、ソルバー設定、指定した送信先とともに、位置データが Amazon
Location マップに表示されます。
デバイスの位置の設定には、AWS Management Console、AWS IoT ワイヤレス API、または AWS CLI を
使用できます。

アップリンクメッセージの周波数ポートと形式
測位ソルバーを有効にする場合は、ソルバーによって計算された位置を AWS IoT Core for LoRaWAN
に伝達するための周波数ポートを指定する必要があります。LoRaWAN は、データ配信フィールド
(FRMPayload) と Port フィールド (FPort) を備え、異なるタイプのメッセージを区別する仕様になってい
ます。
位置情報を伝達するために、周波数ポートには 1 から 223 までの値を指定できます。FPort 0 は MAC
メッセージ用に、FPort 224 は MAC コンプライアンステスト用に、ポート 225〜255 は将来的なアプリ
ケーション拡張の標準化に向けて予約されています。

Note
LoRa Edge チップセットはストリーミング設計を使用しており、WiFi ペイロードと GNSS ペイ
ロードを区別しません。両方のペイロードは共有 FPort を使用して配信されます。クロック同期
の詳細と方法については、Semtech 文書内の「Reliable data streams」(信頼性の高いデータスト
リーム) を参照してください。
測位ソルバーを有効にした場合、LoRaWAN デバイスがアップリンクメッセージを送信すると、ソルバー
はまず位置情報を計算します。この位置情報は周波数ポートを使用して AWS IoT Core for LoRaWAN に伝
達されます。送信先を追加すると、ルールエンジンを使用してデータを Amazon Location Service にルー
ティングするための AWS IoT ルールが作成されます。その後、更新された位置情報が Amazon Location
マップに表示されます。ソルバーを有効化していない場合、デバイスの静止位置座標を更新すると、送信
先で位置データがルーティングされます。
次のコードは、AWS IoT Core for LoRaWAN から送信されたアップリンクメッセージの形式を、位置情
報、精度、ソルバー設定、ワイヤレスメタデータとともに示しています。強調表示されているフィールド
はオプションです。ソルバーが有効になっていない場合、または垂直精度情報がない場合、値は null に
なります。

Note
このプレビューリリースでは、水平精度情報のみが Amazon Location マップから取得されます。
垂直精度は null として表示されます。
{

// Position configuration parameters for given wireless device
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"WirelessDeviceId": "5b58245e-146c-4c30-9703-0ca942e3ff35",
"PayloadData": "Cc48AAAAAAAAAAA=",
// Position information for a device. Altitude is optional.
// If no vertical accuracy information is available or no
// solvers are specified, the value is set to null.
"PositionInfo": {
"Position": [-22.219999313354492, 33.33000183105469, 99.0],
"Accuracy": {
"Horizontal": number
"Vertical": number
},
"SolverProvider": "Semtech",
"SolverType": "GNSS",
"SolverVersion": "1.0.2",
"Timestamp": "2022-06-02T06:13:37.208Z"
},
//Parameters controlled by IoT Core for LoRaWAN
"WirelessMetadata":
{
"LoRaWAN":
{
"ADR": false,
"Bandwidth": 125,
"ClassB": false,
"CodeRate": "4/5",
"DataRate": "0",
"DevAddr": "00b96cd4",
"DevEui": "58a0cb000202c99",
"FOptLen": 2,
"FCnt": 1,
"Fport": 136,
"Frequency": "868100000",
"Gateways": [
{
"GatewayEui": "80029cfffe5cf1cc",
"Snr": -29,
"Rssi": 9.75
}
],
"MIC": "7255cb07",
"MType": "UnconfirmedDataUp",
"Major": "LoRaWANR1",
"Modulation": "LORA",
"PolarizationInversion": false,
"SpreadingFactor": 12,
"Timestamp": "2021-05-03T03:24:29Z"

}

}

}

コンソールを使用してデバイスの位置を設定する
AWS Management Console を使用してデバイスリソースの位置を設定および管理するには、まずコンソー
ルにサインインし、次に AWS IoT コンソールの [Devices] (デバイス) ハブページに移動します。
位置設定を追加する
デバイスの位置設定を追加するには、次の手順を実行します。
1. [Devices] (デバイス) ハブページで、[Add wireless device] (ワイヤレスデバイスの追加) を選択します。

1156

AWS IoT Core デベロッパーガイド
LoRaWAN デバイスの位置を設定する

2. ワイヤレスデバイスの仕様、デバイスとサービスのプロファイル、およびデータを他の AWS のサービ
ス にルーティングするための IoT ルールを定義する送信先を入力します。詳細については、「デバイス
を AWS IoT Core for LoRaWAN にオンボードする (p. 1138)」を参照してください。
3. 位置情報、オプションで使用するジオロケーションソルバー、およびデバイスの位置データの送信先を
入力します。
a. 位置情報
緯度と経度の座標、およびオプションで高度座標を使用して、デバイスの位置データを指定します。
位置情報は WGS84 座標系に基づいています。
b. ジオロケーションソルバー
AWS IoT Core for LoRaWAN がデバイスの位置を計算するために使用するジオロケーションソルバー
を指定します。これらのソルバーを使用して、デバイスの位置をリアルタイムで確認できます。ソル
バー情報を入力するには、[Activate positioning solvers] (測位ソルバーの有効化) を選択します。
i. [Solver type] (ソルバータイプ) で Semtech GNSS が指定されているか確認します。このソルバー
を有効にするには、Semtech LoRa Edge チップを搭載した LoRaWAN デバイスを使用します。詳
細については、「測位ソルバー: Semtech GNSS (p. 1150)」を参照してください。
ii. 測位周波数ポートを入力します。これには、クロック同期、ストリーム、および GNSS の FPort
値が含まれます。参照用にデフォルトの FPort が入力されていますが、1 から 223 までの任意の
値を選択できます。
iii. 位置データに対してオプションの前方誤り訂正 (FEC) を有効にすると、パケット損失を防ぎ、
データを再送信することなくエラーを修正できます。エラー訂正を使用すると、AWS アカウント
に追加料金が発生する可能性があります。FEC と GNSS ソルバーの詳細については、Semtech 文
書内の「Modem and geolocation services」(モデムとジオロケーションサービス) を参照してくだ
さい。
c. 位置データの送信先
デバイスの位置データを処理して AWS IoT Core for LoRaWAN に転送する AWS IoT ルールを記述す
る送信先を選択します。この送信先は、位置データのルーティングのみに使用されます。これは、デ
バイスデータを他の AWS のサービス にルーティングするために使用するものとは異なる送信先であ
る必要があります。
デバイスの位置設定を表示する
デバイスの位置を設定したら、AWS IoT Core for LoRaWAN は、iotwireless.map という Amazon
Location マップを作成します。このマップは、デバイスの [Position] (位置) タブの詳細ページで確認でき
ます。指定した位置座標または測位ソルバーによって計算された位置に基づいて、デバイスの位置がマッ
プ上にマーカーとして表示されます。ズームインまたはズームアウトすることで、マップ上のデバイスの
位置をはっきりと表示できます。

Note
Amazon Location Service の地図を有効にしていない場合、地図にアクセスして位置を表示す
るには、Amazon Location Service を使用する必要があることを示すメッセージが表示されま
す。Amazon Location Service マップを使用すると、AWS アカウント に追加料金が発生する可能
性があります。詳細については、「AWS IoT Core 料金表」を参照してください。
iotwireless.map は、GetMapTile といった Get API オペレーションを使用してアクセスされるマッ
プデータのソースとして機能します。マップに使用される Get API に関する情報は、「Amazon Location
Service API リファレンス」を参照してください。
このマップに関する追加情報を取得するには、Amazon Location Service コンソールに移動し、[maps]
(マップ) を選択してから、iotwireless.map を選択します。詳細については、「Amazon Location Service
デベロッパーガイド」の「マップ」を参照してください。
デバイスの詳細ページの [Position] (位置) タブには、精度情報、デバイスの位置が決定されたタイムスタン
プ、および指定した位置データの送信先も表示されます。
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デバイスの位置設定を更新する
デバイスの位置設定を変更するには、デバイスの詳細ページで [Edit] (編集) を選択し、次に、位置情報
と、ソルバー設定、送信先を更新します。

Note
このプレビューリリースでは、位置情報の履歴は利用できません。デバイスの位置座標を更新す
ると、以前に報告された位置データが上書きされます。ポジションを更新したら、デバイス詳細
の [Position] (位置) タブに、新しい位置情報が表示されます。タイムスタンプの変更は、それがデ
バイスの最新位置に対応していることを示しています。

API を使用してデバイスの位置を設定する
AWS IoT ワイヤレス API または AWS CLI を使用して、位置情報の指定や、デバイスの位置の設定、オプ
ションのジオロケーションソルバーの設定を追加できます。

位置情報と設定を追加する
次の AWS IoT ワイヤレス API オペレーションまたは AWS CLI コマンドを使用して、特定のワイヤレスデ
バイスの位置情報と位置設定を更新します。
• デバイス位置の追加
特定のワイヤレスデバイスの静止位置情報を追加するには、UpdatePosition API オペレー
ションか、update-position CLI コマンドを使用して、座標を指定します。ResourceType を
WirelessDevice に、ResourceIdentifier を更新するワイヤレスデバイスの ID に、位置座標を、
緯度、経度、および高度の情報を含む配列として指定します。
aws iotwireless update-position \
--resource-type WirelessDevice \
--resource-id "1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f" \
--position [33.33, -33.33, 10.0]

このコマンドを実行しても、出力は生成されません。指定した位置情報を表示するには、GetPosition
API を使用します。
• ソルバーの設定と位置の送信先
特定のワイヤレスデバイスの位置の送信先とソルバーを設定するには、PutPositionConfiguration
API オペレーションか put-position-configuration CLI コマンドを使用します。ResourceType に
WirelessDevice を、ResourceIdentifier に更新するワイヤレスデバイスの ID を指定し、オプ
ションで使用するソルバーの設定情報と、位置データのルーティング先を指定します。
aws iotwireless put-position-configuration \
--resource-type WirelessDevice \
--resource-id "1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f" \
--cli-input-json file:\\input.json

以下は、input.json ファイルの内容を示しています。
input.json の内容
{

"Destination": "Device_position_destination"
"Solvers": {
"SemtechGnss": {
"Status": "Enabled",
"Fec": "ROSE"
}
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}

}

このコマンドを実行しても、出力は生成されません。指定した位置情報を表示するに
は、GetPositionConfiguration または ListPositionConfigurations API オペレーションを
使用します。

位置情報と設定を取得する
以下の AWS IoT ワイヤレス API オペレーションまたは AWS CLI コマンドを使用して、特定のワイヤレス
デバイスの位置情報と位置設定を取得します。
• デバイスの位置情報を取得する
特定のワイヤレスデバイスの位置情報を取得するには、GetPosition API または get-position CLI コマン
ドを使用します。resourceType に WirelessDevice を指定し、また resourceIdentifier にワ
イヤレスデバイスの ID を入力します。
aws iotwireless get-position \
--resource-type WirelessDevice \
--resource-id "1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f"

このコマンドを実行すると、ワイヤレスデバイスの位置情報が表示されます。位置座標、デバイスの最
新位置に対応するタイムスタンプ、および精度情報に関する情報が表示されます。
{

}

"Accuracy": {
"HorizontalAccuracy": 0.0,
"VerticalAccuracy": 0.0
},
"Position": [
33.33000183105469,
-33.33000183105469,
10.0
],
"SolverProvider": null,
"SolverType": null,
"SolverVersion": null,
"Timestamp": "Fri Jul 01 19:43:37 UTC 2022"

• デバイスの位置設定を取得します。
特定のワイヤレスデバイスの位置設定を取得するには、GetPositionConfiguration API または getposition-configuration CLI コマンドを使用します。resourceType に WirelessDevice を指定し、ま
た resourceIdentifier にワイヤレスデバイスの ID を入力します。
aws iotwireless get-position-configuration \
--resource-type WirelessDevice \
--resource-id "1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f"

このコマンドを実行すると、ワイヤレスデバイスの位置設定が表示されます。位置データをルーティン
グするために指定したソルバー設定と送信先に関する情報が表示されます。
{

"Destination": "Device_position_destination",
"Solvers": {
"SemtechGnss": {

1159

AWS IoT Core デベロッパーガイド
LoRaWAN デバイスの位置を設定する

}

}

}

"Fec": "ROSE",
"Provider": "Semtech",
"Status": "Enabled",
"Type": "GNSS"

位置設定の一覧表示
アカウントの複数のリソースに対して位置設定を作成できます。リソースは、ワイヤレスデバ
イスまたはゲートウェイ、もしくはその両方にすることができます。これらの設定を作成した
後、ListPositionConfigurations API オペレーションまたは list-position-configurations CLI コマンドを使用
して、これらの設定の一覧を取得できます。リストをフィルタリングしてワイヤレスデバイスの位置設定
のみを表示するには、resourceType を WirelessDevice に設定します。
aws iotwireless list-position-configurations \
--resource-type WirelessDevice

このコマンドを実行すると、AWS アカウント のすべての LoRaWAN デバイスの位置設定が表示されま
す。また、max-results パラメータを使用して、表示する設定の数を指定することができます。以下の
コードは、このコマンドを実行したときの出力を示しています。
{

}

"PositionConfigurationList": [
{
"Destination": "Device_position_destination1",
"ResourceIdentifier": "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
"ResourceType": "WirelessDevice",
"Solvers": {
"SemtechGnss": {
"Fec": "ROSE",
"Provider": "Semtech",
"Status": "Enabled",
"Type": "GNSS"
}
}
},
{
"Destination": "Device_position_destination2",
"ResourceIdentifier": "12345678-a1b2-c3d4-e5f6-e90fa1b2c34d",
"ResourceType": "WirelessDevice",
"Solvers": {
"SemtechGnss": {
"Fec": "ROSE",
"Provider": "Semtech",
"Status": "Enabled",
"Type": "GNSS"
}
}
}
]
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VPC インターフェイスエンドポイント経由での
AWS IoT Core for LoRaWAN への接続
AWS IoT Core for LoRaWAN への接続には、パブリックインターネット経由で接続するのではな
く、Virtual Private Cloud (VPC) 内のインターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink) 経由で直
接接続することができます。VPC インターフェイスエンドポイントを使用すると、AWS ネットワーク内
で VPC と AWS IoT Core for LoRaWAN 間の通信が完全かつ安全に実施されます。
AWS IoT Core for LoRaWAN は、AWS PrivateLink を活用する Amazon Virtual Private Cloud インターフェ
イスエンドポイントをサポートします。各 VPC エンドポイントは、VPC サブネット内のプライベート IP
アドレスを持つ 1 つ以上の Elastic Network Interfaces (ENI) で表されます。
VPC とエンドポイントの詳細については、「Amazon VPC とは何か」を参照してください。
AWS PrivateLink の詳細については、「AWS PrivateLink および VPC エンドポイント」を参照してくださ
い。
AWS IoT Core for LoRaWAN privatelink アーキテクチャ
以下の図は、AWS IoT Core for LoRaWAN の privatelink アーキテクチャを示しています。このアーキ
テクチャは、自身の VPC、AWS IoT Core for LoRaWAN VPC、およびオンプレミス環境の間で AWS
PrivateLink インターフェイスエンドポイントを共有するために Transit Gateway と Route 53 リゾルバー
を使用します。より詳しいアーキテクチャ図は、VPC インターフェイスエンドポイントへの接続をセット
アップするときに提供されます。

AWS IoT Core for LoRaWAN エンドポイント
AWS IoT Core for LoRaWAN には、3 つのパブリックエンドポイントがあります。各パブリックエンドポ
イントには、対応する VPC インターフェイスエンドポイントがあります。パブリックエンドポイントは、
コントロールプレーンとデータプレーンエンドポイントに分類できます。これらのエンドポイントについ
ては、「AWS IoT Core for LoRaWAN API エンドポイント」を参照してください。
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Note
エンドポイントの AWS PrivateLink サポートは、米国東部 (バージニア北部) およびヨーロッパ
(アイルランド) でのみ利用できます。
• Control Plane API エンドポイント
コントロールプレーン API エンドポイントを使用して AWS IoT Wireless API とやり取りすることがで
きます。これらのエンドポイントは、AWS PrivateLink を使用することによって、Amazon VPC 内でホ
ストされているクライアントからアクセスできます。
• Data Plane API エンドポイント
データプレーン API エンドポイントは、AWS IoT Core for LoRaWAN の LoRaWAN Network Server
(LNS) エンドポイントおよび Configuration and Update Server (CUPS) エンドポイントとやり取りす
るために使用できる LNS エンドポイント と CUPS エンドポイントです。これらのエンドポイント
は、AWS VPN または AWS Direct Connect を使用することによって、オンプレミスの LoRa ゲートウェ
イからアクセスできます。これらのエンドポイントは、ゲートウェイを AWS IoT Core for LoRaWAN
にオンボードしているときに取得できます。詳細については、「ゲートウェイを AWS IoT Core for
LoRaWAN に追加する (p. 1134)」を参照してください。
以下のトピックでは、これらのエンドポイントをオンボードする方法について説明します。
トピック
• AWS IoT Core for LoRaWAN コントロールプレーン API エンドポイントをオンボードする (p. 1162)
• AWS IoT Core for LoRaWAN データプレーン API エンドポイントをオンボードする (p. 1165)

AWS IoT Core for LoRaWAN コントロールプレーン
API エンドポイントをオンボードする
AWS IoT Core for LoRaWAN コントロールプレーン API エンドポイントを使用して AWS IoT Wireless API
とやり取りすることができます。例えば、このエンドポイントを使用して SendDataToWirelessDevice
API を実行し、AWS IoT から LoRaWan デバイスにデータを送信できます。詳細については、「AWS IoT
Core for LoRaWAN の Control Plane API エンドポイント」を参照してください。
AWS PrivateLink を活用するコントロールプレーンエンドポイントにアクセスするには、Amazon VPC 内
でホストされているクライアントが使用できます。これらのエンドポイントを使用して、パブリックイン
ターネット経由で接続するのではなく、Virtual Private Cloud (VPC) 内のインターフェイスエンドポイント
経由で AWS IoT Wireless API に接続します。
コントロールプレーンをオンボードするには:
• Amazon VPC とサブネットを作成する (p. 1162)
• サブネット内でAmazon EC2 インスタンスを起動します。 (p. 1163)
• Amazon VPC インターフェイスエンドポイントを作成します (p. 1164)
• SMTP インターフェイスエンドポイントへの接続をテストします (p. 1164)

Amazon VPC とサブネットを作成する
インターフェイスエンドポイントに接続する前に、VPC とサブネットを作成する必要があります。次に、
サブネットで EC2 インスタンスを起動します。これは、インターフェイスエンドポイントに接続するため
に使用できます。
VPC を作成するには：
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1. Amazon VPC コンソールの [VPC] ページに移動して、[Create VPC] (VPC を作成) をクリックします。
2. [Create VPC] (VPC を作成) ページで以下を実行します。
• [VPC Name tag - optional] (名前タグ – オプション) に名前を入力します (例、VPC-A ）。
• [IPv4 CIDR block] (IPv4 CIDR ブロック) に VPC の IPv4 アドレス範囲を入力します
(例、10.100.0.0/16 )。
3. 他のフィールドはデフォルト値のままにしておき、[Create VPC] (VPC を作成) を選びます。
サブネットを作成するには：
1. Amazon VPC コンソールの [Subnets] (サブネット) ページに移動し、[Create subnet] (サブネットを作
成) をクリックします。
2. [Create subnet group] (サブネットグループを作成) ページで：
• [VPC ID] には、先ほど作成した VPC を選択します (例、VPC-A )。
• [Subnet name] (サブネット名) に名前を入力します (例、Private subnet )。
• サブネットの [Availability Zone] (アベイラビリティーゾーン) を選択します。
• [IPv4 CIDR block] (IPv4 CIDR ブロック) にサブネットの IP アドレスブロックを CIDR 形式で入力し
ます (例、10.100.0.0/24 )。
3. [Create subnet] (サブネットを作成) をクリックしてサブネットを作成し、VPC に追加します。
詳細については、[Work with VPC and subnets](VPC とサブネットの使用)を参照してください。

サブネット内でAmazon EC2 インスタンスを起動します。
EC2 インスタンスを起動するには：
1. Amazon EC2 コンソールに移動して、[Launch Instance] (インスタンスを起動) をクリックします。
2. AMI には [Amazon Linux 2 AMI (HVM), SSD Volume Type] を選択して、次に [t2 micro] インスタンスタ
イプを選択します。インスタンスの詳細を設定するために、[Next] (次のステップ) を選択します。
3. [Configure Instance Details] (インスタンスの詳細の設定) ページで：
• [Network] (ネットワーク) には、先ほど作成した VPC を選択します (例、VPC-A )。
• Subnet] (サブネット) には、先ほど作成したサブネットを選択します (例、Private subnet)。
• [IAM role] (IAM ロール) にはロール AWSIoTWirelessFullAccess を選択して、AWS
IoT Core for LoRaWAN に完全なアクセスポリシーを付与します。詳細については、
「AWSIoTWirelessFullAccess ポリシーの概要」を参照してください。
• [Assume Private IP] (プライベート IP の継承) には、10.100.0.42 などの IP アドレスを使用します。
4. [Next: Add Storage] (次のステップ: ストレージの追加)] を選んでから、[Next: Add Tags] (次のステップ:
タグの追加）を選びます。オプションで、EC2 インスタンスに関連付ける任意のタグを追加できます。
[Next: Configure Security Group] （次に）：セキュリティグループを設定）を選択します。
5. [Configure Security Group] (セキュリティグループの設定) ページで、以下を許可するセキュリティグ
ループを設定します。
• 10.200.0.0/16 に設定した [Source] (ソース) に対して [All TCP] (すべての TCP) を開放します
• 10.200.0.0/16 に設定した [Source] (ソース) に対して [All ICMP - IPV4] (すべての ICMP-IPV4) を
開放します
6. [Review and Launch] (確認と作成) をクリックしてインスタンスの詳細を確認し、EC2 インスタンスを
起動します。
詳細については、「Amazon EC2 Linux インスタンスの開始方法」を参照してください。
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Amazon VPC インターフェイスエンドポイントを作成します
VPC 用の VPC エンドポイントが作成できます。作成後は、EC2 API がこのエンドポイントにアクセスす
ることができます。エンドポイントを作成するには：
1. VPC の [Endpoints] (エンドポイント) コンソールに移動して、[Create Endpoint] (エンドポイントの作
成) をクリックします。
2. [Create Endpoint] (エンドポイントの作成) ページで、以下の情報を指定します。
• [Service category] (サービスカテゴリ) には [AWS のサービスs] を選択します。
• [Service Name] (サービス名) については、キーワード iotwireless を入力して検索します。表示さ
れた iotwireless サービスのリストで、お使いのリージョンのコントロールプレーン API エンド
ポイントを選択します。エンドポイントは com.amazonaws.region.iotwireless.api の形式で
す。
• [VPC] と [Subnets] (サブネット) には、エンドポイントを作成する VPC と、エンドポイントネット
ワークを作成するアベイラビリティーゾーン (AZ) を選択します。

Note
iotwireless サービスは、一部のアベイラビリティーゾーンをサポートしていない場合が
あります。
• [Enable DNS name] (DNS 名を有効にする) には、[Enable for this endpoint] (このエンドポイントで有
効にする) を選択します。
このオプションを選択すると、後で接続をテストするために使用する API がプライベートリンクのエ
ンドポイントを通過するように、DNS が自動的に解決され、Amazon Route 53 Public Data Planeに
ルートが設定されます。
• [Security group] (セキュリティグループ) には、エンドポイントネットワークインターフェイスに関連
付けるセキュリティグループを選択します。
• オプションで、タグを追加または削除できます。タグとは名前と値のペアで、エンドポイントに関連
付けるために使用します。
3. [Create Endpoint] (エンドポイントの作成) をクリックして、VPC エンドポイントを作成します。

SMTP インターフェイスエンドポイントへの接続をテストします
SSH を使用して Amazon EC2 インスタンスにアクセスしたから、AWS CLIを使用してプライベートリン
クインターフェイスエンドポイントに接続する事ができます。
インターフェイスエンドポイントに接続する前に、「Linux での AWS CLI バージョン 2 のインストール、
更新、アンインストール」で説明されている手順に従って、最新の AWS CLI バージョンをダウンロード
してください。
以下の例は、CLI を使用してインターフェイスエンドポイントへの接続をテストする方法を示していま
す。
aws iotwireless create-service-profile \
--endpoint-url https://api.iotwireless.region.amazonaws.com
--name='test-privatelink'

\

以下の例は、コマンドを実行する例を示しています。
Response:
{
"Arn": "arn:aws:iotwireless:region:acct_number:ServiceProfile/1a2345ba-4c5d-67b0-ab67e0c8342f2857",
"Id": "1a2345ba-4c5d-67b0-ab67-e0c8342f2857"
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同様に、次のコマンドを実行して、サービスプロファイル情報を取得したり、すべてのサービスプロファ
イルを一覧表示したりできます。
aws iotwireless get-service-profile \
--endpoint-url https://api.iotwireless.region.amazonaws.com
--id="1a2345ba-4c5d-67b0-ab67-e0c8342f2857"

以下は、list-device-profiles コマンドの例です。
aws iotwireless list-device-profiles \
--endpoint-url https://api.iotwireless.region.amazonaws.com

AWS IoT Core for LoRaWAN データプレーン API エン
ドポイントをオンボードする
AWS IoT Core for LoRaWAN データプレーンのエンドポイントは、次のエンドポイントで構成されます。
これらのエンドポイントは、ゲートウェイを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加するときに取得します。
詳細については、「ゲートウェイを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加する (p. 1134)」を参照してくだ
さい。
• LoRaWAN Network Server (LNS)エンドポイント
LNS エンドポイントはaccount-specific-prefix.lns.lorawan.region.amazonaws.com形式
です。このエンドポイントを使用して、LoRaアップリンクおよびダウンリンクメッセージを交換するた
めの接続を確立できます。
• 設定および更新サーバー(CUPS)エンドポイント
CUPS エンドポイントはaccount-specific-prefix.cups.lorawan.region.amazonaws.com形
式です。このエンドポイントは、認証情報管理、リモート設定、ゲートウェイのファームウェア更新に
使用できます。
詳細については、「CUPS および LNS プロトコルの使用 (p. 1172)」を参照してください。
AWS アカウント とリージョンの Data Plane API エンドポイントを検索するには、ここに記載されている
get-service-endpoint CLI コマンド、または GetServiceEndpoint REST API を使用します。詳細につい
ては、「AWS IoT Core for LoRaWAN の Data Plane API エンドポイント」を参照してください。
オンプレミスの LoRaWAN ゲートウェイを接続して、AWS IoT Core for LoRaWAN エンドポイントと通信
できます。この接続を確立するには、まず VPN 接続を使用して、オンプレミスのゲートウェイを VPC 内
の AWS アカウントに接続します。その後、AWS IoT Core for LoRaWAN VPC 内で、privatelink を活用す
るデータプレーンインターフェイスエンドポイントと通信できるようになります。
以下は、これらのエンドポイントをオンボードする方法を説明しています。
• VPC インターフェイスエンドポイントとプライベートホストゾーンを作成します (p. 1165)
• VPNを使用して、LoRaゲートウェイをAWS アカウントに接続します (p. 1168)

VPC インターフェイスエンドポイントとプライベートホスト
ゾーンを作成します
AWS IoT Core for LoRaWAN には、Configuration and Update Server (CUPS) エンドポイントと
LoRaWAN Network Server (LNS) エンドポイントという 2 つのデータプレーンエンドポイントがありま
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す。両方のエンドポイントへのプライベートリンク接続を確立するセットアッププロセスは同じであるた
め、例として、LNS エンドポイントを使用できます。
データプレーンエンドポイントの場合、LoRa ゲートウェイはまず Amazon VPC 内の AWS アカウント に
接続し、次に AWS IoT Core for LoRaWAN VPC 内の VPC エンドポイントに接続します。
エンドポイントに接続する場合、DNS 名は 1 つの VPC 内で解決できますが、複数の VPC 間で解決する
ことはできません。エンドポイントの作成時にプライベート DNS を無効にするには、[Enable DNS name]
(DNS 名を有効にする) 設定を無効にします。Route 53 が VPC の DNS クエリに応答する方法に関する情
報を提供するには、プライベートホストゾーンを使用できます。VPC をオンプレミス環境と共有するに
は、Route 53 リゾルバーを使用してハイブリッド DNS を円滑に稼働させることができます。
このチュートリアルの手順を完了するには、次のステップを実行します。
• Amazon VPC とサブネットを作成します (p. 1166)
• Amazon VPC インターフェイスエンドポイントを作成します (p. 1166)
• プライベートホストゾーンを設定します (p. 1167)
• Route 53 インバウンドリゾルバを設定します (p. 1168)
• 次のステップ (p. 1168)

Amazon VPC とサブネットを作成します
コントロールプレーンエンドポイントのオンボーディング時に作成した Amazon VPC とサブネットを再
利用できます。詳細については、「Amazon VPC とサブネットを作成する (p. 1162)」を参照してくださ
い。

Amazon VPC インターフェイスエンドポイントを作成します
VPC 用に VPC エンドポイントを作成できます。これは、コントロールプレーンエンドポイント用にエン
ドポイントを作成する方法と似ています。
1. VPC の [Endopoints] (エンドポイント) コンソールに移動して、[Create Endpoint] (エンドポイントの作
成) をクリックします。
2. [Create Endpoint] (エンドポイントの作成) ページで、以下の情報を指定します。
• [Service category] (サービスカテゴリ) には [AWS のサービスs] を選択します。
• Service Name] (サービス名) については、キーワード lns. を入力して検索します。表示された lns
サービスのリストで、お使いのリージョンの LNS データプレーン API エンドポイントを選択しま
す。エンドポイントは com.amazonaws.region.lorawan.lns の形式です。

Note
CUPS エンドポイントでこの手順を実行している場合は、cupsを検索します。エンドポイン
トは com.amazonaws.region.lorawan.cups の形式です。
• [VPC] と [Subnets] (サブネット) には、エンドポイントを作成する VPC と、エンドポイントネット
ワークを作成するアベイラビリティーゾーン (AZ) を選択します。

Note
iotwirelessサービスは、一部のアベイラビリティーゾーンをサポートしていない場合が
あります。
• [Enable DNS name] (DNS 名を有効にする) で、[Enable for this endpoint] (このエンドポイントで有効
にする) が選択されていないことを確認してください。
このオプションを選択しない事で、VPC エンドポイントのプライベート DNS を無効にして、代わり
にプライベートホストゾーンを使用する事ができます。
• [Security group] (セキュリティグループ) には、エンドポイントネットワークインターフェイスに関連
付けるセキュリティグループを選択します。
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• オプションで、タグを追加または削除できます。タグとは名前と値のペアで、エンドポイントに関連
付けるために使用します。
3. [Create Endpoint] (エンドポイントの作成) をクリックして、VPC エンドポイントを作成します。

プライベートホストゾーンを設定します
プライベートリンクエンドポイントを作成した後、詳細タブに、DNS 名のリストが表示されます。
これらの DNS 名のいずれかを使用して、プライベートホストゾーンを設定できます。DNS名は
vpce-xxxx.lns.lorawan.region.vpce.amazonaws.com 形式になります。
プライベートホストゾーンを作成します
プライベートホストゾーンを作成するには
1. Route 53 の [Hosted zones] (ホストゾーン) コンソールに移動して、[Create hosted zone] (ホストゾーン
の作成) をクリックします。
2. [Create hosted zone] (ホストゾーンの作成) ページで、以下の情報を指定します。
• [Domain name] (ドメイン名) には、LNS エンドポイントの完全なサービス名である
lns.lorawan.region.amazonaws.com を入力します。

Note
CUPS エンドポイントでこの手順を実行している場合
は、cups.lorawan.region.amazonaws.comを入力します。
• [Type] (タイプ) には、[Private Hosted Zone] (プライベートホストゾーン) を選択します。
• 必要に応じて、タグを追加または削除してホストゾーンに関連付けることができます。
3. プライベートホストゾーンを作成するには、ホストゾーンの作成を選んでください。
詳細については、「プライベートホストゾーンの作成」を参照してください。
プライベートホストゾーンを作成したら、そのドメインにトラフィックをルーティングする方法を DNS
に指示するレコードを作成できます。
レコードを作成する
プライベートホストゾーンを作成したら、そのドメインにトラフィックをルーティングする方法を DNS
に指示するレコードを作成できます。レコードを作成するには：
1. 表示されるホストゾーンのリストで、前に作成したプライベートホストゾーンを選び、レコードを作成
するを選びます。
2. ウィザードを使用してレコードを作成します。コンソールに [Quick create] (クイック作成) 方式が表示
された場合は、[Switch to wizard] (ウィザードに切り替える) をクリックします。
3. [Routing policy] (ルーティングポリシー) に [Simple Routing] (シンプルルーティング) を選択し、[Next]
(次へ) を選びます。
4. [Configure records] (レコードを設定)ページで、[Define simple record] (シンプルなレコードを定義) を選
択します。
5. [Define simple record] (シンプルなレコードを定義) ページで
• [Record name] (レコード名) には AWS アカウント番号のエイリアスを入力します。この値は、ゲー
トウェイのオンボーディング時に取得、または GetServiceEndpoint REST API を使用して取得し
ます。
• [Record type] (レコードタイプ) では、値を A - Routes traffic to an IPv4 address and
some AWS resources のままにしておきます。
• [Value/Route traffic to (値/トラフィックのルーティング先)] には、[Alias to VPC endpoint ( VPCエ
ンドポイントへのエイリアス)] を選択します。次に、お使いの [Region] (地域）を選択し、表示さ
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れたエンドポイントのリストから、「Amazon VPC インターフェイスエンドポイントを作成しま
す (p. 1166)」の説明に従って先ほど作成したエンドポイントを選択します。
6. [Define simple record] (シンプルなレコードを定義) をクリックしてレコードを作成します。

Route 53 インバウンドリゾルバを設定します
VPC エンドポイントをオンプレミス環境と共有するには、Route 53 リゾルバーを使用してハイブリッド
DNS を円滑に稼働させる事ができます。インバウンドリゾルバーは、オンプレミスネットワークからデー
タプレーンエンドポイントへのトラフィックを、パブリックインターネットを経由せずにルーティングす
ることを可能にします。サービスのプライベート IP アドレスの値を返すには、VPC エンドポイントと同
じ VPC 内に Route 53 リゾルバーを作成します。
インバウンドリゾルバーを作成する場合、VPC と以前にアベイラビリティーゾーン（AZ）で作成したサ
ブネットのみを指定する必要があります。Route 53 リゾルバはこの情報を使用して、各サブネットにトラ
フィックをルーティングするための IP アドレスを自動的に割り当てます。
インバウンドリゾルバーを作成するには：
1. Route 53 の [Inbound endpoints] (インバウンドエンドポイント) コンソールに移動して、[Create
inbound endpoint] (インバウンドエンドポイントの作成) をクリックします。

Note
エンドポイントとプライベートホストゾーンの作成時に使用したものと同じ AWS リージョン
を使用していることを確認してください。
2. [Create inbound endpoint] (インバウンドエンドポイントの作成) ページで、以下の情報を指定します。
• [Endpoint name] (エンドポイント名) に名前を入力します (例、VPC_A_Test )。
• [VPC in the region] (該当リージョンの VPC) には、VPC エンドポイントの作成時に使用したものと同
じ VPC を選択します。
• [Security group for this endpoint] (このエンドポイントのセキュリティグループ) を設定して、オンプ
レミスネットワークからの受信トラフィックを許可します。
• IP アドレスのために、[Use an IP address that is selected automatically.] (自動的に選択された IP ア
ドレスを使用します。)を選びます。
3. [Submit] (送信) をクリックして、インバウンドリゾルバーを作成します。
この例では、トラフィックをルーティングするためのインバウンド Route 53 リゾルバーに IP アドレス
10.100.0.145 と 10.100.192.10 が割り当てられたとしましょう。

次のステップ
DNS エントリのトラフィックをルーティングするプライベートホストゾーンとインバウンドリゾルバーを
作成しました。Site-to-Site VPN エンドポイントまたはClient VPN エンドポイントのいずれかが使用でき
るようになりました。詳細については、「VPNを使用して、LoRaゲートウェイをAWS アカウントに接続
します (p. 1168)」を参照してください。

VPNを使用して、LoRaゲートウェイをAWS アカウントに接続し
ます
オンプレミスのゲートウェイを AWS アカウントに接続するには、Site-to-Site VPN 接続またはクライアン
ト VPN エンドポイントのどちらかを使用できます。
オンプレミスゲートウェイに接続する前に、VPC エンドポイントを作成し、ゲートウェイからのトラ
フィックがパブリックインターネットを経由しないように、プライベートホストゾーンとインバウンドリ
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ゾルバーを設定しておく必要があります。詳細については、「VPC インターフェイスエンドポイントとプ
ライベートホストゾーンを作成します (p. 1165)」を参照してください。

Site-to-Site VPN エンドポイント
ゲートウェイハードウェアがない、または別の AWS アカウントを使用して VPN 接続をテストしたい場合
は、Site-to-Site VPN 接続を使用できます。Site-to-Site VPN を使用して、同じ AWS アカウントから、ま
たは異なる AWS リージョンで使用している別の AWS アカウントから VPC エンドポイントに接続できま
す。

Note
ゲートウェイハードウェアがあり、VPN 接続を設定したい場合は、代わりにClient VPN を使用す
ることをお勧めします。手順については、「クライアント VPN エンドポイント (p. 1170)」を参
照してください。
Site-to-Site VPN を設定するには
1. サイト内で、接続のセットアップ元になる別の VPC を作成します。VPC-Aには、先程作成した VPC を
再利用できます。別の VPC を作成するには（例、VPC-B）、以前に作成した VPC の CIDR ブロックと
重複しない CIDR ブロックを使用します。
VPC のセットアップについては、AWS setup Site-to-Site VPN connection で説明されている手順に従っ
てください。

Note
このドキュメントで説明されているSite-to-Site VPN VPN 方式では、VPN 接続に OpenSwan
を使用しており、これは１つのVPNトンネルしかサポートしません。VPN 用に別の商用ソフト
ウェアを使用している場合は、サイト間の 2 つのトンネルを設定できる場合があります。
2. VPN 接続をセットアップしたら、AWS アカウントからのインバウンドリゾルバーの IP アドレスを追
加して、/etc/resolv.conf ファイルを更新します。この IP アドレスは、ネームサーバーに使用し
ます。この情報の入手方法については、「Route 53 インバウンドリゾルバを設定します (p. 1168)」
を参照してください。この例には、Route 53 リゾルバーを作成したときに割り当てられた IP アドレス
10.100.0.145 を使用できます。
options timeout:2 attempts:5
; generated by /usr/sbin/dhclient-script
search region.compute.internal
nameserver 10.100.0.145

3. nslookup コマンドを使用して、VPN 接続がパブリックインターネットを経由する代わりに AWS
PrivateLink エンドポイントを使用しているかどうかをテストできるようになりました。以下の例は、コ
マンドを実行する例を示しています。
nslookup account-specific-prefix.lns.lorawan.region.amazonaws.com

以下は、コマンド実行後の出力例です。これには、AWS PrivateLink LNS エンドポイントに対して接続
が確立されたことを示すプライベート IP アドレスが表示されています。
Server: 10.100.0.145
Address: 10.100.0.145
Non-authoritative answer:
Name: https://xxxxx.lns.lorawan.region.amazonaws.com
Address: 10.100.0.204

Site-to-Site VPN 接続の使用については、「Site-to-Site VPN の仕組み」を参照してください。
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クライアント VPN エンドポイント
AWS Client VPN は、AWS リソースとオンプレミスネットワーク内のリソースに安全にアクセスするため
の、クライアントベースのマネージド VPN サービスです。次に、クライアント VPN サービスのアーキテ
クチャを示します。

Client VPN エンドポイントへの VPN 接続を確立するには
1. 「AWS Client VPN の開始方法」で説明されている手順に従って、クライアント VPN エンドポイントを
作成します。
2. オンプレミスネットワーク (例、Wi-Fi ルーター に、そのルーターのアクセス URL (例、192.168.1.1
) を使用してログインし、そしてルート名とパスワードを見つけます。
3. ゲートウェイのドキュメントにある指示に従って LoRaWAN ゲートウェイをセットアップしてから、
ゲートウェイを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加します。ゲートウェイを追加する方法について
は、「ゲートウェイを AWS IoT Core for LoRaWAN にオンボードする (p. 1132)」を参照してくださ
い。
4. ゲートウェイのファームウェアが、最新の物であるかどうかを確認します。ファームウェアが古くなっ
ている場合は、オンプレミスネットワークで提供されている指示に従って、ゲートウェイのファーム
ウェアを更新できます。詳細については、「AWS IoT Core for LoRaWAN で CUPS サービスを使用し
てゲートウェイファームウェアを更新する (p. 1176)」を参照してください。
5. OpenVPN が有効になったかどうかを確認します。有効になっている場合は、次の手順に進み、オンプ
レミスネットワーク内で OpenVPN クライアントを設定します。有効になっていない場合は、「Guide
to install OpenVPN for OpenWrt」（OpenWrt用にOpenVPNをインストールするガイド）の手順に従っ
てください。

Note
この例では、OpenVPN を使用します。クライアント VPN 接続のセットアップには、AWS
VPN または AWS Direct Connect などの他の VPN クライアントを使用できます。
6. クライアント設定からの情報と、Luci を使用した OpenVPN クライアントの使用方法に基づい
て、OpenVPN クライアントを設定します。
7. オンプレミスネットワークに SSH 接続し、AWS アカウント内のインバウンドリゾルバーの IP アドレ
ス (10.100.0.145) を追加して /etc/resolv.conf ファイルを更新します。
8. ゲートウェイトラフィックがAWS PrivateLinkを使用してエンドポイントに接続する場合は、ゲート
ウェイの最初の DNS エントリをインバウンドリゾルバーの IP アドレスに置き換えます。
Site-to-Site VPN 接続の使用については、「クライアント VPN の開始方法」を参照してください。
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LNS および CUPS VPC エンドポイントに接続する
以下に、LNS および CUPS VPC エンドポイントへの接続をテストする方法を示します。
CUPS エンドポイントのテスト
LoRa ゲートウェイから CUPS エンドポイントへの AWS PrivateLink 接続をテストするには、以下のコマ
ンドを実行します。
curl -k -v -X POST https://xxxx.cups.region.iotwireless.iot:443/update-info
--cacert cups.trust --cert cups.crt --key cups.key --header "Content-Type:
application/json"
--data '{
"router": "xxxxxxxxxxxxx",
"cupsUri": "https://xxxx.cups.lorawan.region.amazonaws.com:443",
"cupsCredCrc":1234, "tcCredCrc":552384314
}'
—output cups.out

LNS エンドポイントのテスト
LNSエンドポイントをテストするには、まずワイヤレスゲートウェイで動作するLoRaWANデバイスをプ
ロビジョニングします。その後、デバイスを追加し、joinプロシージャーを使用して、アップリンクメッ
セージの送信を開始できます。

LoRaWAN用にAWS IoT Coreを使用したゲート
ウェイの管理
ゲートウェイはブリッジとして機能し、LoRaWAN デバイスデータをネットワークサーバーとの間
で送受信します。通常、Wi-Fi、イーサネット、またはセルラーなどの広帯域幅ネットワーク経由で
す。LoRaWAN ゲートウェイは、AWS IoT Core for LoRaWAN にワイヤレスデバイスを接続します。
AWS IoT Core for LoRaWAN でゲートウェイを使用する場合の重要な考慮事項を次に示します。ゲート
ウェイを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加する方法については、「ゲートウェイを AWS IoT Core for
LoRaWAN にオンボードする (p. 1132)」を参照してください。

LoRa Basic Station ソフトウェア要件
AWS IoT Core for LoRaWAN に接続するためには、LoRaWAN ゲートウェイで LoRa Basics Station とい
うソフトウェアが実行されている必要があります。LoRa Basics Station は、Semtech 社によって管理さ
れ、GitHub リポジトリによって配信されているオープンソースのソフトウェアです。AWS IoT Core for
LoRaWAN では、LoRa Basics Station バージョン 2.0.4 以降がサポートされています。

AWS Partner Device Catalog の認定されたゲートウェ
イの使用
AWS Partner Device Catalog には、AWS IoT Core for LoRaWAN での使用が認定されているゲートウェイ
とデベロッパーキットが含まれています。ゲートウェイを AWS IoT Core に接続するための埋め込みソフ
トウェアを変更する必要がないため、これらの認定ゲートウェイを使用することをお勧めします。これら
のゲートウェイには、AWS IoT Core for LoRaWAN と互換性のあるバージョンの BasicStation ソフトウェ
アが既に搭載されています。
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Note
AWS IoT Core for LoRaWAN の認定ゲートウェイとして Partner Catalog に記載されていない
ゲートウェイをお持ちの場合、そのゲートウェイがバージョン 2.0.4 以降の LoRa Basics Station
ソフトウェアを実行していれば、使用できる可能性があります。LoRaWAN ゲートウェイの認証
に TLS Server and Client Authentication を使用していることを確認してください。

CUPS および LNS プロトコルの使用
LoRa Basics Station ソフトウェアには、ネットワークサーバーにゲートウェイを接続するための 2 つのサ
ブプロトコル、LoRaWAN Network Server (LNS) プロトコルと Configuration and Update Server (CUPS)
プロトコルが含まれています。
LNS プロトコルは、LoRa Basics Station 互換ゲートウェイとネットワークサーバーの間にデータ接続を
確立します。LoRa アップリンクおよびダウンリンクメッセージは、安全な WebSockets を介して、この
データ接続経由で交換されます。
CUPS プロトコルは、認証情報の管理、ゲートウェイのリモート設定とファームウェアの更新を可能にし
ます。AWS IoT Core for LoRaWAN は、LoRaWAN データの取り込みとリモートゲートウェイの管理それ
ぞれに対して LNS エンドポイントと CUPS エンドポイントの両方を提供します。
詳細については、「LNS プロトコル」および「CUPS プロトコル」を参照してください。

LoRaWAN ゲートウェイのビーコンとフィルタリング
機能を設定
LoRaWAN デバイスを使用する場合、LoRaWAN ゲートウェイの特定のオプションパラメータを設定でき
ます。パラメータには以下が含まれます。
• ビーコン
クラス B LoRaWAN デバイスのブリッジとして機能する LoRaWAN ゲートウェイのビーコンパラメータ
を設定できます。これらのデバイスはスケジュールされた時間帯にダウンリンクメッセージを受信する
ため、これらの時間同期ビーコンを送信するようにゲートウェイのビーコンパラメータを設定する必要
があります。
• フィルタリング
LoRaWAN ゲートウェイの NetID および JoinEUI パラメータを設定することで、デバイスのデータト
ラフィックをフィルタリングすることができます。トラフィックをフィルタリングすることで、帯域幅
の使用量を節約し、ゲートウェイと LNS 間のトラフィックフローを削減することができます。
• サブバンド
ゲートウェイのサブバンドを設定して、使用する特定のサブバンドを指定できます。さまざまなサブバ
ンド間をホップできないワイヤレスデバイスでは、この機能を使用して、その特定のサブバンドの周波
数チャネルのみを使用してデバイスと通信できます。
次のトピックでは、これらのパラメータとその設定方法について詳しく説明します。ビーコンのパラメー
タは、AWS Management Console では使用できず、AWS IoT Wireless API または AWS CLI を使用しての
み指定できます。
トピック
• クラス B デバイスにビーコンを送信するようにゲートウェイを設定する (p. 1173)
• ゲートウェイのサブバンドとフィルタリング機能を設定する (p. 1174)
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クラス B デバイスにビーコンを送信するようにゲートウェイを
設定する
クラス B ワイヤレスデバイスを AWS IoT Core for LoRaWAN にオンボードすると、デバイスはスケ
ジュールされたタイムスロットにダウンリンクメッセージを受信します。デバイスは、ゲートウェイから
送信される時間同期ビーコンに基づいてこれらのスロットを開きます。ゲートウェイがこれらの時間同期
ビーコンを送信するには、AWS IoT Core for LoRaWAN を使用してゲートウェイの特定のビーコン関連パ
ラメータを設定します。
これらのビーコンパラメーターを設定するには、ゲートウェイが LoRa Basics Station ソフトウェアバー
ジョン 2.0.6 を実行している必要があります。「AWS Partner Device Catalog の認定されたゲートウェイ
の使用 (p. 1171)」を参照してください。

ビーコンパラメータを設定する方法
Note
ゲートウェイがクラス B ワイヤレスデバイスと通信している場合のみ、ビーコンパラメータを設
定する必要があります。
CreateWirelessGateway API オペレーションを使用して AWS IoT Core for LoRaWAN にゲートウェ
イを追加する際にビーコンパラメータの設定を行います。API オペレーションを呼び出す際には、ゲート
ウェイの Beaconing オブジェクトを使用して、以下のパラメータを指定します。パラメータを設定する
と、ゲートウェイは 128 秒間隔でデバイスにビーコンを送信します。
• DataRate: ビーコンを送信しているゲートウェイのデータレート。
• Frequencies: ゲートウェイがビーコンを送信する周波数のリスト。
次の例は、ゲートウェイのパラメータを設定する方法を示しています。input.json ファ
イルにはゲートウェイ証明書やプロビジョニング認証情報などの追加の詳細が含まれま
す。CreateWirelessGatewayAPI オペレーションを使用して AWS IoT Core for LoRaWAN にゲート
ウェイを追加する方法の詳細については、「API を使用してゲートウェイを追加する (p. 1136)」を参照し
てください。

Note
ビーコンのパラメータは、AWS IoT コンソールを使用してゲートウェイを AWS IoT Core for
LoRaWAN に追加する際には利用できません。
aws iotwireless create-wireless-gateway \
--name "myLoRaWANGateway" \
--cli-input-json file://input.json

以下は、input.json ファイルの内容を示しています。
input.json の内容
{

"Description": "My LoRaWAN gateway",
"LoRaWAN": {
"Beaconing": {
"DataRate": 8,
"Frequencies": ["923300000","923900000"]
},
"GatewayEui": "a1b2c3d4567890ab",
"RfRegion": US915,
"JoinEuiFilters": [
["0000000000000001", "00000000000000ff"],
["000000000000ff00", "000000000000ffff"]
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}

}

],
"NetIdFilters": ["000000", "000001"],
"RfRegion": "US915",
"SubBands": [2]

以下のコードは、このコマンドを実行したときの出力例を示しています。
{

"Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:400232685877aa:WirelessGateway/a01b2c34d44e-567f-abcd-0123e445663a",
"Id": a01b2c34-d44e-567f-abcd-0123e445663a"
}

ビーコンパラメーターに関する情報を取得する
ゲートウェイのビーコンパラメータに関する情報は、GetWirelessGateway API オペレーションを使用
して取得できます。

Note
ゲートウェイがすでにオンボーディングされている場合は、ビーコンパラメータの設定に
UpdateWirelessGateway API オペレーションを使用することはできません。パラメータを設
定するには、ゲートウェイを削除してから、CreateWirelessGateway API オペレーションを
使用してゲートウェイを追加するときにパラメータを指定する必要があります。
aws iotwireless get-wireless-gateway \
--identifier "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d" \
--identifier-type WirelessGatewayId

このコマンドを実行すると、ゲートウェイとビーコンパラメータに関する情報が返されます。

ゲートウェイのサブバンドとフィルタリング機能を設定する
LoRaWAN ゲートウェイは、ゲートウェイが AWS IoT Core for LoRaWAN に接続できるようにする LoRa
Basics Station ソフトウェアを実行します。AWS IoT Core for LoRaWAN に接続するために、LoRa ゲート
ウェイはまず CUPS サーバーに LNS エンドポイントをクエリし、そのエンドポイントとの WebSockets
データ接続を確立します。接続が確立されたら、その接続を介してアップリンクフレームとダウンリンク
フレームを交換できます。

ゲートウェイが受信する LoRa データフレームのフィルタリング
LoRaWAN ゲートウェイがエンドポイントへの接続を確立した後、AWS IoT Core for LoRaWAN は、LoRa
ゲートウェイの設定の一連のパラメータを指定する router_config メッセージで応答します。こ
れには、NetID や JoinEui のフィルタリングパラメータが含まれます。router_config について
と、LoRaWAN Network Server (LNS) との接続が確立される方法については、LNS プロトコルを参照して
ください。
{
"msgtype"
:
"NetID"
:
"JoinEui"
:
"region"
:
"hwspec"
:
"freq_range" :
"DRs"
:
"sx1301_conf":
"nocca"
:
"nodc"
:

"router_config"
[ INT, .. ]
[ [INT,INT], .. ] // ranges: beg,end inclusive
STRING
// e.g. "EU863", "US902", ..
STRING
[ INT, INT ]
// min, max (hz)
[ [INT,INT,INT], .. ]
// sf,bw,dnonly
[ SX1301CONF, .. ]
BOOL
BOOL
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}

: BOOL

ゲートウェイは、通常、Wi-Fi、イーサネット、またはセルラーなどの広帯域幅ネットワーク経由
で、LoRaWAN デバイスデータを LNS との間で送受信します。ゲートウェイは通常、すべてのメッセージ
をピックアップし、ゲートウェイに送信されるトラフィックを AWS IoT Core for LoRaWAN に渡します。
ただし、一部のデバイスデータトラフィックをフィルターするようにゲートウェイを設定できます。これ
により、帯域幅の使用量を節約し、ゲートウェイと LNS 間のトラフィックフローを削減できます。
データフレームをフィルターするように LoRa ゲートウェイを設定するには、router_config メッ
セージ内のパラメーター NetID および JoinEui を使用できます。NetID は、受け入れられる NetID 値
のリストです。リストされているもの以外のデータフレームを含む LoRa データフレームは除外されま
す。JoinEui は、JoinEUI 値の範囲をエンコードする整数値のペアのリストです。参加要求フレームは、
メッセージ内の JoinEui フィールドが [BegEui,EndEui] の範囲にない限り、ゲートウェイによって除外さ
れます。

周波数チャネルとサブバンド
US915 および AU915 の RF リージョンでは、ワイヤレスデバイスには 64 個の 125 KHz アップリンク
チャネルと 8 個の 500 KHz アップリンクチャネルがあり、LoRa ゲートウェイを使用して LoRaWAN ネッ
トワークにアクセスできます。アップリンク周波数チャネルは 8 つのサブバンドに分かれており、それぞ
れに 8 つの 125 KHz チャネルと 1 つの 500 KHz チャネルがあります。AU915 リージョンの通常ゲート
ウェイごとに、1 つ以上のサブバンドがサポートされます。
一部のワイヤレスデバイスはサブバンド間でホップできず、AWS IoT Core for LoRaWAN への接続時に 1
つのサブバンドでのみ周波数チャネルを使用します。これらのデバイスからのアップリンクパケットを送
信するには、LoRa ゲートウェイをその特定のサブバンドを使用するように設定します。EU868 など、他
の RF リージョンのゲートウェイでは、この設定は必要ありません。

コンソールを使用して、フィルタリングおよびサブバンドを使用するようにゲー
トウェイを設定する
特定のサブバンドを使用するようにゲートウェイを設定したり、LoRa データフレームをフィルタリング
する機能を有効にしたりすることができます。コンソールを使用してこれらのパラメータを指定するに
は、次のようにします。
1. AWS IoT コンソールの AWS IoT Core for LoRaWAN の [Gateways] (ゲートウェイ) ページに移動
し、[Add gateway] (ゲートウェイの追加) を選択します。
2. [Gateway's Eui] (ゲートウェイのEUI)、[Frequency band (RFRegion)] (周波数帯 (RFRegion))、オプショ
ンで [Name] (名前) および [Description] (説明) など、ゲートウェイの詳細を指定して、AWS IoT のモノ
をゲートウェイに関連付けるかどうかを選択します。ゲートウェイを追加する方法については、「コン
ソールを使用してゲートウェイを追加する (p. 1134)」を参照してください。
3. [LoRaWAN configuration] (LoRaWAN 設定) セクションでは、サブバンドとフィルタリング情報を指定
できます。
• SubBands: サブバンドを追加するには、Add SubBandを選択し、ゲートウェイでサポートされてい
るサブバンドを示す整数値のリストを指定します。SubBands パラメータは、RfRegion US915 お
よび AU915 でのみ設定でき、これらのサポート対象リージョン内のいずれかの [1,8] の範囲内にあ
る値を持つ必要があります。
• NetIdFilters: アップリンクフレームをフィルターするには、[Add NetId] (NetID の追加) をクリッ
クし、ゲートウェイが使用する文字列値のリストを指定します。ワイヤレスデバイスからの着信アッ
プリンクフレームの NetID は、リストされている値の少なくとも 1 つと一致する必要があります。一
致しない場合、フレームは除外されます。
• JoinEuiFilters: [Add JoinEui range] (参加範囲の追加) を選択し、ゲートウェイが LoRa フレーム
をフィルターするために使用する文字列値のペアのリストを指定します。ワイヤレスデバイスからの
参加要求の一部として指定された JoinEUI 値は、それぞれが [BegEui, EndEui] のペアとしてリストさ
れた、少なくとも 1 つの JoinEuiRange 値の範囲内にある必要があります。そうでない場合、フレー
ムは除外されます。
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4. 「コンソールを使用してゲートウェイを追加する (p. 1134)」で説明されている手順に従って、ゲート
ウェイの設定を続行できます。
ゲートウェイを追加した後、AWS IoT コンソールで AWS IoT Core for LoRaWAN の [Gateways] (ゲー
トウェイ)ページで、追加したゲートウェイを選択すると、[Gateway details] (ゲートウェイの詳細)
ページの [LoRaWAN specific details] (LoRaWAN 固有の詳細) セクションに SubBands、フィルター
NetIdFilters および JoinEuiFilters が表示されます。

API を使用して、フィルタリングおよびサブバンドを使用するようにゲートウェ
イを設定する
ゲートウェイの作成に使用する CreateWirelessGateway API を使用して、使用するサブバンドを設定
し、フィルタリング機能を有効にすることができます。CreateWirelessGateway API を使用する
と、LoRaWAN フィールドを使用して指定したゲートウェイ設定情報の一部としてサブバンドとフィルター
を指定できます。以下に、この情報を含むリクエストトークンを示します。
POST /wireless-gateways HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

"Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:400232685877aa:WirelessGateway/a11e3d21e44c-471c-afca-6716c228336a",
"Description": "Using my first LoRaWAN gateway",
"LoRaWAN": {
"GatewayEui": "a1b2c3d4567890ab",
"JoinEuiFilters": [
["0000000000000001", "00000000000000ff"],
["000000000000ff00", "000000000000ffff"]
],
"NetIdFilters": ["000000", "000001"],
"RfRegion": "US915",
"SubBands": [2]
},
"Name": "myFirstLoRaWANGateway"
"ThingArn": null,
"ThingName": null
}

また、UpdateWirelessGateway API を使用して、サブバンドは更新せずにフィルターを更新することが
できます。JoinEuiFilters と NetIdfilters の値が null の場合、そのフィールドに更新がないこと
を意味します。値が null でなく、空のリストが含まれている場合は、更新が適用されています。指定した
フィールドの値を取得するには、GetWirelessGateway API を使用します。

AWS IoT Core for LoRaWAN で CUPS サービスを使
用してゲートウェイファームウェアを更新する
ゲートウェイで実行される LoRa Basics Station ソフトウェアは、Configuration and Update Server
(CUPS) プロトコルを使用して、認証情報管理とファームウェア更新インターフェイスを提供しま
す。CUPS プロトコルは、ECDSA シグニチャによるセキュアなファームウェアアップデート配信を提供
します。
ゲートウェイのファームウェアは頻繁に更新する必要があります。AWS IoT Core for LoRaWAN で CUPS
サービスを使用して、ファームウェアの更新をゲートウェイに提供できます。また、更新に署名すること
もできます。ゲートウェイのファームウェアを更新するには、SDK または CLI を使用できますが、コン
ソールは使用できません。
更新プロセスは完了までに約 45 分かかります。AWS IoT Core for LoRaWAN への接続用にゲートウェイ
を初めて設定する場合、さらに時間がかかることがあります。ゲートウェイの製造元は、通常、独自の
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ファームウェア更新ファイルと署名を提供しているため、代わりにそれを使用して「S3 バケットにファー
ムウェアファイルをアップロードし、IAM ロールを追加する (p. 1180)」に進むことができます。
ファームウェア更新ファイルがない場合は、「ファームウェア更新ファイルと署名を生成する (p. 1177)」
で、アプリケーションに適応させるために使用できる例を参照してください。
ゲートウェイのファームウェア更新を実行するには、次の手順に従います。
• ファームウェア更新ファイルと署名を生成する (p. 1177)
• S3 バケットにファームウェアファイルをアップロードし、IAM ロールを追加する (p. 1180)
• タスク定義を使用してファームウェア更新をスケジュールし、実行する (p. 1183)

ファームウェア更新ファイルと署名を生成する
この手順のステップはオプションで、使用しているゲートウェイによって異なります。ゲートウェイの製
造元は、独自のファームウェア更新を更新ファイルまたはスクリプトの形式で提供し、Basics Station はこ
のスクリプトをバックグラウンドで実行します。この場合、ほとんどの場合、使用しているゲートウェイ
のリリースノートにファームウェア更新ファイルが記載されています。その更新ファイルまたはスクリプ
トを代わりに使用して、「S3 バケットにファームウェアファイルをアップロードし、IAM ロールを追加す
る (p. 1180)」に進むことができます。
このスクリプトがない場合は、以下に示す、ファームウェア更新ファイルを生成するために実行するコマ
ンドを使用してください。また、更新に署名して、コードが変更および破損していないこと、信頼できる
作成者のみが発行したコードがデバイスで実行されるようにすることもできます。
この手順では、次の操作を行います。
• ファームウェア更新ファイルを生成する (p. 1177)
• ファームウェア更新の署名を生成する (p. 1179)
• 次のステップを確認する (p. 1180)

ファームウェア更新ファイルを生成する
ゲートウェイで動作している LoRa Basics Station ソフトウェアは、CUPS 応答でファームウェア更新を受
信できます。製造元から提供されたスクリプトがない場合は、Raspberry Pi ベースの RAKWireless ゲート
ウェイ用に書かれた次のファームウェア更新スクリプトを参照してください。基本スクリプトと、新しい
ステーションバイナリ、バージョンファイル、station.conf が添付されています。

Note
スクリプトは RAKWireless ゲートウェイに固有のものなので、使用しているゲートウェイに応じ
てアプリケーションに適応させる必要があります。
基本スクリプト
以下は、Raspberry Pi ベースの RAKWireless ゲートウェイのサンプル基本スクリプトを示しています。次
のコマンドを base.sh ファイルに保存し、端末で、Raspberry Pi のウェブブラウザからスクリプトを実
行できます。
*#!/bin/bash*
execution_folder=/home/pi/Documents/basicstation/examples/aws_lorawan
station_path="$execution_folder/station"
version_path="$execution_folder/version.txt"
station_conf_path="$execution_folder/station_conf"
# Function to find the Basics Station binary at the end of this script
# and store it in the station path
function prepare_station()
{
match=$(grep --text --line-number '^STATION:$' $0 | cut -d ':' -f 1)
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payload_start=$((match + 1))
match_end=$(grep --text --line-number '^END_STATION:$' $0 | cut -d ':' -f 1)
payload_end=$((match_end - 1))
lines=$(($payload_end-$payload_start+1))
head -n $payload_end $0 | tail -n $lines > $station_path

}

# Function to find the version.txt at the end of this script
# and store it in the location for version.txt
function prepare_version()
{
match=$(grep --text --line-number '^VERSION:$' $0 | cut -d ':' -f 1)
payload_start=$((match + 1))
match_end=$(grep --text --line-number '^END_VERSION:$' $0 | cut -d ':' -f 1)
payload_end=$((match_end - 1))
lines=$(($payload_end-$payload_start+1))
head -n $payload_end $0 | tail -n $lines > $version_path
}
# Function to find the version.txt at the end of this script
# and store it in the location for version.txt
function prepare_station_conf()
{
match=$(grep --text --line-number '^CONF:$' $0 | cut -d ':' -f 1)
payload_start=$((match + 1))
match_end=$(grep --text --line-number '^END_CONF:$' $0 | cut -d ':' -f 1)
payload_end=$((match_end - 1))
lines=$(($payload_end-$payload_start+1))
head -n $payload_end $0 | tail -n $lines > $station_conf_path
}
# Stop the currently running Basics station so that it can be overwritten
# by the new one
killall station
# Store the different files
prepare_station
prepare_versionp
prepare_station_conf
# Provide execute permission for Basics station binary
chmod +x $station_path
# Remove update.bin so that it is not read again next time Basics station starts
rm -f /tmp/update.bin
# Exit so that rest of this script which has binaries attached does not get executed
exit 0

ペイロードスクリプトを追加する
基本スクリプトに、Basics Station バイナリ、更新するバージョンを識別する version.txt、および
station.conf を追加して、addpayload.sh というスクリプトにしました。次に、このスクリプトを実
行します。
*#!/bin/bash
*
base.sh > fwstation
# Add station
echo "STATION:" >> fwstation
cat $1 >> fwstation
echo "" >> fwstation
echo "END_STATION:" >> fwstation

1178

AWS IoT Core デベロッパーガイド
AWS IoT Core for LoRaWAN で CUPS サービスを
使用してゲートウェイファームウェアを更新する
# Add version.txt
echo "VERSION:" >> fwstation
cat $2 >> fwstation
echo "" >> fwstation
echo "END_VERSION:" >> fwstation
# Add station.conf
echo "CONF:" >> fwstation
cat $3 >> fwstation
echo "END_CONF:" >> fwstation
# executable
chmod +x fwstation

これらのスクリプトを実行したら、端末で次のコマンドを実行して、ファームウェア更新ファイル
fwstation を生成します。
$ ./addpayload.sh station version.txt station.conf

ファームウェア更新の署名を生成する
LoRa Basics Stationソフトウェアは、ECDSA 署名付きファームウェア更新を提供します。署名付き更新
をサポートするには、以下が必要です。
• ECDSA プライベートキーによって生成され、128 バイト未満である必要がある署名。
• 署名に使用されるプライベートキー。sig-%d.key の形式のファイル名を持つゲートウェイに格納する
必要があります。ファイル名 sig-0.key を使用することをお勧めします。
• プライベートキーを介した 32 ビットの CRC。
署名と CRC は AWS IoT Core for LoRaWAN API に渡されます。前述のファイルを生成するには、次の
gen.sh スクリプトを使用できます。これは、GitHub リポジトリの basicstation の例から着想を得たもの
です。
*#!/bin/bash
*function ecdsaKey() {
# Key not password protected for simplicity
openssl ecparam -name prime256v1 -genkey | openssl ec -out $1
}
# Generate ECDSA key
ecdsaKey sig-0.prime256v1.pem
# Generate public key
openssl ec -in sig-0.prime256v1.pem -pubout -out sig-0.prime256v1.pub
# Generate signature private key
openssl ec -in sig-0.prime256v1.pub -inform PEM -outform DER -pubin | tail -c 64 >
sig-0.key
# Generate signature
openssl dgst -sha512 -sign sig-0.prime256v1.pem $1 > sig-0.signature
# Convert signature to base64
openssl enc -base64 -in sig-0.signature -out sig-0.signature.base64
# Print the crc
crc_res=$(crc32 sig-0.key)printf "The crc for the private key=%d\n" $((16#$crc_res))
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# Remove the generated files which won't be needed later
rm -rf sig-0.prime256v1.pem sig-0.signature sig-0.prime256v1.pub

スクリプトによって生成されたプライベートキーは、ゲートウェイに保存する必要があります。キーファ
イルはバイナリ形式です。
./gen_sig.sh fwstation
read EC key
writing EC key
read EC key
writing EC key
read EC key
writing EC key
The crc for the private key=3434210794
$ cat sig-0.signature.base64
MEQCIDPY/p2ssgXIPNCOgZr+NzeTLpX+WfBo5tYWbh5pQWN3AiBROen+XlIdMScv
AsfVfU/ZScJCalkVNZh4esyS8mNIgA==
$ ls sig-0.key
sig-0.key
$ scp sig-0.key pi@192.168.1.11:/home/pi/Documents/basicstation/examples/iotwireless

次のステップを確認する
ファームウェアと署名の生成が完了したので、次のトピックに進み、ファームウェアファイル
fwstation を Amazon S3 バケットにアップロードします。バケットは、ファームウェア更新ファイルを
オブジェクトとして格納するコンテナです。S3 バケット内のファームウェア更新ファイルを読み取る許可
を CUPS サーバーに付与する IAM ロールを追加できます。

S3 バケットにファームウェアファイルをアップロードし、IAM
ロールを追加する
Amazon S3 を使用して、バケットを作成します。バケットは、ファームウェア更新ファイルを保存できる
コンテナです。ファイルを S3 バケットにアップロードし、CUPS サーバーがバケットから更新ファイル
を読み取ることを許可する IAM ロールを追加できます。Amazon S3 の詳細については、「Amazon S3 の
使用開始」を参照してください。
アップロードするファームウェア更新ファイルは、使用しているゲートウェイによって異なります。
「ファームウェア更新ファイルと署名を生成する (p. 1177)」で説明されている手順と同様の手順に従った
場合は、スクリプトを実行して生成された fwstation ファイルをアップロードします。
この手順の完了には 20 分ほどかかります。
ファームウェアファイルをアップロードするには、以下を行います。
• Amazon S3 バケットを作成し、更新ファイルをアップロードする (p. 1180)
• S3 バケットを読み取る許可を持つ IAM ロールを作成する (p. 1181)
• 次のステップを確認する (p. 1183)

Amazon S3 バケットを作成し、更新ファイルをアップロードする
AWS Management Console を使用して Amazon S3 バケットを作成し、次に、ファームウェア更新ファイ
ルをバケットにアップロードします。
S3 バケットの作成
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S3 バケットを作成するには、Amazon S3 コンソールを開きます。サインインしていない場合はサインイ
ンしてから、次の手順を実行します。
1.

[バケットを作成する] を選択します。

2.

[Bucket name] (バケット名) に、一意のわかりやすい名前を入力します (例:
iotwirelessfwupdate)。バケットの推奨命名規則については、https://docs.aws.amazon.com/
AmazonS3/latest/userguide/bucketnamingrules.html を参照してください。

3.

LoRaWAN ゲートウェイとデバイスの作成に使用するものとして選択されている AWS リージョン
を選択したことと、[Block all public access] (すべてのパブリックアクセスをブロック) 設定が選択さ
れ、バケットがデフォルトのアクセス権限を使用するようになっていることを確認してください。

4.

[Bucket versioning] (バケットバージョニング) で [Enable] (有効) を選択します。これは、複数のバー
ジョンのファームウェア更新ファイルを同じバケット内に保持するうえで役立ちます。

5.

[Server-side encryption] (サーバー側の暗号化) が [Disable] (無効) に設定されていることを確認して、
[Create bucket] (バケットを作成する) を選択します。

ファームウェアの更新ファイルをアップロードする
これで、AWS Management Console に表示されているバケットのリストに、自分のバケットが表示されま
す。バケットを選択し、次の手順を実行してファイルをアップロードします。
1.

バケットを選択し、[Upload] (アップロード) を選択します。

2.

[Add file] (ファイルを追加する) を選択し、ファームウェア更新ファイルをアップロードします。
「ファームウェア更新ファイルと署名を生成する (p. 1177)」で説明されている手順に従った場合
は、fwstation ファイルをアップロードします。それ以外の場合は、ゲートウェイの製造元から提
供されたファイルをアップロードします。

3.

すべての設定がデフォルトに設定されていることを確認します。[Predefined ACLs] (事前定義された
ACL) が [private] (プライベート) に設定されていることを確認し、[Upload] (アップロード) を選択して
ファイルをアップロードします。

4.

アップロードしたファイルの S3 URI をコピーします。バケットを選択すると、アップロードした
ファイルが [Objects] (オブジェクト) に表示されます。ファイルを選択し、[Copy S3 URI (S3 URI
をコピーする) を選択します。前に説明した例 (fwstation) と同様の名前をバケットに付けた場
合、URI は s3://iotwirelessfwupdate/fwstation のようになります。Amazon S3 URI は IAM
ロールを作成するときに使用します。

S3 バケットを読み取る許可を持つ IAM ロールを作成する
次に、S3 バケットからファームウェア更新ファイルを読み取る許可を CUPS に付与する IAM ロールとポ
リシーを作成します。
ロールに IAM ポリシーを作成する
AWS IoT Core for LoRaWAN 送信先ロールに IAM ポリシーを作成するには、IAM コンソールの [Policies]
(ポリシー) ハブを開き、次の手順を完了します。
1.

[Create policy] (ポリシーの作成) を選択し、[JSON] タブを選択します。

2.

エディタからすべてのコンテンツを削除し、このポリシードキュメントを貼り付けます。ポリシー
は、iotwireless バケットと、オブジェクト内に格納されているファームウェア更新ファイル
fwstation へのアクセス権限を提供します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
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}

]

}

"Action": [
"s3:ListBucketVersions",
"s3:ListBucket",
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::iotwirelessfwupdate/fwstation",
"arn:aws:s3:::iotwirelessfwupdate"
]

3.

[Review policy] (ポリシーの確認) を選択し、[Name] (名前) に、このポリシーの名前を入力します (例:
IoTWirelessFwUpdatePolicy)。この名前は、次の手順で使用するために必要です。

4.

[Create policy] を選択します。

ポリシーがアタッチされた IAM ロールを作成する
次に、IAM ロールを作成して、先ほど S3 バケットへのアクセス用に作成したポリシーをアタッチしま
す。IAM コンソールの [Roles] (ロール) ハブを開き、以下のステップを完了します。
1.

[ロールの作成] を選択します。

2.

[[Select type of trusted entity] (信頼できるエンティティのタイプを選択) で、[[Another AWS アカウン
ト] (別の AWS アカウント) を選択します。

3.

[Account ID] (アカウント ID) で AWS アカウント アカウント ID を入力し、[Next: Permissions] (次へ:
アクセス許可) を選択します。

4.

検索ボックスで、前の手順で作成した IAM ポリシーの名前を入力します。検索結果で、先ほど作成し
た IAM ポリシー (例: IoTWirelessFwUpdatePolicy) を確認し、それを選択します。

5.

[次へ: タグ]、[次へ: 確認] の順に選択します。

6.

[Role name] (ロール名) に、このロールの名前を入力し (例: IoTWirelessFwUpdateRole)、[Create
role] (ロールの作成) を選択します。

IAM ロールの信頼関係を編集する
前のステップを実行した後に表示される確認メッセージで、作成したロールの名前を選択して、ロールを
編集します。ロールを編集して、次の信頼関係を追加します。
1.

作成したロールの [Summary] (概要) セクションで、[Trust relationships] (信頼関係) タブを選択し、続
いて [Edit trust relationship] (信頼関係の編集) を選択します。

2.

[Policy Document] (ポリシードキュメント) で、Principal プロパティを次の例のように変更しま
す。
"Principal": {
"Service": "iotwireless.amazonaws.com"
},

Principal プロパティを変更すると、完全なポリシードキュメントは次の例のようになります。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "iotwireless.amazonaws.com"
},
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}

]

}

"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {}

3.

変更を保存して終了するには、[Update Trust Policy] (信頼ポリシーの更新) を選択します。

4.

ロールの ARN を取得します。IAM ロールを選択すると、[Summary] (概要) セクションに
[Role ARN] (ロールの ARN) が表示されます (例: arn:aws:iam::123456789012:role/
IoTWirelessFwUpdateRole)。この [Role ARN] (ロールの ARN) をコピーします。

次のステップを確認する
これで、S3 バケットと、CUPS サーバーが S3 バケットを読み取ることを許可する IAM ロールが作成さ
れました。次のトピックに進み、ファームウェア更新をスケジュールして実行します。先ほどコピーした
[S3 URI] および [Role ARN] (ロールの ARN) はそのまま保持してください。これらは、ファームウェア更
新を行うために実行するタスク定義を作成するときに入力します。

タスク定義を使用してファームウェア更新をスケジュールし、実
行する
タスク定義を使用して、ファームウェア更新に関する詳細を含めたり、更新を定義できます。AWS IoT
Core for LoRaWAN では、ゲートウェイに関連付けられた次の 3 つのフィールドからの情報に基づいて
ファームウェアの更新が提供されます。
• ステーション
Basics Station ソフトウェアのバージョンとビルド時間。この情報を特定するために、ゲート
ウェイによって実行されている Basics Station ソフトウェアを使用して生成することもできます
(例:2.0.5(rpi/std) 2021-03-09 03:45:09)。
• PackageVersion (パッケージバージョン)
ゲートウェイの version.txt ファイルによって指定されたファームウェアのバージョン。この情報は
ゲートウェイに存在しない可能性がありますが、ファームウェアのバージョンを定義する方法として推
奨しています (例: 1.0.0)。
• [Model] (モデル)
ゲートウェイで使用されているプラットフォームまたはモデル (例: Linux)。
この手順の完了には 20 分かかります。
この手順を完了するには、以下を行います。
• ゲートウェイで現在実行されているバージョンを取得する (p. 1183)
• ワイヤレスゲートウェイタスク定義を作成する (p. 1184)
• ファームウェア更新タスクを実行し、進捗状況を追跡する (p. 1186)

ゲートウェイで現在実行されているバージョンを取得する
ゲートウェイがファームウェア更新の対象であるかどうかを判断するために、CUPS サーバーは、CUPS
要求時にゲートウェイが Station、PackageVersion、Model のフィールドを提示したときに、これら
3 つのフィールドすべてについて、一致を確認します。タスク定義を使用する場合、これらのフィールド
は CurrentVersion フィールドの一部として格納されています。
AWS IoT Core for LoRaWAN API または AWS CLI を使用して、ゲートウェイの CurrentVersion を取
得できます。次のコマンドは、CLI を使用してこの情報を取得する方法を示しています。
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1. ゲートウェイを既にプロビジョニングしている場合は、get-wireless-gateway コマンドを使用して、
ゲートウェイに関する情報を取得できます。
aws iotwireless get-wireless-gateway \
--identifier 5a11b0a85a11b0a8 \
--identifier-type GatewayEui

以下は、このコマンドの出力例です。
{

"Name": "Raspberry pi",
"Id": "1352172b-0602-4b40-896f-54da9ed16b57",
"Description": "Raspberry pi",
"LoRaWAN": {
"GatewayEui": "5a11b0a85a11b0a8",
"RfRegion": "US915"
},
"Arn": "arn:aws:iotwireless:useast-1:231894231068:WirelessGateway/1352172b-0602-4b40-896f-54da9ed16b57"
}

2. get-wireless-gateway コマンドによって報告されたワイヤレスゲートウェイ ID を使用して、getwireless-gateway-firmware-information コマンドによって CurrentVersion を取得できます。
aws iotwireless get-wireless-gateway-firmware-information \
--id "3039b406-5cc9-4307-925b-9948c63da25b"

以下は、このコマンドの出力例で、3 つのフィールドすべての情報が CurrentVersion によって表示
されています。
{

}

"LoRaWAN": {
"CurrentVersion": {
"PackageVersion": "1.0.0",
"Model": "rpi",
"Station": "2.0.5(rpi/std) 2021-03-09 03:45:09"
}
}

ワイヤレスゲートウェイタスク定義を作成する
タスク定義を作成するときは、AutoCreateTasks パラメータを使用してタスクの自動作成を指定するこ
とをお勧めします。AutoCreateTasks は、前述の 3 つのパラメータすべてに一致するゲートウェイに適
用されます。このパラメータが無効になっている場合は、パラメータを手動でゲートウェイに割り当てる
必要があります。
AWS IoT Core for LoRaWAN API または AWS CLI を使用してワイヤレスゲートウェイのタスク定義を作
成できます。以下のコマンドは、CLI を使用してタスク定義を作成する方法を示します。
1. input.json ファイルを作成します。このファイルに
は、CreateWirelessGatewayTaskDefinition API に渡す情報が含まれます。input.json ファ
イルで、前に取得した次の情報を指定します。
• UpdateDataSource
S3 バケットにアップロードしたファームウェア更新ファイルを含むオブジェクトへのリンクを指定
します (例えば、s3://iotwirelessfwupdate/fwstation)。
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• UpdateDataRole
S3 バケットを読み取る許可を提供する、作成した IAM ロールのロール ARN へのリンクを指定しま
す (例えば、arn:aws:iam::123456789012:role/IoTWirelessFwUpdateRole)。
• SigKeyCRC と UpdateSignature
この情報はゲートウェイの製造元から提供されている可能性がありますが、「ファームウェア更新
ファイルと署名を生成する (p. 1177)」で説明されている手順に従った場合は、署名の生成時にこの
情報を見つけることができます。
• CurrentVersion
先ほど get-wireless-gateway-firmware-information コマンドを実行して取得した
CurrentVersion 出力を指定します。
cat input.json

以下は、input.json ファイルの内容を示しています。
{

"AutoCreateTasks": true,
"Name": "FirmwareUpdate",
"Update":
{
"UpdateDataSource" : "s3://iotwirelessfwupdate/fwstation",
"UpdateDataRole" : "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTWirelessFwUpdateRole",
"LoRaWAN" :
{
"SigKeyCrc": 3434210794,
"UpdateSignature": "MEQCIDPY/p2ssgXIPNCOgZr+NzeTLpX+WfBo5tYWbh5pQWN3AiBROen
+XlIdMScvAsfVfU/ZScJCalkVNZh4esyS8mNIgA==",
"CurrentVersion" :
{
"PackageVersion": "1.0.0",
"Model": "rpi",
"Station": "2.0.5(rpi/std) 2021-03-09 03:45:09"
}
}
}
}

2. input.json ファイルを create-wireless-gateway-task-definition コマンドに渡して、タスク定義を作成
します。
aws iotwireless create-wireless-gateway-task-definition \
--cli-input-json file://input.json

以下は、このコマンドの出力を示しています。
{

"Id": "4ac46ff4-efc5-44fd-9def-e8517077bb12",
"Arn": "arn:aws:iotwireless:useast-1:231894231068:WirelessGatewayTaskDefinition/4ac46ff4-efc5-44fd-9def-e8517077bb12"
}
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ファームウェア更新タスクを実行し、進捗状況を追跡する
ゲートウェイはファームウェア更新を受信する準備ができており、電源が入ると CUPS サーバーに接続し
ます。CUPS サーバーは、ゲートウェイのバージョンで一致するものを検出すると、ファームウェア更新
をスケジュールします。
タスクとは、処理中のタスク定義です。AutoCreateTasks を True に設定して自動タスク作成を指定し
たので、一致するゲートウェイが見つかるとすぐにファームウェア更新タスクが開始されます。
GetWirelessGatewayTask API を使用してタスクの進行状況を追跡できます。get-wireless-gatewaytask コマンドを初めて実行すると、タスクのステータスが IN_PROGRESS として表示されます。
aws iotwireless get-wireless-gateway-task \
--id 1352172b-0602-4b40-896f-54da9ed16b57

以下は、このコマンドの出力を示しています。
{

}

"WirelessGatewayId": "1352172b-0602-4b40-896f-54da9ed16b57",
"WirelessGatewayTaskDefinitionId": "ec11f9e7-b037-4fcc-aa60-a43b839f5de3",
"LastUplinkReceivedAt": "2021-03-12T09:56:12.047Z",
"TaskCreatedAt": "2021-03-12T09:56:12.047Z",
"Status": "IN_PROGRESS"

次回にこのコマンドを実行した場合、ファームウェアの更新が有効になると、更新されたフィールド
Package、Version、Model が表示され、タスクのステータスが COMPLETED に変わります。
aws iotwireless get-wireless-gateway-task \
--id 1352172b-0602-4b40-896f-54da9ed16b57

以下は、このコマンドの出力を示しています。
{

}

"WirelessGatewayId": "1352172b-0602-4b40-896f-54da9ed16b57",
"WirelessGatewayTaskDefinitionId": "ec11f9e7-b037-4fcc-aa60-a43b839f5de3",
"LastUplinkReceivedAt": "2021-03-12T09:56:12.047Z",
"TaskCreatedAt": "2021-03-12T09:56:12.047Z",
"Status": "COMPLETED"

この例では、Raspberry Pi ベースの RAKWireless ゲートウェイを使用したファームウェア更新を紹介しま
した。更新された Package、Version、および Model フィールドを保存するために、ファームウェア更
新スクリプトによって、実行中の BasicStation が停止します。そのため、BasicStation を再起動する必要
があります。
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12

09:56:13.108
09:56:13.108
09:56:13.148
09:56:13.148
09:56:13.149
09:56:13.151
09:56:13.152

[CUP:INFO]
[CUP:INFO]
[CUP:INFO]
[CUP:INFO]
[SYS:VERB]
[SYS:INFO]
[CUP:INFO]

CUPS provided update.bin
CUPS provided signature len=70 keycrc=37316C36
ECDSA key#0 -> VERIFIED
Running update.bin as background process
/tmp/update.bin: Forked, waiting...
Process /tmp/update.bin (pid=6873) completed
Interaction with CUPS done - next regular check in 10s

ファームウェアのアップデートが失敗すると、CUPS サーバーからの FIRST_RETRY のステータスが表示
され、ゲートウェイは同じ要求を送信します。SECOND_RETRY の後に CUPS サーバーがゲートウェイに
接続できない場合、FAILED のステータスが表示されます。
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前のタスクが COMPLETED または FAILED になったら、新しいタスクを開始する前に、delete-wirelessgateway-task コマンドを実行して古いタスクを削除します。
aws iotwireless delete-wireless-gateway-task \
--id 1352172b-0602-4b40-896f-54da9ed16b57

LoRaWAN ダウンリンクデータトラフィックを受信す
るゲートウェイの選択
デバイスに AWS IoT Core for LoRaWAN からダウンリンクメッセージを送信する場合、ダウンリンクデー
タトラフィックに使用するゲートウェイを選択できます。個々のゲートウェイを指定することも、ダウン
リンクトラフィックを受信するゲートウェイのリストから選択することもできます。

ゲートウェイリストの指定方法
SendDataToWirelessDevice API オペレーションを使用して、デバイスからダウンリンクメッセージを
送信する際に使用する個々のゲートウェイまたはゲートウェイのリストを指定することができます。API
オペレーションを呼び出す際には、ゲートウェイの ParticipatingGateways オブジェクトを使用し
て、以下のパラメーターを指定します。

Note
使用するゲートウェイのリストは、AWS IoT コンソールでは使用できません。このゲートウェイ
のリストは、SendDataToWirelessDevice API オペレーションまたは CLI を使用する場合にの
み使用するように指定することができます。
• DownlinkMode: ダウンリンクメッセージをシーケンシャルモードで送信するか、並行モードで送信す
るかを示します。クラス A デバイスの場合は、前回のアップリンクメッセージ送信で選択したゲート
ウェイのみを使用するように UsingUplinkGateway を指定します。
• GatewayList: ダウンリンクデータトラフィックの送信に使用するゲートウェイのリスト。ダウン
リンクペイロードは、指定された頻度で指定されたゲートウェイに送信されます。これは、リストを
GatewayId と DownlinkFrequency のペアで構成される GatewayListItem オブジェクトのリスト
を使用して示されます。
• TransmissionInterval: AWS IoT Core for LoRaWAN が次のゲートウェイにペイロードを送信する
前に待機する時間。

Note
このゲートウェイリストを指定して、ダウンリンクメッセージをクラス B またはクラス C のワイ
ヤレスデバイスに送信する場合にのみ使用できます。クラス A デバイスを使用する場合、ダウン
リンクメッセージがデバイスに送信されるときに、アップリンクメッセージの送信時に選択した
ゲートウェイが使用されます。
次の例は、ゲートウェイのパラメータを指定する方法を示しています。input.json ファイルには追加の
詳細が含まれます。SendDataToWirelessDevice API オペレーションを使用したダウンリンクメッセー
ジの送信の詳細については、「API を使用してダウンリンクキューオペレーションを実行する (p. 1194)」
を参照してください。

Note
参加しているゲートウェイのリストを指定するパラメーターは、AWS IoT コンソールを使用して
AWS IoT Core for LoRaWAN からダウンリンクメッセージを送信するときには利用できません。
aws iotwireless send-data-to-wireless-device \
--id "11aa5eae-2f56-4b8e-a023-b28d98494e49" \
--transmit-mode "1" \
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--payload-data "SGVsbG8gVG8gRGV2c2lt" \
--cli-input-json file://input.json

以下は、input.json ファイルの内容を示しています。
input.json の内容
{

}

"WirelessMetadata": {
"LoRaWAN": {
"FPort": "1",
"ParticipatingGateways": {
"DownlinkMode": "SEQUENTIAL",
"TransmissionInterval": 1200,
"GatewayList": [
{
"DownlinkFrequency": 100000000,
"GatewayID": a01b2c34-d44e-567f-abcd-0123e445663a
},
{
"DownlinkFrequency": 100000101,
"GatewayID": 12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d
}
]
}
}
}

このコマンドを実行したときの出力により、ダウンリンクメッセージの MessageId が生成されます。場
合によっては、MessageId を受信した場合でも、パケットはドロップされる可能性があります。この問
題を解決する方法の詳細については、「ダウンリンクメッセージキューエラーのトラブルシューティン
グ (p. 1195)」を参照してください。
{
}

MessageId: "6011dd36-0043d6eb-0072-0008"

参加しているゲートウェイのリストに関する情報を取得する
ダウンリンクキュー内のメッセージを一覧表示することで、ダウンリンクメッセージの受信に
参加しているゲートウェイのリストに関する情報を取得できます。メッセージを一覧表示するに
は、ListQueuedMessages API を使用します。
aws iotwireless list-queued-messages \
--wireless-device-type "LoRaWAN"

このコマンドを実行すると、キュー内のメッセージとそのパラメータに関する情報が返されます。

AWS IoT Core for LoRaWAN によるデバイスの管
理
LoRaWAN デバイスは、LoRaWAN ゲートウェイを介して AWS IoT Core for LoRaWAN と通信しま
す。AWS IoT Core for LoRaWAN にデバイスを追加すると、AWS IoT では、デバイスから受信したメッ
セージを AWS IoT やその他のサービスでの使用のために処理できるようになります。
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次に、デバイスで AWS IoT Core for LoRaWAN を使用する際の重要な考慮事項をいくつか示しま
す。AWS IoT Core for LoRaWAN へのデバイスの追加方法については、「デバイスを AWS IoT Core for
LoRaWAN にオンボードする (p. 1138)」を参照してください。

デバイスに関する考慮事項
AWS IoT Core for LoRaWAN との通信に使用するデバイスを選択する際は、次の点を考慮してください。
• 使用可能なセンサー
• バッテリー容量
• エネルギー消費量
• Cost
• アンテナの種類と送信範囲

AWS IoT Core for LoRaWAN での使用を認定された
ゲートウェイでのデバイスの使用
使用するデバイスは、AWS IoT Core for LoRaWAN での使用を認定されたワイヤレスゲートウェイとペア
にできます。これらのゲートウェイとデベロッパーキットは、AWS Partner Device Catalog にあります。
また、これらのデバイスの、ゲートウェイへの近接性も考慮することをお勧めします。詳細については、
「AWS Partner Device Catalog の認定されたゲートウェイの使用 (p. 1171)」を参照してください。

LoRaWAN バージョン
AWS IoT Core for LoRaWAN は、LoRa Alliance によって標準化された 1.0.x または 1.1 LoRaWAN 仕様に
準拠するすべてのデバイスをサポートしています。

アクティベーションモード
LoRaWAN デバイスがアップリンクデータを送信する前に、アクティベーションまたは参加手順と呼ばれ
るプロセスを完了する必要があります。デバイスをアクティベートするには、OTAA (無線通信経由アク
ティベーション) または ABP (パーソナライゼーションによるアクティベーション) のいずれかを使用でき
ます。アクティベーションごとに新しいセッションキーが生成されて安全性が高まるため、デバイスのア
クティベーションには OTAA を使用することをお勧めします。
ワイヤレスデバイスの仕様は、LoRaWAN のバージョンと、アクティベーションごとに生成されるルート
キーとセッションキーを決定するアクティベーションモードに基づいています。詳細については、「コン
ソールを使用してワイヤレスデバイスの仕様を AWS IoT Core for LoRaWAN に追加する (p. 1139)」を参
照してください。

デバイスクラス
LoRaWAN デバイスは、いつでもアップリンクメッセージを送信できます。ダウンリンクメッセージを
リッスンすると、バッテリー容量が消費され、バッテリー持続時間が短縮されます。LoRaWAN プロトコ
ルは、LoRaWAN デバイスの 3 つのクラスを指定します。
• クラス A デバイスは、ほとんどの時間をスリープ状態にし、短時間だけダウンリンクメッセージをリッ
スンします。これらのデバイスは、最大 10 年のバッテリー寿命を持つバッテリー駆動のセンサーで
す。
• クラス B デバイスは、スケジュールされたダウンリンクスロットでメッセージを受信できます。これら
のデバイスは、主にバッテリー駆動のアクチュエータです。
• クラス C デバイスはスリープせず、継続的に着信メッセージをリッスンすることがないため、メッセー
ジの受信にそれほど遅延はありません。これらのデバイスは、主に主電源駆動のアクチュエータです。
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これらのワイヤレスデバイスの考慮事項の詳細については、「LoRaWAN の詳細 (p. 1127)」で説明したリ
ソースを参照してください。

LoRaWAN デバイスと AWS IoT 間の通信を管理する
LoRaWAN デバイスを AWS IoT Core for LoRaWAN に接続した後、デバイスはクラウドへのメッセージの
送信を開始できます。アップリンクメッセージは、デバイスから送信され、AWS IoT Core for LoRaWAN
によって受信されるメッセージです。LoRaWAN デバイスはいつでもアップリンクメッセージを送信で
きます。その後、AWS のサービス およびクラウドホスト型アプリケーションへ転送されます。AWS IoT
Core for LoRaWAN およびその他の AWS のサービス やアプリケーションからデバイスへ送信されるメッ
セージは、ダウンリンクメッセージと呼ばれます。
以下は、デバイスとクラウド間で送信されるアップリンクメッセージとダウンリンクメッセージを表示お
よび管理する方法を示しています。ダウンリンクメッセージのキューを保持し、キューに追加された順序
でこれらのメッセージをデバイスに送信できます。
トピック
• LoRaWAN デバイスから送信されたアップリンクメッセージの形式の表示 (p. 1190)
• LoRaWan デバイスに送信するダウンリンクメッセージをキューに入れる (p. 1192)

LoRaWAN デバイスから送信されたアップリンクメッセージの形
式の表示
LoRaWAN デバイスを AWS IoT Core for LoRaWAN に接続したら、ワイヤレスデバイスから受信するアッ
プリンクメッセージの形式を確認できます。

アップリンクメッセージを確認する前に
データを送受信できるように、ワイヤレスデバイスをオンボーディングし、デバイスを AWS IoT に接続
済みである必要があります。AWS IoT Core for LoRaWAN へのデバイスのオンボーディングについては、
「デバイスを AWS IoT Core for LoRaWAN にオンボードする (p. 1138)」を参照してください。

アップリンクメッセージに含まれているもの
LoRaWAN デバイスは、LoRaWAN ゲートウェイを使用して AWS IoT Core for LoRaWAN に接続できま
す。デバイスから受信したアップリンクメッセージには、次の情報が含まれます。
• ワイヤレスデバイスから送信される暗号化されたペイロードメッセージに対応するペイロードデータ。
• 以下を含むワイヤレスメタデータ
• DevEUI、データレート、デバイスが動作している周波数チャネルなどのデバイス情報。
• デバイスに接続されているゲートウェイのオプションの追加パラメータおよびゲートウェイ情報。
ゲートウェイパラメータには、ゲートウェイの EUI、SNR、および RSSI が含まれます。
ワイヤレスメタデータを使用すると、ワイヤレスデバイスや、デバイスと AWS IoT の間で送信される
データに関する有用な情報が得られます。例えば、AckedMessageId パラメータを使用して、最後に
確認されたダウンリンクメッセージがデバイスによって受信されたかどうかを確認できます。必要に応
じて、ゲートウェイ情報を含めることを選択した場合、デバイスに近い強力なゲートウェイチャネルに
切り替えるかどうかを識別できます。

アップリンクメッセージを確認する方法
デバイスをオンボーディングした後、AWS IoT コンソールの [Test] (テスト) ページで MQTT テストクラ
イアントを使用して、送信先を作成するときに指定したトピックにサブスクライブできます。デバイスが
接続され、ペイロードデータの送信が開始されると、メッセージが表示されるようになります。
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この図は、AWS IoT Core for LoRaWAN に接続された LoRaWAN システムの主要な要素を識別するととも
に、プライマリデータプレーンおよびシステム内のデータフローを示しています。

ワイヤレスデバイスがアップリンクデータの送信を開始すると、AWS IoT Core for LoRaWAN によりワイ
ヤレスメタデータの情報がペイロードでラッピングされ、AWS アプリケーションに送信されます。

アップリンクメッセージの例
次の例は、デバイスから受信したアップリンクメッセージの形式を示しています。

Note
デバイスが、Fport の値なしでアップリンクメッセージを送信した場合、AWS IoT Core for
LoRaWAN は、受信したアップリンクメッセージの Fport に値 225 を追加します。
{

"WirelessDeviceId": "5b58245e-146c-4c30-9703-0ca942e3ff35",
"PayloadData": "Cc48AAAAAAAAAAA=",
"WirelessMetadata":
{
"LoRaWAN":
{
"ADR": false,
"Bandwidth": 125,
"ClassB": false,
"CodeRate": "4/5",
"DataRate": "0",
"DevAddr": "00b96cd4",
"DevEui": "58a0cb000202c99",
"FOptLen": 2,
"FCnt": 1,
"Fport": 136,
"Frequency": "868100000",
"Gateways": [
{
"GatewayEui": "80029cfffe5cf1cc",
"Snr": -29,
"Rssi": 9.75
}
],
"MIC": "7255cb07",
"MType": "UnconfirmedDataUp",
"Major": "LoRaWANR1",
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"Modulation": "LORA",
"PolarizationInversion": false,
"SpreadingFactor": 12,
"Timestamp": "2021-05-03T03:24:29Z"
}

}

}

以下の表は、アップリンクメタデータで使用されるフィールドの説明を示したものです。

LoRaWan アップリンクメッセージフィールド
パラメータ

説明

タイプ

必須

WirelessDeviceID

データを送信しているワイヤレスデバイスの
ID。

文字列

はい

PayloadData

デバイスから受信したバイナリメッセー
ジ。base64 でエンコードされます。

文字列

はい

WirelessMetadata

LoRaWan デバイスとメッセージリクエスト
に関するメタデータ。これには、デバイス識
別子、データとコードレート、メッセージの
タイムスタンプ、ADR (適応型データレート)
が有効になっているかどうか、ゲートウェイ
メタデータなどの情報が含まれます。

一覧表

いいえ

アップリンクメタデータからゲートウェイメタデータを除外する
アップリンクメタデータからゲートウェイメタデータ情報を除外する場合は、サービスプロファイルの作
成時に AddGwMetadata パラメータを無効にします。このパラメータの無効化については、「サービスプ
ロファイルを追加する (p. 1142)」を参照してください。
この場合、次の例に示すように、アップリンクメタデータに Gateways セクションは表示されません。
{

}

}

"WirelessDeviceId": "0d9a439b-e77a-4573-a791-49d5c0f4db95",
"PayloadData": "AAAAAAAA//8=",
"WirelessMetadata": {
"LoRaWAN": {
"ClassB": false,
"CodeRate": "4/5",
"DataRate": "1",
"DevAddr": "01920f27",
"DevEui": "ffffff10000163b0",
"FCnt": 1,
"FPort": 5,
"Timestamp": "2021-04-29T05:19:43.646Z"
}

LoRaWan デバイスに送信するダウンリンクメッセージをキュー
に入れる
クラウドホスト型アプリケーションおよび AWS のサービス は、ワイヤレスデバイスにダウンリンクメッ
セージを送信できます。ダウンリンクメッセージは、AWS IoT Core for LoRaWAN からワイヤレスデバイ
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スに送信されるメッセージです。AWS IoT Core for LoRaWAN にオンボーディングした各デバイスに、ダ
ウンリンクメッセージをスケジュールして送信できます。
ダウンリンクメッセージを送信する対象のデバイスが複数ある場合は、マルチキャストグループを使用で
きます。マルチキャストグループ内のデバイスは、同じマルチキャストアドレスを共有し、その後、受信
側デバイスのグループ全体に配信されます。詳細については、「マルチキャストグループを作成してダウ
ンリンクのペイロードを複数のデバイスに送信する (p. 1196)」を参照してください。

ダウンリンクメッセージキューのしくみ
LoRaWAN デバイスのデバイスクラスによって、キュー内のメッセージがデバイスにどのように送信され
るかが決まります。クラス A デバイスは、デバイスがダウンリンクメッセージを受信できることを示すた
めに、アップリンクメッセージを AWS IoT Core for LoRaWAN に送信します。。クラス B デバイスは、
通常のダウンリンクスロットでメッセージを受信できます。クラス C デバイスは、いつでもダウンリンク
メッセージを受信できます。デバイスクラスの詳細については、「デバイスクラス (p. 1189)」を参照して
ください。
次に、メッセージがキューに入れられ、クラス A デバイスに送信される方法を示します。
1. AWS IoT Core for LoRaWAN は、フレームポート、ペイロードデータ、および AWS IoT コンソールま
たは AWS IoT Wireless API を使用して指定した確認モードパラメータを使用して、キューに追加した
ダウンリンクメッセージをバッファします。
2. LoRaWAN デバイスは、オンラインであることを示すアップリンクメッセージを送信し、ダウンリンク
メッセージの受信を開始できます。
3. 複数のダウンリンクメッセージをキューに追加した場合は、AWS IoT Core for LoRaWAN は、
[acknowledge (ACK)] (確認) フラグが設定された状態で、キュー内の最初のダウンリンクメッセージを
デバイスに送信します。
4. デバイスは、アップリンクメッセージを直ちに AWS IoT Core for LoRaWAN に送信する、または次の
アップリンクメッセージまでスリープし、メッセージに ACK フラグを含めます。
5. AWS IoT Core for LoRaWAN は ACK フラグ付きのアップリンクメッセージを受信し、ダウンリンク
メッセージをキューからクリアし、デバイスがダウンリンクメッセージを正常に受信したことを示しま
す。3 回チェックした後に ACK フラグがアップリンクメッセージに表示されない場合、メッセージは
破棄されます。

コンソールを使用してダウンリンクキューオペレーションを実行する
必要に応じて、AWS Management Console を使用してダウンリンクメッセージをキューに入れ、個々の
メッセージ、またはキュー全体をクリアすることがきます。クラス A デバイスの場合、アップリンクがデ
バイスから受信されてオンラインであることを示すと、キューに入れられたメッセージがデバイスに送信
されます。メッセージが送信されると、キューから自動的にクリアされます。
ダウンリンクメッセージをキューに入れる
ダウンリンクメッセージキューを作成するには
1. [Devices hub of the AWS IoT console] (IoT コンソールのデバイスハブ) へ移動し、ダウンリンクメッ
セージをキューに入れるデバイスを選択します。
2. デバイスの詳細ページの [Downlink messages] (ダウンリンクメッセージ) セクションで、[Queue
downlink messages] (ダウンリンクメッセージをキューに入れる) を選択します。
3. ダウンリンクメッセージを設定するには、次のパラメータを指定します。
• FPort: デバイスが AWS IoT Core for LoRaWAN と通信するフレームポートを選択します。
• Payload: デバイスに送信するペイロードメッセージを指定します。最大ペイロードサイズは 242 バ
イトです。アダプティブデータレート (ADR) が有効になっている場合、AWS IoT Core for LoRaWAN
では、ペイロードサイズに最適なデータレートを選択するために使用します。必要に応じて、データ
レートをさらに最適化できます。
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• 確認モード : デバイスがダウンリンクメッセージを受信したかどうかを確認します。メッセージにこ
のモードが必要な場合は、データストリームに ACK フラグを含むアップリンクメッセージが表示さ
れ、メッセージはキューからクリアされます。
4. ダウンリンクメッセージをキューに追加するには、[Submit] (送信) を選択します。
ダウンリンクメッセージがキューに追加されました。メッセージが表示されない場合、またはエラーを受
信した場合は、ダウンリンクメッセージキューエラーのトラブルシューティング (p. 1195) の説明に従っ
てエラーをトラブルシューティングできます。

Note
ダウンリンクメッセージがキューに追加されると、FPort、Payload、確認モード パラメータを編
集できなくなります。これらのパラメータに異なる値を持つダウンリンクメッセージを送信する
には、このメッセージを削除し、更新されたパラメータ値を含む新しいダウンリンクメッセージ
をキューに入れます。
キューには、追加したダウンリンクメッセージが一覧表示されます。デバイスと AWS IoT Core for
LoRaWAN の間で交換されるアップリンクメッセージおよびダウンリンクメッセージのペイロードを表示
するには、ネットワークアナライザを使用します。詳細については、「ネットワークアナライザを使用し
たワイヤレスリソースフリートのリアルタイムでのモニタリング (p. 1217)」を参照してください。
ダウンリンクメッセージキューの一覧表示
作成したダウンリンクメッセージがキューに追加されます。後続の各ダウンリンクメッセージは、この
メッセージの後にキューに追加されます。ダウンリンクメッセージのリストは、デバイスの詳細ページ
の [Downlink messages] (ダウンリンクメッセージ) セクションに表示されます。アップリンクを受信する
と、メッセージがデバイスに送信されます。デバイスがダウンリンクメッセージを受信すると、そのメッ
セージはキューから削除されます。次のメッセージがキュー内で上に移動し、デバイスに送信されます。
個々のダウンリンクメッセージを削除するまたはキュー全体をクリアする
各ダウンリンクメッセージは、デバイスに送信された後、キューから自動的にクリアされます。個々の
メッセージを削除したり、ダウンリンクキュー全体をクリアすることもできます。これらの操作は元に戻
すことができません。
• 送信したくないメッセージがキュー内に見つかった場合は、メッセージを選択し、[Delete] (削除) を選
択します。
• キューからデバイスにメッセージを送信したくない場合は、[Clear downlink queue] (ダウンリンク
キューをクリア) を選択して、キュー全体をクリアできます。。

API を使用してダウンリンクキューオペレーションを実行する
必要に応じて、AWS IoT Wireless APIを使用してダウンリンクメッセージをキューに入れたり、個々の
メッセージ、またはキュー全体をクリアすることができます。
ダウンリンクメッセージをキューに入れる
ダウンリンクメッセージキューを作成するには、SendDataToWirelessDevice API オペレーションまた
は send-data-to-wireless-device CLI コマンドを使用します。

Note
SendDataToWirelessDevice API を使用してダウンリンクメッセージを送信する場合、ダ
ウンリンクデータトラフィックに使用するゲートウェイを選択できます。詳細については、
「LoRaWAN ダウンリンクデータトラフィックを受信するゲートウェイの選択 (p. 1187)」を参照
してください。
aws iotwireless send-data-to-wireless-device \
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--id "11aa5eae-2f56-4b8e-a023-b28d98494e49" \
--transmit-mode "1" \
--payload-data "SGVsbG8gVG8gRGV2c2lt" \
--wireless-metadata LoRaWAN={FPort=1}

このコマンドを実行したときの出力により、ダウンリンクメッセージの MessageId が生成されます。場
合によっては、MessageId を受信した場合でも、パケットはドロップされる可能性があります。この問
題を解決する方法の詳細については、「ダウンリンクメッセージキューエラーのトラブルシューティン
グ (p. 1195)」を参照してください。
{
}

MessageId: "6011dd36-0043d6eb-0072-0008"

キュー内のダウンリンクメッセージを一覧表示する
キュー内のすべてのダウンリンクメッセージを一覧表示するには、ListQueuedMessages API オペレー
ションまたは list-queued-messages CLI コマンドを使用します。
aws iotwireless list-queued-messages

デフォルトでは、このコマンドを実行すると、最大 10 個のダウンリンクメッセージが表示されます。
個々のダウンリンクメッセージを削除するまたはキュー全体をクリアする
キューから個々のメッセージを削除したり、キュー全体をクリアしたりするに
は、DeleteQueuedMessages API オペレーションまたは delete-queued-messages CLI コマンドを
使用します。
• 個々のメッセージを削除するには、wirelessDeviceId により指定されたワイヤレスデバイスから削
除するメッセージの messageID を指定します。
• ダウンリンクキュー全体をクリアするには、wirelessDeviceId により指定されたワイヤレスデバイ
スの messageID を * に指定します。

ダウンリンクメッセージキューエラーのトラブルシューティング
ここでは、期待通りの結果が得られない場合に確認すべきことを説明します。
• ダウンリンクメッセージが AWS IoT コンソールに表示されない
コンソールを使用してダウンリンクキューオペレーションを実行する (p. 1193) の説明に従って、ダウ
ンリンクメッセージを追加した後にキューにダウンリンクメッセージが表示されない場合、デバイス
が[activation] (アクティベーション) または[join procedure] (結合手順) と呼ばれるプロセスを完了してい
ないことが原因である可能性があります。この手順は、デバイスが AWS IoT Core for LoRaWAN にオン
ボードしているときに完了します。詳細については、「コンソールを使用してワイヤレスデバイスの仕
様を AWS IoT Core for LoRaWAN に追加する (p. 1139)」を参照してください。
デバイスを AWS IoT Core for LoRaWAN にオンボーディングした後、ネットワークアナライザーまたは
Amazon CloudWatch を使用して、デバイスをモニタリングして、結合と再結合が成功したかどうかを
確認できます。詳細については、「Amazon CloudWatch を使用した AWS IoT Wireless のモニタリング
とログ記録 (p. 1247)」を参照してください。
• API の使用時にダウンリンクメッセージパケットが見つからない
SendDataToWirelessDevice API オペレーションを使用する場合、API は一意の MessageId を返し
ます。ただし、LoRaWAN デバイスがダウンリンクメッセージを受信したかどうかは確認できません。
ダウンリンクパケットは、デバイスが結合手順を完了していない場合などにドロップされる可能性があ
ります。このエラーを解決する方法の詳細については、前のセクションを参照してください。
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• ダウンリンクメッセージの送信時に ARN エラーが発生しない
キューからデバイスにダウンリンクメッセージを送信すると、Amazon リソースネーム (ARN) が見つか
らないというエラーが表示されることがあります。このエラーは、ダウンリンクメッセージを受信して
いるデバイスの宛先が正しく指定されていないために発生する可能性があります。このエラーを解決す
るには、デバイスの送信先の詳細を確認します。

マルチキャストグループを作成してダウンリンクのペ
イロードを複数のデバイスに送信する
ダウンリンクのペイロードを複数のデバイスに送信するには、マルチキャストグループを作成します。マ
ルチキャストを使用すると、送信元は 1 つのマルチキャストアドレスにデータを送信できます。その後、
データは受信側デバイスのグループ全体に配信されます。
マルチキャストグループ内のデバイスでは、同じマルチキャストアドレス、セッションキー、およびフ
レームカウンターが共有されます。同じセッションキーを使用することで、マルチキャストグループ内の
デバイスで、ダウンリンクの送信開始時にメッセージを復号化できます。マルチキャストグループではダ
ウンリンクのみがサポートされています。ダウンリンクのペイロードがデバイスによって受信されたかど
うかは確認されません。
AWS IoT Core for LoRaWAN のマルチキャストグループでは、次のことが行えます。
• デバイスプロファイル、RFRegion、またはデバイスクラスを使用して、デバイスのリストをフィルタリ
ングし、これらのデバイスをマルチキャストグループに追加します。
• 48 時間の配信時間内に、1 つ以上のペイロードのダウンリンクメッセージをマルチキャストグループ内
のデバイスにスケジュールして送信します。
• ダウンリンクメッセージを受信するために、マルチキャストセッションの開始時に、デバイスを一時的
にクラス B モードまたはクラス C モードに切り替えます。
• マルチキャストグループの設定とそのデバイスの状態をモニタリングし、問題のトラブルシューティン
グも行います。
• Firmware Updates-Over-The-Air (FUOTA) を使用して、マルチキャストグループ内のデバイスにファー
ムウェアの更新を安全にデプロイします。
FUOTA およびマルチキャストグループに対する AWS IoT Core for LoRaWAN のサポートは、LoRa
Alliance の次の仕様に基づいています。
• LoRaWAN Remote Multicast Setup Specification、TS005-2.0.0
• LoRaWAN Fragmented Data Block Transportation Specification、TS004-2.0.0
• LoRaWAN Application Layer Clock Synchronization Specification、TS003-2.0.0

Note
AWS IoT Core for LoRaWAN では、LoRa Alliance 仕様に従い、デバイスのクロック同期が自動的
に実行されます。関数 AppTimeReq を使用すると、ClockSync シグナリングを使用してリクエス
トを行うデバイスに、サーバー側の時刻が返信されます。
次に、マルチキャストグループを作成し、ダウンリンクメッセージをスケジュールする方法を示します。
トピック
• マルチキャストおよび FUOTA 設定用のデバイスを準備する (p. 1197)
• マルチキャストグループを作成しグループにデバイスを追加する (p. 1199)
• マルチキャストグループおよびグループ内のデバイスのステータスのモニタリングとトラブルシュー
ティング (p. 1203)
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• マルチキャストグループ内のデバイスに送信するダウンリンクメッセージをスケジュールす
る (p. 1205)

マルチキャストおよび FUOTA 設定用のデバイスを準備する
AWS IoT Core for LoRaWAN にワイヤレスデバイスを追加すると、コンソールまたは CLI を使用して、マ
ルチキャストおよび FUOTA 設定用にワイヤレスデバイスを準備できます。初めて設定を行う場合は、コ
ンソールを使用することをお勧めします。マルチキャストグループを管理し、グループに多数のデバイス
を追加または削除するには、CLI を使用して多数のリソースを管理することをお勧めします。

GenAppKey および FPorts
ワイヤレスデバイスを追加する際、デバイスをマルチキャストグループに追加したり FUOTA の更新を
実行する前に、次のパラメータを設定します。これらのパラメータを設定する前に、お使いのデバイス
が FUOTA およびマルチキャストをサポートしており、ワイヤレスデバイスの仕様が OTAA v1.1 または
OTAAv1.0.x であることを確認してください。
• GenAppKey: LoRaWAN バージョン 1.0.x をサポートし、マルチキャストグループを使用するデバイス
の場合、GenAppKey はマルチキャストグループのセッションキーの取得元となるデバイス固有のルー
トキーです。

Note
ワイヤレス仕様 OTAA v1.1 を使用する LoRaWAN デバイスの場合、AppKey は、GenAppKey
と同じ目的で使用されます。
データ転送を開始するパラメータを設定するため、AWS IoT Core for LoRaWAN によりエンドデバイス
にセッションキーが配布されます。LoRaWAN のバージョンの詳細については、「LoRaWAN バージョ
ン (p. 1189)」を参照してください。

Note
AWS IoT Core for LoRaWAN には、暗号化された形式で提供される GenAppKey の情報が保存
されます。
• FPorts: FUOTA およびマルチキャストグループの LoRaWAN 仕様に従い、AWS IoT Core for
LoRaWAN により FPorts パラメータの次のフィールドにデフォルト値が割り当てられます。次のいず
れかの FPort 値が既に割り当てられている場合、1 から 223 までの別の値を選択できます。
• Multicast: 200
この FPort 値は、マルチキャストグループに使用されます。
• FUOTA: 201
この FPort 値は FUOTA に使用されます。
• ClockSync: 202
この FPort 値は、クロック同期に使用されます。

マルチキャストおよび FUOTA 用のデバイスプロファイル
マルチキャストセッションの開始時、グループ内のデバイスへのダウンリンクメッセージの送信に、クラ
ス B またはクラス C の配信ウィンドウが使用されます。マルチキャストおよび FUOTA 用に追加するデバ
イスでは、クラス B またはクラス C のオペレーションモードがサポートされている必要があります。デバ
イスがサポートするデバイスクラスに応じて、クラス B モードかクラス C モードのいずれか、または両方
が有効になっているデバイスのデバイスプロファイルを選択します。
デバイスプロファイルの詳細については、「プロファイルを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加す
る (p. 1141)」を参照してください。
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コンソールを使用してマルチキャストおよび FUOTA 用のデバイスを準備する
コンソールを使用して、マルチキャストの設定および FUOTA の FPorts パラメータと GenAppKey パラ
メータを指定するには、次の操作を実行します。
1. AWS IoT コンソールの [Devices] (デバイス) ハブに移動し、[Add wireless device] (ワイヤレスデバイス
の追加) を選択します。
2. [Wireless device specification] (ワイヤレスデバイスの仕様) を選択します。デバイスでは、デバイスの
アクティベーション用に OTAA を使用する必要があります。OTAA v1.0.x または OTAA v1.1 を選択す
ると、[FUOTA configuration-Optional] (FUOTA 設定-オプション) セクションが表示されます。
3. ワイヤレスデバイスの EUI (拡張一意識別子) パラメータを入力します。
4. [FUOTA configuration-Optional] (FUOTA 設定-オプション) セクションを展開し、[This device supports
firmware updates over the air (FUOTA)] (このデバイスは FUOTA をサポートしています) を選択しま
す。これにより、マルチキャスト、FUOTA、クロック同期の FPort の値を入力できます。ワイヤレスデ
バイスの仕様に OTAA v1.0.x を選択した場合、GenAppKey を入力します。
5. プロファイルとルーティングメッセージの送信先を選択して、AWS IoT Core for LoRaWAN にデバイス
を追加します。デバイスにリンクされているデバイスプロファイルについては、[Supports Class B] (ク
ラス B をサポート) または [Supports Class C] (クラス C をサポート) モードのどちらか一方または両方
を選択していることを確認してください。

Note
FUOTA の設定パラメータを指定するには、AWS IoT コンソールの [Devices] (デバイス) ハブを使
用する必要があります。これらのパラメータは、AWS IoT コンソールの [Intro] (Intro) ページを使
用してデバイスをオンボードしている場合は表示されません。
ワイヤレスデバイスの仕様とデバイスのオンボーディングについての詳細は、「ワイヤレスデバイスを
AWS IoT Core for LoRaWAN に追加する (p. 1139)」を参照してください。

Note
これらのパラメータは、ワイヤレスデバイスの作成時にのみ指定できます。既存のデバイスの更
新時に、パラメータを変更または指定することはできません。

API オペレーションを使用してマルチキャストおよび FUOTA 用のデバイスを準
備する
マルチキャストグループを使用したり FUOTA を更新するには、CreateWirelessDevice API オペレー
ションまたは create-wireless-device CLI コマンドを使用して、これらのパラメータを設定します。
アプリケーションキーと FPorts パラメータを指定することに加えて、デバイスにリンクされているデバイ
スプロファイルが、クラス B モードまたはクラス C モードのいずれか、または両方をサポートしているこ
とを確認してください。
create-wireless-device コマンドへの入力として input.json ファイルを指定できます。
aws iotwireless create-wireless-device \
--cli-input-json file://input.json

各パラメータの意味は次のとおりです。
input.json の内容
{

"Description": "My LoRaWAN wireless device"
"DestinationName": "IoTWirelessDestination"
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}

"LoRaWAN": {
"DeviceProfileId": "ab0c23d3-b001-45ef-6a01-2bc3de4f5333",
"ServiceProfileId": "fe98dc76-cd12-001e-2d34-5550432da100",
"FPorts": {
"ClockSync": 202,
"Fuota": 201,
"Multicast": 200
},
"OtaaV1_0_x": {
"AppKey": "3f4ca100e2fc675ea123f4eb12c4a012",
"AppEui": "b4c231a359bc2e3d",
"GenAppKey": "01c3f004a2d6efffe32c4eda14bcd2b4"
},
"DevEui": "ac12efc654d23fc2"
},
"Name": "SampleIoTWirelessThing"
"Type": LoRaWAN

使用可能な CLI コマンドの詳細については、AWS CLI リファレンスを参照してください。

Note
これらのパラメータの値を指定した後は、UpdateWirelessDevice API オペレーションを使用
して更新を行うことはできません。代わりに、パラメータ GenAppKey および FPorts の値を持
つ新しいデバイスを作成できます。
これらのパラメータに指定された値に関する情報を取得するには、GetWirelessDevice API オペレー
ションまたは get-wireless-device CLI コマンドを使用します。

次のステップ
パラメータを設定したら、マルチキャストグループと FUOTA タスクを作成して、ダウンリンクのペイ
ロードを送信したり、LoRaWAN デバイスのファームウェアを更新できます。
• マルチキャストグループの作成についての詳細は、「マルチキャストグループを作成しグループにデバ
イスを追加する (p. 1199)」を参照してください。
• FUOTA タスクの作成についての詳細は、「FUOTA タスクを作成およびファームウェアイメージの指
定 (p. 1210)」を参照してください。

マルチキャストグループを作成しグループにデバイスを追加する
コンソールまたは CLI を使用して、マルチキャストグループを作成できます。初めてマルチキャストグ
ループを作成する場合は、コンソールを使用してマルチキャストグループを追加することをお勧めしま
す。マルチキャストグループの管理、グループからのデバイスの追加または削除には、CLI を使用できま
す。
追加したエンドデバイスとシグナリングを交換すると、AWS IoT Core for LoRaWAN によりエンドデバイ
スとの共有キーが確立され、データ転送のパラメータが設定されます。

前提条件
マルチキャストグループを作成しグループにデバイスを追加するには、次の操作を実行します。
• FUOTA の設定パラメータ GenAppKey および FPorts を指定して、マルチキャストおよび FUOTA の
設定用にデバイスを準備します。詳細については、「マルチキャストおよび FUOTA 設定用のデバイス
を準備する (p. 1197)」を参照してください。
• デバイスがクラス B またはクラス C のオペレーションモードをサポートしているかどうかを確認しま
す。デバイスがサポートするデバイスクラスに応じて、[Supports Class B] (クラス B をサポート) また
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は [Supports Class C] (クラス C をサポート) モードの一方または両方が有効なデバイスプロファイルを
選択します。デバイスプロファイルの詳細については、「プロファイルを AWS IoT Core for LoRaWAN
に追加する (p. 1141)」を参照してください。
マルチキャストセッションの開始時、グループ内のデバイスへのダウンリンクメッセージの送信に、ク
ラス B またはクラス C の配信ウィンドウが使用されます。

コンソールを使用してマルチキャストグループを作成する
コンソールを使用してマルチキャストグループを作成するには、AWS IoT コンソールの [Multicast groups]
(マルチキャストグループ) ページに移動して、[Create multicast group] (マルチキャストグループの作成)
を選択します。
1.

マルチキャストグループの作成
マルチキャストグループを作成するには、グループのマルチキャストプロパティおよびタグを指定し
ます。
1. マルチキャストプロパティの指定
マルチキャストプロパティを指定するには、マルチキャストグループについての次の情報を入力し
ます。
• Name (名前): マルチキャストグループの一意の名前を入力します。名前には、文字、数字、ハイ
フン、またはアンダースコアのみを使用できます。スペースを含めることはできません。
• Description (説明): マルチキャストグループの説明をオプションで提供できます。説明の長さは
最大 2,048 文字です。
2. マルチキャストグループのタグ
オプションで、マルチキャストグループの Tags (タグ) として任意のキーと値の組み合わせを指定
できます。マルチキャストグループの作成を続行するには、[Next] (次へ) を選択します。

2.

マルチキャストグループにデバイスを追加
個々のデバイスまたはデバイスのグループをマルチキャストグループに追加できます。デバイスを追
加するには、次の操作を実行します。
1. RFRegion の指定
マルチキャストグループの 周波数帯域 または RFRegion を指定します。マルチキャストグループ
の RFRegion は、マルチキャストグループに追加するデバイスの RFRegion と一致する必要があり
ます。RFRegion の詳細については、「ゲートウェイとデバイス接続用の LoRa 周波数帯域の選択
を検討する (p. 1132)」を参照してください。
2. マルチキャストのデバイスクラスを選択する
マルチキャストセッションの開始時に、マルチキャストグループ内のデバイスをクラス B モードま
たはクラス C モードのどちらに切り替えるかを選択します。クラス B のセッションでは通常のダ
ウンリンクスロットでダウンリンクメッセージを受信でき、クラス C ではいつでもダウンリンク
メッセージを受信できます。
3. グループに追加するデバイスを選択
マルチキャストグループにデバイスを個別に追加するか、一括で追加するかを選択します。
• デバイスを個別に追加するには、グループに追加する各デバイスのワイヤレスデバイス ID を入
力します。
• デバイスを一括で追加するには、追加するデバイスをデバイスプロファイルまたはタグでフィル
タリングできます。デバイスプロファイルの場合、クラス B、クラス C、または両方のデバイス
クラスをサポートするプロファイルを持つデバイスを追加できます。
4. マルチキャストグループを作成するには、[Create] (作成) を選択します。
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マルチキャストグループの詳細と追加したデバイスがグループに表示されます。マルチキャストグ
ループおよびデバイスのステータスに関する情報、および問題のトラブルシューティングについて
は、「マルチキャストグループおよびグループ内のデバイスのステータスのモニタリングとトラブ
ルシューティング (p. 1203)」を参照してください。
マルチキャストグループの作成後は、[Action] (アクション) を選択して、デバイスを編集、削除、またはマ
ルチキャストグループに追加できます。デバイスを追加したら、ダウンリンクのペイロードがグループ内
のデバイスに送信されるようにセッションをスケジュールできます。

API を使用してマルチキャストグループを作成
API を使用してマルチキャストグループを作成し、グループにデバイスを追加するには、次の操作を実行
します。
1.

マルチキャストグループの作成
マルチキャストグループの作成には、CreateMulticastGroup API オペレーションまたは
create-multicast-group CLI コマンドを使用します。create-multicast-group コマンドへ
の入力として input.json ファイルを指定できます。
aws iotwireless create-multicast-group \
--cli-input-json file://input.json

各パラメータの意味は次のとおりです。
input.json の内容
{

"Description": "Multicast group to send downlink payload and perform FUOTA
updates.",
"LoRaWAN": {
"DlClass": "ClassB",
"RfRegion": "US915"
},
"Name": "MC_group_FUOTA"

}

マルチキャストグループを作成したら、次の API オペレーションまたは CLI コマンドを使用して、マ
ルチキャストグループに関する情報を更新、削除、取得できます。
• UpdateMulticastGroup 、、または update-multicast-group
• GetMulticastGroup 、、または get-multicast-group
• ListMulticastGroups 、、または list-multicast-groups
• DeleteMulticastGroup 、、または delete-multicast-group
2.

マルチキャストグループにデバイスを追加
個別に、または一括でマルチキャストグループにデバイスを追加できます。
• マルチキャストグループにデバイスを一括で追加するに
は、StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup API オペレーションまたは
start-bulk-associate-wireless-device-with-multicast-group CLI コマンドを使用し
ます。マルチキャストグループに関連付けるデバイスを一括でフィルタリングするには、クエリ文
字列を指定します。次に、指定された ID がリンクされたデバイスプロファイルを持つデバイスのグ
ループを追加する方法を示します。
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aws iotwireless start-bulk-associate-wireless-device-with-multicast-group \
--id "12abd34e-5f67-89c2-9293-593b1bd862e0" \
--cli-input-json file://input.json

各パラメータの意味は次のとおりです。
input.json の内容
{

"QueryString": "DeviceProfileName: MyWirelessDevice AND DeviceProfileId:
d6d8ef8e-7045-496d-b3f4-ebcaa1d564bf",
"Tags": [
{
"Key": "Multicast",
"Value": "ClassB"
}
]

}

この multicast-groups/d6d8ef8e-7045-496d-b3f4-ebcaa1d564bf/bulk は、デバイスを
グループに関連付けるために使用する URL です。
• マルチキャストグループにデバイスを個別に追加するに
は、AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup API オペレーションまたは
associate-wireless-device-with-multicast-group CLI コマンドを使用します。グルー
プに追加する各デバイスのワイヤレスデバイス ID を指定します。
aws iotwireless associate-wireless-device-with-multicast-group \
--id "12abd34e-5f67-89c2-9293-593b1bd862e0" \
--wireless-device-id "ab0c23d3-b001-45ef-6a01-2bc3de4f5333"

マルチキャストグループを作成したら、次の API オペレーションまたは CLI コマンドを使用して、マ
ルチキャストグループに関する情報を取得したり、デバイスの関連付けを解除できます。
• DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup 、、または disassociatewireless-device-from-multicast-group
• StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup 、、または start-bulkdisassociate-wireless-device-from-multicast-group
• ListWirelessDevices 、、または list-wireless-devices

Note
ListWirelessDevices API オペレーションは、一般的なワイヤレスデバイス、およびマ
ルチキャストグループまたは FUOTA タスクに関連付けられているワイヤレスデバイスを
一覧表示するために使用できます。
• マルチキャストグループに関連付けられているワイヤレスデバイスを一覧表示するに
は、フィルタとして MulticastGroupID を持つ ListWirelessDevices API オペ
レーションを使用します。
• FUOTA タスクに関連付けられているワイヤレスデバイスを一覧表示するには、フィルタ
として ListWirelessDevices を持つ FuotaTaskID API オペレーションを使用しま
す。
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次のステップ
マルチキャストグループを作成してデバイスを追加したら、デバイスの追加を続行したり、マルチキャス
トグループとデバイスのステータスをモニタリングできます。デバイスがグループに正常に追加されてい
る場合、ダウンリンクメッセージがデバイスに送信されるように設定およびスケジュールできます。ダウ
ンリンクメッセージを送信するには、デバイスのステータスが [Multicast setup ready] (マルチキャストの
セットアップの準備が完了しました) である必要があります。ダウンリンクメッセージをスケジュールす
ると、ステータスは [Session attempting] (セッションの試行中) に変わります。詳細については、「マルチ
キャストグループ内のデバイスに送信するダウンリンクメッセージをスケジュールする (p. 1205)」を参照
してください。
マルチキャストグループ内のデバイスのファームウェアを更新する場合、AWS IoT Core for LoRaWAN
で Firmware Updates Over-The-Air (FUOTA) を実行できます。詳細については、「AWS IoT Core for
LoRaWAN デバイス用の Firmware Updates Over-The-Air (FUOTA) (p. 1207)」を参照してください。
デバイスが追加されなかった場合、またはマルチキャストグループやデバイスのステータスにエラーが
表示された場合は、エラーにカーソルを合わせると詳細情報を取得でき、解決することができます。そ
れでもエラーが表示される場合は、問題のトラブルシューティングと解決方法の詳細について、「マル
チキャストグループおよびグループ内のデバイスのステータスのモニタリングとトラブルシューティン
グ (p. 1203)」を参照してください。

マルチキャストグループおよびグループ内のデバイスのステータ
スのモニタリングとトラブルシューティング
デバイスを追加してマルチキャストグループを作成したら、AWS Management Console を開きま
す。AWS IoT コンソールの [Multicast groups] (マルチキャストグループ) ページに移動して、作成したマル
チキャストグループを選択し詳細を表示します。マルチキャストグループに関する情報、追加されたデバ
イスの数、デバイスのステータスに関する詳細が表示されます。ステータス情報を使用して、マルチキャ
ストセッションの進行状況を追跡し、エラーのトラブルシューティングを行うことができます。

マルチキャストグループのステータス
マルチキャストグループには、AWS Management Console で次のステータスメッセージのいずれかが表示
されることがあります。
• 保留中
このステータスは、マルチキャストグループを作成したが、まだマルチキャストセッションがないこと
を示します。グループが作成されると、このステータスメッセージが表示されます。この間、マルチ
キャストグループを更新したり、デバイスをグループに関連付けたり、関連付けを解除したりできま
す。ステータスが [Pending] (保留中) から変更された後は、他のデバイスをグループに追加することは
使用できません。
• セッションの試行中
デバイスがマルチキャストグループに正常に追加された後、グループにスケジュールされたマルチキャ
ストセッションがある場合、このステータスメッセージが表示されます。この間、デバイスを更新した
りマルチキャストグループに追加することはできません。マルチキャストセッションをキャンセルする
と、グループのステータスは [Pending] (保留中) に変わります。
• セッション中
マルチキャストセッションで、セッション時間が最も早い場合、このステータスメッセージが表示され
ます。マルチキャストグループは、ファームウェアの更新セッションが進行中の FUOTA タスクに関連
付けられている場合も、この状態のままです。
セッションに関連した FUOTA タスクがなく、セッション時間がタイムアウトの時間を超えたためにマ
ルチキャストセッションがキャンセルされた場合、またはユーザーがマルチキャストセッションをキャ
ンセルした場合、グループのステータスは [Pending] (保留中) に変わります。
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• 削除の待機中
マルチキャストグループを削除すると、グループのステータスが [Delete waiting] (削除の待機中) に変わ
ります。削除は永続的で、元に戻すことはできません。この操作には時間がかかる場合があり、マルチ
キャストグループが削除されるまでグループのステータスは [Delete_Waiting] (削除の待機中) になりま
す。マルチキャストグループがこの状態になった後は、他の状態には移行できません。

マルチキャストグループ内のデバイスのステータス
マルチキャストグループ内のデバイスには、AWS Management Console で次のステータスメッセージのい
ずれかが表示されます。各ステータスメッセージにカーソルを合わせると、そのメッセージが示す内容の
詳細を確認できます。
• パッケージの試行中
デバイスがマルチキャストグループに関連付けられると、デバイスのステータスは [Package
attempting] (パッケージの試行中) になります。このステータスは、AWS IoT Core for LoRaWAN によ
り、デバイスがマルチキャストの設定とオペレーションをサポートしているかどうかがまだ確認されて
いないことを示します。
• パッケージはサポートされていません
デバイスがマルチキャストグループに関連付けられると、AWS IoT Core for LoRaWAN によりデバイ
スのファームウェアがマルチキャストの設定とオペレーションに対応しているかどうかが確認されま
す。サポートされているマルチキャストパッケージがデバイスにない場合、ステータスは [Package
unsupported] (パッケージはサポートされていません) になります。このエラーを解決するには、デバイ
スのファームウェアがマルチキャストの設定とオペレーションに対応しているかどうかを確認します。
• マルチキャストのセットアップを試行中
マルチキャストグループに関連付けられているデバイスがマルチキャストの設定およびオペレーション
に対応している場合、ステータスは [Multicast setup attempting] (マルチキャストのセットアップを試行
中) になります。このステータスは、デバイスがマルチキャストのセットアップをまだ完了していない
ことを示します。
• マルチキャストのセットアップの準備完了
デバイスでマルチキャストのセットアップが完了し、マルチキャストグループに追加されています。こ
のステータスは、デバイスでマルチキャストセッションの準備が完了しており、ダウンリンクメッセー
ジをそれらのデバイスに送信できることを示します。ステータスには、FUOTA を使用してグループ内
のデバイスのファームウェアを更新できるタイミングも示されます。
• セッションの試行中
マルチキャストグループ内のデバイス用にマルチキャストセッションがスケジュールされています。
マルチキャストグループのセッション開始時のデバイスのステータスは [Session attempting] (試行中の
セッション) で、セッション用にクラス B またはクラス C の配信ウィンドウを開始できるかどうかのリ
クエストが送信されます。マルチキャストセッションの設定にかかる時間がタイムアウトの時間を超え
た場合、またはユーザーがマルチキャストセッションをキャンセルした場合、ステータスは [Multicast
setup done] (マルチキャストのセットアップが完了しました) に変わります。
• セッション中
このステータスは、クラス B またはクラス C の配信ウィンドウが開始され、デバイスでマルチキャス
トセッションが進行中であることを示します。この間、ダウンリンクメッセージは AWS IoT Core for
LoRaWAN からマルチキャストグループ内のデバイスに送信されます。セッション時間を更新すると、
現在のセッションが上書きされ、ステータスが [Session attempting] (セッションの試行中) に変わりま
す。セッション時間の終了時、またはユーザーがマルチキャストセッションをキャンセルした場合、ス
テータスは [Multicast setup ready] (マルチキャストのセットアップの準備が完了しました) になります。
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次のステップ
これまで、マルチキャストグループおよびグループ内のデバイスのさまざまなステータス、デバイス
がマルチキャストの設定に対応していない場合などの問題のトラブルシューティング方法について学習
したので、ダウンリンクメッセージがデバイスに送信されるようスケジュールを行えます。マルチキャ
ストグループは [In session] (セッション中) になります。ダウンリンクメッセージのスケジュールにつ
いては、「マルチキャストグループ内のデバイスに送信するダウンリンクメッセージをスケジュールす
る (p. 1205)」を参照してください。

マルチキャストグループ内のデバイスに送信するダウンリンク
メッセージをスケジュールする
マルチキャストグループがデバイスに正常に追加されたら、マルチキャストセッションを開始し、それら
のデバイスに送信されるダウンリンクメッセージを設定できます。ダウンリンクメッセージは、48 時間以
内にスケジュールする必要があります。また、マルチキャストの開始時刻は、現在の時刻から 30 分以上
後である必要があります。

Note
マルチキャストグループのデバイスでは、ダウンリンクメッセージを受信したときに確認応答が
できません。

前提条件
ダウンリンクメッセージを送信する前に、マルチキャストグループを作成し、ダウンリンクメッセージを
送信するグループにデバイスを正常に追加しておく必要があります。マルチキャストセッションの開始時
刻がスケジュールされた後に、デバイスを追加することはできません。詳細については、「マルチキャス
トグループを作成しグループにデバイスを追加する (p. 1199)」を参照してください。
いずれかのデバイスが正常に追加されなかった場合、マルチキャストグループとデバイスステータスに
は、エラーの解決に役立つ情報が含まれます。それでもエラーが続く場合は、エラーのトラブルシュー
ティングについて「マルチキャストグループおよびグループ内のデバイスのステータスのモニタリングと
トラブルシューティング (p. 1203)」を参照してください。

コンソールを使用してダウンリンクメッセージをスケジュールする
コンソールを使用してダウンリンクメッセージを送信するには、AWS IoT コンソールの [Multicast groups]
(マルチキャストグループ) ページに移動して、作成したマルチキャストグループを選択します。マルチ
キャストグループの詳細ページで、[Schedule downlink message] (ダウンリンクメッセージのスケジュー
ル) を選択し、その後 [Schedule downlink session] (ダウンリンクセッションのスケジュール) を選択しま
す。
1.

ダウンリンクメッセージのウィンドウをスケジュールする
マルチキャストグループ内のデバイスにダウンリンクメッセージを送信するようタイムウィンドウを
設定できます。ダウンリンクメッセージは 48 時間以内にスケジュールする必要があります。
マルチキャストセッションをスケジュールするには、次のパラメータを指定します。
• [Start date] (開始日) および [Start time] (開始時刻): 開始日および開始時刻は、現在の時刻から 30 分
以上後で 48 時間より前である必要があります。

Note
指定する時刻は UTC なので、ダウンリンクウィンドウをスケジュールする際は、タイム
ゾーンとの時差を確認してください。
• Session timeout (セッションタイムアウト): ダウンリンクメッセージが受信されなかった場合、マ
ルチキャストセッションがタイムアウトするまでの時間です。タイムアウトの最短時間は 60 秒で
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す。最大タイムアウト値は、クラス B のマルチキャストグループで 2 日、クラス C のマルチキャス
トグループで 18 時間です。
2.

ダウンリンクメッセージの設定
ダウンリンクメッセージを設定するには、次のパラメータを指定します。
• Data rate (データレート): ダウンリンクメッセージのデータレートを選択します。データレー
トは、RFRegion およびペイロードサイズによって異なります。デフォルトのデータレート
は、US915 リージョンで 8、EU868 リージョンで 0 です。
• Frequency (頻度): ダウンリンクメッセージを送信する頻度を選択します。メッセージの競合を回避
するため、RFRegion に応じて使用可能な頻度を選択します。
• FPort: ダウンリンクメッセージをデバイスに送信するために使用できる周波数ポートを選択しま
す。
• Payload (ペイロード): データレートに応じて、ペイロードの最大サイズを指定します。デフォ
ルトのデータレートを使用すると、ペイロードの最大サイズを US915 RfRegion では 33 バイ
ト、EU868 RfRegion では 51 バイトに設定できます。より大きなデータレートを使用すると、最大
サイズが 242 バイトのペイロードまで転送できます。
ダウンリンクメッセージをスケジュールするには、[Schedule] (スケジュール) を選択します。

API を使用してダウンリンクメッセージをスケジュールする
API を使用してダウンリンクメッセージをスケジュールするには、StartMulticastGroupSession API
オペレーションまたは start-multicast-group-session CLI コマンドを使用します。
次の API オペレーションまたは CLI コマンドを使用して、マルチキャストグループに関する情報を取得し
たり、マルチキャストグループを削除できます。
• GetMulticastGroupSession 、、または get-multicast-group-session
• DeleteMulticastGroupSession 、、または delete-multicast-group-session
セッションの開始後にマルチキャストグループにデータを送信するには、SendDataToMulticastGroup
API オペレーションまたは send-data-to-multicast-group CLI コマンドを使用します。

次のステップ
ダウンリンクメッセージがデバイスに送信されるように設定すると、セッションの開始時にメッセージが
送信されます。マルチキャストグループ内のデバイスでは、メッセージが受信されたかどうかを確認でき
ません。

追加のダウンリンクメッセージを設定する
マルチキャストグループ内のデバイスに送信する追加のダウンリンクメッセージを設定することもできま
す。
• コンソールから追加のダウンリンクメッセージを設定するには、次の操作を実行します。
1. AWS IoT コンソールの [Multicast groups] (マルチキャストグループ) ページに移動して、作成したマ
ルチキャストグループを選択します。
2. マルチキャストグループの詳細ページで、[Schedule downlink message] (ダウンリンクメッセージの
スケジュール) を選択し、その後 [Configure additional downlink message] (追加のダウンリンクメッ
セージを設定) を選択します。
3. 最初にダウンリンクメッセージに設定したのと同様に [Data rate] (データレート)、[Frequency] (頻
度)、[FPort]、および [Payload] (ペイロード) のパラメータを指定します。
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• API または CLI を使用して追加のダウンリンクメッセージを設定するには、追加のダウンリンク
メッセージごとに SendDataToMulticastGroup API オペレーションまたは send-data-tomulticast-group CLI コマンドを呼び出します。

セッションスケジュールの更新
マルチキャストセッションに新しい開始日時が使用されるよう、セッションスケジュールを更新すること
もできます。新しいセッションスケジュールは、以前にスケジュールされたセッションに上書きされま
す。

Note
マルチキャストセッションは、必要な場合にのみ更新してください。更新により、デバイスのグ
ループが長時間起動状態になり、バッテリーを消費する可能性があります。
• コンソールからセッションスケジュールを更新するには、次の操作を実行します。
1. AWS IoT コンソールの [Multicast groups] (マルチキャストグループ) ページに移動して、作成したマ
ルチキャストグループを選択します。
2. マルチキャストグループの詳細ページで、[Schedule downlink message] (ダウンリンクメッセージの
スケジュール) を選択し、その後 [Update session schedule] (セッションスケジュールの更新) を選択
します。
3. 最初のダウンリンクメッセージで指定したのと同様に、[Start date] (開始日)、[Start time] (開始時
間)、および [Session timeout] (セッションタイムアウト) のパラメータを指定します。
• API または CLI からセッションスケジュールを更新するには、StartMulticastGroupSession API
オペレーションまたは start-multicast-group-session CLI コマンドを使用します。

AWS IoT Core for LoRaWAN デバイス用の Firmware
Updates Over-The-Air (FUOTA)
Firmware Updates Over-The-Air (FUOTA) を使用して、AWS IoT Core for LoRaWAN デバイスにファーム
ウェアの更新をデプロイします。
FUOTA を使用すると、ファームウェアの更新を個々のデバイスまたはデバイスのグループに送信できま
す。マルチキャストグループを作成して、ファームウェアの更新を複数のデバイスに送信することもでき
ます。まず、デバイスをマルチキャストグループに追加し、その後ファームウェアの更新イメージをそれ
らのすべてのデバイスに送信します。ファームウェアのイメージにデジタル署名して、イメージを受信す
るデバイスがそれが正しいソースから来ていることを確認できるようにすることをお勧めします。
AWS IoT Core for LoRaWAN の FUOTA を更新すると、次を行うことができます。
• 新しいファームウェアイメージまたはデルタイメージを単一のデバイスやデバイスのグループにデプロ
イします。
• 新しいファームウェアがデバイスに導入された後、そのファームウェアの信頼性と完全性を検証しま
す。
• デプロイの進行状況をモニタリングし、失敗した場合に問題をデバッグします。
FUOTA およびマルチキャストグループに対する AWS IoT Core for LoRaWAN のサポートは、LoRa
Alliance の次の仕様に基づいています。
• LoRaWAN Remote Multicast Setup Specification、TS005-2.0.0
• LoRaWAN Fragmented Data Block Transportation Specification、TS004-2.0.0
• LoRaWAN Application Layer Clock Synchronization Specification、TS003-2.0.0
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Note
AWS IoT Core for LoRaWAN では、LoRa Alliance 仕様に従い、クロック同期が自動的に実行され
ます。ClockSync シグナリングを使用してサーバー側の時刻をリクエストするデバイスに返信す
るには AppTimeReq 関数を使用します。
次に、FUOTA の更新方法を示します。
• FUOTA プロセスの概要 (p. 1208)
• FUOTA タスクを作成およびファームウェアイメージの指定 (p. 1210)
• は デバイスおよびマルチキャストグループを FUOTA タスクに追加して FUOTA セッションをスケ
ジュールする (p. 1212)
• FUOTA タスクとタスクに追加されたデバイスのステータスを監視およびトラブルシューティングしま
す。 (p. 1215)

FUOTA プロセスの概要
次の図は、エンドデバイスに対して AWS IoT Core for LoRaWAN によりFUOTA プロセスがどのように実
行されるのかを示しています。FUOTA セッションに個々のデバイスを追加する場合は、マルチキャスト
グループの作成および設定の手順をスキップできます。FUOTA セッションにデバイスを直接追加できま
す。その後、AWS IoT Core for LoRaWAN によりファームウェアの更新プロセスが開始されます。

デバイス用に FUOTA を更新するには、最初にデジタル署名されたファームウェアイメージを作成
し、FUOTA タスクに追加するデバイスおよびマルチキャストグループを設定します。FUOTA セッション
を開始すると、エンドデバイスによりすべてのフラグメントが収集され、フラグメントからイメージが再
構築され、ステータスが AWS IoT Core for LoRaWAN に報告されます。その後、新しいファームウェアイ
メージが適用されます。
FUOTA プロセスのさまざまな手順を次に示します。
1.

デジタル署名したファームウェアイメージまたはデルタイメージを作成する
AWS IoT Core for LoRaWAN で LoRaWan デバイス用の FUOTA を更新するには、ファームウェアの
更新を無線で送信する際に、ファームウェアイメージまたはデルタイメージにデジタル署名しておく
ことをお勧めします。その後、画像を受信するデバイスでは、それが正しいソースから来ていること
を確認できます。

1208

AWS IoT Core デベロッパーガイド
AWS IoT Core for LoRaWAN デバイス用
の Firmware Updates Over-The-Air (FUOTA)

ファームウェアイメージのサイズは 1 メガバイトを超えてはいけません。ファームウェアのサイズが
大きいほど、更新プロセスの完了に時間がかかります。データ転送を高速化したい場合、または新し
いイメージが 1 メガバイトを超える場合は、デルタイメージを使用します。デルタイメージは、新し
いファームウェアイメージと以前のイメージの間のデルタとなる新しいイメージの一部です。

Note
AWS IoT Core for LoRaWAN では、デジタル署名作成ツールおよびファームウェアバージョ
ンの管理システムは提供されていません。サードパーティー製のツールを使用して、ファー
ムウェアイメージのデジタル署名を生成できます。ARM Mbed GitHub リポジトリに埋め込
まれているようなデジタル署名ツールを使用することをお勧めします。これには、デルタイ
メージを生成するためのツールと、デバイスがそのイメージを使用するためのツールも含ま
れています。
2.

FUOTA のデバイスの特定および設定
FUOTA のデバイスを特定したら、ファームウェアの更新を個々のデバイスまたは複数のデバイスに
送信します。
• ファームウェアの更新を複数のデバイスに送信するには、マルチキャストグループを作成し、エン
ドデバイスでマルチキャストグループを設定します。詳細については、「マルチキャストグループ
を作成してダウンリンクのペイロードを複数のデバイスに送信する (p. 1196)」を参照してくださ
い。
• 個々のデバイスにファームウェアの更新を送信するには、それらのデバイスを FUOTA セッション
に追加し、ファームウェアの更新を実行します。

3.

配信ウィンドウをスケジュールしてフラグメンテーションセッションをセットアップする
マルチキャストグループを作成した場合、クラス B またはクラス C の配信ウィンドウを指定して、デ
バイスが AWS IoT Core for LoRaWAN からフラグメントを受信できるタイミングを決定できます。ク
ラス B またはクラス C モードに切り替える前に、デバイスがクラス A で動作している可能性があり
ます。また、セッションの開始時刻を指定する必要があります。
クラス B またはクラス C のデバイスは、指定された配信ウィンドウで起動し、ダウンリンクパケット
の受信を開始します。クラス C モードで動作するデバイスは、クラス B のデバイスよりも多くの電力
を消費します。詳細については、「デバイスクラス (p. 1189)」を参照してください。

4.

エンドデバイスによる AWS IoT Core for LoRaWAN へのステータスの報告およびファームウェアイ
メージの更新
フラグメンテーションセッションの設定後、エンドデバイスおよび AWS IoT Core for LoRaWAN では
次の手順が実行され、デバイスのファームウェアが更新されます。
1. LoRaWan デバイスのデータレートが低いため、FUOTA プロセスを開始するために AWS IoT Core
for LoRaWAN でフラグメンテーションセッションが設定され、ファームウェアイメージがフラグ
メント化されます。その後、これらのフラグメントがエンドデバイスに送信されます。
2. AWS IoT Core for LoRaWAN によりイメージのフラグメントが送信されたら、LoRaWan エンドデ
バイスでは次のタスクが実行されます。
a. フラグメントが収集され、これらのフラグメントからバイナリイメージが再構築されます。
b. 再構築されたイメージのデジタル署名の確認、イメージの認証が行われ、それが正しいソースか
ら来ていることが確認されます。
c. AWS IoT Core for LoRaWAN からのファームウェアのバージョンと現在のバージョンが比較され
ます。
d. 転送済みの、フラグメント化されたイメージのステータスが AWS IoT Core for LoRaWAN に報
告され、新しいファームウェアイメージが適用されます。
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Note
場合によっては、ファームウェアイメージのデジタル署名が確認される前に、エンドデ
バイスにより転送済みのフラグメント化されたイメージのステータスが AWS IoT Core
for LoRaWAN に報告されます。
FUOTA プロセスを学習したので、FUOTA タスクを作成し、タスクにデバイスを追加してファーム
ウェアを更新できます。詳細については、「FUOTA タスクを作成およびファームウェアイメージの指
定 (p. 1210)」を参照してください。

FUOTA タスクを作成およびファームウェアイメージの指定
LoRaWan デバイスのファームウェアを更新するには、まず FUOTA タスクを作成し、アップデートに使
用するデジタル署名されたファームウェアイメージを指定します。その後、デバイスおよびマルチキャ
ストグループをタスクに追加し、FUOTA セッションをスケジュールできます。セッションが開始される
と、AWS IoT Core for LoRaWAN によりフラグメンテーションセッションが設定されます。また、エン
ドデバイスによりフラグメントが収集され、イメージが再構築され、新しいファームウェアが適用されま
す。FUOTA プロセスの詳細については、「FUOTA プロセスの概要 (p. 1208)」を参照してください。
FUOTA タスクを作成し、S3 バケットに格納するファームウェアイメージまたはデルタイメージをアップ
ロードする方法を次に示します。

前提条件
FUOTA を更新する前に、エンドデバイスがイメージの適用時にイメージの信頼性を確認できるよう、
ファームウェアイメージにデジタル署名する必要があります。サードパーティー製のツールを使用して、
ファームウェアイメージのデジタル署名を生成できます。ARM Mbed GitHub リポジトリに埋め込まれて
いるようなデジタル署名ツールを使用することをお勧めします。これには、デルタイメージを生成するた
めのツールと、デバイスがそのイメージを使用するためのツールも含まれています。

コンソールを使用して FUOTA タスクを作成しファームウェアイメージをアップ
ロードする
コンソールを使用して FUOTA タスクを作成し、ファームウェアイメージをアップロードするには、コン
ソールの [FUOTA tasks] (FUOTA タスク) タブに移動して、[Create FUOTA task] (FUOTA タスクの作成)
を選択します。
1.

FUOTA タスクの作成
FUOTA タスクを作成するには、タスクのプロパティとタグを指定します。
1. FUOTA タスクのプロパティの指定
FUOTA タスクのプロパティを指定するには、FUOTA タスクについて次の情報を入力します。
• Name (名前): FUOTA タスクの一意の名前を入力します。名前には、文字、数字、ハイフン、ま
たはアンダースコアのみを使用できます。スペースを含めることはできません。
• Description (説明): マルチキャストグループの説明をオプションで提供できます。説明フィール
ドは最大 2,048 文字です。
• RFRegion: FUOTA タスクの周波数帯域を設定します。周波数帯域は、ワイヤレスデバイスまた
はマルチキャストグループのプロビジョニングに使用したものと一致する必要があります。
2. FUOTA タスクのタグ
オプションで、FUOTA タスクの Tags (タグ) として、任意のキーと値の組み合わせを指定できま
す。イメージの作成を続行するには、[Next] (次へ) を選択します。
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2.

ファームウェアイメージのアップロード
FUOTA タスクに追加するデバイスにおけるファームウェアの更新に使用するファームウェアのイ
メージファイルを選択します。ファームウェアのイメージファイルは S3 バケットに保存されま
す。お客様に代わってファームウェアイメージにアクセスするアクセス許可を AWS IoT Core for
LoRaWAN に与えることができます。ファームウェアイメージにデジタル署名して、ファームウェア
の更新時にその信頼性が確認できるようにすることをお勧めします。
1. ファームウェアのイメージファイルを選択する
ファームウェアの新しいイメージファイルを S3 バケットにアップロードするか、既に S3 バケッ
トにアップロードされている既存のイメージを選択できます。

Note
ファームウェアのイメージファイルのサイズは 1 メガバイトを超えてはいけません。
ファームウェアのサイズが大きいほど、更新プロセスの完了に時間がかかります。
• 既存のイメージを使用するには、[Select an existing firmware image] (既存のファームウェアイ
メージを選択する) を選択し、[Browse S3] (S3 をブラウズする) を選択します。その後、使用す
るファームウェアのイメージファイルを選択します。
AWS IoT Core for LoRaWAN により、S3 バケット内にあるファームウェアのイメージファイル
へのパスである S3 URL が設定されます。パスの形式は s3://bucket_name/file_name で
す。Amazon Simple Storage Service コンソールでファイルを表示するには、[View] (表示) を選
択します。
• 新しいファームウェアイメージをアップロードするには。
a. [Upload a new firmware image] (新しいファームウェアイメージをアップロード) を選択し、
ファームウェアイメージをアップロードします。イメージファイルは 1 メガバイトを超えては
いけません。
b. S3 バケットを作成し、ファームウェアイメージファイルを保存するための Bucket name (バ
ケット名) を入力するには、[Create S3 bucketS3] (S3 バケットの作成) を選択します。
2. バケットへのアクセス許可
新しいサービスロールを作成するか、既存のロールを選択して、AWS IoT Core for LoRaWAN がお
客様に代わって S3 バケット内にあるファームウェアのイメージファイルにアクセスすることを許
可できます。[Next] を選択します。
新しいロールを作成するには、ロール名を入力するか、空白のままにするとランダムな名前が自
動的に生成されます。S3 バケットへのアクセスを許可するポリシーのアクセス許可を表示するに
は、[View policy permissions] (ポリシーのアクセス許可を表示する) を選択します。

3.

S3 バケットを使用してイメージを保存し、AWS IoT Core for LoRaWAN にアクセスを許可する方法
の詳細については、「S3 バケットにファームウェアファイルをアップロードし、IAM ロールを追加す
る (p. 1180)」を参照してください。
確認と作成
FUOTA タスクを作成するには、指定した FUOTA タスクと設定の詳細を確認し、[Create task] (タス
クの作成) を選択します。

API を使用して FUOTA タスクを作成しファームウェアイメージをアップロード
する
API を使用して FUOTA タスクを作成し、ファームウェアのイメージファイルを指定するに
は、CreateFuotaTask API オペレーションまたは create-fuota-task CLI コマンドを使用しま
す。create-fuota-task コマンドへの入力として input.json ファイルを指定できます。API または
CLI を使用する際、入力として指定するファームウェアのイメージファイルは、既に S3 バケットにアップ
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ロードされている必要があります。また、AWS IoT Core for LoRaWAN が S3 バケット内のファームウェ
アイメージにアクセスできるようにする IAM ロールを指定します。
aws iotwireless create-fuota-task \
--cli-input-json file://input.json

各パラメータの意味は次のとおりです。
input.json の内容
{

}

"Description": "FUOTA task to update firmware of devices in multicast group.",
"FirmwareUpdateImage": "S3:/firmware_bucket/firmware_image
"FirmwareUpdateRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/ACF1zBEI"
"LoRaWAN": {
"RfRegion": "US915"
},
"Name": "FUOTA_Task_MC"

FUOTA タスクを作成したら、次の API オペレーションまたは CLI コマンドを使用して、FUOTA タスクに
関する情報を更新、削除、取得できます。
• UpdateFuotaTask 、、または update-fuota-task
• GetFuotaTask 、、または get-fuota-task
• ListFuotaTasks 、、または list-fuota-tasks
• DeleteFuotaTask 、、または delete-fuota-task

次のステップ
FUOTA タスクを作成し、ファームウェアイメージを指定したので、ファームウェアの更新のためタスク
にデバイスを追加できます。個々のデバイスまたはマルチキャストグループをタスクに追加できます。詳
細については、「 は デバイスおよびマルチキャストグループを FUOTA タスクに追加して FUOTA セッ
ションをスケジュールする (p. 1212)」を参照してください。

は デバイスおよびマルチキャストグループを FUOTA タスクに
追加して FUOTA セッションをスケジュールする
FUOTA タスクを作成したら、ファームウェアを更新するデバイスをタスクに追加できます。デバイスが
FUOTA タスクに正常に追加されたら、FUOTA セッションをスケジュールしてデバイスのファームウェア
を更新できます。
• デバイスの数が少ない場合、それらのデバイスを FUOTA タスクに直接追加できます。
• ファームウェアを更新するデバイスの数が多い場合、これらのデバイスをマルチキャストグループに追
加して、マルチキャストグループを FUOTA タスクに追加できます。マルチキャストグループの作成と
使用の詳細については、「マルチキャストグループを作成してダウンリンクのペイロードを複数のデバ
イスに送信する (p. 1196)」を参照してください。

Note
FUOTA タスクには、個々のデバイスまたはマルチキャストグループを追加できます。デバイスと
マルチキャストグループの両方をタスクに追加することはできません。
デバイスまたはマルチキャストグループを追加したら、ファームウェアの更新セッションを開始できま
す。AWS IoT Core for LoRaWAN ではファームウェアイメージが収集され、イメージがフラグメント化さ
れます。その後、暗号化された形式でフラグメントが保存されます。エンドデバイスによりフラグメント
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が収集され、新しいファームウェアイメージが適用されます。ファームウェアの更新にかかる時間は、イ
メージのサイズとフラグメントの方法によって異なります。ファームウェアの更新が完了すると、AWS
IoT Core for LoRaWAN で保存したファームウェアイメージの暗号化されたフラグメントは削除されます。
削除後も S3 バケット内でファームウェアイメージを見つけることができます。

前提条件
FUOTA タスクにデバイスまたはマルチキャストグループを追加する前に、次の操作を実行してくださ
い。
• FUOTA タスクを作成し、ファームウェアイメージを指定しておく必要があります。詳細については、
「FUOTA タスクを作成およびファームウェアイメージの指定 (p. 1210)」を参照してください。
• デバイスのファームウェアを更新するワイヤレスデバイスをプロビジョニングします。デバイスの
オンボーディングの詳細については、「デバイスを AWS IoT Core for LoRaWAN にオンボードす
る (p. 1138)」を参照してください。
• 複数のデバイスのファームウェアを更新するには、それらをマルチキャストグループに追加します。詳
細については、「マルチキャストグループを作成してダウンリンクのペイロードを複数のデバイスに送
信する (p. 1196)」を参照してください。
• デバイスを AWS IoT Core for LoRaWAN にオンボードする際、FUOTA の設定パラメータ FPorts を
指定します。LoRaWAN v1.0.x デバイスを使用している場合は、GenAppKey も指定する必要がありま
す。FUOTA の設定パラメータの詳細については、「マルチキャストおよび FUOTA 設定用のデバイスを
準備する (p. 1197)」を参照してください。

コンソールを使用して FUOTA タスクにデバイスを追加し FUOTA セッションを
スケジュールする
コンソールを使用してデバイスまたはマルチキャストグループを追加し、FUOTA セッションをスケ
ジュールするには、コンソールの [FUOTA tasks] (Fuota タスク) タブに移動します。次に、デバイスを追
加する FUOTA タスクを選択し、ファームウェアの更新を実行します。

デバイスおよびマルチキャストグループの追加
1.

FUOTA タスクには、個々のデバイスまたはマルチキャストグループを追加できます。ただし、個々
のデバイスとマルチキャストグループの両方を同じ FUOTA タスクに追加することはできません。コ
ンソールを使用してデバイスを追加するには、次の操作を実行します。
1. [FUOTA task details] (FUOTA タスクの詳細) で、[Add device] (デバイスの追加) を選択します。
2. タスクに追加するデバイスの RFRegion または周波数帯域を選択します。この値は、FUOTA タス
ク用に選択した RFRegion と一致する必要があります。
3. 個々のデバイスとマルチキャストグループのどちらにタスクに追加するかを選択します。
• 個々のデバイスを追加するには、[Add individual devices] (個々のデバイスを追加する) をクリッ
クし、FUOTA タスクに追加する各デバイスのデバイス ID を入力します。
• マルチキャストグループを追加するには、[Add multicast groups] (マルチキャストグループを追
加する) をクリックし、タスクにマルチキャストグループを追加します。デバイスのプロファイ
ルまたはタグを使用して、タスクに追加するマルチキャストグループをフィルタリングできま
す。デバイスプロファイルでフィルタリングする場合、[Supports Class B] (クラス B をサポー
ト) または [Supports Class C] (クラス C をサポート) が有効なプロファイルを持つデバイスのマ
ルチキャストグループを選択できます。

2.

FUOTA セッションのスケジュール
デバイスまたはマルチキャストグループが正常に追加されたら、FUOTA セッションをスケジュール
できます。セッションをスケジュールするには、次の操作を実行します。
1. デバイスのファームウェアを更新する FUOTA タスクを選択し、[Schedule FUOTA session]
(FUOTA セッションのスケジュール) を選択します。
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2. FUOTA セッションの[Start date] (開始日) および[Start time] (開始時刻) を指定します。開始時刻が
現在の時刻から 30 分以上後であることを確認してください。

API を使用して FUOTA タスクにデバイスを追加し FUOTA セッションをスケ
ジュールする
AWS IoT Wireless API または CLI を使用して、ワイヤレスデバイスまたはマルチキャストグループを
FUOTA タスクに追加できます。その後、FUOTA セッションをスケジュールできます。
1.

デバイスおよびマルチキャストグループの追加
ワイヤレスデバイスまたはマルチキャストグループを FUOTA タスクに関連付けることができます。
• FUOTA タスクに個々のデバイスを関連付けるに
は、AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask API オペレーションまたは associatewireless-device-with-fuota-task CLI コマンドを使用し、入力として WirelessDeviceID
を指定します。
aws iotwireless associate-wireless-device-with-fuota-task \
--id "01a23cde-5678-4a5b-ab1d-33456808ecb2"
--wireless-device-id "ab0c23d3-b001-45ef-6a01-2bc3de4f5333"

• マルチキャストグループを FUOTA タスクに関連付けるに
は、AssociateMulticastGroupWithFuotaTask API オペレーションまたは associatemulticast-group-with-fuota-task CLI コマンドを使用し、入力として MulticastGroupID
を指定します。
aws iotwireless associate-multicast-group-with-FUOTA-task \
--id 01a23cde-5678-4a5b-ab1d-33456808ecb2"
--multicast-group-id

ワイヤレスデバイスまたはマルチキャストグループを FUOTA タスクに関連付けた後、次の API オペ
レーションまたは CLI コマンドを使用して、デバイスまたはマルチキャストグループを一覧表示した
り、タスクから関連付けを解除できます。
• DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask 、、または disassociate-wirelessdevice-from-fuota-task
• DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask 、、または disassociate-multicastgroup-from-fuota-task
• ListWirelessDevices 、、または list-wireless-devices
• ListMulticastGroups 、、または list-multicast-groups-by-fuota-task

Note
API:
• MulticastGroupID では、ListWirelessDevices がフィルタとして使用される際
に、一般的なワイヤレスデバイスおよびマルチキャストグループに関連付けられたデバ
イスを一覧表示できます。この API では、FuotaTaskID がフィルタとして使用される
際に、FUOTA タスクに関連付けられているワイヤレスデバイスが一覧表示されます。
• ListMulticastGroups では、FuotaTaskID がフィルタとして使用される際に、一般
的なマルチキャストグループおよび FUOTA タスクに関連付けられたマルチキャストグ
ループを一覧表示できます。
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2.

FUOTA セッションのスケジュール
デバイスまたはマルチキャストグループが FUOTA タスクに正常に追加されたら、FUOTA セッショ
ンを開始してデバイスのファームウェアを更新できます。開始時刻は、現在の時刻から 30 分以上
後である必要があります。API または CLI を使用して FUOTA セッションをスケジュールするに
は、StartFuotaTask API オペレーションまたは start-fuota-task CLI コマンドを使用します。
FUOTA セッションの開始後は、タスクにデバイスまたはマルチキャストグループを追加できなく
なります。GetFuotaTask API オペレーションまたは get-fuota-task CLI コマンドを使用する
と、FUOTA セッションのステータスに関する情報を得ることができます。

FUOTA タスクとタスクに追加されたデバイスのステータスを監
視およびトラブルシューティングします。
ワイヤレスデバイスをプロビジョニングし、使用する可能性のあるマルチキャストグループを作成した
ら、次の手順を実行して FUOTA セッションを開始できます。

FUOTA タスクのステータス
FUOTA タスクには、AWS Management Console で次のステータスメッセージのいずれかが表示されま
す。
• 保留中
このステータスは、FUOTA タスクを作成したが、まだファームウェアの更新セッションがないことを
示します。タスクが作成されると、このステータスメッセージが表示されます。この間は、FUOTA タ
スクを更新できます。また、デバイスまたはマルチキャストグループをタスクと関連付けたり、関連付
けを解除できます。ステータスが [Pending] (保留中) から変更された後は、タスクに他のデバイスを追
加することはできません。
• FUOTA セッションの待機中
デバイスが FUOTA タスクに正常に追加されると、タスクにファームウェアの更新セッションがスケ
ジュールされている場合、このステータスメッセージが表示されます。この間、デバイスを更新したり
FUOTA セッションに追加することはできません。FUOTA セッションをキャンセルすると、グループの
ステータスは [Pending] (保留中) に変わります。
• FUOTA セッション中
FUOTA セッションが開始されると、このステータスメッセージが表示されます。フラグメンテーショ
ンセッションが開始され、エンドデバイスによりフラグメントが収集され、ファームウェアイメージが
再構築されます。また、新しいファームウェアバージョンが元のバージョンと比較され、新しいイメー
ジが適用されます。
• FUOTA の完了
新しいファームウェアイメージが適用されたことがエンドデバイスにより AWS IoT Core for LoRaWAN
に報告された後、またはセッションのタイムアウト時に FUOTA セッションは完了としてマークされ、
このステータスが表示されます。
また、次のいずれかの場合もこのステータスが表示されるので、ファームウェアの更新がデバイスに正
しく適用されたかどうかを確認してください。
• FUOTA タスクのステータスが [FUOTA session waiting] (FUOTA セッションの待機中) で、S3 バケッ
ト内のイメージファイルへのリンクが間違っている、AWS IoT Core for LoRaWAN にバケット内の
ファイルにアクセスするための十分なアクセス許可がないなどの S3 バケットのエラーがある場合。
• FUOTA タスクのステータスが [FUOTA session waiting] (FUOTA セッションの待機中) で、FUOTA
セッションを開始するリクエストがあるが、FUOTA タスクのデバイスまたはマルチキャストグルー
プからのレスポンスが受信されない場合。
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• FUOTA タスクのステータスが [In FUOTA session] (FUOTA セッション中) で、デバイスまたはマルチ
キャストグループが一定期間フラグメントを送信していないため、セッションがタイムアウトになっ
ている場合。
• 削除の待機中
他の状態にある FUOTA タスクを削除すると、このステータスが表示されます。削除は永続的で、元に
戻すことができません。この操作には時間がかかる場合があり、FUOTA タスクが削除されるまでタス
クのステータスは [Delete waiting] (削除の待機中) です。FUOTA タスクがこの状態に入った後は、他の
ステータスに移行することはできません。

FUOTA タスクでのデバイスのステータス
FUOTA タスクのデバイスには、AWS Management Console で次のステータスメッセージのいずれかが表
示されます。各ステータスメッセージにカーソルを合わせると、そのメッセージが示す内容の詳細を確認
できます。
• 初期
FUOTA セッションの開始時、AWS IoT Core for LoRaWAN によりデバイスにファームウェアの更新で
サポートされているパッケージがあるかどうかがが確認されます。デバイスにサポートされているパッ
ケージがある場合、デバイスの FUOTA セッションが開始します。ファームウェアイメージがフラグメ
ント化され、フラグメントがデバイスに送信されます。このステータスが表示された場合、デバイスの
FUOTA セッションはまだ開始していません。
• パッケージはサポートされていません
デバイスにサポートされている FUOTA パッケージがない場合は、このステータスが表示されます。
ファームウェアの更新パッケージがサポートされていない場合、デバイスの FUOTA セッションを開
始できません。このエラーを解決するには、FUOTA を使用してデバイスのファームウェアがファーム
ウェアの更新を受信できるかどうかを確認します。
• フラグメンテーションアルゴリズムはサポートされていません
FUOTA セッションの開始時に、AWS IoT Core for LoRaWAN によりデバイスのフラグメンテーション
のセッションが設定されます。このステータスが表示された場合、使用するフラグメンテーションアル
ゴリズムの種類をデバイスのファームウェアの更新に適用できないことを意味します。このエラーは、
使用するデバイスにサポートされている FUOTA パッケージがないために発生します。このエラーを解
決するには、FUOTA を使用してデバイスのファームウェアがファームウェアの更新を受信できるかど
うかを確認します。
• メモリが足りない
AWS IoT Core for LoRaWAN によりイメージのフラグメントが送信された後、エンドデバイスにより
それらが収集されます。その後これらのフラグメントからバイナリイメージが再構築されます。このス
テータスは、デバイスにファームウェアイメージの受信フラグメントを組み合わせるのに十分なメモリ
がない場合に表示されます。そのために、ファームウェアの更新セッションが途中で終了する可能性が
あります。このエラーを解決するには、デバイスのハードウェアがこの更新を受信できるかどうかを確
認します。使用しているデバイスでこの更新を受信できない場合は、デルタイメージを使用してファー
ムウェアを更新します。
• フラグメンテーションのインデックスはサポートされていません
フラグメンテーションのインデックスは、同時に実行できる 4 つのフラグメンテーションのセッション
のうち 1 つを識別します。デバイスが指定されたフラグメンテーションのインデックス値をサポートし
ていない場合、このステータスが表示されます。この問題を解決するには、次のいずれかの操作を実行
します。
• デバイス用に新しい FUOTA タスクを開始します。
• エラーが解決しない場合は、ユニキャストモードからマルチキャストモードに切り替えます。
• それでもエラーが解決しない場合は、デバイスのファームウェアを確認してください。
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• メモリエラー
このステータスは、AWS IoT Core for LoRaWAN から受信フラグメントを受信した際に、デバイスにメ
モリエラーが発生したことを示します。このエラーが発生した場合、デバイスはこの更新プログラムを
受信できない可能性があります。このエラーを解決するには、デバイスのハードウェアがこの更新を受
信できるかどうかを確認します。必要に応じて、デルタイメージを使用してデバイスのファームウェア
を更新します。
• 不適切な記述子
デバイスが、指定された記述子をサポートしていません。記述子は、フラグメンテーションのセッショ
ン中に転送されるファイルを記述するフィールドです。このエラーが表示された場合は、AWS Support
Center ( センター) にお問い合わせください。
• セッションカウントのリプレイ
このステータスは、デバイスがこのセッションカウントを以前に使用したことを示します。このエラー
を解決するには、デバイス用に新しい FUOTA タスクを開始します。
• フラグメントが見つかりません
デバイスにより AWS IoT Core for LoRaWAN からイメージのフラグメントが収集される際、コード化さ
れ独立したフラグメントから新しいファームウェアイメージが再構築されます。デバイスがすべてのフ
ラグメントを受信していない場合、新しいイメージを再構築できず、このステータスが表示されます。
このエラーを解決するには、デバイス用に新しい FUOTA タスクを開始します。
• MIC エラー
収集されたフラグメントから新しいファームウェアイメージがデバイスにより再構築されると、MIC
(Message Integrity Check) が実行され、イメージの信頼性と、それが正しいソースから取得されている
かどうかが確認されます。フラグメントの再構成後、デバイスにより MIC の不一致が検出されると、こ
のステータスが表示されます。このエラーを解決するには、デバイス用に新しい FUOTA タスクを開始
します。
• Successful
デバイスの FUOTA セッションが成功しました。

Note
このステータスメッセージは、デバイスによりフラグメントからイメージが再構築され、それ
が確認できたことを示します。しかし、デバイスにより AWS IoT Core for LoRaWAN にステー
タスが報告されたときに、デバイスファームウェアが更新されていない可能性があります。デ
バイスのファームウェアが更新されているかどうかを確認してください。

次のステップ
FUOTA タスクとそのデバイスのさまざまなステータス、および問題のトラブルシューティングの方法
について学習しました。これらの各ステータスの詳細については、「LoRaWAN Fragmented Data Block
Transportation Specification, TS004-1.0.0」を参照してください。

ネットワークアナライザを使用したワイヤレスリ
ソースフリートのリアルタイムでのモニタリング
ネットワークアナライザは、デフォルトの WebSocket 接続を使用して、ワイヤレス接続リソースのリア
ルタイムトレースメッセージログを受信します。ネットワークアナライザを使用すると、モニタリング
するリソースを追加し、トレースメッセージングセッションをアクティブ化し、リアルタイムでトレース
メッセージの受信を開始できます。
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リソースをモニタリングするには、Amazon CloudWatch を使用することもできます。CloudWatch を使
用するには、IAM ロールをセットップしてログ記録を設定し、ログエントリがコンソールに表示されるの
を待ちます。ネットワークアナライザを使用すると、接続のセットアップとトレースメッセージの受信開
始にかかる時間が大幅に短縮され、リソースのフリートに関するジャストインタイムのログ情報を取得で
きます。CloudWatch を使用したモニタリングについては、「Amazon CloudWatch を使用した AWS IoT
Wireless のモニタリングとログ記録 (p. 1247)」を参照してください。
セットアップ時間を短縮し、トレースメッセージの情報を使用することで、リソースをより効果的にモニ
タリングし、有意義な洞察を得て、エラーのトラブルシューティングを行うことができます。LoRaWAN
デバイスと LoRaWAN ゲートウェイの両方をモニタリングできます。例えば、LoRaWAN デバイスの 1 つ
のオンボーディング時に、参加エラーをすばやく特定できます。エラーをデバッグするには、提供された
トレースメッセージログの情報を使用します。
ネットワークアナライザの使用方法
リソースフリートをモニタリングし、トレースメッセージの受信を開始するには、次の手順を実行しま
す。
1. ネットワークアナライザの設定を作成し、リソースを追加する
トレースメッセージングをアクティブ化する前に、ネットワークアナライザ設定を作成し、設定にリ
ソースを追加します。まず、ログレベルとワイヤレスデバイスのフレーム情報を含む設定を指定しま
す。次に、ワイヤレスゲートウェイとワイヤレスデバイス ID を使用して、モニタリングするワイヤレ
スリソースを追加します。
2. WebSockets を使用してトレースメッセージをストリーミングする
IAM ロールの認証情報を使用して署名済みのリクエスト URL を生成し、WebSocket プロトコルを使用
してネットワークアナライザートレースメッセージをストリーミングできます。
3. トレースメッセージングセッションをアクティブ化し、トレースメッセージをモニタリングする
トレースメッセージの受信を開始するには、トレースメッセージングセッションをアクティブにしま
す。追加コストが発生しないようにするには、ネットワークアナライザのトレースメッセージングセッ
ションを非アクティブ化するか、閉じます。
設定を作成し、リソースを追加し、トレースメッセージングセッションをアクティブ化する方法を次に示
します。
トピック
• ネットワークアナライザに必要な IAM ロールを追加する (p. 1218)
• ネットワークアナライザの設定を作成し、リソースを追加する (p. 1220)
• WebSockets を使用してネットワークアナライザのトレースメッセージをストリーミングす
る (p. 1226)
• ネットワークアナライザのトレースメッセージログをリアルタイムで表示およびモニタリングす
る (p. 1234)

ネットワークアナライザに必要な IAM ロールを追加す
る
ネットワークアナライザを使用する場合は、API オペレーションを使用する権限をユーザーに付与する必
要があります。UpdateNetworkAnalyzerConfiguration そして GetNetworkAnalyzerConfiguration をクリッ
クして、ネットワークアナライザリソースにアクセスします。以下に、権限を付与するために使用する
IAM ポリシーを示します。
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ネットワークアナライザの IAM ポリシー
以下のいずれかを実行してみてください。
• フルアクセスワイヤレスポリシー
ロールにポリシー AWSIoTWirelessFullAccess をアタッチして、AWS IoT Core for LoRaWAN にフルア
クセスポリシーを付与します。詳細については、「AWSIoTWirelessFullAccess ポリシーの概要」
を参照してください。
• API を取得および更新するためのスコープ付き IAM ポリシー
IAM コンソールの [Create policy] (ポリシーの作成) ページで、[Visual editor] (ビジュアルエディタ) タブ
を開き、以下の IAM ポリシーを作成します。
1. [Service] (サービス) には [IoTWireless] を選択します。
2. [Access level] (アクセスレベル) で [Read] (読み取り) を展開して [GetNetworkAnalyzerConfiguration]
を選択し、[Wrtite] (書き込み) を展開して [UpdateNetworkAnalyzerConfiguration] を選択してくださ
い。
3. [Next:Tags] (次へ: タグ) を選択し、[IoTWirelsesNetworkAnalyzerPolicy] など、ポリシーの [Name] (名
前) を入力します。[Create policy] を選択します。
以下は、ユーザーが作成したポリシー [IoTWirelessNetworkAnalyzerPolicy] を示しています。ポリシー作
成の詳細については、「IAM ポリシーの作成」を参照してください。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
"iotwireless:UpdateNetworkAnalyzerConfiguration"
],
"Resource": "*"
}
]

特定のリソースにアクセスするためのスコープ付きポリシー
よりきめ細かなアクセスコントロールを設定するには、ワイヤレスゲートウェイとデバイスを [Resource]
(リソース) フィールドに追加する必要があります。次のポリシーでは、ワイルドカード ARN を使用
して、すべてのゲートウェイとデバイスへのアクセスを許可します。WirelessGatewayId および
WirelessDeviceId を使用して、特定のゲートウェイおよびデバイスへのアクセスを制御できます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
"iotwireless:UpdateNetworkAnalyzerConfiguration"
],
"Resource": [
"arn:aws:iotwireless:*:{accountId}:WirelessDevice/*",
"arn:aws:iotwireless:*:{accountId}:WirelessGateway/*",
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}

]

}

]

"arn:aws:iotwireless:*:{accountId}:NetworkAnalyzerConfiguration/*"

ネットワークアナライザを使用するものの、ワイヤレスゲートウェイまたはデバイスを使用しない権限を
ユーザーに付与するには、次のポリシーを使用します。指定しない限り、リソースを使用する権限は暗黙
的に拒否されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
"iotwireless:UpdateNetworkAnalyzerConfiguration"
],
"Resource": [
"arn:aws:iotwireless:*:{accountId}:NetworkAnalyzerConfiguration/*"
]
}
]

次のステップ
ポリシーを作成したので、ネットワークアナライザの設定にリソースを追加し、それらのリソースのト
レースメッセージング情報を受け取ることができるようになりました。詳細については、「ネットワーク
アナライザの設定を作成し、リソースを追加する (p. 1220)」を参照してください。

ネットワークアナライザの設定を作成し、リソースを
追加する
トレースメッセージをストリーミングする前に、ネットワークアナライザ設定を作成し、モニタリングす
るリソースをこの設定に追加します。設定を作成すると、次のことができます。
• 設定名とオプションの説明を指定します。
• ログメッセージのフレーム情報や詳細レベルなどの構成設定をカスタマイズします。
• モニタリングするリソースを追加します。リソースは、ワイヤレスデバイスまたはワイヤレスゲート
ウェイ、もしくはその両方にすることができます。
指定した構成設定によって、設定に追加するリソースについて受信するトレースメッセージング情報が決
まります。モニタリングするユースケースに応じて、複数の設定を作成することもできます。
以下は、設定を作成してリソースを追加する方法を示しています。
トピック
• ネットワークアナライザの設定を作成する (p. 1221)
• リソースを追加し、ネットワークアナライザの設定を更新する (p. 1224)
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ネットワークアナライザの設定を作成する
ワイヤレスゲートウェイまたはワイヤレスデバイスをモニタリングする前に、ネットワークアナライザ設
定を作成する必要があります。設定を作成するときは、設定名を指定するだけです。作成した後でも、構
成設定をカスタマイズし、モニタリングするリソースを設定に追加できます。構成設定によって、それら
のリソースについて受信するトレースメッセージング情報が決まります。
モニタリングするリソースとそれらに対して受信する情報のレベルに応じて、複数の設定を作成できま
す。例えば、AWS アカウント の一連のゲートウェイについてのエラー情報のみを表示する設定を作成で
きます。モニタリングするワイヤレスデバイスに関するすべての情報を表示する設定を作成することもで
きます。
次のセクションでは、さまざまな構成設定と、設定の作成方法について説明します。

設定
ネットワークアナライザ設定を作成または更新するときに、次のパラメータをカスタマイズしてログスト
リーム情報をフィルタリングすることもできます。
• フレーム情報
この設定は、トレースメッセージについてのワイヤレスデバイスリソースのフレーム情報です。フレー
ム情報は、ネットワークサーバーとエンドデバイス間の通信のデバッグに使用できます。このエージェ
ントは、デフォルトでは有効になっています。
• ログレベル
情報ログまたはエラーログを表示したり、ログ記録をオフにしたりできます。
• Info
ログレベルが [Info] (情報) のログは冗長性が高く、エラーログストリームと情報ログストリームの両
方を含みます。情報ログは、デバイスまたはゲートウェイの状態の変更を表示するために使用できま
す。

Note
冗長性が高いログストリームを収集すると、追加コストが発生する可能性があります。料金
の詳細については、「AWS IoT Core の料金」を参照してください。
• エラー
ログレベルが Error のログは冗長性が低く、エラー情報のみを表示します。これらのログは、アプリ
ケーションにデバイス接続エラーなどのエラーがあるときに使用できます。ログストリームの情報を
使用して、フリート内のリソースのエラーを特定し、トラブルシューティングできます。

コンソールを使用して設定を作成する
AWS IoT コンソールまたは AWS IoT Wireless API を使用して、ネットワークアナライザ設定を作成し、
オプションパラメータをカスタマイズできます。また、複数の設定を作成し、後で使用しなくなった設定
を削除することもできます。
ネットワークアナライザの設定を作成する
1. AWS IoT コンソールのネットワークアナライザハブを開いて、[Create configuration] (設定の作成) を選
択します。
2. 構成設定を指定します。
• 名前、説明、タグ
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英字、数字、ハイフン、またはアンダースコアのみを含む、一意の [Configuration name] (設定
名) を指定します。オプションの [Description] (説明) フィールドを使用して設定に関する情報を指
定し、[Tags] (タグ) フィールドを使用して設定に関するメタデータのキーバリューペアを追加し
ます。リソースの命名と説明の詳細については、AWS IoT Core for LoRaWAN リソースを説明す
る (p. 1130) を参照してください。
• 設定
フレーム情報を無効にするかどうかを選択し、[Select log levels] (ログレベルの選択) を使用して、ト
レースメッセージログに使用するログレベルを選択します。[Next] を選択します。
3. 設定にリソースを追加します。今すぐリソースを追加するか、[Create] (作成) を選択して、後でリソー
スを追加することもできます。後でリソースを追加するには、[Create] (作成) を選択します。
[Network Analyzer hub page] (ネットワークアナライザハブページ) には、作成した設定とその構成が表
示されます。新しい設定の詳細を表示するには、設定名を選択します。
ネットワークアナライザの設定を削除する
モニタリングするリソースと、そのリソースに対して受け取るトレースメッセージング情報のレベルに応
じて、複数のネットワークアナライザ設定を作成することができます。

コンソールから設定を削除するには
1.

AWS IoT コンソールのネットワークアナライザハブに移動し、削除する設定を選択します。

2.

[Actions] (アクション) を選択してから、[Delete] (削除) をクリックします。

API を使用して設定を作成する
API を使用してネットワークアナライザーの設定を作成するには、CreateNetworkAnalyzerConfiguration
API オペレーションまたは create-network-analyzer-configuration CLI コマンドを使用します。
設定を作成するときは、設定名を指定するだけです。この API オペレーションを使用
して、構成設定を指定し、設定の作成時にリソースを追加することもできます。また
は、UpdateNetworkAnalyzerConfiguration API オペレーションまたは update-network-analyzerconfiguration CLI を使用して、後で指定することもできます。
• 設定を作成する
設定の作成時に、名前を指定する必要があります。例えば、次のコマンドでは、名前とオプションの説
明のみを指定して、設定を作成します。デフォルトでは、フレーム情報がアクティブ化されており、ロ
グレベルは INFO を使用する設定になっています。
aws iotwireless create-network-analyzer-configuration \
--configuration-name My_Network_Analyzer_Config \
--description "My first network analyzer configuration"

このコマンドを実行すると、ネットワークアナライザ設定の ARN と ID が表示されます。
{

"Arn": "arn:aws:iotwireless:useast-1:123456789012:NetworkAnalyzerConfiguration/12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
"Id": "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
}

• リソースを使用して設定を作成する
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構成設定をカスタマイズするには、trace-content パラメータを使用します。リソースを追加するに
は、WirelessDevices および WirelessGateways パラメータを使用して、設定に追加するゲート
ウェイ、デバイス、またはその両方を指定します。例えば、次のコマンドは、構成設定をカスタマイズ
し、WirelessGatewayID と WirelessDeviceID で指定されたワイヤレスリソースを設定に追加し
ます。
aws iotwireless create-network-analyzer-configuration \
--configuration-name My_NetworkAnalyzer_Config \
--trace-content WirelessDeviceFrameInfo=DISABLED,LogLevel="ERROR" \
--wireless-gateways "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d" "90123456-de1f-2b3b-4c5cbb1112223cd1"
--wireless-devices "1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f"

次の例は、コマンドを実行したときの出力を示しています。
{

"Arn": "arn:aws:iotwireless:useast-1:123456789012:NetworkAnalyzerConfiguration/12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
"Id": "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
}

ネットワークアナライザ設定を一覧表示する
モニタリングするリソースと、そのリソースに対して受け取るトレースメッセージング情報の詳細のレベ
ルに応じて、複数のネットワークアナライザ設定を作成することができます。これらの設定を作成した
後、ListNetworkAnalyzerConfigurations API オペレーションまたは list-network-analyzer-configuration CLI
コマンドを使用して、これらの設定の一覧を取得できます。
aws iotwireless list-network-analyzer-configurations

このコマンドを実行すると、AWS アカウント のすべてのネットワークアナライザ設定が表示されます。
また、max-results パラメータを使用して、表示する設定の数を指定することができます。以下は、こ
のコマンドを実行したときの出力を示しています。
{

"NetworkAnalyzerConfigurationList": [
{
"Arn": "arn:aws:iotwireless:useast-1:123456789012:NetworkAnalyzerConfiguration/12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
"Name": "My_Network_Analyzer_Config1"
},
{
"Arn": "arn:aws:iotwireless:useast-1:123456789012:NetworkAnalyzerConfiguration/90123456-a1a2-9a87-65b4-c12bf3c2d09a",
"Name": "My_Network_Analyzer_Config2"
}
]
}

ネットワークアナライザの設定を削除する
DeleteNetworkAnalyzerConfiguration API オペレーションまたは delete-network-analyzer-configuration CLI
コマンドを使用して、使用しなくなった設定を削除できます。
aws iotwireless delete-network-analyzer-configuration \
--configuration-name My_NetworkAnalyzer_Config
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このコマンドを実行しても、出力は生成されません。使用可能な設定を確認するに
は、ListNetworkAnalyzerConfigurations API オペレーションを使用できます。

次のステップ
ネットワークアナライザ設定を作成したので、設定にリソースを追加したり、構成設定を更新したりでき
ます。詳細については、「リソースを追加し、ネットワークアナライザの設定を更新する (p. 1224)」を参
照してください。

リソースを追加し、ネットワークアナライザの設定を更新する
トレースメッセージングをアクティブ化する前に、ネットワークアナライザ設定にモニタリングするリ
ソースを追加する必要があります。リソースは、LoRaWAN デバイスと LoRaWAN ゲートウェイのいずれ
かまたは両方にすることができます。

前提条件
リソースを追加する前に、次の操作を行います。
1. モニタリングするゲートウェイとデバイスを AWS IoT Core for LoRaWAN にオンボーディングしてお
く必要があります。詳細については、「AWS IoT Core for LoRaWAN へのゲートウェイとデバイスの接
続 (p. 1129)」を参照してください。
2. リソースの追加先となるネットワークアナライザ設定を作成しておく必要があります。詳細について
は、「ネットワークアナライザの設定を作成する (p. 1221)」を参照してください。

コンソールを使用してリソースを追加し、構成設定を更新する
リソースを追加し、オプションパラメータをカスタマイズするには、AWS IoT コンソールまたは AWS IoT
Wireless API を使用します。リソースに加えて、設定を編集し、更新された設定を保存することもできま
す。
設定にリソースを追加する
1. AWS IoT コンソールのネットワークアナライザハブに移動し、削除する設定を選択します。
2. [Actions] (アクション) を選択し、[Add resources] (リソースの追加) を選択します。
3. ワイヤレスゲートウェイとワイヤレスデバイス ID を使用して、モニタリングするリソースを追加しま
す。複数のリソースを選択でき、最大 250 のワイヤレスゲートウェイまたはワイヤレスデバイスを追加
できます。
4. すべてのリソースを追加したら、[Add] (追加) をクリックします。
追加したゲートウェイとデバイスの数が[Network Analyzer] (ネットワークアナライザ) ハブページ に表
示されます。トレースメッセージングセッションをアクティブ化するまで、リソースの追加と削除を続
けることができます。セッションをアクティブ化した後、リソースを追加するには、セッションを非ア
クティブ化する必要があります。
構成設定を更新する
1. AWS IoT コンソールのネットワークアナライザハブを開き、構成を更新する設定を選択します。
2. [Actions] (アクション) を選択して、[Edit] (編集) を選択します。
3. フレーム情報を無効にするかどうかを選択し、[Select log levels](ログレベルの選択) を使用して、ト
レースメッセージログに使用するログレベルを選択します。[Save] を選択します。
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ネットワークアナライザの設定の詳細ページで指定した設定が表示されます。

API を使用してリソースを追加し、構成設定を更新する
リソースを追加するか、構成設定を更新するには、UpdateNetworkAnalyzerConfiguration API または
update-network-analyzer-configuration CLI を使用します。
• 構成設定を更新する
構成設定を更新するには、TraceContent パラメータを使用して、ログレベルとフレーム情報を有効に
するかどうかを指定します。例えば、次のコマンドは、フレーム情報を無効にし、ログレベルを ERROR
に設定して、構成設定を更新します。
aws iotwireless update-network-analyzer-configuration \
--configuration-name NetworkAnalyzerConfig_Default \
--trace-content WirelessDeviceFrameInfo=DISABLED,LogLevel="ERROR"

• リソースを追加する
リソースを追加するには、WirelessDevicesToAdd および WirelessGatewaysToAdd パラメータを
使用して、設定に追加するゲートウェイ、デバイス、またはその両方を指定します。例えば、次のコマ
ンドは、構成設定を更新し、WirelessGatewayID と WirelessDeviceID で指定されたワイヤレス
リソースを設定に追加します。
aws iotwireless update-network-analyzer-configuration \
--configuration-name NetworkAnalyzerConfig_Default \
--trace-content WirelessDeviceFrameInfo=DISABLED,LogLevel="ERROR" \
--wireless-gateways-to-add "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d" "90123456de1f-2b3b-4c5c-bb1112223cd1"
--wireless-devices-to-add "1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f"

デバイスまたはゲートウェイを削除するには、API の WirelessDevicesToRemove と
WirelessGatewaysToRemove パラメータを使用します。
設定に関する情報を取得する
UpdateNetworkAnalyzerConfiguration API を実行しても、出力は生成されません。追加した構成設
定とゲートウェイやデバイスに関する表示するには、GetNetworkAnalyzerConfiguration API オペレーショ
ン、または get-network-analyzer-configuration コマンドを使用します。ネットワークアナライザ設定の名
前を入力として指定します。
aws iotwireless get-network-analyzer-configuration \
--configuration-name NetworkAnalyzerConfig_Default

このコマンドを実行すると、以下の出力が生成されます。
{

"TraceContent": {
"WirelessDeviceFrameInfo": "DISABLED",
"LogLevel": "ERROR"
},
"WirelessDevices": [],
"WirelessGateways": [
"a0dd70e5-8f15-41a5-89cf-310284e691a1",
"41682155-de4f-4f8f-84bf-bb5557221fc8"
]
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次のステップ
リソースを追加し、オプションの設定を指定したので、WebSocket プロトコルを使用して、AWS IoT
Core for LoRaWAN との接続を確立し、ネットワークアナライザを使用できるようになります。その後、
トレースメッセージをアクティブにして、リソースのトレースメッセージの受信を開始できます。詳細に
ついては、「WebSockets を使用してネットワークアナライザのトレースメッセージをストリーミングす
る (p. 1226)」を参照してください。

WebSockets を使用してネットワークアナライザのト
レースメッセージをストリーミングする
WebSocket プロトコルを使用すると、ネットワークアナライザトレースメッセージをリアルタイムでス
トリーミングできます。リクエストを送信すると、サービスは JSON ストラクチャで応答します。トレー
スメッセージングをアクティブ化したら、メッセージログを使用してリソースに関する情報を取得し、エ
ラー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、「WebSocket protocol」を参照
してください。
WebSockets を使用してネットワークアナライザのトレースメッセージをストリーミングする方法を次に
示します。
トピック
• WebSocket ライブラリで署名済みリクエストを生成する (p. 1226)
• 署名付き URL を生成するサンプル Python コード (p. 1230)
• WebSocket メッセージとステータスコード (p. 1233)

WebSocket ライブラリで署名済みリクエストを生成する
WebSocket ライブラリを使用してサービスにリクエストを送信できるように、署名済みリクエストを生成
する方法を次に示します。

IAM ロールに WebSocket リクエストのポリシーを追加する
WebSocket プロトコルを使用してネットワークアナライザを呼び出すには、リクエストを行う AWS
Identity and Access Management (IAM) ロールに以下のポリシーをアタッチする必要があります。
{

}

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

署名付き URL を作成する
アプリケーションとネットワークアナライザとの間の通信を設定するために必要な情報を含
む、WebSocket リクエストの URL を作成します。リクエストのアイデンティティを確認するため
に、WebSocket ストリーミングでは、署名のリクエストに Amazon 署名バージョン 4 のプロセスが使用
されます。署名バージョン 4 の詳細については、Amazon Web Services 全般のリファレンスの「AWS
API リクエストの署名」を参照してください。
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ネットワークアナライザを呼び出すには、StartNetworkAnalyzerStream リクエスト URL を使用しま
す。リクエストは、前述の IAM ロールの認証情報を使用して署名されます。URL は以下の形式です。読み
やすさのために改行が追加されています。行 &X-Amz-SignedHeaders=host の下に設定名を追加する必
要があります。追加のパラメータはこの行の下に追加され、アルファベット順にソートされます。
次の例は、設定名 NaConfig でこのリクエスト URL を使用する方法を示しています。
wss://api.iotwireless.<region>.amazonaws.com/start-network-analyzer-stream?configurationname=NaConfig
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Date=20220427T001057Z&X-Amz-SignedHeaders=host
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Credential=credential_number/account/region/iotwireless/aws4_request
&X-Amz-Signature=c123456789098765a012c3a45d6789dd01234af5678bba9bbc0dbc112a3334d

Note
URL に設定名が含まれていない場合は、AWS IoT Core for LoRaWAN には、ネットワークアナラ
イザ設定のデフォルト名 NetworkAnalyzerConfig_Default が含まれます。
GET wss://api.iotwireless.<region>.amazonaws.com/start-network-analyzer-stream?X-AmzAlgorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=Signature Version 4 credential scope
&X-Amz-Date=date
&X-Amz-Expires=time in seconds until expiration
&X-Amz-Security-Token=security-token
&X-Amz-Signature=Signature Version 4 signature
&X-Amz-SignedHeaders=host

署名バージョン 4 パラメータには、次の値を使用します。
• X-Amz-Algorithm – 署名プロセスに使用しているアルゴリズム。唯一の有効な値は AWS4-HMAC-SHA256
です。
• X-Amz-Credential – アクセスキー ID と認証情報スコープのコンポーネントを連結して形成され、スラッ
シュ (/) で区切られる文字列。認証情報スコープには、YYYYMMDD 形式の日付、AWS リージョン、
サービス名、および終了文字列 (aws4_request) が含まれます。
• X-Amz-Date – 署名が作成された日時。Amazon Web Services 全般リファレンスの「署名バージョン 4
の日付の処理」の手順に従って、日付と時刻を生成します。
• X-Amz-Expires – 認証情報が有効期限切れになるまでの時間 (秒単位)。最大値は 300 秒 (5 分) です。
• X-Amz-Security-Token – (オプション) 一時的な認証情報用の署名バージョン 4 のトークン。このパラ
メータを指定する場合は、正規リクエストに含めます。詳細については、AWS Identity and Access
Management ユーザーガイドの「一時的なセキュリティ認証情報のリクエスト」を参照してください。
• X-Amz-Signature – リクエストに対して生成した署名バージョン 4 の署名。
• X-Amz-SignedHeaders – リクエストの署名を作成するときに署名されるヘッダー。唯一の有効な値は
host です。

リクエスト URL を構築し、署名バージョン 4 署名を作成する
リクエストの URL を作成し、署名バージョン 4 の署名を作成するには、次のステップを実行します。

Note
このセクションの例では、擬似コードを使用しています。署名の作成方法を示すサンプル Python
コードについては、「署名付き URL を生成するサンプル Python コード (p. 1230)」を参照して
ください。
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タスク 1: 正規リクエストを作成する
リクエストからの情報を含む文字列を標準化された形式で作成します。これにより、AWS は、リクエスト
を受け取ると、タスク 3: 署名を計算する (p. 1229) でお客様が計算したものと同じ署名を計算できるよう
になります。詳細については、Amazon Web Services 全般のリファレンスの「署名バージョン 4 の正規リ
クエストを作成する」を参照してください。
1.

アプリケーションでリクエストの変数を定義します。
# HTTP verb
method = "GET"
# Service name
service = "iotwireless"
# AWS #####
region = "AWS #####"
# Service streaming endpoint
endpoint = "wss://api.iotwireless.region.amazonaws.com"
# Host
host = "api.iotwireless.<region>.amazonaws.com"
# Date and time of request
amz-date = YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z'
# Date without time for credential scope
datestamp = YYYYMMDD

2.

正規 URI (ユニフォームリソース識別子) を作成します。正規 URI はドメインとクエリ文字列との間の
URI の一部です。
canonical_uri = "/start-network-analyzer-stream"

3.

正規ヘッダーと署名付きヘッダーを作成します。正規ヘッダーの末尾の \n に注意してください。
• 小文字のヘッダー名とそれに続くコロンを追加します。
• このヘッダーの値のカンマ区切りリストを追加します。複数の値を持つヘッダーの値はソートしな
いようにします。
• 改行 (\n) を追加します。

canonical_headers = "host:" + host + "\n"
signed_headers = "host"

4.

アルゴリズムをハッシュアルゴリズムに一致させます。SHA-256 を使用する必要があります｡
algorithm = "AWS4-HMAC-SHA256"

5.

派生キーの範囲をリクエストが実行された日付、 リージョン、サービスに絞るための認証情報スコー
プを作成します。
credential_scope = datestamp + "/" + region + "/" + service + "/" + "aws4_request"

6.

正規クエリ文字列を作成します。クエリ文字列値は、URI エンコードされ、名前順にソートされてい
る必要があります。
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• パラメーター名を文字コードポイントで昇順にソートします。名前が重複しているパラメータは、
値でソートする必要があります。たとえば、大文字 F で始まるパラメーター名は、小文字 b で始ま
るパラメーター名より前に置きます。
• RFC 3986 が定義する非予約文字である A-Z、a-z、0-9、ハイフン (-)、アンダースコア (_)、ピリオ
ド (.)、およびチルド (~) を、URI でエンコードしないようにします。
• 他のすべての文字についても、%XY によるパーセントエンコードが必要です。X および Y には 16
進数文字（0～9 および大文字の A ～ F）が入ります。例えば、スペース文字は %20 として (一部
のエンコードスキームのように '+' を使用せずに) エンコードする必要があり、拡張 UTF-8 文字は
%XY%ZA%BC 形式でエンコードする必要があります。
• パラメータ値の等号 (=) 文字を二重エンコードします。

canonical_querystring
canonical_querystring
credential_scope)
canonical_querystring
canonical_querystring
canonical_querystring
canonical_querystring

7.

= "X-Amz-Algorithm=" + algorithm
+= "&X-Amz-Credential="+ URI-encode(access key + "/" +
+=
+=
+=
+=

"&X-Amz-Date=" + amz_date
"&X-Amz-Expires=300"
"&X-Amz-Security-Token=" + token
"&X-Amz-SignedHeaders=" + signed_headers

ペイロードのハッシュを作成します。GET リクエストの場合、ペイロードは空の文字列です。
payload_hash = HashSHA256(("").Encode("utf-8")).HexDigest()

8.

すべての要素を組み合わせて正規リクエストを作成します。
canonical_request = method + '\n'
+ canonical_uri + '\n'
+ canonical_querystring + '\n'
+ canonical_headers + '\n'
+ signed_headers + '\n'
+ payload_hash

タスク 2: 署名する文字列を作成します。
署名する文字列には、リクエストについてのメタ情報が含まれています。次のステップでリクエストの署
名を計算するときに、文字列を使用してサインインします。詳細については、Amazon Web Services 全般
のリファレンスの「署名バージョン 4 の署名文字列を作成する」を参照してください。
string_to_sign=algorithm + "\n"
+ amz_date + "\n"
+ credential_scope + "\n"
+ HashSHA256(canonical_request.Encode("utf-8")).HexDigest()

タスク 3: 署名を計算する
AWS シークレットアクセスキーから署名キーを取得します。保護レベルを高めるために、派生キーは日
付、サービス、AWS リージョンに固有になっています。取得したキーを使用して、リクエストに署名しま
す。詳細については、Amazon Web Services 全般のリファレンスの「AWS 署名バージョン 4 の署名を計
算する」を参照してください。
コードでは、GetSignatureKey 関数を実装して署名キーを取得したものとします。詳細と関数の例につ
いては、「Amazon Web Services 全般リファレンス」の「署名バージョン 4 の署名キーを取得する方法の
例」を参照してください。
関数 HMAC(key, data) は、バイナリ形式で結果を返す HMAC-SHA 256 関数を表します。
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#Create the signing key
signing_key = GetSignatureKey(secret_key, datestamp, region, service)
# Sign the string_to_sign using the signing key
signature = HMAC.new(signing_key, (string_to_sign).Encode("utf-8"), Sha256()).HexDigest

タスク 4: 署名情報をリクエストに追加し、リクエスト URL を作成する
署名を計算したら、クエリ文字列に追加します。詳細については、Amazon Web Services 全般リファレン
スの「HTTP リクエストに署名を追加する」を参照してください。
その後、WebSocket ライブラリを使用して署名付き URL をリクエストできます。Python で使用する
WebSocket クライアントの例については、「websocket-client 1.4.1」を参照してください。
#Add the authentication information to the query string
canonical_querystring += "&X-Amz-Signature=" + signature
# Sign the string_to_sign using the signing key
request_url = endpoint + canonical_uri + "?" + canonical_querystring

次のステップ
WebSocket ライブラリでリクエスト URL を使用して、サービスへのリクエストを実行し、メッセージを
確認できるようになりました。署名付き URL の生成方法を示すサンプル Python コードのサンプルについ
ては、「署名付き URL を生成するサンプル Python コード (p. 1230)」を参照してください。

署名付き URL を生成するサンプル Python コード
次のコードは、Python をプログラミング言語として使用して署名付き URL を生成する例を示していま
す。

前提条件
Python プログラミング言語を使用してリクエストを生成するには、次のものが必要です。
• コンピュータに Python がインストールされている。次のコマンドを実行するか、Python インストー
ラをダウンロードして実行できます。
sudo apt install python3

• Python がライブラリをリクエストします。次のコマンドを実行するか、リクエストライブラリをダウン
ロードできます。これは、ウェブリクエストを作成するスクリプト例で使用されています。
pip install requests

• スクリプトを使用してリクエストが生成された後、署名付き URL をリクエストするために使用できる
WebSocket ライブラリ。このライブラリをインストールするには、次のコマンドを実行します。Python
で WebSocket クライアントを使用する方法については、「WebSocket client for Python with low level
API options」(低レベル API オプション付き Python 用 WebSocket クライアント) を参照してください。
pip install websocket-client

• AWS_ACCESS_KEY_ID および AWS_SECRET_ACCESS_KEY という名前の環境変数で指定したアクセス
キー ID とシークレットアクセスキーで構成されるアクセスキー。または、これらの値を認証情報ファイ
ルに保存し、そのファイルから読み込むこともできます。
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Note
ベストプラクティスとして、認証情報をコードに埋め込まないことをお勧めします。詳細につ
いては、Amazon Web Services 全般リファレンスの「AWS アクセスキーの管理に関するベス
トプラクティス」を参照してください。
$ export AWS_ACCESS_KEY_ID=My_Access_Key
$ export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=My_Secret_Key
# Session token is required only if you use temporary access key starting with "ASIA"
$ export AWS_SESSION_TOKEN=My_Session_token

python コードサンプル
Python コードは、WebSocket ライブラリがサービスにリクエストを送信するために使用できる署名付き
URL を生成します。この関数は正規リクエストを作成してから、署名の計算に使用される署名文字列を作
成し、その署名を HTTP リクエストに追加して署名付き URL を作成します。その後、WebSocket ライブ
ラリを使用して署名済み URL をリクエストできます。
スクリプト generate_presigned_url.py を実行するには、次のコマンドを実行します (スクリプトが
あるのと同じパスから実行する場合)。
python generate_presigned_url.py

以下は、generate_presigned_url.py スクリプトの内容を示しています。
generate_presigned_url.py の内容
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
# AWS Version 4 signing example
"""

"""

Sample python code to generate the pre-signed URL. You can
change the parameters in this code to your own values, such
as the variables that are required for the request URL, the
network analyzer configuration name, and AWS #####.

# -----------------------------------------------------------------# Step 1. Import the required libraries and define the functions
# sign and getSignatureKey that will be used to derive a signing key.
# -----------------------------------------------------------------import sys, os, base64, datetime, hashlib, hmac, urllib.pars
import requests
# pip install requests
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
def getSignatureKey(key, dateStamp, regionName, serviceName):
kDate = sign(("AWS4" + key).encode("utf-8"), dateStamp)
kRegion = sign(kDate, regionName)
kService = sign(kRegion, serviceName)
kSigning = sign(kService, "aws4_request")
return kSigning
# -----------------------------------------------------------------# Step 2. Define the variables required for the request URL. Replace
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# values for the variables, such as region, with your own values.
# -----------------------------------------------------------------method = 'GET'
service = 'iotwireless'
region = 'us-east-1'
# Host and endpoint information.
host = 'api.iotwireless.' + region + '.amazonaws.com
endpoint = 'wss://' + host
# Create a date for headers and the credential string.
t = datetime.datetime.utcnow()
amz_date = t.strftime('%Y%m%dT%H%M%SZ')
# For date stamp, the date without time is used in credential scope.
datestamp = t.strftime('%Y%m%d')
# ---------------------------------------------------------------------# Step 3. Create the canonical URI and canonical headers for the request.
# ---------------------------------------------------------------------canonical_uri = '/start-network-analyzer-stream'
configuration_name = 'My_Network_Analyzer_Config'
canonical_headers = "host:" + host + "\n"
signed_headers = "host"
algorithm = "AWS4-HMAC-SHA256"
credential_scope = datestamp + "/" + region + "/" + service + "/" + "aws4_request"
#
#
#
#

----------------------------------------------------------------------Step 4. Read the AWS credentials that are required for the request
from environment variables or configuration file.
-----------------------------------------------------------------------

# IMPORTANT: Best practice is NOT to embed credentials in code.
access_key = os.environ.get('AWS_ACCESS_KEY_ID')
secret_key = os.environ.get('AWS_SECRET_ACCESS_KEY')
token = os.environ.get('AWS_SESSION_TOKEN')
if access_key is None or secret_key is None:
print('No access key is available.')
sys.exit()
if access_key.startswith("ASIA") and token is None:
print('Detected temporary credentials. You must specify a token.')
sys.exit()
#
#
#
#

---------------------------------------------------------------------Step 5. Create the canonical query string. Query string values must be
URI-encoded and sorted by name. Query headers must in alphabetical order.
---------------------------------------------------------------------canonical_querystring = "X-Amz-Algorithm=" + algorithm
canonical_querystring += "&X-Amz-Credential=" + \
urllib.parse.quote(access_key + "/" + credential_scope, safe='-_.~')
canonical_querystring += "&X-Amz-Date=" + amz_date
canonical_querystring += "&X-Amz-Expires=300"
if access_key.startswith("ASIA"):
# percent encode the token and double encode "="
canonical_querystring += "&X-Amz-Security-Token=" + \
urllib.parse.quote(token, safe='-_.~').replace('=', '%253D')
canonical_querystring += "&X-Amz-SignedHeaders=" + signed_headers
canonical_querystring += "&configuration-name=" + configuration_name
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# ---------------------------------------------------------------------# Step 6. Create a hash of the payload and combine the elements to form
# the canonical request.
# ---------------------------------------------------------------------payload_hash = hashlib.sha256(("").encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = method + "\n" + canonical_uri + "\n" + canonical_querystring \
+ "\n" + canonical_headers + "\n" + signed_headers + "\n" + payload_hash
# ---------------------------------------------------------------------# Step 9. Create the metadata string to store the information required to
# calculate the signature in the following step.
# ---------------------------------------------------------------------string_to_sign = algorithm + "\n" + amz_date + "\n" + \
credential_scope + "\n" + hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
# ---------------------------------------------------------------------# Step 10. Calculate the signature by using a signing key that's obtained
# from your secret key.
# ---------------------------------------------------------------------# Create the signing key from your AWS secret key.
signing_key = getSignatureKey(secret_key, datestamp, region, service)
# Sign the string_to_sign using the signing key.
signature = hmac.new(signing_key, (string_to_sign).encode("utf-8"),
hashlib.sha256).hexdigest()
# ---------------------------------------------------------------------# Step 11. Create the request URL using the calculated signature and by
# combining it with the canonical URI and the query string.
# ---------------------------------------------------------------------canonical_querystring += "&X-Amz-Signature=" + signature
request_url = endpoint + canonical_uri + "?" + canonical_querystring
print('\n-----------PRESIGNED URL-----------')
print(request_url)

次のステップ
WebSocket ライブラリでリクエスト URL を使用して、サービスへのリクエストを実行し、メッセー
ジを確認できるようになりました。詳細については、「WebSocket メッセージとステータスコー
ド (p. 1233)」を参照してください。

WebSocket メッセージとステータスコード
署名済みリクエストを作成したら、WebSocket ライブラリ、またはプログラミング言語に適したライブラ
リでリクエスト URL を使用して、サービスへのリクエストを行うことができます。この署名付きリクエス
トの生成方法の詳細については、「WebSocket ライブラリで署名済みリクエストを生成する (p. 1226)」
および「署名付き URL を生成するサンプル Python コード (p. 1230)」を参照してください。

WebSocket メッセージ
WebSocket プロトコルを使用して双方向接続を確立できます。メッセージは、クライアントからサーバー
に、およびサーバーからクライアントに送信できます。ただし、ネットワークアナライザは、サーバーか
らクライアントに送信されるメッセージのみをサポートします。クライアントからのメッセージの受信は
想定外であり、クライアントからメッセージを受信すると、サーバーは自動的に WebSocket 接続を閉じ
ます。
リクエストが受信され、トレースメッセージングセッションが開始されると、サーバーはペイロードで
ある JSON ストラクチャで応答します。ペイロードの詳細と、AWS Management Console からトレース
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メッセージングをアクティブ化する方法については、「ネットワークアナライザのトレースメッセージロ
グをリアルタイムで表示およびモニタリングする (p. 1234)」を参照してください。

WebSocket ステータスコード
サーバーからクライアントへの通信の WebSocket ステータスコードを次に示します。WebSocket ステー
タスコードは、「RFC Standard of Normal closure of connections」に従っています。
サポートされているステータスコードを次に示します。
• 1000
このステータスコードは通常のクロージャを示します。これは WebSocket 接続が確立され、リクエス
トへの対応が実行されたことを意味します。このステータスは、セッションがアイドル状態になり、接
続がタイムアウトになったときに確認できます。
• 1002
このステータスコードは、プロトコルエラーが原因でエンドポイントが接続を終了していることを示し
ます。
• 1003
このステータスコードは、受信できない形式のデータを受信したため、エンドポイントが接続を終了し
たエラーステータスを示します。エンドポイントはテキストデータのみをサポートしており、サポー
トされていない形式を使用しているクライアントからバイナリメッセージまたはメッセージを受信する
と、このステータスコードが表示されることがあります。
• 1008
このステータスコードは、ポリシーに違反するメッセージを受信したため、エンドポイントが接続を終
了したエラーステータスを示します。このステータスは汎用であり、1003 や 1009 などの他のステータ
スコードが適用されない場合に表示されます。このステータスは、ポリシーを非表示にする必要がある
場合や、有効期限が切れた署名などの認証に失敗した場合にも表示されます。
• 1011
このステータスコードは、予期しない状態または内部エラーが発生して、リクエストへの対応を実行で
きなかったため、サーバーが接続を終了しているエラーステータスを示します。

次のステップ
署名済みリクエストを生成する方法と、WebSocket 接続を使用してサーバーからのメッセージを確認する
方法を学んだので、トレースメッセージングをアクティブにして、ワイヤレスゲートウェイとワイヤレス
デバイスリソースのメッセージログの受信を開始できます。詳細については、「ネットワークアナライザ
のトレースメッセージログをリアルタイムで表示およびモニタリングする (p. 1234)」を参照してくださ
い。

ネットワークアナライザのトレースメッセージログを
リアルタイムで表示およびモニタリングする
ネットワークアナライザの設定にリソースを追加した場合は、トレースメッセージングをアクティブに
して、リソースのトレースメッセージの受信を開始できます。AWS Management Console、AWS IoT
Wireless API、AWS CLI のいずれかを使用できます。

前提条件
ネットワークアナライザを使用してトレースメッセージングをアクティブ化する前に、次の準備が必要で
す。
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• デフォルトのネットワークアナライザ設定に、モニタリングするリソースが追加されている。詳細につ
いては、「リソースを追加し、ネットワークアナライザの設定を更新する (p. 1224)」を参照してくださ
い。
• StartNetworkAnalyzerStream リクエスト URL を使用して、署名済みリクエストが生成されてい
る。リクエストは、このリクエストを行う AWS Identity and Access Management ロールの認証情報を
使用して署名されます。詳細については、「署名付き URL を作成する (p. 1226)」を参照してくださ
い。

コンソールを使用してトレースメッセージングをアクティブ化す
る
トレースメッセージングをアクティブにするには
1. AWS IoT コンソールの [Network Analyzer] (ネットワークアナライザ) ハブを開き、ネットワークアナラ
イザの設定 NetworkAnalyzerConfig_Default を選択します。
2. ネットワークアナライザの設定の詳細ページで、[Activate trace messaging] (トレースメッセージングを
アクティブ化) を選択し、[Activate] (アクティブ化) を選択します。
トレースメッセージの受信が開始され、最新のトレースメッセージからコンソールに表示されます。

Note
メッセージングセッションの開始後、トレースメッセージの受信には、セッションを非アク
ティブ化するか、トレースセッションを終了するまで、追加コストが発生する可能性がありま
す。料金の詳細については、「AWS IoT Core の料金」を参照してください。

トレースメッセージの表示とモニタリング
トレースメッセージングをアクティブにすると、WebSocket 接続が確立され、トレースメッセージが最
新のものからリアルタイムで表示されます。プリファレンスをカスタマイズして、各ページに表示するト
レースメッセージの数を指定し、各メッセージの関連するフィールドのみを表示させることができます。
例えば、トレースメッセージログをカスタマイズして、ログレベルが ERROR に設定されているワイヤレス
ゲートウェイリソースのログのみを表示することができます。そうすると、ゲートウェイでエラーをすば
やく特定してデバッグできます。トレースメッセージには、次に示す情報が含まれます。
• メッセージ番号: 最後に受信したメッセージが最初になるように付番された一意の番号。
• リソース ID: リソースのワイヤレスゲートウェイまたはワイヤレスデバイス ID。
• タイムスタンプ: メッセージが受信された時刻。
• メッセージ ID: AWS IoT Core for LoRaWAN が受信した各メッセージに割り当てた識別子。
• FPort: WebSocket 接続を使用してデバイスと通信するための周波数ポート。
• DevEui: ワイヤレスデバイスの拡張一意識別子 (EUI)。
• リソース: モニタリング対象リソースがワイヤレスデバイスかワイヤレスゲートウェイか。
• イベント: ワイヤレスデバイスのログメッセージのイベン
ト。Join、Rejoin、Uplink_Data、Downlink_Data、または Registration。
• ログレベル: デバイスの INFO または ERROR ログストリームに関する情報。

ネットワークアナライザ JSON ログメッセージ
一度に 1 つのトレースメッセージを選択して、そのメッセージの JSON ペイロードを表示することもでき
ます。トレースメッセージログで選択したメッセージに応じて、2 つの部分 (CustomerLog と LoRaFrame)
が含まれていることを示す情報が JSON ペイロードに表示されます。
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CustomerLog
JSON の CustomerLog 部分には、メッセージを受信したリソースのタイプと識別子、ログレベル、および
メッセージの内容が表示されます。次の例は、CustomerLog ログメッセージの例を示しています。JSON
の message フィールドを使用して、エラーとその解決方法に関する詳細情報を取得できます。
LoRaFrame
JSON の LoRaFrame 部分には、メッセージ ID があり、デバイスの物理ペイロードとワイヤレスメタデー
タに関する情報が含まれています。
次の例に、トレースメッセージの構造を示します。

Note
デバイスが、Fport の値なしでアップリンクメッセージを送信した場合、LoRaWan ネットワー
クアナライザの AWS IoT Core は、受信したトレースメッセージに fPort 値 225 を表示しま
す。
export type TraceMessage = {
ResourceId: string;
Timestamp: string;
LoRaFrame:
{
MessageId: string;
PhysicalPayload: any;
WirelessMetadata:
{
fPort: number;
dataRate: number;
devEui: string;
frequency: number,
timestamp: string;
},
}
CustomerLog:
{
resource: string;
wirelessDeviceId: string;
wirelessDeviceType: string;
event: string;
logLevel: string;
messageId: string;
message: string;
},
};

レビューと以降のステップ
このセクションでは、トレースメッセージを表示し、この情報を使用してエラーをデバッグする方法を学
習しました。すべてのメッセージを表示したら、次の操作を実行できます。
• トレースメッセージングを無効化する
追加コストが発生しないようにするには、トレースメッセージングセッションを非アクティブにしま
す。セッションを非アクティブにすると、WebSocket 接続が切断され、追加のトレースメッセージが受
信されなくなります。コンソールで既存のメッセージを引き続き表示することができます。
• 設定のフレーム情報を編集する
ネットワークアナライザの設定を編集して、フレーム情報を非アクティブ化するかどうかを選択し、
メッセージのログレベルを選択できます。設定を更新する前に、トレースメッセージングセッショ
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ンを非アクティブ化することを検討してください。これらの編集を行うには、AWS IoTコンソールの
[Network Analyzer details] (ネットワークアナライザの詳細) ページを選択し、[Edit] (編集) を選択しま
す。その後、新しい設定で設定を更新し、トレースメッセージングをアクティブにして、更新された
メッセージを表示できます。
• 設定にリソースを追加する
また、ネットワークアナライザの設定にリソースを追加し、リアルタイムでモニタリングすることもで
きます。のワイヤレスゲートウェイとワイヤレスデバイスリソースを、合わせて最大 250 個追加できま
す。リソースを追加するには、AWS IoT コンソールの [Network Analyzer details] (ネットワークアナラ
イザの詳細) ページで、[Resources] (リソース) タブを選択し、[Add resources] (リソースを追加) を選択
します。その後、新しいリソースで設定を更新し、トレースメッセージングをアクティブにして、追加
のリソースの更新されたメッセージを表示できます。
設定の編集とリソースの追加によるネットワークアナライザ設定の更新の詳細については、「リソースを
追加し、ネットワークアナライザの設定を更新する (p. 1224)」を参照してください。

AWS IoT Core for LoRaWAN によるデータセキュ
リティ
AWS IoT Core for LoRaWAN デバイスのデータを保護するには、次の 2 つの方法があります。
• ワイヤレスデバイスがゲートウェイと通信するために使用するセキュリティ。
LoRaWAN デバイスは、「LoRaWAN ™ SECURITY: A White Paper Prepared for the LoRa Alliance™ by
Gemalto, Actility, and Semtech」で説明されているセキュリティプラクティスに従いい、ゲートウェイ
で通信します。
• ゲートウェイをAWS IoT Core LoRaWAN に接続し、データを他の AWSのサービスに送信するために
AWS IoT Core が使用するセキュリティ。
AWS IoT Core セキュリティについては、「AWS IoT Core でのデータ保護 (p. 384)」で説明されていま
す。

システム全体でデータを保護する方法
この図は、AWS IoT Core for LoRaWAN に接続された LoRaWAN システムの主要な要素を特定し、全体的
にデータをどのように保護しているかを示すものです。
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1. LoRaWAN ワイヤレスデバイスは、バイナリメッセージを送信する前に AES128 CTR モードを使用し
て暗号化します。
2. AWS IoT Core for LoRaWAN へのゲートウェイ接続は、「AWS IoT でのトランスポートセキュ
リティ (p. 385)」で説明されているように、TLS によって保護されています。AWS IoT Core for
LoRaWAN は、バイナリメッセージを復号化し、復号化されたバイナリメッセージペイロードを
base64 文字列としてエンコードします。
3. 結果として発生する base64 でエンコードされたメッセージは、デバイスに割り当てられた送信先で説
明されている AWS IoT ルールにメッセージペイロードとして送信されます。AWS 内のデータは、AWS
が所有するキーを使用して暗号化されます。
4. AWS IoT ルールは、ルールの設定に記載されているサービスにメッセージデータを送信します。AWS
内のデータは、AWS が所有するキーを使用して暗号化されます。

LoRaWAN デバイスとゲートウェイトランスポートセ
キュリティ
LoRaWAN デバイスと AWS IoT Core for LoRaWAN は、事前共有ルートキーを保存します。プロトコルに
従って、LoRaWAN デバイスと AWS IoT Core for LoRaWAN の両方によって、セッションキーが生成され
ます。対称セッションキーは、標準の AES-128 CTR モードでの暗号化および復号に使用されます。4 バ
イトのメッセージ整合性コード (MIC) も、標準の AES-128 CMAC アルゴリズムに従ってデータ整合性を
チェックするために使用されます。セッションキーは、Join/Rejoin プロセスを使用して更新できます。
LoRa ゲートウェイ用のセキュリティプラクティスは、LoRaWAN 仕様に記載されています。LoRa ゲー
トウェイは Basics Station を使用して WebSocket を介して AWS IoT Core for LoRaWAN に接続しま
す。AWS IoT Core for LoRaWAN でサポートされるのは Basics Station バージョン 2.0.4 以降のみで
す。
ウェブソケット接続が確立される前に、AWS IoT Core for LoRaWAN は TLS Server and Client
Authentication モード (p. 385)を使用してゲートウェイを認証します。AWS IoT Core for LoRaWAN
は、TLS 認証に使用される証明書とキーを設定および更新する Configuration and Update Server (CUPS)
も保守します。
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AWS IoT Core の Amazon Sidewalk
統合
Amazon Sidewalk は、Amazon Echo、Ring セキュリティカメラ、屋外照明、モーションセンサー、Tile
トラッカーなどのデバイスが、自宅や玄関先でよりよく機能するのに役立つ共有ネットワークで
す。Amazon Sidewalk を有効にすると、コミュニティ内の他の Sidewalk デバイスをサポートするこ
とができ、Amazon Sidewalk に接続されたアイテムの捜索といったイノベーションが可能になりま
す。Amazon Sidewalk は、デバイスを接続して接続を維持するのに役立ちます。例えば、デバイスの WiFi 接続が切れた場合、Sidewalk はルーターへの再接続を簡単に行うことができます。詳細については
「Amazon Sidewalk Quick Start Guide」を参照してください。
この後のセクションで、AWS IoT を使用して Sidewalk デバイスをオンボードし、イベント通知を使
用して、Sidewalk デバイスが登録されたときなどにイベントの通知を受ける方法について説明しま
す。Amazon CloudWatch を使用して Sidewalk デバイスをモニタリングする方法については、「Amazon
CloudWatch を使用した AWS IoT Wireless のモニタリングとログ記録 (p. 1247)」を参照してください。

Sidewalk デバイスをオンボードする方法
コンソールまたは AWS IoT Wireless API を使用して、Sidewalk デバイスを AWS IoT にオンボードでき
ます。Amazon Sidewalk デバイスが認証されると、それらのメッセージが AWS IoT Core に送信されま
す。Amazon Sidewalk デバイスのデータを使用する AWS クラウド上のビジネスアプリケーションの開発
を開始できます。
コンソールの使用
AWS Management Console を使用して Sidewalk デバイスをオンボードするには、まず Sidewalk
Developer Service (SDS) コンソールアカウントにデバイスを登録し、Amazon ID を AWS アカウント に
関連付けます。追加した Sidewalk デバイスを確認して管理するには、AWS Management Console にサイ
ンインし、AWS IoT コンソールの [Devices] (デバイス) ページに移動します。
API または CLI の使用
AWS IoT Wireless API を使用して、Sidewalk デバイスと LoRaWAN デバイスの両方をオンボードできま
す。AWS IoT Core が構築されている AWS IoT Wireless API は、AWS SDK でサポートされています。詳
細については、AWS SDK およびツールキットを参照してください。
AWS CLI を使用して、Sidewalk デバイスをオンボードおよび管理するためのコマンドを実行します。詳
細については、「AWS IoT Wireless CLI reference」を参照してください。

AWS IoT Core 向けの Amazon Sidewalk 統合によ
る Sidewalk デバイスのオンボーディング
AWS IoT Core の Amazon Sidewalk 統合では、Sidewalk デバイス群を AWS クラウドに追加できます。開
始するには、次の手順に従います。
1.

Sidewalk SDK とドキュメントを確認する
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Amazon Sidewalk とデバイスでの使用方法の詳細をご覧ください。

2.

a.

Amazon Sidewalk クイックスタートガイドを確認してください。

b.

Amazon Sidewalk 用の SDK をダウンロードします。

c.

Sidewalk Developer Service (SDS) コンソールを開きます。

プロトタイプデバイスを登録する
SDS コンソールで、プロトタイプデバイスを Amazon Sidewalk に登録します。

3.

Sidewalk Amazon ID を AWS アカウント に関連付ける
AWS IoT コンソールで、Sidewalk Amazon ID を AWS アカウント に関連付けます。
Amazon Sidewalk デバイスは、AWS IoT コンソールの [Devices] (デバイス) ハブの [Sidewalk] タブに
表示されます。

4.

AWS IoT コンソールで Amazon Sidewalk デバイスの設定を完了する
Sidewalk デバイスが AWS のサービスのデータをルーティングおよびフォーマットするために必要な
送信先およびルールを作成します。

以下のトピックでは、Sidewalk デバイスを追加して、それらを AWS IoT に接続する方法を示します。デ
バイスを追加する前に、AWS アカウント に以下の手順を実行するのに必要な IAM アクセス許可があるこ
とを確認します。
トピック
• Sidewalk アカウントの認証情報を追加する (p. 1240)
• Sidewalk デバイスの送信先を追加する (p. 1241)
• Sidewalk デバイスメッセージを処理するルールを作成する (p. 1243)

Sidewalk アカウントの認証情報を追加する
AWS Management Console または AWS IoT Wireless API を使用して、Sidewalk デバイスを AWS IoT に
接続できます。デバイスをオンボードするには、Sidewalk デバイス用のワイヤレス接続プロファイルを作
成し、その後プロファイルおよび Sidewalk エンドポイントの送信先と AWS IoT ルールを追加します。
デバイスを追加する前に、Sidewalk アカウントの認証情報を追加する必要があります。AWS
Management Console または AWS IoT Wireless API を使用して、認証情報を追加できます。

コンソールを使用して Sidewalk アカウントの認証情報を追加す
る
以下の手順に従って、コンソールから Sidewalk アカウントの認証情報を追加します。
1. AWS IoT コンソールの [Profiles] (プロファイル) ページに移動し、[Sidewalk] タブを選択します。

Note
us-east-1 リージョンを使用していることを確認します。別のリージョンを使用している場
合、このタブはコンソールに表示されません。
2. Sidewalk Amazon ID を入力します。この ID は、Sidewalk 製品の設計時に Sidewalk Developer Service
(SDS) コンソールから取得します。詳細については、Sidewalk 製品の設計を参照してください。
3. AppServerPrivateKey をアップロードします。これは、ベンダーから提供されたサーバーキーで
す。AppServerPrivateKey は ED25519 のプライベートキー (app-server-ed25519-private.txt
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ファイル) で、64 桁の 16 進数値です。このキーは、Sidewalk 製品の設計時に Sidewalk 証明書生成
ツールを使用して生成しました。詳細については、Sidewalk 製品の設計を参照してください。
4. Sidewalk の認証情報を追加するには、[Add credential] (認証情報の追加) を選択します。

API を使用して Sidewalk アカウントの認証情報を追加する
AWS IoT Wireless API を使用して、Sidewalk アカウントの認証情報を追加できます。次のリストに、API
アクションを示します。

Sidewalk アカウント用の AWS IoT Wireless API アクション
• AssociateAwsAccountWithPartnerAccount
• DisasociateAwsAccountFromPartnerAccount
• GetPartnerAccount
• ListPartnerAccounts
• UpdatePartnerAccount
AWS IoT Core for LoRaWAN リソースを作成および管理するために使用できるアクションとデータタイプ
の完全なリストについては、AWS IoT Wireless API リファレンスを参照してください。
AWS CLI を使用してアカウントを追加する方法
次の例に示すように、AWS CLI を使用して、associate-aws-account-with-partner-account コマンドにより
Sidewalk アカウントを AWS アカウント に関連付けることができます。

Note
この手順は、ここに示す CLI コマンドに対応する AWS API のメソッドを使用することによ
り、API で行うこともできます。

aws iotwireless associate-aws-account-with-partner-account \
--sidewalk
AmazonId="12345678901234",AppServerPrivateKey="a123b45c6d78e9f012a34cd5e6a7890b12c3d45e6f78a1b234c56d7

次のステップ
認証情報の追加とワイヤレス接続プロファイルの設定が完了したら、Sidewalk デバイスの送信先を追加で
きます。AWS IoT コンソールの [Profiles] (プロファイル) ページに追加した認証情報が、[Sidewalk] タブに
表示されます。デバイスから送信されるメッセージをルーティングできる送信先のロール名とルール名を
定義します。詳細については、「Sidewalk デバイスの送信先を追加する (p. 1241)」を参照してください

Sidewalk デバイスの送信先を追加する
AWS IoT Core for LoRaWAN の送信先を追加して Sidewalk デバイスから送信されるメッセージをルー
ティングするルールを作成する前に、ワイヤレス接続プロファイルを作成する必要があります。プロファ
イルを作成するには、まず Sidewalk デバイスを登録してから、認証情報を AWS アカウント に追加しま
す。詳細については、「Sidewalk アカウントの認証情報を追加する (p. 1240)」を参照してください
Sidewalk の送信先を作成する方法は、LoRaWAN デバイスの送信先を作成する方法と似ています。AWS
Management Console または API を使用して送信先を作成する方法を以下に示します。

コンソールを使用して送信先を追加する
AWS IoT コンソールの [Destinations] (送信先) ページから、Sidewalk の送信先を追加できます。
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AWS IoT Core for LoRaWAN の送信先を作成する際に、以下の項目を指定し、[Add destination] (送信先の
追加) を選択します。
• 送信先の詳細
[Destination name] (送信先名) と、必要に応じて送信先の説明を入力します。[Destination name] (送信
先名) には SidewalkDestination を入力します。必要に応じて、This is a destination for
Sidewalk devices のような説明を入力することもできます。
• ルール名
デバイスのデータを処理するように設定された AWS IoT ルール。送信先には、受信したメッセージを
処理するためのルールが必要です。ルール名 (例えば SidewalkRule) を入力し、[Copy] (コピー) をク
リックして、AWS IoT ルール作成時に入力するルール名をコピーします。[Create rule] (ルールの作成)
を選択してその場でルールを作成するか、AWS IoT コンソールの [Rules] (ルール) ハブに移動して、コ
ピーした名前でルールを作成します。
送信先の AWS IoT ルールの詳細については、「Sidewalk デバイスメッセージを処理するルールを作成
する」を参照してください。
• ロール名
[Rule name] (ルール名) で名前を付けられたルールにアクセスするための許可をデバイスのデータに付与
する IAM ロール。IAM ロールを作成するには、送信先の IAM ロールを作成する (p. 1145) で説明してい
る手順に従います。以下に従ってロールを作成します。
• [Select type of trusted entity] (信頼されたエンティティの種類を選択) で [AWS のサービス] を選択し、
サービスとして [IoT] を選択します。
• [Role name] (ロール名) には、「SidewalkRole」と入力します。
• 送信先の IAM ロールを作成する (p. 1145) で記載されているものと同じポリシードキュメントを使用
します。
IAM ロールの詳細については、IAM ロールを使用するを参照してください。

API を使用して送信先を追加する
以下に、送信先の追加、更新、削除に関連するタスクを実行する API アクションを示します。

サービスプロファイル用の AWS IoT Wireless API アクション
• CreateDestination
• GetDestination
• ListDestinations
• UpdateDestination
• DeleteDestination
AWS IoT Core for LoRaWAN リソースを作成および管理するために使用できるアクションとデータタイプ
の完全なリストについては、AWS IoT Wireless API リファレンスを参照してください。
AWS CLI を使用して送信先を追加する方法
AWS CLI を使用して、create-destination コマンドによって送信先を追加できます。次の例では、送信先を
作成します。
aws iotwireless create-destination \
--name SidewalkDestination \
--expression-type RuleName \
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--expression SidewalkRule \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/SidewalkRole

このコマンドを実行すると、指定した送信先名、ルール名、ロール名を持つ送信先が作成されます。送信
先のルール名およびロール名の詳細については、「Sidewalk デバイスメッセージを処理するルールを作成
する」を参照してください。
使用可能な CLI の詳細については、AWS CLI リファレンスを参照してください。

次のステップ
送信先を追加したら、Sidewalk デバイスの送信先ルールを作成して、他のサービスにメッセージを
ルーティングできます。詳細については、「Sidewalk デバイスメッセージを処理するルールを作成す
る (p. 1243)」を参照してください。

Sidewalk デバイスメッセージを処理するルールを作成
する
AWS IoT ルールによって、Sidewalk デバイスからメッセージを受信し、他のサービスにそれらのメッセー
ジをルーティングできます。AWS IoT Core for LoRaWAN の送信先 (p. 1143)は、Sidewalk デバイスを、
デバイスのメッセージデータを処理して他のサービスに送信するルールに関連付けます。
送信先には既存のルールを使用できます。このセクションでは、Sidewalk デバイスの送信先を追加す
る (p. 1241) で説明した Sidewalk の送信先の作成時に指定したルール、SidewalkRule を作成します。
ルールを作成する際に、メッセージを AWS IoT トピックに再パブリッシュする AWS Lambda アクション
を作成します。

Sidewalk の送信先ルールを作成する
AWS IoT コンソールの [Rules] (ルール) ハブに移動し、以下のステップを実行します。
1. [Create a rule] (ルールの作成) を選択し、送信先の新しいルールを作成します。
2. [Name] (名前) に SidewalkRule の名前を入力し、必要に応じてルールの説明 (例: Sidewalk rule
for lambda action to republish a topic) を明記します。
3. デフォルトのクエリステートメントを SELECT * に変更して、ルールに関連付けられた任意のアクショ
ンが実行されるようにします。SQL バージョンは 2016-03-23 に保持します。
4. [Set one or more actions] (1 つ以上のアクションを設定する) で、[Add action] (アクションの追加) を選
択します。
5. ルールのアクションについては、[Send a message to a Lambda function] (Lambda 関数にメッセージを
送信する)、[Configure action] (アクションの設定) の順に選択します。
6. 既存の Lambda 関数を選択するか、新しい Lambda 関数を作成することができます。この例で
は、Lambda 関数を作成します。[Create a new Lambda function] (新規 Lambda 関数の作成) を選択し
ます。
AWS Lambda を使用して関数を作成する
[Create a new Lambda function] (新規 Lambda 関数の作成) を選択して、Lambda コンソールの [Functions]
(関数) ページを開きます。以下のステップを実行します。
1. 関数を作成するには、[Author from scratch] (一から作成) を選択します。
2. [Function name] (関数名) に Sidewalk_Handler のような名前を入力し、[Runtime] (ランタイム) に
Python 3.8 を選択してから、[Create function] (関数の作成) を選択します。
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3. コンソールの [Code source] (コードソース) セクションで lambda.py 関数を選択します。
4. 関数本体で、関数本体内のコードを削除し、Lambda 関数の print ステートメントを追加します。ま
た、PayloadData を base64 を使用してデコードすることで、デバイスが AWS IoT に送信するアプリ
ケーションデータを受信できます。以下は、Lambda 関数の例を示しています。
import json
import base64
def lambda_handler(event, context):
message = json.dumps(event)
print (message)
payload_data = base64.b64decode(event["PayloadData"])
print(payload_data)
print(int(payload_data,16))

5. 関数コードをデプロイするには、[deploy] (デプロイ) を選択します。
6. コンソールの [Rules] (ルール) ハブに戻り、ページを更新します。作成した Lambda 関数を選択し、
[Add action] (アクションの追加) を選択します。
AWS IoT トピックにメッセージを再パブリッシュする
コンソールの [Rules] (ルール) ハブから、メッセージを AWS IoT トピックに再パブリッシュする 2 つ目の
アクションを追加できます。
1. [Add action] (アクションの追加) を選択します。
2. [Republish a message to an AWS IoT topic] (AWS IoT のトピックにメッセージを再パブリッシュす
る)、[Configure action] (アクションの設定) の順に選択します。
3. [Topic] (トピック) に project/sensor/observed を入力して、[Quality of Service] (サービスの品質)
が [0 - The message is delivered zero or more times] (0 - メッセージは 0 回以上配信されます) に設定さ
れていることを確認します。
4. [Create Role] を選択します。ロール名に SidewalkRepublishRole を入力し、[Create Role] (ロールの作
成) を選択します。
5. [Add action] (アクションの追加) を選択します。
どちらのアクションも AWS IoT コンソールの [Rules] (ルール) ハブに表示されます。
6. [Create rule] (ルールの作成) を選択します。
ルールは、ルールの一覧を表示する [Rules] (ルール) ページに表示されます。

次のステップ
Sidewalk デバイスの送信先ルールを作成したら、デバイスを接続して、サブスクライブしたトピックの
メッセージを確認することができます。詳細については、「Sidewalk デバイスを接続してアップリンクメ
タデータ形式を表示する (p. 1244)」を参照してください

Sidewalk デバイスを接続してアップリンクメタ
データ形式を表示する
Sidewalk の認証情報を追加して送信先を追加したら、Sidewalk のエンドポイントをプロビジョニングし、
デバイスを接続できます。
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Sidewalk デバイスを接続する
Sidewalk Developer Service (SDS) コンソールからデバイス証明書とアプリケーションサーバー証明書を
生成することで、デバイスを Sidewalk のエンドポイントとしてプロビジョニングできます。詳細について
は、Sidewalk のエンドポイントのプロビジョニングと設定を参照してください。
デバイスを接続すると、AWS IoT コンソールの [Devices] (デバイス) ページの [Sidewalk] タブに Sidewalk
デバイスが表示されます。デバイスが接続され、データの送信が開始されると、[Last uplink received at]
(最後にアップリングが受信された) フィールドに日時が表示されます。

アップリンクメッセージの形式を表示する
デバイスを接続した後、Sidewalk の送信先ルール作成時に指定したトピック (例えば、project/
sensor/observed) をサブスクライブし、デバイスからのアップリンクメッセージを確認することがで
きます。トピックをサブスクライブするには、AWS IoT コンソールの [Test] (テスト) ページの [MQTT test
client] (MQTT テストクライアント) に移動し、トピック名 (project/sensor/observed など) を入力し
て、[Subscribe] (サブスクライブ) を選択します。
次の例は、Sidewalk デバイスから AWS IoT に送信されるアップリンクメッセージの形式を示していま
す。WirelessMetadata にはメッセージリクエストに関するメタデータが含まれています。
{

"PayloadData":"ZjRlNjY1ZWNlNw==",
"WirelessDeviceId":"6dc562bf-31c5-37e0-b230-716ea8148c3d",
"TransmitMode": "0",
"WirelessMetadata":{
"Sidewalk":{
"CmdExStatus":"Cmd",
"SidewalkId":"device-id",
"Seq":0,
"MessageType":"messageType"
}

以下の表は、アップリンクメタデータの各パラメータの定義を示したものです。device-id は、ワイヤ
レスデバイスの ID (ABCDEF1234 など) です。messageType は、デバイスから受信されるアップリンク
メッセージのタイプです。

Sidewalk アップリンクメタデータのパラメータ
パラメータ

説明

タイプ

[Required] (必須)

PayloadData

ワイヤレスデバイスから送信され
るメッセージペイロード。

文字列

はい

WirelessDeviceID

データを送信しているワイヤレス
デバイスの識別子

文字列

はい

TransmitMode

ワイヤレスデバイスから送信
されるデータの伝送モード。0
は unconfirmed モード、1
は confirmed モード、2 は
unused モードを表します。

整数

はい

一覧表
Sidewalk.CmdExStatusコマンドのランタイムステー
タス。レスポンスタイプのメッ
セージには、ステータスコード
COMMAND_EXEC_STATUS_SUCCESS
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パラメータ

説明

タイプ

[Required] (必須)

文字列の配列

いいえ

が含まれます。ただし、通知には
ステータスコードが含まれない場
合があります。
レスポンス nack のステータス
Sidewalk.NackExStatus
で、RADIO_TX_ERROR または
MEMORY_ERROR となります。

1246

AWS IoT Core デベロッパーガイド

Amazon CloudWatch を使用した
AWS IoT Wireless のモニタリングと
ログ記録
Amazon CloudWatch を使用して、リアルタイムで実行している AWS IoT Wireless リソースとアプリケー
ションをモニタリングできます。Amazon CloudWatch を使用してオンボードした LoRaWAN デバイスや
Sidewalk デバイスのステータスをモニタリングできます。
• LoRaWAN へのデバイスのオンボーディングについては、「AWS IoT Core for LoRaWAN へのゲート
ウェイとデバイスの接続 (p. 1129)」を参照してください。
• Amazon Sidewalk デバイスのオンボーディングについての詳細は、「AWS IoT Core」または「AWS
IoT Core 向けの Amazon Sidewalk 統合による Sidewalk デバイスのオンボーディング (p. 1239)」を参照
してください。
CloudWatch を使用して、リソースやアプリケーションに関して測定できる変数であるメトリクスを
収集し、追跡します。モニタリングを使用するメリットの詳細については、「AWS IoT のモニタリン
グ (p. 436)」を参照してください。
LoRaWAN デバイスからさらにリアルタイムのログ情報を取得する場合、ネットワークアナライザを使用
します。詳細については、「ネットワークアナライザを使用したワイヤレスリソースフリートのリアルタ
イムでのモニタリング (p. 1217)」を参照してください。
ワイヤレスリソースのモニタリング方法
ワイヤレスリソースのログ記録とモニタリングを行うには、以下のステップを実行します。
1. 「AWS IoT Wireless 用のログ記録ロールとポリシーを作成する (p. 1248)」で説明されているようにロ
グ記録ロールを作成し、AWS IoT Wireless リソースのログ記録を行います。
2. CloudWatch Logs コンソールのログメッセージには、デフォルトのログ記録レベル ERROR が設定され
ていますが、これはあまり詳細ではなく、エラー情報のみが含まれています。より詳細なメッセージ
を表示する場合は、「AWS IoT Wireless リソースのログ記録の設定 (p. 1250)」で説明されているよう
に、最初に CLI を使用してログ記録を設定することをお勧めします。
3. 次に、CloudWatch Logs コンソールでログエントリを表示して、リソースをモニタリングできます。詳
細については、「」を参照してくださいCloudWatch AWS IoT Wireless ログエントリの表示 (p. 1259)
4. [Logs groups] (ロググループ) を使用してフィルター式を作成することができますが、まず単純なフィル
ターを作成し、ロググループ内のログエントリを表示してから、CloudWatch Insights に移動して、モ
ニタリングするリソースまたはイベントに応じてログエントリをフィルターするクエリを作成すること
をお勧めします。詳細については、「CloudWatch Insights を使用して AWS IoT Wireless のログをフィ
ルタリングする (p. 1264)」を参照してください。
次のトピックでは、AWS IoT Wireless のログ記録を設定する方法と、CloudWatch からメトリクスを収集
する方法について説明します。LoRaWAN デバイスに加えて、以下のトピックを使用して、アカウントに
追加した Sidewalk デバイスのログ記録を設定し、モニタリングすることができます。これらのデバイスの
追加方法については、「AWS IoT Core の Amazon Sidewalk 統合 (p. 1239)」を参照してください。
トピック
• AWS IoT Wireless のログ記録の設定 (p. 1248)
• CloudWatch Logs を使用して AWS IoT Wireless をモニタリングする (p. 1258)
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AWS IoT Wireless のログ記録の設定
AWS IoT アクティビティをモニタリングおよびログ記録する前に、まず CLI または API のいずれかを使用
して、AWS IoT Wireless リソースのログ記録を有効にします。
AWS IoT Wireless ログ記録の設定方法を検討する場合、特に指定がない限り、AWS IoT アクティビティ
のログ記録方法はデフォルトのログ記録の設定によって決まります。最初は、デフォルトのログレベル
(INFO) を使用して、詳細なログを取得できます。
初期ログを確認した後、デフォルトのログレベルを、あまり詳細ではない ERROR レベルに変更することが
できます。また、注意が必要なリソースに対しては、より詳細な、リソース固有のログレベルに設定でき
ます。ログレベルはいつでも変更できます。
次のトピックでは、AWS IoT Wireless リソースのログ記録を設定する方法を示します。
トピック
• AWS IoT Wireless 用のログ記録ロールとポリシーを作成する (p. 1248)
• AWS IoT Wireless リソースのログ記録の設定 (p. 1250)

AWS IoT Wireless 用のログ記録ロールとポリシーを
作成する
次に、AWS IoT Wireless リソースのログ記録ロールを作成する方法を示します。AWS IoT Core のログ記
録ロールも作成したい場合は、「ログ記録ロールの作成 (p. 437)」を参照してください。

AWS IoT Wireless のログ記録ロールを作成する
ログ記録を有効にする前に、IAM ロールと、ユーザーに代わって AWS IoT Wireless アクティビティをモ
ニタリングするための AWS アクセス許可を与えるポリシーを作成する必要があります。
ログ記録用の IAM ロールを作成する
AWS IoT Wireless のログ記録ロールを作成するには、IAM コンソールの [Roles] (ロール) ハブを開
き、[Create role] (ロールの作成) を選択します。
1.
2.
3.
4.
5.
6.

[Select type of trusted entity](信頼できるエンティティのタイプを選択) で、[AnotherAWSaccount](別
のアカウント) を選択します。
[Account ID] (アカウント ID) で AWS アカウント ID を入力し、[Next: Permissions] (次へ: アクセス許
可) を選択します。
検索ボックスに「AWSIoTWirelessLogging」と入力します。
AWSIoTWirelessLogging という名前のポリシーの横にあるボックスを選択し、[Next: Tags] (次へ: タ
グ) を選択します。
[Next: Review] を選択します。
[Role name] (ロール名) に IoTWirelessLogsRole と入力し、[Create role] (ロールの作成) を選択し
ます。

IAM ロールの信頼関係を編集する
前のステップを実行した後に表示される確認メッセージで、作成したロールの名前である
IoTWirelessLogsRole を選択します。次に、ロールを編集して、次の信頼関係を追加します。
1.

IoTWirelessLogsRole ロールの Summary (概要) セクションで、[Trust relationships] (信頼関係) タブを
選択し、続いて [Edit trust relationship] (信頼関係の編集) を選択します。
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2.

[Policy Document] (ポリシードキュメント) で、Principal プロパティを次の例のように変更しま
す。
"Principal": {
"Service": "iotwireless.amazonaws.com"
},

Principal プロパティを変更すると、完全なポリシードキュメントは次の例のようになります。
{

}

3.

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

変更を保存して終了するには、[Update Trust Policy] (信頼ポリシーの更新) を選択します。

AWS IoT Wireless のログ記録ポリシー
次のポリシードキュメントでは、お客様に代わって AWS IoT Wireless が CloudWatch にログエントリを
送信できるようにするロールポリシーと信頼ポリシーを示しています。

Note
この AWS マネージドポリシードキュメントは、ログ記録ロール IoTWirelessLogsRole を作成し
たときに自動的に作成されました。
ロールポリシー
以下は、ロールポリシードキュメントを示しています。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotwireless*"
}
]

AWS IoT Wireless アクティビティのみをログに記録する信頼ポリシー
次に、AWS IoT Wireless アクティビティのみをログ記録するための信頼ポリシーを示します。
{
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"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"iotwireless.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

}

AWS IoT Core アクティビティもログ記録する IAM ロールを作成した場合、このポリシードキュメントで
両方のアクティビティを記録できます。AWS IoT Core のログ記録ロールの作成の詳細については、「ロ
グ記録ロールの作成 (p. 437)」を参照してください。

次のステップ
AWS IoT Wireless リソースをログ記録するログ記録ロールを作成する方法を学習しました。デフォルトで
は、ログに設定されているログレベルは ERROR なので、エラー情報のみを表示したい場合は CloudWatch
AWS IoT Wireless ログエントリの表示 (p. 1259) に移動して、ログエントリを表示してワイヤレスリソー
スをモニタリングします。
ログエントリにより多くの情報が必要な場合は、ログレベルを INFO に設定するなど、リソースまたはさ
まざまなイベントタイプに対してデフォルトのログレベルを構成できます。リソースのログ記録の構成に
関する詳細は、「AWS IoT Wireless リソースのログ記録の設定 (p. 1250)」を参照してください。

AWS IoT Wireless リソースのログ記録の設定
AWS IoT Wireless リソースのログ記録を設定するには、API または CLI のいずれかを使用できま
す。AWS IoT Wireless リソースのモニタリングを開始する際、デフォルト設定を使用できます。これを行
うには、このトピックをスキップして、CloudWatch Logs を使用して AWS IoT Wireless をモニタリング
する (p. 1258) に進んでログをモニタリングします。
ログのモニタリングを開始したら、CLI を使用して、ログレベルをより詳細なオプションに変更できま
す。例えば、INFO および ERROR の情報を指定したり、より多くのリソースに対するログ記録を有効にし
たりするなどです。

AWS IoT Wireless リソースとログレベル
API または CLI を使用する前に、次の表を使用して、ログ記録を設定できるさまざまなログレベルとリ
ソースについて学習します。この表は、リソースをモニタリングするときに CloudWatch ログに表示され
るパラメータを示しています。リソースに対するログ記録の設定方法によって、コンソールに表示される
ログが決まります。
サンプルの CloudWatch ログがどのように表示されるか、およびこれらのパラメータを使用して AWS IoT
Wireless リソースに関する有益な情報をログ記録する方法ついては、「CloudWatch AWS IoT Wireless ロ
グエントリの表示 (p. 1259)」を参照してください。

ログレベルとリソース
名前

使用できる値:

説明

logLevel

INFO, ERROR, または
DISABLED

• ERROR: オペレーションの失敗につながるすべ
てのエラーを表示します。ログに含まれるのは
ERROR の情報のみです。
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名前

使用できる値:

説明
• INFO: モノのフローに関する概要を提供します。
ログに含まれるのは INFO および ERROR の情報
です。
• DISABLED: すべてのログ記録を無効にします。

resource

WirelessGateway 、、ま
たは WirelessDevice

リソースのタイプ。WirelessGateway または
WirelessDevice です。

wirelessGatewayType
LoRaWAN

resource が WirelessGateway の場合の、ワイ
ヤレスゲートウェイのタイプ。常に LoRaWAN で
す。

wirelessDeviceType
LoRaWAN 、、または
Sidewalk

resource が WirelessDevice の場合の、ワ
イヤレスデバイスのタイプ。LoRaWAN または
Sidewalk です。

wirelessGatewayId-

resource が WirelessGateway の場合の、ワイ
ヤレスゲートウェイの ID。

wirelessDeviceId -

resource が WirelessDevice の場合の、ワイヤ
レスデバイスの ID。

event

ログに記録されるイベントのタイプ。ログに記録す
Join、Rejoin、Registration、Uplink_data、Downlink_data、CUPS_Request、
るリソースがワイヤレスデバイスかワイヤレスゲー
および Certificate
トウェイかによって異なります。詳細については、
「CloudWatch AWS IoT Wireless ログエントリの表
示 (p. 1259)」を参照してください。

AWS IoT Wireless ログ記録 API
以下の API アクションを使用して、リソースのログ記録を設定できます。この表には、API アクション
を使用するために作成する必要のあるサンプルの IAM ポリシーも示されています。以下のセクションで
は、API を使用してリソースのログレベルを設定する方法について説明します。

API アクションのログ記録
API 名

説明

サンプルの IAM ポリシー

GetLogLevelsByResourceTypes
現在のデフォルトのログレベル、また
{
はリソースタイプ別のログレベルを返
します。ワイヤレスデバイスまたはワ
イヤレスゲートウェイのログオプショ
ンを含めることができます。

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect":
"Allow",
"Action": [

"iotwireless:GetLogLevelsByResourceTypes
],
"Resource": [
"*"
}
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API 名

説明

サンプルの IAM ポリシー
]

}

GetResourceLogLevel

指定されたリソース IDとリソースタ
{
イプに対してログレベルのオーバーラ
イドを返します。リソースは、ワイヤ
レスデバイスまたはワイヤレスゲート
ウェイにすることができます。

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect":
"Allow",
"Action": [
"iotwireless:GetResourceLogLevel"
],
"Resource": [

"arn:aws:iotwireless:useast-1:123456789012:WirelessDevice/012bc5
ab12-cd3ad00e-1f0e20c1204a",

]

}

PutResourceLogLevel

指定されたリソース IDとリソースタ
{
イプに対してログレベルのオーバーラ
イドを設定します。リソースは、ワイ
ヤレスゲートウェイまたはワイヤレス
デバイスにすることができます。

}

]

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect":
"Allow",
"Action": [

Note
この API では、ログレベル
のオーバーライドが 1 アカ
ウントにつき 200 に制限さ
れています。

"iotwireless:PutResourceLogLevel"
],
"Resource": [

"arn:aws:iotwireless:useast-1:123456789012:WirelessDevice/012bc5
ab12-cd3ad00e-1f0e20c1204a",

}
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API 名

説明

サンプルの IAM ポリシー

ResetAllResourceLogLevels

ワイヤレスゲートウェイとワイヤレ
{
スデバイスの両方を含む、すべてのリ
ソースに対するログレベルのオーバー
ライドを削除します。

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect":
"Allow",
"Action": [

Note

この API
は、UpdateLogLevelsByResourceTypes
API を使用して設定されたロ
"iotwireless:ResetAllResourceLogLevels"
グレベルには影響しません。
],
"Resource": [
"arn:aws:iotwireless:useast-1:123456789012:WirelessDevice/
*",
"arn:aws:iotwireless:useast-1:123456789012:WirelessGateway/
*
]
}
]
}

ResetResourceLogLevel

指定されたリソース ID とリソースタ
{
イプに対するログレベルのオーバーラ
イドを削除します。リソースは、ワイ
ヤレスゲートウェイまたはワイヤレス
デバイスにすることができます。

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect":
"Allow",
"Action": [
"iotwireless:ResetResourceLogLevel"
],
"Resource": [

"arn:aws:iotwireless:useast-1:123456789012:WirelessDevice/012bc5
ab12-cd3ad00e-1f0e20c1204a",

}
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API 名

説明

サンプルの IAM ポリシー

UpdateLogLevelsByResourceTypes
デフォルトのログレベル、またはリ
ソースタイプ別のログレベルを設
定します。この API は、ワイヤレ
スデバイスまたはワイヤレスゲー
トウェイのログオプションに使用で
き、CloudWatch に表示されるログ
メッセージを制御できます。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect":
"Allow",
"Action": [

Note

"iotwireless:UpdateLogLevelsByResourceTy

イベントはオプションで、イ
ベントタイプはリソースタイ
プに関連付けられています。
詳細については、「」を参照
してくださいイベントタイプ
とリソースタイプ (p. 1259)

],
"Resource": [
"*"

}

]

}

]

CLI を使用してリソースのログレベルを設定する
このセクションでは、API または AWS CLI を使用して AWS IoT Wireless リソースのログレベルを設定す
る方法について説明します。

CLI を使用する前に、以下を行ってください。
• 前述のように、CLI コマンドを実行する API の IAM ポリシーを作成していることを確認します。
• 使用するロールの Amazon リソースネーム (ARN) が必要です。ログ記録に使用するロールを作成する必
要がある場合は、「AWS IoT Wireless 用のログ記録ロールとポリシーを作成する (p. 1248)」を参照し
てください。
AWS CLI を使用する理由
デフォルトでは、「AWS IoT Wireless 用のログ記録ロールとポリシーを作成する (p. 1248)」で説明され
ているように IAM ロール IoTWirelessLogsRole を作成した場合、デフォルトのログレベル ERROR を
持つ CloudWatch ログが AWS Management Console に表示されます。すべてのリソースまたは特定のリ
ソースのデフォルトのログレベルを変更するには、AWS IoT Wireless ログ記録 API または CLI を使用し
ます。
AWS CLI の使用方法
API アクションは、すべてのリソースと特定のリソースのどちらに対してログレベルを設定するかに応じ
て、次のタイプに分類できます。
• API アクション GetLogLevelsByResourceTypes および UpdateLogLevelsByResourceTypes
は、ワイヤレスゲートウェイ、LoRaWAN または Sidewalk デバイスなど、特定のタイプのアカウント内
のすべてのリソースのログレベルを取得および更新できます。
• API アクション GetResourceLogLevel、PutResourceLogLevel、および
ResetResourceLogLevel は、リソース ID を使用して、指定した個々のリソースのログレベルを取
得、更新、リセットできます。
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• API アクション ResetAllResourceLogLevels は、PutResourceLogLevel API を使用してログレ
ベルのオーバーライドを指定したすべてのリソースに対して、ログレベルのオーバーライドを null に
リセットします。

CLI を使用して AWS IoT でリソース固有のログ記録を設定するには
Note
この手順は、ここに示す CLI コマンドに対応する AWS API のメソッドを使用することによ
り、API で行うこともできます。
1.

デフォルトでは、すべてのリソースのログレベルは ERROR に設定されています。アカウント内のす
べてのリソースについて、デフォルトのログレベル、またはリソースタイプ別のログレベルを設定
するには、update-log-levels-by-resource-types コマンドを使用します。次の例は、JSON ファイル
Input.json を作成して、入力として CLI コマンドに提供する方法を示しています。このコマンドを
使用すると、特定のタイプのリソースおよびイベントに対して、選択的にログ記録を無効にしたり、
デフォルトのログレベルをオーバーライドしたりできます。
{

"DefaultLogLevel": "INFO",
"WirelessDeviceLogOptions":
[
{
"Type": "Sidewalk",
"LogLevel": "INFO",
"Events":
[
{
"Event": "Registration",
"LogLevel": "DISABLED"
}
]
},
{
"Type": "LoRaWAN",
"LogLevel": "INFO",
"Events":
[
{
"Event": "Join",
"LogLevel": "DISABLED"
},
{
"Event": "Rejoin",
"LogLevel": "ERROR"
}
]
}
],
"WirelessGatewayLogOptions":
[
{
"Type": "LoRaWAN",
"LogLevel": "INFO",
"Events":
[
{
"Event": "CUPS_Request",
"LogLevel": "DISABLED"
},
{
"Event": "Certificate",
"LogLevel": "ERROR"
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}

]

}

]

}

各パラメータの意味は次のとおりです。
WirelessDeviceLogOptions
ワイヤレスデバイスのログオプションのリスト。各ログオプションには、ワイヤレスデバイスの
タイプ (Sidewalk または LoRaWAN) と、ワイヤレスデバイスのイベントログオプションのリスト
が含まれます。各ワイヤレスデバイスのイベントログオプションには、必要に応じて、イベント
タイプとそのログレベルを含めることができます。
WirelessGatewayLogOptions
ワイヤレスゲートウェイのログオプションのリスト。各ログオプションには、ワイヤレスゲート
ウェイのタイプ (LoRaWAN) と、ワイヤレスゲートウェイのイベントログオプションのリストが
含まれます。各ワイヤレスゲートウェイのイベントログオプションには、必要に応じて、イベン
トタイプとそのログレベルを含めることができます。
DefaultLogLevel
すべてのリソースに使用するログレベル。有効な値は、ERROR、INFO、DISABLED です。デフォ
ルト値は INFO です。
LogLevel
個々のリソースタイプとイベントに使用するログレベル。これらのログレベルは、LoRaWAN
ゲートウェイに対するログレベル INFO や、2 つのイベントタイプに対する DISABLED および
ERROR などのデフォルトのログレベルをオーバーライドします。
次のコマンドを実行すると、Input.json ファイルが入力としてコマンドに提供されます。このコマ
ンドでは、出力が生成されません。
aws iotwireless update-log-levels-by-resource-types \
--cli-input-json file://input.json

ワイヤレスデバイスとワイヤレスゲートウェイの両方のログオプションを削除する場合は、次のコマ
ンドを実行します。
{

}

2.

"DefaultLogLevel":"DISABLED",
"WirelessDeviceLogOptions": [],
"WirelessGatewayLogOptions":[]

update-log-levels-by-resource-types コマンドは出力を返しません。リソース固有のログ記録情報を取
得するには、get-log-levels-by-resource-types コマンドを使用します。このコマンドは、デフォルトの
ログレベルと、ワイヤレスデバイスおよびワイヤレスゲートウェイのログオプションを返します。

Note
get-log-levels-by-resource-types コマンドは、CloudWatch コンソールでログレベルを直接取
得することはできません。get-log-levels-by-resource-types コマンドは、update-log-levelsby-resource-types コマンドを使用してリソースに対して指定した最新のログレベルの情報を
取得するために使用できます。
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aws iotwireless get-log-levels-by-resource-types

次のコマンドを実行すると、update-log-levels-by-resource-types を使用して指定した最新のログ記録
情報が返されます。例えば、ワイヤレスデバイスのログオプションを削除した場合、get-log-levelsby-resource-types を実行すると、この値が null として返されます。
{

}

3.

"DefaultLogLevel": "INFO",
"WirelessDeviceLogOptions": null,
"WirelessGatewayLogOptions":
[
{
"Type": "LoRaWAN",
"LogLevel": "INFO",
"Events":
[
{
"Event": "CUPS_Request",
"LogLevel": "DISABLED"
},
{
"Event": "Certificate",
"LogLevel": "ERROR"
}
]
}
]

個々のワイヤレスゲートウェイまたはワイヤレスデバイスリソースのログレベルを制御するには、次
の CLI コマンドを使用します。
• put-resource-log-level
• get-resource-log-level
• reset-resource-log-level
これらの CLI をいつ使用するかの例として、ログに記録されているアカウント内に多数のワイヤレス
デバイスまたはワイヤレスゲートウェイがあるとします。一部のワイヤレスデバイスに対してのみエ
ラーのトラブルシューティングを行う場合は、DefaultLogLevel を DISABLED に設定してすべて
のワイヤレスデバイスのログ記録を無効にし、put-resource-log-level を使用して、アカウント内のこ
れらのデバイスに対してのみ LogLevel を ERROR に設定できます。
aws iotwireless put-resource-log-level \
--resource-identifier
--resource-type WirelessDevice
--log-level ERROR

この例では、コマンドによって、指定したワイヤレスデバイスのリソースに対してのみログレベルが
ERROR に設定され、その他のすべてのリソースのログが無効になります。このコマンドでは、出力が
生成されません。この情報を取得して、ログレベルが設定されたことを確認するには、get-resourcelog-level コマンドを使用します。
4.

前のステップでは、問題をデバッグしてエラーを解決した後、reset-resource-log-level コマンドを
実行して、そのリソースのログレベルを null にリセットできます。put-resource-log-level
コマンドを使用して、複数のワイヤレスデバイスまたはワイヤレスゲートウェイリソースに対して
ログレベルのオーバーライドを設定した場合 (複数のデバイスのエラーのトラブルシューティングな
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ど)、reset-all-resource-log-levels コマンドを使用して、これらのすべてのリソースに対して、ログレ
ベルのオーバーライドを null にリセットできます。
aws iotwireless reset-all-resource-log-levels

このコマンドでは、出力が生成されません。リソースのログ記録情報を取得するには、get-resourcelog-level コマンドを実行します。

次のステップ
ログ記録ロールを作成し、AWS IoT Wireless API を使用して AWS IoT Wireless リソースのログ記録を
設定する方法を学習しました。続いてログエントリのモニタリングについて学習するには、CloudWatch
Logs を使用して AWS IoT Wireless をモニタリングする (p. 1258) に移動してください。

CloudWatch Logs を使用して AWS IoT Wireless を
モニタリングする
AWS IoT Wireless には、デフォルトで有効になっている CloudWatch のログエントリが 50 以上ありま
す。各ログエントリで、イベントタイプ、ログレベル、リソースタイプが記載されています。詳細につい
ては、「AWS IoT Wireless リソースとログレベル (p. 1250)」を参照してください。
AWS IoT Wireless リソースのモニタリング方法
AWS IoT Wireless に対してログ記録が有効になっている場合、各メッセージが AWS IoT を経由してデバ
イスから渡される際には、AWS IoT Wireless により各メッセージに関する進行状況イベントが送信されま
す。デフォルトでは、AWS IoT Wireless のログエントリにエラーのデフォルトのログレベルがあります。
「AWS IoT Wireless 用のログ記録ロールとポリシーを作成する (p. 1248)」で説明されているようにログ
記録を有効にすると、デフォルトのログレベルが ERROR であるメッセージが CloudWatch コンソールに表
示されます。このログレベルを使用すると、メッセージには、使用しているすべてのワイヤレスデバイス
とワイヤレスゲートウェイのリソースについて、エラー情報のみが表示されます。
ログでその他の情報 (ログレベルが INFO であるなど) を表示したり、一部のデバイスのログを無効にした
り、一部のデバイスのログメッセージのみを表示する場合は、AWS IoT Wireless ログ記録 API を使用でき
ます。詳細については、「CLI を使用してリソースのログレベルを設定する (p. 1254)」を参照してくださ
い。
フィルター式を作成して、必要なメッセージのみを表示することもできます。
コンソールで AWS IoT Wireless のログを表示する前に
/aws/iotwireless ロググループが CloudWatch コンソールに表示されるようにするには、次の操作が完了し
ている必要があります。
• AWS IoT Wireless でログ記録を有効にします。AWS IoT Wireless でログ記録を有効にする方法の詳細
については、「AWS IoT Wireless のログ記録の設定 (p. 1248)」を参照してください。
• AWS IoT Wireless オペレーションを実行して、ログエントリを書き込みます。
フィルター式をより効果的に作成および使用するには、以下のトピックで説明されているように
CloudWatch インサイトを使用することをお勧めします。また、ここに示されている順序でトピックに従
うことをお勧めします。これは、最初に CloudWatch ロググループを使用して、コンソールでログエント
リを表示するために使用できるさまざまなタイプのリソース、イベントタイプ、ログレベルについて学習
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するうえで役立ちます。それから、CloudWatch Insights を使用してフィルター式を作成する方法を学習
し、リソースからさらに役立つ情報を得ることができます。
トピック
• CloudWatch AWS IoT Wireless ログエントリの表示 (p. 1259)
• CloudWatch Insights を使用して AWS IoT Wireless のログをフィルタリングする (p. 1264)

CloudWatch AWS IoT Wireless ログエントリの表示
AWS IoT Wireless 用のログ記録ロールとポリシーを作成する (p. 1248) で説明されているように AWS
IoT Wireless のログ記録を設定し、いくつかのログエントリを書き込んだ後、次の手順を実行して
CloudWatch コンソールでログエントリを表示できます。

CloudWatch ロググループコンソールでの AWS IoT ログの表示
CloudWatch コンソールで、CloudWatch のログは /aws/iotwireless という名前のロググループに表示され
ます。CloudWatch Logs の詳細については、CloudWatch Logs を参照してください。

CloudWatch コンソールでAWS IoT ログを表示するには
CloudWatch コンソールに移動して、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。
1.
2.
3.

[Filter] (フィルター) テキストボックスに /aws/iotwireless と入力して、/aws/iotwireless ロ
ググループを選択します。
アカウントに対して生成された AWS IoT Wireless ログの完全なリストを表示するには、[Search all]
(すべて検索) を選択します。個々のログストリームを表示するには、展開アイコンを選択します。
ログストリームをフィルターするには、[Filter events] (イベントをフィルター) テキストボックスにク
エリを入力することもできます。試すべきクエリの例がいくつかあります｡
• { $.logLevel = "ERROR" }
このフィルターを使用すると、ログレベルが ERROR であるすべてのログを検索して、個々のエラー
ストリームを展開してエラーメッセージを読み取ることができます。これは、エラーメッセージの
解決に役立ちます。
• { $.resource = "WirelessGateway" }
ログレベルに関係なく、WirelessGateway リソースのすべてのログを検索します。
• { $.event = "CUPS_Request" && $.logLevel = "ERROR" }
イベントタイプ CUPS_Request で、ログレベルが ERROR であるすべてのログを検索します。

イベントタイプとリソースタイプ
次の表に、ログエントリが表示されるさまざまなイベントのタイプを示します。イベントタイプは、リ
ソースタイプがワイヤレスデバイスかワイヤレスゲートウェイかによっても異なります。リソースおよび
イベントタイプにデフォルトのログレベルを使用することも、それぞれのログレベルを指定することでデ
フォルトのログレベルをオーバーライドすることもできます。

使用されるリソースに基づくイベントタイプ
リソース

リソースタイプ

イベントタイプ

ワイヤレスゲート
ウェイ

LoRaWAN

• CUPS_Request
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リソース

リソースタイプ

イベントタイプ
• 証明書

ワイヤレスデバイス

LoRaWAN

• 参加
• Rejoin
• Uplink_Data
• Downlink_Data

ワイヤレスデバイス

Sidewalk

• 登録
• Uplink_Data
• Downlink_Data

次のトピックでは、これらのイベントタイプと、ワイヤレスゲートウェイおよびワイヤレスデバイスのロ
グエントリについて詳しく説明します。
トピック
• ワイヤレスゲートウェイとワイヤレスデバイスのリソースのログエントリ (p. 1260)

ワイヤレスゲートウェイとワイヤレスデバイスのリソースのログ
エントリ
ログ記録を有効にすると、ワイヤレスゲートウェイとワイヤレスデバイスのログエントリを表示できま
す。次のセクションでは、リソースタイプとイベントタイプに基づくさまざまな種類のログエントリにつ
いて説明します。

ワイヤレスゲートウェイのログエントリ
このセクションでは、CloudWatch コンソールに表示されるワイヤレスゲートウェイリソースのサンプル
ログエントリの一部を紹介します。これらのログメッセージにはイベントタイプ CUPS_Request または
Certificate を含めることができ、ログレベル INFO、ERROR、または DISABLED をリソースレベルま
たはイベントレベルで表示するように構成できます。エラー情報のみを表示する場合は、ログレベルを
ERROR に設定します。ERROR ログエントリ内のメッセージには、失敗した理由に関する情報が含まれま
す。
ワイヤレスゲートウェイリソースのログエントリは、次のイベントタイプに基づいて分類できます。
• CUPS_Request
ゲートウェイで実行されている LoRa Basics Station は、定期的に更新のためのリクエストを
Configuration and Update Server (CUPS) に送信します。このイベントタイプの場合、ワイヤレスゲート
ウェイリソース用に CLI を構成するときにログレベルを INFO に設定すると、ログには次のように表示
されます。
• イベントが成功すると、logLevel が INFO であるログメッセージが表示されます。メッセージに
は、ゲートウェイに送信された CUPS 応答の詳細と、ゲートウェイの詳細が含まれます。このログエ
ントリの例を以下に示します。ログエントリ内の logLevel およびその他のフィールドに関する詳細
は、「AWS IoT Wireless リソースとログレベル (p. 1250)」を参照してください。
{

"timestamp": "2021-05-13T16:56:08.853Z",
"resource": "WirelessGateway",
"wirelessGatewayId": "5da85cc8-3361-4c79-8be3-3360fb87abda",
"wirelessGatewayType": "LoRaWAN",
"gatewayEui": "feffff00000000e2",
"event": "CUPS_Request",
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"message": "Sending CUPS response of total length 3213 to GatewayEui:
feffff00000000e2 with TC Credentials,"

}

• エラーがある場合、logLevel が ERROR であるログエントリが表示され、メッセージに
はエラーに関する詳細が含まれます。CUPS_Request イベントでエラーが発生する場合
の例としては、CUPS CRC の欠落、ゲートウェイの TC Uri と AWS IoT Wireless の不一
致、IoTWirelessGatewayCertManagerRole の欠落、ワイヤレスゲートウェイレコードを取得で
きなかったことなどがあります。次の例は、CRC 欠落のログエントリを示しています。エラーを解決
するには、ゲートウェイ設定をチェックして、正しい CUPS CRC を入力したことを確認します。
{

"timestamp": "2021-05-13T16:56:08.853Z",
"resource": "WirelessGateway",
"wirelessGatewayId": "5da85cc8-3361-4c79-8be3-3360fb87abda",
"wirelessGatewayType": "LoRaWAN",
"gatewayEui": "feffff00000000e2",
"event": "CUPS_Request",
"logLevel": "ERROR",
"message": "The CUPS CRC is missing from the request. Check your gateway setup and
enter the CUPS CRC,"

}

• 証明書
これらのログエントリは、AWS IoT への接続を認証するためにワイヤレスゲートウェイが正しい証明
書を提供したかどうかをチェックするのに役立ちます。このイベントタイプの場合、ワイヤレスゲート
ウェイリソース用に CLI を構成するときにログレベルを INFO に設定すると、ログには次のように表示
されます。
• イベントが成功すると、logLevel が INFO であるログメッセージが表示されます。メッセージに
は、証明書 ID とワイヤレスゲートウェイ ID に関する詳細が含まれます。このログエントリの例を以
下に示します。ログエントリ内の logLevel およびその他のフィールドに関する詳細は、「AWS IoT
Wireless リソースとログレベル (p. 1250)」を参照してください。
{

"resource": "WirelessGateway",
"wirelessGatewayId": "5da85cc8-3361-4c79-8be3-3360fb87abda",
"wirelessGatewayType": "LoRaWAN",
"event": "Certificate",
"logLevel": "INFO",
"message": "Gateway connection authenticated.
(CertificateId: b5942a7aee973eda24314e416889227a5e0aa5ed87e6eb89239a83f515dea17c,
WirelessGatewayId: 5da85cc8-3361-4c79-8be3-3360fb87abda)"

}

• エラーがある場合、logLevel が ERROR であるログエントリが表示され、メッセージにはエラーに
関する詳細が含まれます。Certificate イベントでエラーが発生する場合の例としては、証明書 ID
やワイヤレスゲートウェイ ID が無効であること、またはワイヤレスゲートウェイ ID と証明書 IDの
不一致などがあります。次の例は、無効なワイヤレスゲートウェイ ID が原因の ERROR を示していま
す。エラーを解決するには、ゲートウェイ ID を確認します。
{

"resource": "WirelessGateway",
"wirelessGatewayId": "5da85cc8-3361-4c79-8be3-3360fb87abda",
"wirelessGatewayType": "LoRaWAN",
"event": "Certificate",
"logLevel": "INFO",
"message": "The gateway connection couldn't be authenticated because a provisioned
gateway associated with the certificate couldn't be found.
(CertificateId: 729828e264810f6fc7134daf68056e8fd848afc32bfe8082beeb44116d709d9e)"
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ワイヤレスデバイスのログエントリ
このセクションでは、CloudWatch コンソールに表示されるワイヤレスデバイスリソースのサンプルロ
グエントリの一部を紹介します。これらのログメッセージのイベントタイプは、LoRaWAN デバイスと
Sidewalk デバイスのどちらを使用しているかによって異なります。各ワイヤレスデバイスリソースまたは
イベントタイプは、INFO、ERROR、またはDISABLED のログレベルを表示するように構成できます。

Note
リクエストに、LoRaWAN と Sidewalk の両方のワイヤレスメタデータを同時に含めてはなりませ
ん。このシナリオで ERROR ログエントリを回避するには、LoRaWAN または Sidewalk のいずれ
かのワイヤレスデータを指定してください。

LoRaWAN デバイスログエントリ
LoRaWAN ワイヤレスデバイスのログエントリは、次のイベントタイプに基づいて分類できます。
• Join および Rejoin
LoRaWAN デバイスを追加して AWS IoT Wireless に接続する際、デバイスからアップリンクデータ
を送信できるようにするには、activation または join procedure と呼ばれるプロセスを完了す
る必要があります。詳細については、「ワイヤレスデバイスを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加す
る (p. 1139)」を参照してください。
このイベントタイプの場合、ワイヤレスゲートウェイリソース用に CLI を構成するときにログレベルを
INFO に設定すると、ログには次のように表示されます。
• イベントが成功すると、logLevel が INFO であるログメッセージが表示されます。メッセージに
は、参加または再参加リクエストのステータスに関する詳細が含まれます。このログエントリの例を
以下に示します。ログエントリ内の logLevel およびその他のフィールドに関する詳細は、「AWS
IoT Wireless リソースとログレベル (p. 1250)」を参照してください。
{

}

"timestamp": "2021-05-13T16:56:08.853Z",
"resource": "WirelessDevice",
"wirelessDeviceType": "LoRaWAN",
"WirelessDeviceId": "5da85cc8-3361-4c79-8be3-3360fb87abda",
"devEui": "feffff00000000e2",
"event": "Rejoin",
"logLevel": "INFO",
"message": "Rejoin succeeded"

• エラーがある場合、logLevel が ERROR であるログエントリが表示され、メッセージにはエラーに
関する詳細が含まれます。Join および Rejoin イベントでエラーが発生する場合の例としては、無
効な LoRaWAN リージョン設定、または無効な Message Integrity Code (MIC) などがあります。次の
例は、MIC チェックが原因の参加エラーを示しています。エラーを解決するには、正しいルートキー
を入力したかどうかを確認します。
{

"timestamp": "2020-11-24T01:46:50.883481989Z",
"resource": "WirelessDevice",
"wirelessDeviceType": "LoRaWAN",
"WirelessDeviceId": "cb4c087c-1be5-4990-8654-ccf543ee9fff",
"devEui": "58a0cb000020255c",
"event": "Join",
"logLevel": "ERROR",
"message": "invalid MIC. It's most likely caused by wrong root keys."
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}

• Uplink_Data および Downlink_Data
イベントタイプ Uplink_Data は、ペイロードがワイヤレスデバイスから AWS IoT に送信される際に
AWS IoT Wireless によって生成されるメッセージに使用されます。イベントタイプ Downlink_Data
は、AWS IoT からワイヤレスデバイスに送信されたダウンリンクメッセージに関連するメッセージに使
用されます。

Note
イベント Uplink_Data および Downlink_Data は、LoRaWAN と Sidewalk の両方のデバイ
スに適用されます。
このイベントタイプの場合、ワイヤレスデバイス用に CLI を構成するときにログレベルを INFO に設定
すると、ログには次のように表示されます。
• イベントが成功すると、logLevel が INFO であるログメッセージが表示されます。メッセージに
は、送信されたアップリンクメッセージまたはダウンリンクメッセージのステータスに関する詳細
と、ワイヤレスデバイス ID が含まれます。Sidewalk デバイスのこのログエントリの例を次に示しま
す。ログエントリ内の logLevel およびその他のフィールドに関する詳細は、「AWS IoT Wireless
リソースとログレベル (p. 1250)」を参照してください。
{

"resource": "WirelessDevice",
"wirelessDeviceId": "5371db88-d63d-481a-868a-e54b6431845d",
"wirelessDeviceType": "Sidewalk",
"event": "Downlink_Data",
"logLevel": "INFO",
"messageId": "8da04fa8-037d-4ae9-bf67-35c4bb33da71",
"message": "Message delivery succeeded. MessageId: 8da04fa8-037d-4ae9bf67-35c4bb33da71. AWS IoT Core: {\"message\":\"OK\",\"traceId\":\"038b5b05-a340d18a-150d-d5a578233b09\"}"
}

• エラーがある場合、logLevel が ERROR であるログエントリが表示されます。メッセージにはエ
ラーの詳細が含まれており、解決に役立ちます。Registration イベントでエラーが発生する場合の
例としては、認証の問題、リクエストが無効であるか多すぎること、ペイロードの暗号化または復号
化ができなかったこと、指定された ID を使用してワイヤレスデバイスを検出できなかったことなどが
あります。次の例は、メッセージの処理中に発生したアクセス許可エラーを示しています。
{

"resource": "WirelessDevice",
"wirelessDeviceId": "cb4c087c-1be5-4990-8654-ccf543ee9fff",
"wirelessDeviceType": "LoRaWAN",
"event": "Uplink_Data",
"logLevel": "ERROR",
"message": "Cannot assume role MessageId: ef38877f-3454-4c99-96ed-5088c1cd8dee.
Access denied: User: arn:aws:sts::005196538709:assumed-role/
DataRoutingServiceRole/6368b35fd48c445c9a14781b5d5890ed is not authorized to perform:
sts:AssumeRole on resource: arn:aws:iam::400232685877:role/ExecuteRules_Role\tstatus
code: 403, request id: 471c3e35-f8f3-4e94-b734-c862f63f4edb"
}

Sidewalk デバイスのログエントリ
Sidewalk デバイスのログエントリは、次のイベントタイプに基づいて分類できます。
• Registration
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これらのログエントリは、AWS IoT Wireless に登録している任意の Sidewalk デバイスのステータスを
モニタリングするのに役立ちます。このイベントタイプの場合、ワイヤレスデバイスリソース用に CLI
を構成するときにログレベルを INFO に設定すると、logLevel が INFO および ERROR であるログメッ
セージが表示されます。メッセージには、開始から完了までの登録の進行状況に関する詳細が含まれま
す。ERROR ログメッセージには、デバイスの登録に関する問題のトラブルシューティング方法に関する
情報が含まれます。
以下は、ログレベルが INFO のログメッセージの例を示しています。ログエントリ内の logLevel およ
びその他のフィールドに関する詳細は、「AWS IoT Wireless リソースとログレベル (p. 1250)」を参照
してください。
{

"resource": "WirelessDevice",
"wirelessDeviceId": "8d0b2775-e19b-4b2a-a351-cb8a2734a504",
"wirelessDeviceType": "Sidewalk",
"event": "Registration",
"logLevel": "INFO",
"message": "Successfully completed device registration. Amazon SidewalkId =
2000000002"

}

• Uplink_Data および Downlink_Data
イベントタイプ Uplink_Data および Downlink_Data は、LoRaWAN デバイスの対応するイベ
ントタイプと同様です。詳細については、LoRaWAN デバイスのログエントリに関して前述された
「Uplink_Data および Downlink_Data」セクションを参照してください。

次のステップ
AWS IoT Wireless へのログ記録を有効にした後に CloudWatch コンソールでリソースのログエントリを表
示する方法と、表示できるさまざまなログエントリについて学習しました。ロググループを使用してフィ
ルターストリームを作成することができますが、CloudWatch Insights を使用して、フィルターストリー
ムを作成および使用することをお勧めします。詳細については、「CloudWatch Insights を使用して AWS
IoT Wireless のログをフィルタリングする (p. 1264)」を参照してください。

CloudWatch Insights を使用して AWS IoT Wireless の
ログをフィルタリングする
CloudWatch Logs を使用してフィルター式を作成することもできますが、CloudWatch Insights を使用し
て、アプリケーションに応じてフィルター式をより効果的に作成し、使用することをお勧めします。
コンソールでログエントリを表示するために使用できるさまざまなタイプのリソース、イベントタイプ、
ログレベルについて学習するために、最初に CloudWatch ロググループを使用することをお勧めします。
その後、このページに記載されたいくつかのフィルター式の例を参照として使用して、AWS IoT Wireless
リソースの独自のフィルターを作成できます。

CloudWatch Logs insights コンソールでの AWS IoT ログの表示
CloudWatch コンソールで、CloudWatch のログは /aws/iotwireless という名前のロググループに表示され
ます。CloudWatch Logs の詳細については、CloudWatch Logs を参照してください。

CloudWatch コンソールで AWS IoT ログを表示するには
CloudWatch コンソールに移動して、ナビゲーションペインで [Log Insights] (ログインサイト) を選択しま
す。

1264

AWS IoT Core デベロッパーガイド
CloudWatch Insights を使用して AWS IoT
Wireless のログをフィルタリングする

1.

[Filter] (フィルター) テキストボックスに /aws/iotwireless と入力して、/aws/iotwireless
Logs Insights を選択します。

2.

ロググループの完全なリストを表示するには、[Select log group(s)] (ロググループを選択) を選択しま
す。AWS IoT Wireless のロググループを表示するには、/aws/iotwireless を選択します。

これで、ロググループをフィルターするためのクエリの入力を開始できます。以下のセクションでは、リ
ソースメトリクスに関するインサイトを得るのに役立つ、いくつかの便利なクエリについて説明します。

フィルタリングするための便利なクエリを作成して AWS IoT
Wireless のインサイトを得る
フィルター式を使用して、CloudWatch Insights で追加の有用なログ情報を表示できます。以下に、サンプ
ルのクエリをいくつか示します。

特定のリソースタイプのログのみを表示する
LoRaWAN ゲートウェイや Sidewalk デバイスなど、特定のリソースタイプのログのみを表示するのに役
立つクエリを作成できます。例えば、Sidewalk デバイスのメッセージのみを表示するようにログをフィル
ターするには、次のクエリを入力し、[Run query] (クエリの実行) を選択します。このクエリを保存するに
は、[保存] を選択します。
fields @message
| filter @message like /Sidewalk/

クエリの実行後、[Logs] (ログ) タブに結果が表示され、アカウント内の Sidewalk デバイスに関連するロ
グのタイムスタンプが表示されます。また、Sidewalk デバイスに関して以前発生したイベントがある場合
は、そのイベントの発生時刻を示す棒グラフも表示されます。以下に、[Logs] (ログ) タブのいずれかの結
果を展開した場合の例を示します。また、Sidewalk デバイスに関連するエラーのトラブルシューティング
を行う場合は、ログレベルを ERROR に設定してエラー情報のみを表示するフィルターを追加できます。
Field
Value
@ingestionTime
1623894967640
@log
954314929104:/aws/iotwireless
@logStream
WirelessDeviceDownlink_Data-715adccfb34170214ec2f6667ddfa13cb5af2c3ddfc52fbeee0e554a2e780bed
@message
{
"resource": "WirelessDevice",
"wirelessDeviceId": "3b058d05-4e84-4e1a-b026-4932bddf978d",
"wirelessDeviceType": "Sidewalk",
"devEui": "feffff000000011a",
"event": "Downlink_Data",
"logLevel": "INFO",
"messageId": "7e752a10-28f5-45a5-923f-6fa7133fedda",
"message": "Successfully sent downlink message. Amazon SidewalkId =
2000000006, Sequence number = 0"
}
@timestamp
1623894967640
devEui
feffff000000011a
event
Downlink_Data
logLevel
INFO
message
Successfully sent downlink message. Amazon SidewalkId = 2000000006,
Sequence number = 0
messageId
7e752a10-28f5-45a5-923f-6fa7133fedda
resource
WirelessDevice
wirelessDeviceId
3b058d05-4e84-4e1a-b026-4932bddf978d
wirelessDeviceType Sidewalk
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特定のメッセージまたはイベントを表示する
特定のメッセージを表示し、いつイベントが発生したかを確認するのに役立つクエリを作成できます。例
えば、LoRaWan ワイヤレスデバイスからダウンリンクメッセージがいつ送信されたかを確認するには、
次のクエリを入力し、[Run query] (クエリの実行) を選択します。このクエリを保存するには、[保存] を選
択します。
filter @message like /Downlink message sent/

クエリの実行後、[Logs] (ログ) タブに結果が表示され、ダウンリンクメッセージがワイヤレスデバイスに
正常に送信された時刻のタイムスタンプが表示されます。また、以前ワイヤレスデバイスに送信された
ダウンリンクメッセージがある場合、ダウンリンクメッセージが送信された時刻を示す棒グラフも表示さ
れます。以下に、[Logs] (ログ) タブのいずれかの結果を展開した場合の例を示します。ダウンリンクメッ
セージが送信されなかった場合は、問題をデバッグできるように、メッセージが送信されなかったときの
結果のみが表示されるようにクエリを変更できます。
Field
Value
@ingestionTime
1623884043676
@log
954314929104:/aws/iotwireless
@logStream
WirelessDeviceDownlink_Data-42d0e6d09ba4d7015f4e9756fcdc616d401cd85fe3ac19854d9fbd866153c872
@message
{
"timestamp": "2021-06-16T22:54:00.770493863Z",
"resource": "WirelessDevice",
"wirelessDeviceId": "3b058d05-4e84-4e1a-b026-4932bddf978d",
"wirelessDeviceType": "LoRaWAN",
"devEui": "feffff000000011a",
"event": "Downlink_Data",
"logLevel": "INFO",
"messageId": "7e752a10-28f5-45a5-923f-6fa7133fedda",
"message": "Downlink message sent. MessageId:
7e752a10-28f5-45a5-923f-6fa7133fedda"
}
@timestamp
1623884040858
devEui
feffff000000011a
event
Downlink_Data
logLevel
INFO
message
Downlink message sent. MessageId: 7e752a10-28f5-45a5-923f-6fa7133fedda
messageId
7e752a10-28f5-45a5-923f-6fa7133fedda
resource
WirelessDevice
timestamp
2021-06-16T22:54:00.770493863Z
wirelessDeviceId
3b058d05-4e84-4e1a-b026-4932bddf978d
wirelessDeviceType LoRaWAN

次のステップ
CloudWatch Insights を使用してログメッセージをフィルターするクエリを作成することで、より役立つ
情報を取得する方法を学びました。前述のフィルターをいくつか組み合わせて、モニタリングするリソー
スに応じて独自のフィルタを設計できます。CloudWatch Logs Insights の詳細については、「CloudWatch
Logs Insights を使用したログデータの分析」を参照してください。
CloudWatch Insights を使用してクエリを作成した後に保存した場合、必要に応じて、保存されたクエリ
をロードして実行できます。または、CloudWatch Logs Insights コンソールの [History] (履歴) ボタンをク
リックすると、以前に実行したクエリを表示して必要に応じて再実行したり、追加のクエリを作成してさ
らに変更したりできます。
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AWS IoT Wireless イベント通知
AWS IoT Wireless では、AWS IoT Core にオンボードした LoRaWAN および Sidewalk デバイスのイベン
トを通知させるメッセージを発行できます。例えば、アカウント内の Sidewalk デバイスがプロビジョニン
グまたは登録されたときなどのイベントの通知を受けることができます。

イベントをリソースに通知する方法
イベント通知は、特定のイベントが発生したときに発行されます。例えば、Sidewalk デバイスのプロビ
ジョニング時にイベントが生成されます。各イベントによって、単一のイベント通知が送信されます。イ
ベント通知は、MQTT を介して JSON ペイロードを使用して発行されます。ペイロードのコンテンツは、
イベントの種類によって異なります。

Note
イベント通知は少なくとも 1 回発行されます。複数回発行されることもあります。イベント通知
の順序は保証されません。

イベントタイプとリソースタイプ
次の表に、通知を受け取るさまざまなイベントのタイプを示します。イベントタイプは、リソースタイプ
がワイヤレスデバイス、ワイヤレスゲートウェイまたは Sidewalk アカウントのいずれであるかによって異
なります。次のセクションで説明するように、特定のタイプのすべてのリソースに適用されるリソースレ
ベルで、または選択したリソースに対して、リソースのイベントを有効にすることもできます。さまざま
なイベントタイプの詳細については、「LoRaWAN リソースのイベント通知 (p. 1274)」および「Sidewalk
リソースのイベント通知 (p. 1278)」を参照してください。

リソースに基づくイベントタイプ
リソース

リソースタイプ

イベントタイプ

ワイヤレスデバイス

LoRaWAN

参加

Sidewalk

• デバイス登録状態
• 近接
• メッセージ配信ステータス

ワイヤレスゲート
ウェイ

LoRaWAN

接続ステータス

Sidewalk アカウント

Sidewalk

• デバイス登録状態
• 近接
• メッセージ配信ステータス

ワイヤレスイベント通知を受信するためのポリシー
イベント通知を受信するには、デバイスが AWS IoT デバイスゲートウェイに接続し、MQTT イベントト
ピックをサブスクライブできるようにする適切なポリシーを使用する必要があります。また、適切なト
ピックフィルタを受信登録する必要があります。
以下は、さまざまなワイヤレスイベントの通知を受信するために必要なポリシーの例です。
{
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*",

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"iot:Subscribe",
"iot:Receive"
],
"Resource":[
"arn:aws:iotwireless:region:account:/$aws/iotwireless/events/join/*",
"arn:aws:iotwireless:region:account:/$aws/iotwireless/events/connection_status/

"arn:aws:iotwireless:region:account:/$aws/iotwireless/events/
device_registration_state/*",
"arn:aws:iotwireless:region:account:/$aws/iotwireless/events/proximity/*",
"arn:aws:iotwireless:region:account:/$aws/iotwireless/events/
message_delivery_status/*"
]
}]
}

ワイヤレスイベントの MQTT トピックの形式
ワイヤレスリソースのイベントの通知を送信するために、AWS IoT はドル記号 ($) で始まる MQTT 予約済
みトピックを使用します。これらの予約済みのトピックを発行しサブスクライブできます。ただし、ドル
記号で始まる新しいトピックを作成することはできません。

Note
MQTT トピックは、AWS アカウント に固有で、arn:aws:iotwireless:aws-region:AWSaccount-ID:topic/Topic の形式を使用します。詳細については、「MQTT トピッ
ク (p. 100)」を参照してください。
ワイヤレスデバイス用に予約された MQTT トピックは、次の形式を使用します。
• リソースレベルのトピック
これらのトピックは、AWS IoT Wireless にオンボーディングした AWS アカウント の特定のタイプのす
べてのリソースに適用されます。
$aws/iotwireless/events/{eventName}/{eventType}/{resourceType}/resources
• 識別子レベルのトピック
これらのトピックは、リソース識別子で指定された、AWS IoT Wireless にオンボーディングした AWS
アカウント の特定のタイプの選択されたリソースに適用されます。
$aws/iotwireless/events/{eventName}/{eventType}/{resourceType}/
{resourceIdentifierType}/{resourceID}/{id}
リソースレベルおよび識別子レベルのトピックの詳細については、「イベント設定 (p. 1270)」を参照して
ください。
次の表は、さまざまなイベントの MQTT トピックの例を示しています。

イベントと MQTT トピック
イベント

MQTT トピック

メモ

Sidewalk デバイス
の登録状態

• リソースレベルのトピック

• {eventType} は、registered か
provisioned のいずれかとなります。
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イベント

MQTT トピック

メモ

• {resourceType} は、sidewalk_accounts
$aws/iotwireless/
events/
か wireless_devices のいずれかとなりま
す。
device_registration_state/
{eventType}/
• {resourceID} は、sidewalk_accounts の
sidewalk/
場合は amazon_id、wireless_devices の場
wireless_devices
合は wireless_device_id となります。
• 識別子レベルのトピック
$aws/iotwireless/
events/
device_registration_state/
{eventType}/
sidewalk/
{resourceType}/
{resourceID}/{id}
Sidewalk 近接

• リソースレベルのトピック
$aws/iotwireless/
events/proximity/
{eventType}/
sidewalk/
wireless_devices
• 識別子レベルのトピック

• {eventType} は、beacon_discovered か
beacon_lost のいずれかとなります。
• {resourceType} は、sidewalk_accounts
か wireless_devices のいずれかとなりま
す。
• {resourceID} は、sidewalk_accounts の
場合は amazon_id、wireless_devices の場
合は wireless_device_id となります。

$aws/iotwireless/
events/proximity/
{eventType}/
sidewalk/
{resourceType}/
{resourceID}/{id}
Sidewalk メッセー
ジ配信ステータス

• リソースレベルのトピック

• {eventType} は、success か error のいず
れかとなります。

$aws/iotwireless/
• {resourceType} は、sidewalk_accounts
events/
か wireless_devices のいずれかとなりま
message_delivery_status/す。
{eventType}/
• {resourceID} は、sidewalk_accounts の
sidewalk/
場合は amazon_id、wireless_devices の場
wireless_devices
合は wireless_device_id となります。
• 識別子レベルのトピック
$aws/iotwireless/
events/
message_delivery_status/
{eventType}/
sidewalk/
{resourceType}/
{resourceID}/{id}
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イベント

MQTT トピック

メモ

LoRaWAN 参加

• リソースレベルのトピック

• {eventType}
は、join_req_0_received、join_req_2_received、joi
のいずれかとなります。
• {resourceID} は、wireless_device_id か
dev_eui のいずれかとなります。

$aws/iotwireless/
events/join/
{eventType}/lorawan/
wireless_devices
• 識別子レベルのトピック
$aws/iotwireless/
events/join/
{eventType}/lorawan/
wireless_devices/
{resourceID}/{id}
LoRaWAN ゲート
ウェイ接続ステー
タス

• リソースレベルのトピック
$aws/iotwireless/
events/join/
{eventType}/lorawan/
wireless_gateways

• {eventType} は、connected か
disconnected のいずれかとなります。
• {resourceID} は、wireless_gateway_id
か gateway_eui のいずれかとなります。

• 識別子レベルのトピック
$aws/iotwireless/
events/join/
{eventType}/lorawan/
wireless_gateways/
{resourceID}/{id}
さまざまなイベントの詳細については、「LoRaWAN リソースのイベント通知 (p. 1274)」および
「Sidewalk リソースのイベント通知 (p. 1278)」を参照してください。
これらのトピックをサブスクライブしている場合は、いずれかのイベント通知トピックにメッセージが発
行されると通知されます。詳細については、「予約済みトピック (p. 102)」を参照してください。

ワイヤレスイベントの料金
イベントのサブスクリプションと通知の受信に関する料金については、「AWS IoT Core の料金」を参照
してください。

ワイヤレスリソースのイベントを有効にする
予約済みトピックのサブスクライバーがメッセージを受信できるようにするには、イベント通知を有効
にする必要があります。これを行うには、AWS Management Console、AWS IoT Wireless API、または
AWS CLI が使用できます。

イベント設定
特定のタイプに属するすべてのリソース、または個別のワイヤレスリソースのいずれかに通知を送信す
るようにイベントを設定できます。リソースタイプには、ワイヤレスゲートウェイ、Sidewalk パート
ナーアカウント、またはワイヤレスデバイス (LoRaWAN または Sidewalk デバイス) を使用できます。ワ
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イヤレスデバイスで有効にできるイベントのタイプについては、「LoRaWAN リソースのイベントタイ
プ (p. 1274)」および「Sidewalk リソースのイベントタイプ (p. 1278)」を参照してください。
すべてのリソース
特定のリソースタイプに属する AWS アカウント 内のすべてのリソースが通知を受信するようにイベント
を有効にすることができます。たとえば、AWS IoT Core for LoRaWAN でオンボーディングしたすべて
の LoRaWAN ゲートウェイの接続ステータスの変更を通知するイベントを有効にできます。これらのイ
ベントをモニタリングすると、リソースフリート内の特定の LoRaWAN ゲートウェイが切断された場合
や、AWS アカウント 内の多数の Sidewalk デバイスのビーコンが失われた場合などに通知を受け取るのに
役立ちます。
個々のリソース
イベント設定に個々の LoRaWAN リソースおよび Sidewalk リソースを追加して、それらの通知を有効に
することもできます。これは、特定のタイプの個々のリソースをモニタリングするのに役立ちます。たと
えば、選択した LoRaWANn および Sidewalk デバイスを設定に追加し、これらのリソースの参加またはデ
バイス登録状態イベントの通知を受信できます。

前提条件
LoRaWAN または Sidewalk リソースには、イベント通知の受信を許可する適切なポリシーが必要です。詳
細については、「ワイヤレスイベント通知を受信するためのポリシー (p. 1267)」を参照してください。

AWS Management Console を使用しての通知を有効
にする
コンソールでイベントメッセージを有効にするには、AWS IoT コンソールの [Settings] (設定) タブに移動
し、[LoRaWAN and Sidewalk event notification] (LoRaWAN および Sidewalk イベント通知) セクションに
移動します。
特定のリソースタイプに属する AWS アカウント 内のすべてのリソースの通知を有効にして、それらをモ
ニタリングできます。

すべてのリソースに対して通知を有効にするには
1.

[LoRaWAN and Sidewalk event notification] (LoRaWAN および Sidewalk イベント通知) セクションの
[All resources] (すべてのリソース) タブで、[Action] (アクション) を選択してから [Manage events] (イ
ベントの管理) を選択します。

2.

モニタリングするイベントを有効化してから、[Update events] (イベントの更新) を選択します。特定
のイベントをモニタリングする必要がなくなった場合は、[Action] (アクション)、[Manage events] (イ
ベントの管理) を選択して、これらのイベントを無効にします。

特定のリソースタイプに属する AWS アカウント 内の個々のリソースの通知を有効にして、それらをモニ
タリングすることもできます。

個々のリソースに対して通知を有効にするには
1.
2.

[LoRaWAN and Sidewalk event notification] (LoRaWAN および Sidewalk イベント通知) セクション
で、[Action] (アクション) を選択してから、[Add resources] (リソースを追加する) を選択します。
通知を受け取るリソースおよびイベントを選択します:
a.
b.

[LoRaWAN resources] (LoRaWAN リソース) または [Sidewalk resources] (Sidewalk リソース) の
どちらのイベントをモニタリングするかを選択します。
リソースタイプに応じて、リソースに対して有効化するイベントを選択できます。その後、これ
らのイベントをサブスクライブして通知を受け取ることができます。選択内容:

1271

AWS IoT Core デベロッパーガイド
AWS CLI を使用しての通知を有効にする

• [LoRaWAN resources] (LoRaWAN リソース): LoRaWAN デバイスの [join] (参加) イベントまた
は LoRaWAN ゲートウェイの [connection status] (接続ステータス) イベントを有効にできま
す。
• [Sidewalk resources] (Sidewalk リソース): Sidewalk パートナーアカウントと Sidewalk デバイ
スの [device registration state] (デバイス登録状態) イベントまたは [proximity] (近接性) イベン
ト、あるいはその両方を有効にできます。

Note
Sidewalk メッセージ配信ステータスイベントの設定は、コンソールでは利用できませ
ん。AWS IoT Wireless API または AWS CLI を使用してのみ有効にすることができま
す。
3.

選択したリソースタイプとイベントに応じて、モニタリングするワイヤレスデバイスまたはゲート
ウェイを選択します。すべてのリソースを組み合わせて、最大 250 のリソースを選択できます。

4.

[Submit] (送信) を選択してリソースを追加します。

追加したリソースは、コンソールの [LoRaWAN and Sidewalk event notification] (LoRaWAN および
Sidewalk イベント通知) セクションのリソースタイプのタブに MQTT トピックとともに表示されます。
• [LoRaWAN join] (LoRaWAN 参加) イベントと Sidewalk デバイスのイベントは、コンソールの [Wireless
devices] (ワイヤレスデバイス) セクションに表示されます。
• LoRaWAN ゲートウェイの [Connection status] (接続ステータス) イベントは、[Wireless gateways] (ワイ
ヤレスゲートウェイ) セクションに表示されます。
• Sidewalk アカウントの [Device registration state] (デバイス登録状態) および [proximity] (近接) イベント
は、[Sidewalk accounts] (Sidewalk アカウント) タブに表示されます。
MQTT クライアントを使用してトピックをサブスクライブする
すべてのリソースに対してイベントを有効にしたか、個々のリソースタイプに対してイベントを有効にし
たかに応じて、有効にしたイベントはコンソールの [All resources] (すべてのリソース) タブまたは指定し
たリソースタイプのタブに MQTT トピックとともに表示されます。
• MQTT トピックの 1 つを選択した場合は、MQTT クライアントにアクセスして、これらのトピックをサ
ブスクライブしてメッセージを受信できます。
• 複数のイベントを追加した場合は、複数のイベントトピックをサブスクライブして、それらの通知を受
け取ることができます。複数のトピックをサブスクライブするには、トピックを選択し、[Action] (アク
ション) を選択してから、[Subscribe] (サブスクライブ) を選択します。

AWS CLI を使用しての通知を有効にする
AWS IoT Wireless API または AWS CLI を使用して、イベントを設定し、リソースを設定に追加できま
す。
すべてのリソースに対して通知を有効にする
UpdateEventConfigurationByResourceTypes API または update-event-configuration-byresource-types CLI コマンドを使用して、特定のリソースタイプに属する AWS アカウント 内のすべ
てのリソースの通知を有効にし、それらをモニタリングできます。例:
aws iotwireless update-event-configuration-by-resource-types \
--cli-input-json input.json

input.json の内容
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{

}

"DeviceRegistrationState": {
"Sidewalk": {
"AmazonIdEventTopic": "Enabled"
}
},
"ConnectionStatus": {
"LoRaWAN": {
"WirelessGatewayEventTopic": "Enabled"
}
}

Note
二重引用符 (") はバックスラッシュ (\) でエスケープされます。
現在のイベント設定は、GetEventConfigurationByResourceTypes API を呼び出すか、get-eventconfiguration-by-resource-types CLI コマンドを使用して取得できます。例:
aws iotwireless get-event-configuration-by-resource-types

個々のリソースに対して通知を有効にする
イベント設定に個々のリソースを追加し、発行されるイベントを API または CLI を使用して制御
するには、UpdateResourceEventConfiguration API を呼び出すか、update-resource-eventconfiguration CLI コマンドを使用します。例:
aws iotwireless update-resource-event-configuration \
--identifer 1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f \
--identifier-type WirelessDeviceId \
--cli-input-json input.json

input.json の内容
{

}

"Join": {
"LoRaWAN": {
"DevEuiEventTopic": "Disabled"
},
"WirelessDeviceIdEventTopic": "Enabled"
}

Note
二重引用符 (") はバックスラッシュ (\) でエスケープされます。
現在のイベント設定は、GetResourceEventConfiguration API を呼び出すか、get-resource-eventconfiguration CLI コマンドを使用して取得できます。例:
aws iotwireless get-resource-event-configuration \
--identifier-type WirelessDeviceId \
--identifier 1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f

イベント設定を一覧表示する
また、AWS IoT Wireless API または AWS CLI を使用して、少なくとも 1 つのイベントトピッ
クが有効になっているイベント設定を一覧表示することもできます。設定を一覧表示するに
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は、ListEventConfigurations API オペレーション、または list-event-configurations CLI コマンド
を使用します。例:
aws iotwireless list-event-configurations --resource-type WirelessDevice

LoRaWAN リソースのイベント通知
AWS Management Console または AWS IoT Wireless API オペレーションを使用して、LoRaWAN デバイ
スおよびゲートウェイのイベントについての通知を受け取ることができます。イベント通知とそれらを有
効にする方法については、「AWS IoT Wireless イベント通知 (p. 1267)」および「ワイヤレスリソースの
イベントを有効にする (p. 1270)」を参照してください。

LoRaWAN リソースのイベントタイプ
LoRaWAN リソースに対して有効化できるイベントは次のとおりです。
• LoRaWAN デバイスの参加イベントを通知する参加イベント。デバイスが AWS IoT Core for LoRaWAN
に参加したとき、またはタイプ 0 かタイプ 2 の再参加リクエストを受信したときに通知を受け取りま
す。
• LoRaWAN ゲートウェイの接続ステータスが接続済みまたは切断済みに変更されたときに通知する接続
ステータスイベント。
以下のセクションでは、LoRaWAN リソースのイベントの詳細について説明します。
トピック
• LoRaWAN 参加イベント (p. 1274)
• 接続ステータスイベント (p. 1276)

LoRaWAN 参加イベント
AWS IoT Core for LoRaWAN では、AWS IoT にオンボードした LoRaWAN デバイスの参加イベントを通
知するメッセージを発行できます。参加イベントは、タイプ 0 またはタイプ 2 の参加または再参加リクエ
ストが受信され、デバイスが AWS IoT Core for LoRaWAN に参加したときに通知します。

参加イベントの仕組み
LoRaWAN デバイスを AWS IoT Core for LoRaWAN にオンボードする場合、AWS IoT Core for LoRaWAN
は AWS IoT Core for LoRaWAN を使用してデバイスの参加手順を実行します。その後、デバイスが使用可
能になり、アップリンクメッセージを送信して、それが利用可能であることを示すことができます。デバ
イスが参加した後、アップリンクメッセージおよびダウンリンクメッセージをデバイスと AWS IoT Core
for LoRaWAN の間で交換できます。デバイスのオンボーディングの詳細については、「デバイスを AWS
IoT Core for LoRaWAN にオンボードする (p. 1138)」を参照してください。
デバイスが AWS IoT Core for LoRaWAN に参加したときに通知するイベントを有効にできます。また、参
加イベントが失敗した場合、タイプ 0 またはタイプ 2 の再参加リクエストを受信した場合、およびそれが
受け入れられた場合にも通知されます。

LoRaWAN 参加イベントを有効にする
LoRaWAN 参加の予約済みトピックのサブスクライバーがメッセージを受信できるようにするには、AWS
Management Console から、あるいは API または CLI を使用して、イベント通知を有効にする必要があり
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ます。これらのイベントは、AWS アカウント 内のすべての LoRaWAN リソース、または選択したリソー
スに対して有効にできます。これらのイベントを有効にする方法の詳細については、「ワイヤレスリソー
スのイベントを有効にする (p. 1270)」を参照してください。

LoRaWAN イベントの MQTT トピックの形式
LoRaWAN デバイス用に予約された MQTT トピックでは、次の形式を使用します。これらのトピックをサ
ブスクライブしている場合は、AWS アカウント に登録されているすべての LoRaWAN デバイスで通知を
受信できます。
• リソースレベルのトピック
$aws/iotwireless/events/{eventName}/{eventType}/lorawan/wireless_devices
• 識別子のトピック
$aws/iotwireless/events/{eventName}/{eventType}/lorawan/wireless_devices/
{resourceID}/{id}
実行する条件は以下のとおりです。
{eventName}
{eventName} は join である必要があります。
{eventType}
{eventType} は次のいずれかになります。
• join_req_received
• rejoin_req_0_received
• rejoin_req_2_received
• join_accepted
{resourceID}
{resourceID} は dev_eui または wireless_device_id のいずれかになります。
例えば、以下のトピックをサブスクライブして、AWS IoT Core for LoRaWAN がデバイスからの参加リク
エストを受け入れたときにイベント通知を受信できます。
$aws/iotwireless/events/join/join_accepted/lorawan/wireless_devices/
wireless_device_id/{id}
また、ワイルドカード文字 + を使用して、複数のトピックを同時にサブスクライブできます。ワイルド
カード文字 + は、次のトピックなど、その文字を含むレベル内の任意の文字列に一致します。
$aws/iotwireless/events/join/join_req_received/lorawan/wireless_devices/
wireless_device_id/+

Note
予約済みトピックをサブスクライブするには、ワイルドカード文字 # を使用できません。トピッ
クフィルターの詳細については、「トピックフィルター (p. 101)」を参照してください。
トピックをサブスクライブするときに + ワイルドカードを使用する方法の詳細については、「トピック
フィルター (p. 101)」を参照してください。

LoRaWAN 参加イベントのメッセージペイロード
以下は、LoRaWAN 参加イベントのメッセージペイロードを示しています。
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{

// General fields
"eventId": "string",
"eventType": "join_req_received|rejoin_req_0_received|rejoin_req_2_received|
join_accepted",
"WirelessDeviceId": "string",
"timestamp": "timestamp",
// Event-specific fields
"LoRaWAN": {
"DevEui": "string",

}

}

// The fields below are optional indicating that it can be a null value.
"DevAddr": "string",
"JoinEui": "string",
"AppEui": "string",

ペイロードには以下の属性が含まれます。
eventId
AWS IoT Core for LoRaWAN によって生成される一意のイベント ID (文字列)。
eventType
発生したイベントのタイプ。次のいずれかの値を指定できます。
• join_req_received: このフィールドには、EUI パラメータ JoinEui または AppEui が表示され
ます。
• rejoin_req_0_received
• rejoin_req_2_received
• join_accepted: このフィールドには、NetId または DevAddr が表示されます。
wirelessDeviceId
LoRaWAN デバイスの ID。
timestamp
イベントが発生したときの Unix タイムスタンプ。
DevEui
デバイスラベルまたはデバイスのドキュメントにあるデバイスの一意の識別子。
DevAddr および EUIs (オプション)
これらのフィールドは、オプションのデバイスアドレスと EUI パラメータ JoinEUI または AppEUI
です。

接続ステータスイベント
AWS IoT Core for LoRaWAN では、AWS IoT にオンボードした LoRaWAN ゲートウェイの接続ステータ
スイベントを通知するメッセージを発行できます。LoRaWAN ゲートウェイの接続ステータスが接続済み
または切断済みに変更されたときに通知する接続ステータスイベント。

接続ステータスイベントの仕組み
ゲートウェイを AWS IoT Core for LoRaWAN にオンボーディングした後、ゲートウェイを AWS IoT Core
for LoRaWAN に接続して、その接続ステータスを確認できます。このイベントは、ゲートウェイ接続ス
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テータスが接続済みまたは切断済みに変更されたときに通知します。ゲートウェイのオンボーディング
および AWS IoT Core for LoRaWAN への接続の詳細については、「ゲートウェイを AWS IoT Core for
LoRaWAN にオンボードする (p. 1132)」および「LoRaWAN ゲートウェイを接続し、接続ステータスを確
認する (p. 1136)」を参照してください。

LoRaWAN ゲートウェイの MQTT トピックの形式
LoRaWAN ゲートウェイ用に予約された MQTT トピックでは、次の形式を使用します。これらのトピック
をサブスクライブしている場合は、AWS アカウント に登録されているすべての LoRaWAN ゲートウェイ
が通知を受信できます。
• リソースレベルのトピックの場合:
$aws/iotwireless/events/{eventName}/{eventType}/lorawan/wireless_gateways
• 識別子のトピックの場合:
$aws/iotwireless/events/{eventName}/{eventType}/lorawan/wireless_gateways/
{resourceID}/{id}
実行する条件は以下のとおりです。
{eventName}
{eventName} は connection_status である必要があります。
{eventType}
{eventType} は、connected または disconnected のいずれかになります。
{resourceID}
{resourceID} は gateway_eui または wireless_gateway_id のいずれかになります。
たとえば、次のトピックをサブスクライブして、すべてのゲートウェイが AWS IoT Core for LoRaWAN に
接続されたときにイベント通知を受け取ることができます。
$aws/iotwireless/events/connection_status/connected/lorawan/wireless_gateways/
wireless_gateway_id/{id}
また、ワイルドカード文字 + を使用して、複数のトピックを同時にサブスクライブできます。ワイルド
カード文字 + は、次のトピックなど、その文字を含むレベル内の任意の文字列に一致します。
$aws/iotwireless/events/connection_status/connected/lorawan/wireless_gateways/
wireless_gateway_id/+

Note
予約済みトピックをサブスクライブするには、ワイルドカード文字 # を使用できません。トピッ
クフィルターの詳細については、「トピックフィルター (p. 101)」を参照してください。
トピックをサブスクライブするときに + ワイルドカードを使用する方法の詳細については、「トピック
フィルター (p. 101)」を参照してください。

接続ステータスイベントのメッセージペイロード
以下は、接続ステータスイベントのメッセージペイロードを示しています。
{
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// General fields
"eventId": "string",
"eventType": "connected|disconnected",
"WirelessGatewayId": "string",
"timestamp": "timestamp",
// Event-specific fields
"LoRaWAN": {
"GatewayEui": "string"
}

}

ペイロードには以下の属性が含まれます。
eventId
AWS IoT Core for LoRaWAN によって生成される一意のイベント ID (文字列)。
eventType
発生したイベントのタイプ。connected または disconnected のいずれかを設定できます。
wirelessGatewayId
LoRaWAN ゲートウェイの ID。
timestamp
イベントが発生したときの Unix タイムスタンプ。
GatewayEui
ゲートウェイラベルまたはゲートウェイのドキュメントにあるゲートウェイの一意の識別子。

Sidewalk リソースのイベント通知
AWS Management Console または AWS IoT Wireless API オペレーションを使用して、Sidewalk デバイス
およびパートナーアカウントのイベントについて通知を受け取ることができます。イベント通知とそれら
を有効にする方法については、「AWS IoT Wireless イベント通知 (p. 1267)」および「ワイヤレスリソー
スのイベントを有効にする (p. 1270)」を参照してください。

Sidewalk リソースのイベントタイプ
Sidewalk リソースに対して有効化できるイベントは次のとおりです。
• デバイスが登録され、使用できるようになったときなど、Sidewalk デバイスの状態の変化を通知するデ
バイスイベント。
• ビーコンが検出された、またはビーコンが消失したという通知を AWS IoT Wireless が Amazon
Sidewalk から受信したときに通知される近接イベント。
以下のセクションでは、Sidewalk リソースのイベントの詳細について説明します。
トピック
• デバイス登録状態イベント (p. 1279)
• 近接イベント (p. 1281)
• メッセージ配信ステータスイベント (p. 1282)

1278

AWS IoT Core デベロッパーガイド
デバイス登録状態イベント

デバイス登録状態イベント
デバイス登録状態イベントは、Sidewalk デバイスがプロビジョニングまたは登録されたときなど、デバイ
スの登録状態に変化があった場合に、イベント通知を発行します。イベントは、デバイスがプロビジョニ
ングされてから登録された時点まで、デバイスが通過するさまざまな状態に関する情報を提供します。

デバイス登録状態イベントの仕組み
Amazon Sidewalk と AWS IoT Wireless で Sidewalk デバイスをオンボードすると、AWS IoT Wireless は
create オペレーションを実行して、Sidewalk デバイスを AWS アカウント に追加します。その後、デ
バイスがプロビジョニング済み状態になり、eventType は provisioned になります。デバイスのオン
ボーディングの詳細については、「AWS IoT Core 向けの Amazon Sidewalk 統合による Sidewalk デバイ
スのオンボーディング (p. 1239)」を参照してください。
デバイスが provisioned になった後、Amazon Sidewalk は register オペレーションを実行して
Sidewalk デバイスを AWS IoT Wireless に登録します。登録プロセスが開始され、暗号化キーとセッショ
ンキーが AWS IoT で設定されます。デバイスが登録されると、eventType は registered になり、デ
バイスを使用できるようになります。
デバイスが registered になった後、Sidewalk は deregister デバイスにリクエストを送ることができ
ます。次に、AWS IoT Wireless はリクエストを実行し、デバイスの状態を provisioned に戻します。デ
バイス状態の詳細については、「DeviceState」を参照してください。

デバイス登録状態イベントの通知を有効にする
デバイス登録状態の予約済みトピックのサブスクライバーがメッセージを受信できるようにするに
は、AWS Management Console から、あるいは API または CLI を使用して、イベント通知を有効にする
必要があります。これらのイベントは、AWS アカウント 内のすべての Sidewalk リソース、または選択し
たリソースに対して有効にできます。これらのイベントを有効にする方法の詳細については、「ワイヤレ
スリソースのイベントを有効にする (p. 1270)」を参照してください。

デバイス登録状態イベントの MQTT トピックの形式
デバイス登録状態イベントの通知を受けるには、ドル ($) 記号で始まる MQTT 予約トピックをサブスクラ
イブします。詳細については、「MQTT トピック (p. 100)」を参照してください。
Sidewalk デバイス登録状態イベント用に予約された MQTT トピックは、次の形式を使用します。
• リソースレベルのトピックの場合:
$aws/iotwireless/events/{eventName}/{eventType}/sidewalk/wireless_devices
• 識別子のトピックの場合:
$aws/iotwireless/events/{eventName}/{eventType}/sidewalk/{resourceType}/
{resourceID}/{id}
実行する条件は以下のとおりです。
{eventName}
{eventName} は device_registation_state である必要があります。
{eventType}
{eventType} は、provisioned または registered のいずれかになります。
{resourceType}
{resourceType} は、sidewalk_accounts または wireless_devices のいずれかになります。
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{resourceID}
{resourceID} は sidewalk_accounts の {resourceType} の amazon_id で、wireless_devices
の {resourceType} の wireless_device_id です。
また、ワイルドカード文字 + を使用して、複数のトピックを同時にサブスクライブできます。ワイルド
カード文字 + は、その文字を含むレベル内の任意の文字列に一致します。例えば、可能なすべてのイベン
トタイプ (provisioned および registered) について、特定の Amazon ID に登録されているすべての
デバイス関する通知を受ける場合、次のトピックフィルターを使用できます。
$aws/iotwireless/events/device_registration_state/+/sidewalk/sidewalk_accounts/
amazon_id/+

Note
予約済みトピックをサブスクライブするには、ワイルドカード文字 # を使用できません。トピッ
クフィルターの詳細については、「トピックフィルター (p. 101)」を参照してください。

デバイス登録状態イベントのメッセージペイロード
デバイス登録状態イベントの通知を有効にすると、イベント通知は MQTT を介して JSON ペイロードを使
用して発行されます。これらのイベントには、次のペイロード例が含まれています。
{

}

"eventId": "string",
"eventType": "provisioned|registered",
"WirelessDeviceId": "string",
"timestamp": "timestamp",
// Event-specific fields
"operation": "create|deregister|register",
"Sidewalk": {
"AmazonId": "string",
"SidewalkManufacturingSn": "string"
}

ペイロードには以下の属性が含まれます。
eventId
一意のイベント ID (文字列)。
eventType
発生したイベントのタイプ。provisioned または registered のいずれかを設定できます。
wirelessDeviceId
ワイヤレスデバイスの識別子。
timestamp
イベントが発生したときの Unix タイムスタンプ。
オペレーション
イベントをトリガーしたオペレーション。有効な値は、create、register、deregister です。
sidewalk
イベント通知を受け取る Sidewalk Amazon ID または SidewalkManufacturingSn。
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近接イベント
近接イベントは、AWS IoT が Sidewalk デバイスからビーコンを受信したときにイベント通知を発行し
ます。Sidewalk デバイスが Amazon Sidewalk に近づくと、デバイスから送信されるビーコンは Amazon
Sidewalk によって定期的にフィルターされ、AWS IoT Wireless に送信されます。次に、ビーコンが受信
されると、AWS IoT Wireless はこれらのイベントを通知します。

近接イベントの仕組み
近接イベントは AWS IoT がビーコンを受信すると通知されます。Sidewalk デバイスはいつでもビーコン
を出力する可能性があります。デバイスが Amazon Sidewalk の近くにある場合、Sidewalk はビーコンを
受信し、ビーコンを AWS IoT Wireless に一定の時間間隔で転送します。Amazon Sidewalk はこの時間間
隔を 10 分に設定しています。AWS IoT Wireless が Sidewalk からビーコンを受信すると、イベントの通知
が届きます。
近接イベントは、ビーコンが検出されたとき、またはビーコンが消失したときに通知されます。近接イベ
ントが通知される間隔を設定できます。

近接イベントの通知を有効にする
Sidewalk 近接の予約済みトピックのサブスクライバーがメッセージを受信できるようにするには、AWS
Management Console から、あるいは API または CLI を使用して、イベント通知を有効にする必要があり
ます。これらのイベントは、AWS アカウント 内のすべての Sidewalk リソース、または選択したリソース
に対して有効にできます。これらのイベントを有効にする方法の詳細については、「ワイヤレスリソース
のイベントを有効にする (p. 1270)」を参照してください。

近接イベントの MQTT トピックの形式
近接イベントの通知を受けるには、ドル ($) 記号で始まる MQTT 予約トピックをサブスクライブします。
詳細については、「MQTT トピック (p. 100)」を参照してください。
Sidewalk の近接イベント用に予約された MQTT トピックは、次の形式を使用します。
• リソースレベルのトピックの場合:
$aws/iotwireless/events/{eventName}/{eventType}/sidewalk/wireless_devices
• 識別子のトピックの場合:
$aws/iotwireless/events/{eventName}/{eventType}/sidewalk/{resourceType}/
{resourceID}/{id}
実行する条件は以下のとおりです。
{eventName}
{eventName} は proximity である必要があります。
{eventType}
{eventType} は、beacon_discovered または beacon_lost のいずれかになります。
{resourceType}
{resourceType} は、sidewalk_accounts または wireless_devices のいずれかになります。
{resourceID}
{resourceID} は sidewalk_accounts の {resourceType} の amazon_id で、wireless_devices
の {resourceType} の wireless_device_id です。
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また、ワイルドカード文字 + を使用して、複数のトピックを同時にサブスクライブできます。ワイルド
カード文字 + は、その文字を含むレベル内の任意の文字列に一致します。例えば、可能なすべてのイベン
トタイプ (beacon_discovered および beacon_lost) について、特定の Amazon ID に登録されている
すべてのデバイス関する通知を受ける場合、次のトピックフィルターを使用できます。
$aws/iotwireless/events/proximity/+/sidewalk/sidewalk_accounts/amazon_id/+

Note
予約済みトピックをサブスクライブするには、ワイルドカード文字 # を使用できません。トピッ
クフィルターの詳細については、「トピックフィルター (p. 101)」を参照してください。

近接イベントのメッセージペイロード
近接イベントの通知を有効にすると、イベントメッセージは MQTT を介して JSON ペイロードを使用して
発行されます。これらのイベントには、次のペイロード例が含まれています。
{

}

"eventId": "string",
"eventType": "beacon_discovered|beacon_lost",
"WirelessDeviceId": "string",
"timestamp": "1234567890123",
// Event-specific fields
"Sidewalk": {
"AmazonId": "string",
"SidewalkManufacturingSn": "string"
}

ペイロードには以下の属性が含まれます。
eventId
一意のイベント ID。文字列です。
eventType
発生したイベントのタイプ。beacon_discovered または beacon_lost のいずれかを設定できま
す。
WirelessDeviceId
ワイヤレスデバイスの識別子。
timestamp
イベントが発生したときの Unix タイムスタンプ。
sidewalk
イベント通知を受け取る Sidewalk Amazon ID または SidewalkManufacturingSn。

メッセージ配信ステータスイベント
メッセージ配信ステータスイベントは、Sidewalk デバイスと AWS IoT Wireless との間で交換される
メッセージのステータスに関するイベント通知を発行します。イベント通知は、AWS IoT Wireless から
Sidewalk デバイスに送信されるダウンリンクメッセージと、デバイスから AWS IoT Wireless に送信され
るアップリンクメッセージの両方に対して発行されます。

1282

AWS IoT Core デベロッパーガイド
メッセージ配信ステータスイベント

メッセージ配信ステータスイベントの仕組み
AWS IoT Wireless に対して Sidewalk デバイスをオンボーディングしたら、メッセージをデバイスと
AWS IoT Wireless との間で交換できます。イベントは、これらのメッセージがデバイスまたは AWS IoT
Wireless に正常に配信されたかどうかを示すメッセージ配信ステータスに関する通知を発行します。
例えば、確認 (ACK) フラグ付きのアップリンクメッセージをデバイスから受信すると、メッセージが正常
に配信されたことを示す通知が発行されます。AWS IoT Wireless から Sidewalk デバイスにダウンリンク
メッセージを送信すると、SendDataToWirelessDevice API は、パケットがドロップされたり、メッ
セージが配信されなかったりした場合でも、ダウンリンクメッセージの MessageId を返します。この場
合、メッセージ配信ステータスイベントは、メッセージがデバイスに配信されなかったことを示すエラー
を返します。

メッセージ配信ステータスイベントの通知を有効にする
Sidewalk メッセージ配信ステータスの予約トピックのサブスクライバーがメッセージを受信できるように
するには、事前に AWS IoT Wireless API または AWS CLI を使用して通知を有効にする必要があります。
これらのイベントは、AWS アカウント 内のすべての Sidewalk リソース、または選択したリソースに対し
て有効にできます。

Note
Sidewalk メッセージ配信ステータスイベントの設定は、コンソールでは利用できません。
これらのイベントを有効にする方法の詳細については、「AWS CLI を使用しての通知を有効にす
る (p. 1272)」を参照してください。

メッセージ配信ステータスイベントの MQTT トピックの形式
メッセージ配信ステータスイベントに関する通知を受信するには、ドル ($) 記号で始まる MQTT 予約ト
ピックをサブスクライブできます。詳細については、「MQTT トピック (p. 100)」を参照してください。
Sidewalk の近接イベント用に予約された MQTT トピックは、次の形式を使用します。
• リソースレベルのトピックの場合:
$aws/iotwireless/events/{eventName}/{eventType}/sidewalk/wireless_devices
• 識別子のトピックの場合:
$aws/iotwireless/events/{eventName}/{eventType}/sidewalk/{resourceType}/
{resourceID}/{id}
実行する条件は以下のとおりです。
{eventName}
{eventName} は message_delivery_status である必要があります。
{eventType}
{eventType} は、success または error のいずれかになります。
{resourceType}
{resourceType} は、sidewalk_accounts または wireless_devices のいずれかになります。
{resourceID}
{resourceID} は sidewalk_accounts の {resourceType} の amazon_id で、wireless_devices
の {resourceType} の wireless_device_id です。
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また、ワイルドカード文字 + を使用して、複数のトピックを同時にサブスクライブできます。ワイルド
カード文字 + は、その文字を含むレベル内の任意の文字列に一致します。例えば、可能なすべてのイベン
トタイプ (success および error) について、特定の Amazon ID に登録されているすべてのデバイス関す
る通知を受ける場合、次のトピックフィルターを使用できます。
$aws/iotwireless/events/message_delivery_status/+/sidewalk/sidewalk_accounts/
amazon_id/+

Note
予約済みトピックをサブスクライブするには、ワイルドカード文字 # を使用できません。トピッ
クフィルターの詳細については、「トピックフィルター (p. 101)」を参照してください。

メッセージ配信ステータスイベントのメッセージペイロード
メッセージ配信ステータスイベントの通知を有効にすると、イベントメッセージは MQTT を介して JSON
ペイロードを使用して発行されます。これらのイベントには、イベントの成否に応じて、デバイスがメッ
セージを正常に受信したか、エラーが発生したかを示す、次のペイロード例が含まれます。
成功イベント
イベントが成功した場合のペイロード形式は次のとおりです。
{

}

"eventId": "string",
"eventType": "success",
"WirelessDeviceId": "string",
"timestamp": "timestamp",
"Sidewalk": {
"Seq": "Integer",
"MsgType": "CUSTOM_COMMAND_ID_RESP",
"CmdExStatus": "COMMAND_EXEC_STATUS_SUCCESS"
}

ペイロードには以下の属性が含まれます。
eventId
一意のイベント ID。文字列です。
eventType
発生したイベントのタイプ。success または error のいずれかを設定できます。この場
合、eventType は error です。
WirelessDeviceId
ワイヤレスデバイスの識別子。
timestamp
イベントが発生したときの Unix タイムスタンプ。
sidewalk
成功メッセージのステータスコード、メッセージのシーケンス番号、およびメッセージタイプを含む
Sidewalk ラッパー。
エラーイベント
エラーが発生したことをイベントが示す場合のペイロード形式は次のとおりです。
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{

}

"eventId": "string",
"eventType": "error" ,
"WirelessDeviceId": "string",
"timestamp": "timestamp",
"Sidewalk": {
"Seq": "Integer",
"Status": "DeviceNotReachable" | "RADIO_TX_ERROR" | "MEMORY_ERROR"
}

ペイロードには、eventType が success である場合と同じような属性が含まれます。以下は、いくつか
の異なる属性または追加の属性です。
eventType
発生したイベントのタイプ。この場合、eventType は error です。
sidewalk
シーケンス番号と、ダウンリンクメッセージが正常に送信されなかった理由を示すステータスコード
を含む Sidewalk ラッパー。
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Alexa Voice Service (AVS) Integration
for AWS IoT
Alexa Voice Service (AVS) Integration for AWS IoT は、メッセージングコストをかけることなく、費用対
効果の高い方法で、コネクテッドデバイスに Alexa Voice を提供する新機能です。AVS for AWS IoT は
Alexa を統合するコストと複雑さを緩和します。この機能は、大量の計算処理およびメモリのオーディオ
タスクをデバイスからクラウドにオフロードするために AWS IoT を活用します。その結果、エンジニアリ
ング部品表 (eBoM) コストが削減されるため、デバイスメーカーは、費用対効果の高い方法で Alexa をリ
ソースに制約のある IoT デバイスにもたらし、消費者は自宅、オフィス、ホテルの部屋の一部で Alexa と
直接話をしてアンビエントエクスペリエンスを体験することができます。
現在、スマートホーム IoT デバイスは、リアルタイムオペレーティングシステムを実行するためのメモリ
が限られている低コストのマイクロコントローラ (MCU) で構築されています。以前は、Alexa 組み込み
製品の AVS ソリューションでは、Linux または Android 上で 50 MB 以上のメモリを搭載した高価なアプ
リケーションプロセッサベースのデバイスが必要でした。これらの費用がかかるハードウェア要件によ
り、リソースに制約のある IoT デバイスに Alexa Voice を統合するコストが非常に高くなります。AVS for
AWS IoT は、1 MB 未満の組み込み RAM を搭載した Arm Cortex-M シリーズプロセッサなど、Alexa の組
み込み機能を MCU で有効にします。これを行うには、AVS は、クラウド内の仮想 Alexa 組み込みデバイ
スにメモリと計算タスクをオフロードします。これにより、eBoM コストを最大 50% 削減できます。
Arm Cortex-M シリーズのプロセッサの詳細については、Arm のサイトまたは Wikipedia を参照してくださ
い。Alexa 搭載製品のハードウェア要件の詳細については、Amazon Alexa 開発者ポータルで「Alexa 搭載
デバイスの CPU、メモリ、ストレージのサイズ設定」を参照してください。

Note
AVS for AWS IoT は、中国 (北京と寧夏) を除き、AWS IoT を使用できるすべての AWS リージョ
ン でご利用いただけます。現在の AWS リージョンのリストについては、AWS リージョン表を参
照してください。
AVS for AWS IoT には、3 つのコンポーネントがあります。
• Alexa 対応デバイスと AVS 間で音声メッセージを転送するための予約済み MQTT トピックのセット。
• メディア検索、音声デコーディング、音声ミキシング、ステート管理に関連するタスクを物理デバイス
から仮想デバイスにシフトするクラウド内の仮想 Alexa 対応デバイス。
• 予約されたトピックでのメッセージの受信と送信、デバイスのマイクとスピーカーとのインターフェイ
ス、およびデバイスの状態の管理をサポートする API のセット。
次の図は、これらのコンポーネントがどのように連携するかを示しています。また、デバイスメーカーが
Login with Amazon を使用して AVS を認証する方法も示しています。
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デバイスの製造元には、AWS IoT の AVS 統合を開始するための 2 つのオプションがあります。
• 開発キット – パートナーが立ち上げた開発キットにより、簡単に開始できます。市販されているキッ
トには、NXP i.MX RT 106 A、Qualcomm Home Hub 100 Development Kit for Amazon AVS、および
STM32 STEVAL-VOICE-UI などがあります。これらは、AVS の開発キットにもあります。キットに
は、AWS IoT にすぐに使用可能な接続、ファーフィールド音声ピックアップ、エコーキャンセレーショ
ン、Alexa ウェイクワード用の AVS 認定音声アルゴリズム、AWS IoT アプリケーションコード用の
AVS が含まれています。機能アプリケーションコードを使用すると、デバイスのプロトタイプを迅速に
作成し、選択した MCU 設計に実装を移植して、準備ができたらテストとデバイス生産を行うことがで
きます。
• カスタムデバイス側のアプリケーションコード – デベロッパーは、公開されている API を使用してカス
タム AVS for AWS IoT アプリケーションを作成することもできます。この API のドキュメントは、AVS
開発者ページから入手できます。FreeRTOS および AWS IoT Device SDK は、FreeRTOS コンソール
(https://console.aws.amazon.com/freertos/) または GitHub からダウンロードできます。
開発キットを使用して開始する方法の例については、「NXP デバイスで Alexa Voice Service (AVS)
Integration for AWS IoT を開始する」を参照してください。

AWS IoTのために、NXPデバイスのAlexa Voice
Service (AVS) Integrationで開始
NXP i.MX 106A 開発キットを使用すると、事前設定された NXP アカウントを使用して 、AWS IoTのため
に、Alexa Voice Service (AVS) Integration をプレビューできます。NXP アカウントで機能をプレビューし
たら、ファームウェア（アプリケーションソースコード）をカスタマイズして、自分のアカウントを使用
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する必要があります。このトピックでは、事前設定されたアカウントでプレビューし、自分のアカウント
でデバイスをカスタマイズするステップを説明します。
トピック
• 事前設定された NXP アカウントを使用して Alexa Voice Service (AVS) Integration for AWS IoT をプレ
ビューする (p. 1288)
• Alexaとコミュニケーションをとる (p. 1299)
• AWS と Alexa Voice Service デベロッパーアカウントを使用して、 AWS IoT用にAVSをセットアップ
します。 (p. 1301)

事前設定された NXP アカウントを使用して Alexa
Voice Service (AVS) Integration for AWS IoT をプレ
ビューする
Prerequisites
これらのステップを実行するには、次のリソースが必要です。
• NXP i.MX 106A 開発キット
このキットには、[zero touch setup (p. 1299)](ゼロタッチセットアップ)、および[user-guided
setup (p. 1290)](ユーザーガイドによるセットアップ)を有効にするソフトウェアがプリロードされてい
ます。
• Mac、Windows 7/10、または Linux のコンピュータ
• Android または iOS モバイルデバイス
• iOS用Amazon Alexa アプリまたはAndroid用Amazon Alexaアプリ
• Amazon Alexa アカウント

開発キットの電源を入れる
開発キットボックスに USB Type-C-デュアル Type-A ケーブルが含まれていることを確認します。両方の
USB-A 接続をコンピュータに接続します。USB-C コネクタをキットに接続します。設定は次のイメージ
のようになります。
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Note
ボックスにクイックスタートカードが含まれている場合は、それを無視して、代わりに次の手順
を参照してください。
ボードに電力が供給されると、ステータスインジケータLEDが点灯し、さまざまな色を表示します。これ
らは、ブートプロセスのさまざまな段階を示すステータスインジケータです。色と点滅レートは、デバイ
スのステータスを示します。次の図に示すように、ステータスインジケータのライトが青く点灯すると、
デバイスのセットアップの準備が整います。

開発キットは、環境に応じて次の設定をサポートします。
• [User-guided setup (p. 1290)](ユーザーガイドによるセットアップ): デバイスが工場出荷時の状態で納品
され、ゼロタッチ設定 (ZTS) の条件を満たさない場合は、この設定方法を使ってください。
また、ユーザーがデバイス上ですでに ZTS を実行している場合は、ユーザーガイドの設定を使用しま
す。ZTSは、製品の存続期間中に1回しか発生しません。
• [Zero touch setup(ZTS)] (p. 1299) (ゼロタッチセットアップ): 環境が以下の条件を満たしている場合
に、この設定を使用します。
• キットをAmazon.comから購入しました。
• キットを購入していない、またはキットをギフトとして受け取っていない。
• キットで使用する Wi-Fi ネットワークにプロビジョニングツールデバイスを既にインストール済みで
す。
プロビジョニングツールデバイスは、Amazon カスタマーアカウントに登録された (Echo (第 3 世代)
などのような)Amazon デバイス です。
プロビジョニングデバイスとして認定される Amazon デバイスのリストについては、[Understanding
Frustration-Free Setup](イライラさせない設定の理解)の[Testing Your Device](デバイスのテスト)を参
照してください。。
• キットは、プロビジョニングツールデバイスのBluetooth Low Energy (Bluetooth 低エネルギー) (BLE)
範囲内にあります。
• Wi-Fi認証情報は、Amazon Wi-Fiロッカーで入手できます。
• Amazonアカウントにリンクされた[Alexa skill](Alexa スキル)があります。
• 実装済みの[Login with Amazon]（Amazonアカウントでのログイン）を持っています。
この種のセットアップの詳細については、[Zero Touch Setup](ゼロタッチセットアップ)を参照してくだ
さい。
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ユーザーガイドによるセットアップ
ZTSの要件を満たさないキットがオンになると、お使いの携帯電話のAmazon Alexaアプリを通じてユー
ザーガイドの設定が行われるのを待ちます。お使いの電話にAmazon Alexaアプリがインストールされてお
り、アプリに対してBluetoothと位置情報の許可が有効になっていることを確認してください。
次の手順では、ユーザーガイドによるセットアップについて説明します。
1.

Alexaアプリを開き、Amazon Alexaアカウントにログインします。アプリは、近くのデバイスがユー
ザーガイドの設定を待っていることを検出し、以下のイメージでページを表示します。[Continue]（続
行） を選択します。
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[Later](後で)を選択、またはアプリが、このページを表示しない場合は、以下の手順でユーザーガイド
の設定を開始します。
1. [Device](デバイス)タブをクリックし、それが表示されているウィンドウ内でプラス記号 (+) を選択
します。
2. [Add Device](デバイスを追加)を選びます。
3. [Development Device](開発デバイス)を選びます。
4. [What brand is your development device?]（開発デバイスはどのブランドですか？）ページで、
[NXP]を選択してから、[Next]（次へ）を選びます。
以下の画像は、これらの手順で説明されているプロンプトが、どのようにアプリに表示されるかを
示しています。

アプリがデバイスに接続されると、次の図のように、ステータスインジケータライトが、オレンジ色
に点滅します。
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Note
ユーザーガイドセットアップが中断された場合 (たとえば、アプリを閉じた場合)、デバイス
は検出モードに戻り、ステータスインジケータライトが青色に点灯します。
2.

アプリは、Wi-Fiネットワークの環境をスキャンし、検出したネットワークのリストを返すようにキッ
トを要求します。デバイスが接続するネットワークを選択します。次の図は、このリストが、アプリ
にどう表示されるかを示しています。
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Note
Amazonアカウントで選択したネットワークをすでに保存している場合は、Wi-Fiパスワード
を入力する必要はありません。
Wi-Fi ネットワークを選択すると、Wi-Fi プロビジョニングとセットアップサーバーとの通信が発生
し、画面に次のメッセージが表示されます。NXP開発デバイスをWi-Fi #######に接続。以下の図
は、この画面がアプリにどう表示されるかを示しています。

1294

AWS IoT Core デベロッパーガイド
事前設定された NXP アカウントを使用して Alexa Voice
Service (AVS) Integration for AWS IoT をプレビューする

キットの登録が完了するまで、ステータスインジケータライトはオレンジ色に点滅し続けます。登録
が完了すると、デバイスは、「Alexa デバイスは、準備完了です」と言います。その後、キットが再
起動します。
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以下は、キットが再起動し、選択した Wi-Fi ネットワークに再接続した後に実行する手順を示していま
す。
1. 再起動すると、キットは再び様々な色を表示し、起動プロセスを進めながら、点滅と単色の点燈が交互
に繰り返されます。
2. 次に、デバイスは、選択した Wi-Fi ネットワークに再接続しようとします。これにより、ステータス
インジケータライトは、 500 ミリ秒 (ms) 間隔で黄色に点滅します。Wi-Fiネットワークに接続する
と、250ms間隔で、より速く黄色に点滅します。以下の図は、この点滅がキット内でどのように表示さ
れるかを示しています。

3. キットは、 AWS IoT に接続します。接続中は、ステータスインジケータライトが 500 ミリ秒間隔で緑
色に点滅します。キットの接続が完了すると、ステータスインジケータライトが 250 ミリ秒間隔で緑色
に点滅します。以下の図は、この点滅がキット内でどのように表示されるかを示しています。
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4. キットはチャイムサウンドを再生して、あなたがAlexaと対話するためにそれを使用できることを知ら
せてくれます。
キットがAWS IoTへ接続すると、以下の画像の画面がアプリに表示されます。
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NXPライト接続メッセージが、アプリに表示されます。これは、キットがNXPライトデバイスのスマート
ホーム機能を実装しているためです。

ゼロタッチセットアップ（ZTS）
ご使用の環境が、ZTS のすべての前提条件を満たしている場合、プロビジョニングデバイスは、キットを
検出し、キットの電源を入れた時に、ZTS セットアップを開始します。Amazon Alexaアプリは、ZTSプ
ロビジョニングツールでもあるので、Amazon Alexaアプリは、ZTSセットアップを開始することもできま
す。
プロビジョニングプロセスが続いている時は、ステータスインジケータのライトの状態は、ユーザーガイ
ドのセットアップセクションで説明されているものと同じパターンに従います。プロビジョニング中、ロ
グメッセージは、Virtual COM port (仮想 COM ポート)を介して SLN-ALEXA-IOT コンソールに送信され
ます。プロビジョニングが完了すると、キットがチャイムサウンドを再生します。このチャイムサウンド
は、Alexaと対話するために使用できることを示します。

Note
ZTS 設定は、工場出荷時の設定に戻した場合でも、デバイスの有効期間中に1 回しか起こりませ
ん。

Alexaとコミュニケーションをとる
Alexaに質問をして、Alexaとコミュニケーションをとるために、キットを使い始めることができます。
「Alexa、天気はどうですか？」のような単純な質問でさえ Alexaが処理を行い、それに応答する時、いく
つかの状態を通過します
あなたが、Alexaウェイクワードを話すとき、キットが聞いている事を示す最初の表示を目にします。キッ
トがこの単語を検出すると、キットはリスニングを開始し、AWS IoTを通してマイクからAVSに情報を送
信します。ステータスインジケータライトは、次の図のように青緑色を表示します。
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デバイスが、AWS IoTを通して、マイクからAVSへ情報を送信するのを完了すると、デバイスはリスニン
グを停止し、思考状態に切り替わります。この状態は、AVS が質問を処理しており、最適な回答を決定し
ていることを示します。キットがこの状態の間、ステータスインジケータ LED は 200 ミリ秒間隔で青緑
と青で点滅します。以下の図は、この点滅がキット内でどのように表示されるかを示しています。
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デバイスが思考を終了すると、それは応答し始めます。キットが話し始める前に、ステータスインジケー
タライトが話す状態に切り替わります。キットは、500 ミリ秒間隔で青緑と青が点滅します。
ステータスインジケータライトは青緑と青で点滅する時は、Alexaからの応答はキットのスピーカーか
ら再生され、AlexaはAlexa消費者アカウントの場所に基づいて気象条件を説明します。応答が完了する
と、ステータスインジケータランプが点滅しなくなり、消灯します。これは、キットがアイドル状態にあ
り、Alexaウェイクワードを待っていることを示します。

AWS と Alexa Voice Service デベロッパーアカウント
を使用して、 AWS IoT用にAVSをセットアップしま
す。
設定済みの NXP アカウントは、キットの評価専用です。独自のアカウントを使用すると、次のような利点
があります。
• リモートファームウェアアップデートなどのような、無線通信経由(OTA)ジョブとデプロイの完全制
御。
• コントロールオーバーAWSのサービス。
• スマートホームスキルのカスタマイズ。
設定済みのNXPアカウントから自分のアカウントに移行するには、[EdgeReady MCU Based Solution for
Alexa for IOT]（IOTのための）Alexa用EdgeReady MCU ベースソリューション） ページのthe [Getting
Started]（開始） セクションから、the [MCU Alexa Voice Solution Migration Guide](MCU Alexa ボイスス
ソリューション移行ガイド)をダウンロードしてください。このガイドの手順に従います。
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Note
このファイルをダウンロードするには、NXPアカウントが必要です。
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AWS IoT Device SDK、Mobile
SDK、および AWS IoT Device Client
このページでは、AWS IoT と選択したハードウェアプラットフォームを使用して革新的な IoT ソリュー
ションを構築するのに役立つ、AWS IoT Device SDK、オープンソースライブラリ、デベロッパーガイ
ド、サンプルアプリケーション、および移植ガイドの概要を説明します。
これらの SDK は、IoT デバイスで使用するためのものです。モバイルデバイスで使用する IoT アプリケー
ションを開発している場合は、「AWS Mobile SDK (p. 1305)」を参照してください。IoT アプリケーショ
ンまたはサーバー側プログラムを開発している場合は、AWS SDK (p. 74) を参照してください。

AWS IoTDevice SDKs
AWS IoT Device SDK には、オープンソースライブラリ、サンプル付きの開発者ガイド、ガイドが含まれ
ているので、選択したプラットフォーム上で革新的な IoT 製品またはソリューションを構築できます。
これらの SDK は、MQTT および WSS プロトコルを使用して、IoT デバイスを AWS IoT に接続するのに
役立ちます。
C++
AWS IoT C++ Device SDK
AWS IoT C++ Device SDK を使用すると、デベロッパーは AWS および AWS IoT API を使用して接続
されたアプリケーションを構築できます。具具体的には、この SDK にはリソース制約がなく、メッ
セージキュー、マルチスレッドサポート、最新の言語機能などの高度な機能が必要なデバイス向けに
設計されています。詳細については、以下を参照してください:
• AWS IoT C++ Device SDK v2 (GitHub)
• AWS IoT C++ Device SDK v2 Readme
• AWS IoT C++ Device SDK v2 サンプル
• AWS IoTDevice SDK C++ v2 API ドキュメント
Python
AWS IoT Device SDK for Python
AWS IoTDevice SDK for Python では、開発者が デバイスを使用して MQTT または WebSocket プロ
トコル経由の MQTT で AWS IoTプラットフォームにアクセスできるように Python スクリプトを記述
できます。そのデバイスを AWS IoT に接続することで、ユーザーは AWS IoT が提供するメッセージ
ブローカー、ルール、Shadows、および、AWS Lambda、Kinesis、Amazon S3 などその他の AWS
のサービスを安全に使用できます。
• GitHub の AWS IoT Device SDK for Python v2
• AWS IoT Device SDK for Python v2 Readme
• AWS IoT Device SDK for Python v2 サンプル
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• AWS IoT Device SDK for Python v2 API ドキュメント
JavaScript
JavaScript用AWS IoT Device SDK
aws-iot-device-sdk.js パッケージでは、開発者が MQTT または WebSocket プロトコル経由の MQTT
を使用して AWS IoT にアクセスする JavaScript アプリケーションを記述できます。これは、Node.js
環境およびブラウザーアプリケーションで使用できます。詳細については、以下を参照してください:
• GitHub の AWS IoT Device SDK for JavaScript v2
• AWS IoT Device SDK for JavaScript v2 Readme
• AWS IoT Device SDK for JavaScript v2 サンプル
• AWS IoT Device SDK for JavaScript v2 API ドキュメント
Java
AWS IoT Device SDK for Java
AWS IoT Device SDK for Java では、Java 開発者が MQTT または WebSocket プロトコル経由の
MQTT で AWS IoT プラットフォームにアクセスできます SDK はシャドウをサポートするように構築
されています。GET、UPDATE、DELETE を含む HTTP メソッドを使用して、 Shadows にアクセス
できます。SDK では、簡略化された Shadow アクセスモデルもサポートしていて、開発者が、JSON
ドキュメントをシリアル化または逆シリアル化することなく、ゲッターメソッドとセッターメソッド
を使用するだけで Shadows とデータを交換できます。詳細については、以下を参照してください:
• GitHub の AWS IoT Device SDK for Java v2
• AWS IoT Device SDK for Java v2 Readme
• AWS IoT Device SDK for Java v2 サンプル
• AWS IoT Device SDK for Java v2 API ドキュメント

AWS IoT Device SDK for Embedded C
Note
この SDK は、経験豊富な組み込みソフトウェアデベロッパーによる使用を想定しています。
AWS IoT Device SDK for Embedded C (C-SDK) は、IoT デバイスを AWS IoT Core に安全に接続するため
に組み込みアプリケーションで使用できる、MIT オープンソースライセンスに基づく C ソースファイルの
コレクションです。MQTT クライアント、JSON パーサー、および AWS IoT デバイスシャドウ、AWS IoT
ジョブ、AWS IoT フリートプロビジョニング、AWS IoT Device Defender ライブラリが含まれています。
この SDK はソース形式で配布され、アプリケーションコード、その他のライブラリ、および任意のオペ
レーティングシステム (OS) とともにお客様のファームウェアに組み込まれることが意図されています。
AWS IoT Device SDK for Embedded C は通常、最適化された C 言語ランタイムを必要とするリソース制
約のあるデバイスを対象としています。この SDK は、任意のオペレーティングシステムで使用でき、任意
のプロセッサタイプ (MCU や MPU など) でホストできます。
詳細については、以下を参照してください:
• GitHubのfor Embedded用 AWS IoT Device SDK
• AWS IoT Device SDK for Embedded C Readme
• AWS IoTDevice SDK for Embedded C サンプル
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AWS IoT Device SDK の以前のバージョン
これらは、上記の新しいバージョンに置き換えられた AWS IoT Device SDK の以前のバージョンです。こ
れらの SDK は、メンテナンスおよびセキュリティ更新プログラムのみを受信します。新しい機能を含むよ
うに更新されることはないため、新しいプロジェクトでは使用しないでください。
• AWS IoT C++ Device SDK (GitHub)
• AWS IoT C++ Device SDK Readme
• AWS IoT Device SDK for Python v1 on GitHub
• AWS IoT Device SDK for Python v1 Readme
• AWS IoT Device SDK for Java on GitHub
• AWS IoT Device SDK for Java Readme
• AWS IoT Device SDK for JavaScript on GitHub
• AWS IoT Device SDK for JavaScript Readme
• Arduino Yún SDK on GitHub
• Arduino Yún SDK Readme

AWS Mobile SDK
AWS Mobile SDK は、モバイルアプリケーションデベロッパーに、AWS IoT Core サービスの API、MQTT
を使用した IoT デバイス通信、および他の AWS のサービスの API に対するプラットフォーム固有のサ
ポートを提供します。
Android
AWS Mobile SDK for Android
AWS Mobile SDK for Android には、デベロッパーが AWS を使用して関連するモバイルアプリケー
ションを構築できるように、ライブラリ、サンプル、およびドキュメントが含まれています。この
SDK には、MQTT デバイス通信と AWS IoT Core サービスの API 呼び出しのサポートも含まれていま
す。詳細については、以下を参照してください:
• GitHub のAWS Mobile SDK for Android
• AWS Mobile SDK for AndroidReadme
• AWS Mobile SDK for Androidサンプル
• AWS Mobile SDK for Android API リファレンス
• AWSIoTClient Class リファレンスドキュメント
iOS
AWS Mobile SDK for iOS
AWS Mobile SDK for iOS はオープンソースの開発キットで、Apache オープンソースライセンスのも
とに配布されています。AWS Mobile SDK for iOS には、デベロッパーが AWS を使用して関連するモ
バイルアプリケーションを構築できるように、ライブラリ、コードサンプル、およびドキュメントが
含まれています。この SDK には、MQTT デバイス通信と AWS IoT Core サービスの API 呼び出しの
サポートも含まれています。詳細については、以下を参照してください:
• GitHub のAWS Mobile SDK for iOS
• AWS Mobile SDK for iOSReadme
• AWS Mobile SDK for iOSサンプル
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• AWSIoT Class リファレンスドキュメントAWS Mobile SDK for iOS

AWS IoT Device Client
AWS IoT Device Client は、デバイスが AWS IoT に接続し、フリートプロビジョニングタスクを実行し、
デバイスセキュリティポリシーをサポートし、セキュアトンネリングを使用して接続し、デバイスでジョ
ブを処理するのに役立つコードを提供します。このソフトウェアをデバイスにインストールして、これら
の日常的なデバイスタスクを処理できるため、特定のソリューションに集中できます。

Note
AWS IoTDevice Client は、x86_64 または ARM プロセッサと一般的な Linux オペレーティングシ
ステムを備えたマイクロプロセッサベースの IoT デバイスで動作します。
C++
AWS IoT Device Client
C++ の AWS IoT Device Client の詳細については、以下を参照してください。
• AWS IoTC++ ソースコードの Device Client (GitHub)
• AWS IoTC++ Readme の Device Client

1306

AWS IoT Core デベロッパーガイド
接続関連の問題の診断

AWS IoT のトラブルシューティング
このトピックの改善にご協力ください
より良いものにするために必要なことを教えてください
以下の情報は、 での一般的な問題のトラブルシューティングに役立ちますAWS IoT
タスク
• 接続関連の問題の診断 (p. 1307)
• ルール関連の問題の診断 (p. 1310)
• シャドウ関連の問題の診断 (p. 1311)
• Salesforce IoT 入力ストリームアクションの問題の診断 (p. 1312)
• フリートインデックス作成トラブルシューティングガイド (p. 1313)
• 「AWS アカウントのストリーミング制限を超えました」のトラブルシューティング (p. 1315)
• AWS IoT Device Defender トラブルシューティングガイド (p. 1315)
• AWS IoT Device Advisor トラブルシューティングガイド (p. 1319)
• デバイス群切断のトラブルシューティング (p. 1321)
• AWS IoT エラー (p. 1321)

接続関連の問題の診断
このトピックの改善にご協力ください
より良いものにするために必要なことを教えてください
AWS IoT に正常に接続するには、以下が必要です。
• 有効な接続
• 有効かつアクティブな証明書
• 必要な接続とオペレーションを許可するポリシー

Connection
正しいエンドポイントを見つけるにはどうすればよいですか?
• endpointAddress によって返される aws iot describe-endpoint --endpoint-type
iot:Data-ATS
または
• domainName によって返される aws iot describe-domain-configuration –-domainconfiguration-name "domain_configuration_name"
正しい Server Name Indication (SNI) 値を見つけるにはどうすればよいですか?
正しい SNI 値は、describe-endpoint または describe-domain-configuration コマンドによって返される
endpointAddress です。これは、前のステップのエンドポイントと同じアドレスです。
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持続する接続性の問題を解決するにはどうすればよいですか?
AWS Device Advisor を使用して問題を解決できます。Device Advisor の事前構築されたテストによ
り、デバイスソフトウェアを TLS、MQTT、AWS IoTデバイスシャドウ、および AWS IoT Jobs の使
用に関するベストプラクティスに照らして検証できます。
ここに既存の Device Advisor コンテンツを参照してください。

認証
AWS IoT エンドポイントに接続するには、デバイスを認証 (p. 299)する必要があります。認証に X.509 ク
ライアント証明書 (p. 300) を使用するデバイスの場合、証明書は AWS IoT に登録され、アクティブになっ
ている必要があります。
デバイスが AWS IoT エンドポイントを認証する方法
クライアントの信頼ストアに AWS IoT CA 証明書を追加します。AWS IoT Core のサーバー認証のド
キュメントを参照して、リンクから適切な CA 証明書をダウンロードします。
デバイスが AWS IoT に接続するときに何がチェックされますか?
デバイスが AWS IoT に接続しようとすると、次のようになります。
1. AWS IoT は、有効な証明書と Server Name Indication (SNI) の値をチェックします。
2. AWS IoT は、使用された証明書が AWS IoT アカウントに登録されており、有効化されていること
を確認します。
3. デバイスが AWS IoT でアクション (メッセージのサブスクライブや発行など) を実行しようとする
と、接続に使用された証明書にアタッチされたポリシーがチェックされ、デバイスがそのアクショ
ンの実行を許可されていることが確認されます。
正しく設定された証明書を検証するにはどうすればよいですか?
OpenSSL の s_client コマンドを使用して、AWS IoT エンドポイントへの接続をテストします。
openssl s_client -connect custom_endpoint.iot.aws-region.amazonaws.com:8443 CAfile CA.pem -cert cert.pem -key privateKey.pem

openssl s_client の使用の詳細については、OpenSSL s_client ドキュメントを参照してくださ
い。
証明書のステータスを確認するにはどうすればよいですか?
• 証明書を一覧表示する
証明書 ID がわからない場合は、aws iot list-certificates コマンドを使用してすべての証
明書のステータスを確認できます。
• 証明書の詳細を表示する
証明書の ID がわかっている場合、このコマンドは証明書に関するより詳細な情報を表示します。
aws iot describe-certificate --certificate-id "certificateId"

• AWS IoT コンソールで証明書を確認する
AWS IoT コンソールの左側のメニューで、[Secure] (安全性) を選択し、[Certificates] (証明書) を選
択します。
接続に使用している証明書をリストから選択して、その詳細ページを開きます。
証明書の詳細ページで、現在のステータスを確認できます。
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証明書のステータスは、詳細ページの右上にある [Actions] (アクション) メニューを使用して変更で
きます。

認証
AWS IoT リソースは、それらのリソースがアクション (p. 335)を実行することを承認するために AWS IoT
Core ポリシー (p. 335) を使用します。アクションを承認するには、指定した AWS IoT リソースに、その
アクションを実行するためのアクセス許可を付与するポリシードキュメントがアタッチされている必要が
あります。
ブローカーから PUBNACK または SUBNACK レスポンスを受信しました。何をすればよいですか?
AWS IoT の呼び出しに使用する証明書にアタッチされたポリシーがあることを確認します。すべての
パブリッシュ/サブスクライブオペレーションはデフォルトで拒否されます。
添付されたポリシーが、実行しようとしている[action (p. 335)](アクション)を承認していることを確認
してください。
アタッチされたポリシーが、承認されたアクションを実行しようとしているリソース (p. 337)を承認
していることを確認してください。
ログに AUTHORIZATION_FAILURE エントリがあります。
AWS IoT の呼び出しに使用する証明書にアタッチされたポリシーがあることを確認します。すべての
パブリッシュ/サブスクライブオペレーションはデフォルトで拒否されます。
添付されたポリシーが、実行しようとしている[action (p. 335)](アクション)を承認していることを確認
してください。
アタッチされたポリシーが、承認されたアクションを実行しようとしているリソース (p. 337)を承認
していることを確認してください。
ポリシーで承認される内容を確認するにはどうすればよいですか?
AWS IoT コンソールの左側のメニューで、[Secure] (安全性) を選択し、[Certificates] (証明書) を選択
します。
接続に使用している証明書をリストから選択して、その詳細ページを開きます。
証明書の詳細ページで、現在のステータスを確認できます。
証明書の詳細ページの左側のメニューで、[Policies] (ポリシー) を選択して、証明書にアタッチされて
いるポリシーを表示します。
目的のポリシーを選択して、その詳細ページを表示します。
ポリシーの詳細ページで、ポリシーの[Policy document] (ポリシードキュメント) を確認して、何が許
可されているかを確認します。
ポリシードキュメントを変更するには、[Edit policy document] (ポリシードキュメントの編集) を選択
します。

セキュリティと ID
AWS IoT カスタムドメイン設定のサーバー証明書を提供する場合、証明書には最大 4 つのドメイン名があ
ります。
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詳細については、「AWS IoT Core エンドポイントとクォータ」を参照してください。

ルール関連の問題の診断
このトピックの改善にご協力ください
より良いものにするために必要なことを教えてください
このセクションでは、ルールに関する問題が発生した場合に確認する必要のあるいくつかの事項について
説明します。

トラブルシューティングのための CloudWatch Logs
の設定
ルール関連の問題をデバッグするのに最適な方法は、CloudWatch Logs を使用することです。AWS IoT 向
けの CloudWatch Logs を有効にすると、どのルールがトリガーされて成功したか失敗したかを確認できま
す｡ また、WHERE 句の条件の一致について情報も得られます。詳細については、「CloudWatch Logs を
使用して AWS IoT をモニタリングする (p. 457)」を参照してください。
最も一般的なルールの問題は権限付与です。ログを確認することで、ロールがリソースに対し
て AssumeRole を実行するための権限が付与されていないことがわかります。きめ細かなログ記
録 (p. 440)で生成されるログの例を次に示します。
{

"timestamp": "2017-12-09 22:49:17.954",
"logLevel": "ERROR",
"traceId": "ff563525-6469-506a-e141-78d40375fc4e",
"accountId": "123456789012",
"status": "Failure",
"eventType": "RuleExecution",
"clientId": "iotconsole-123456789012-3",
"topicName": "test-topic",
"ruleName": "rule1",
"ruleAction": "DynamoAction",
"resources": {
"ItemHashKeyField": "id",
"Table": "trashbin",
"Operation": "Insert",
"ItemHashKeyValue": "id",
"IsPayloadJSON": "true"
},
"principalId": "ABCDEFG1234567ABCD890:outis",
"details": "User: arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/dynamo-testbin/5aUMInJH
is not authorized to perform: dynamodb:PutItem on resource: arn:aws:dynamodb:useast-1:123456789012:table/testbin (Service: AmazonDynamoDBv2; Status Code: 400; Error Code:
AccessDeniedException; Request ID: AKQJ987654321AKQJ123456789AKQJ987654321AKQJ987654321)"
}

グローバルログ記録 (p. 439)で生成される同様のログの例を次に示します。
2017-12-09 22:49:17.954 TRACEID:ff562535-6964-506a-e141-78d40375fc4e
PRINCIPALID:ABCDEFG1234567ABCD890:outis [ERROR] EVENT:DynamoActionFailure
TOPICNAME:test-topic CLIENTID:iotconsole-123456789012-3
MESSAGE:Dynamo Insert record failed. The error received was User:
arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/dynamo-testbin/5aUMInJI is not authorized to
perform: dynamodb:PutItem on resource: arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/
testbin
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(Service: AmazonDynamoDBv2; Status Code: 400; Error Code: AccessDeniedException; Request
ID: AKQJ987654321AKQJ987654321AKQJ987654321AKQJ987654321).
Message arrived on: test-topic, Action: dynamo, Table: trashbin, HashKeyField: id,
HashKeyValue: id, RangeKeyField: None, RangeKeyValue: 123456789012
No newer events found at the moment. Retry.

詳細については、「the section called “CloudWatch コンソールでの AWS IoT ログの表示” (p. 458)」を参
照してください。

外部サービスの診断
外部サービスはエンドユーザーによって制御されます。ルールを実行する前に、ルールにリンクした外部
サービスが設定されており、アプリケーションのために十分なスループットとキャパシティーユニットが
あることを確認してください。

SQL 問題の診断
SQL クエリが想定するデータを返さない場合:
• ログでエラーメッセージを確認します。
• SQL 構文がメッセージ内の JSON ドキュメントと一致することを確認します。
クエリで使用されているオブジェクト名とプロパティ名を、トピックのメッセージペイロードの JSON
ドキュメントで使用されている名前とともに確認してください。SQL クエリでの JSON フォーマットの
詳細については、「JSON 拡張 (p. 623)」を参照してください。
• JSON オブジェクトまたはプロパティ名に予約文字または数字が含まれているかどうかを確認します。
SQL クエリでの JSON オブジェクト参照の予約文字の詳細については、「JSON 拡張 (p. 623)」を参照
してください。

シャドウ関連の問題の診断
このトピックの改善にご協力ください
より良いものにするために必要なことを教えてください

シャドウの診断
問題

トラブルシューティングのガイドライン

デバイスのシャドウドキュメントが Invalid
JSON document で拒否されます。

JSON についてよくわからない場合は、このガイ
ドで示されている例を用途に合わせて変更しま
す。詳細については、「シャドウドキュメントの
例 (p. 668)」を参照してください。

正しい JSON を送信したが、そのすべてまたは一
部がデバイスのシャドウドキュメントに保存され
ません。

JSON 形式のガイドラインに従っていることを確
認します。desired および reported セクション
の JSON フィールドのみが保存されます。これら
のセクション以外の JSON の内容は (形式が正しい
場合でも) 無視されます。

デバイスのシャドウが許容サイズを超えていると
いうエラーを受け取りました。

デバイスのシャドウは、8 KB のデータのみがサ
ポートされています。JSON ドキュメント内の
フィールド名を短くするか、より多くのモノを作
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問題

トラブルシューティングのガイドライン
成してさらにシャドウを作成します。デバイスに
関連付けられるモノ/シャドウの数に制限はありま
せん。唯一の要件は、各モノ名はアカウント内で
一意でなければならないことです。

デバイスのシャドウを受け取ると、そのサイズが 8 受信時、AWS IoT サービスはデバイスのシャド
KB を超えています。どのようにしてこの状況にな ウにメタデータを追加します。サービスはそのレ
るのでしょうか?
スポンスにメタデータを含めますが、このデータ
は 8 KB の制限にはカウントされません。デバイ
スのシャドウに送信された状態ドキュメント内の
desired 状態および reported 状態のみが、この
制限にカウントされます。
リクエストは正しくないバージョンのため拒否さ
れました。どうすればよいですか?

GET オペレーションを実行して、最新の状態ド
キュメントのバージョンに同期させます。MQTT
の使用時は、./update/accepted トピックにサブ
スクライブすると、状態の変更について通知さ
れ、JSON ドキュメントの最新バージョンが返さ
れます。

タイムスタンプが数秒ずれます。

個々のフィールドと JSON ドキュメント全体のタ
イムスタンプが更新されるのは、ドキュメントが
AWS IoT サービスによって受信されるときか、
状態ドキュメントが ./update/accepted および ./
update/delta メッセージに発行されるときです。
メッセージはネットワークを介して表示でき、そ
れにより、タイムスタンプが数秒ずれることがあ
ります。

デバイスは対応する Shadow トピックにパブリッ
シュおよびサブスクライブできますが、HTTP
REST API を介して Shadow ドキュメントを更新
しようとすると、HTTP 403 が返されます。

IAM でこれらのトピックへのアクセスを許可する
ポリシーを作成し、使用する認証情報に対するア
クション (UPDATE/GET/DELETE) を許可するポリ
シーを作成したことを確認してください。IAM ポ
リシーと証明書ポリシーは独立しています。

その他の問題。

Device Shadow サービスで CloudWatch Logs にエ
ラーが記録されます。デバイスと設定の問題を特
定するには、CloudWatch Logs を有効にし、ログ
を表示して、デバッグ情報を見つけます。

Salesforce IoT 入力ストリームアクションの問題の
診断
このトピックの改善にご協力ください
より良いものにするために必要なことを教えてください

実行トレース
Salesforce のアクションの実行トレースを確認するにはどうすればよいですか。
「CloudWatch Logs を使用して AWS IoT をモニタリングする (p. 457)」セクションを参照してくださ
い。ログを有効にすると、Salesforce アクションの実行トレースを確認できます。
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アクションの成功と失敗
メッセージが Salesforce IoT 入力ストリームに正常に送信されたことを確認するにはどうすればよいです
か。
CloudWatch Logs で Salesforce アクションの実行によって生成されたログを表示します。Action
executed successfully と表示された場合、AWS IoT ルールエンジンは、メッセージが正常に
ターゲット入力ストリームにプッシュされたことを Salesforce IoT から確認したことを意味します。
Salesforce IoT プラットフォームに問題が発生した場合は、Salesforce IoT のサポートにお問い合せく
ださい。
メッセージが Salesforce IoT 入力ストリームに正常に送信されていない場合にはどうすればよいですか。
CloudWatch Logs で Salesforce アクションの実行によって生成されたログを表示します。ログエント
リに応じて次のアクションを試すことができます。
Failed to locate the host
アクションの url パラメータが正しく、Salesforce IoT 入力ストリームが存在することを確認し
てください。
Received Internal Server Error from Salesforce
再試行. 問題が解決しない場合は、Salesforce IoT サポートにお問い合わせください。
Received Bad Request Exception from Salesforce
送信するペイロードにエラーがないかどうかを確認してください。
Received Unsupported Media Type Exception from Salesforce
Salesforce IoT は現在バイナリペイロードをサポートしていません。JSON ペイロードを送信して
いることを確認してください。
Received Unauthorized Exception from Salesforce
アクションの token パラメータが正しく、トークンがまだ有効であることを確認してください。
Received Not Found Exception from Salesforce
アクションの url パラメータが正しく、Salesforce IoT 入力ストリームが存在することを確認し
てください。
ここに表示されていないエラーを受け取った場合は、AWS IoT サポートへお問い合わせください。

フリートインデックス作成トラブルシューティング
ガイド
このトピックの改善にご協力ください
より良いものにするために必要なことを教えてください

フリートインデックス作成サービスの集計クエリのト
ラブルシューティング
タイプの不一致エラーがある場合は、CloudWatch Logs 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。フリートインデックス作成サービスによってログが書き込まれる前に、CloudWatch
Logs を有効にする必要があります。詳細については、「CloudWatch Logs を使用して AWS IoT をモニタ
リングする (p. 457)」を参照してください。
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非管理対象フィールドに対して集計クエリを行う場合、customFields または
UpdateIndexingConfiguration に渡される update-indexing-configuration 引数で定義したフィールド
のみを指定できます。フィールド値が設定されたフィールドのデータ型と一致しない場合、集計クエリの
実行時にこの値は無視されます。
フリートインデックス作成サービスは、型が一致しないためにフィールドをインデックス化できない場
合、CloudWatch Logs にエラーログを出力します。エラーログには、フィールド名、変換できなかった
値、デバイスのモノ名が含まれます。以下に、エラーログの例を示します。
{

}

"timestamp": "2017-02-20 20:31:22.932",
"logLevel": "ERROR",
"traceId": "79738924-1025-3a00-a669-7bec69f7f07a",
"accountId": "000000000000",
"status": "SucceededWithIssues",
"eventType": "IndexingCustomFieldFailed",
"thingName": "thing0",
"failedCustomFields": [
{
"Name": "attributeName1",
"Value": "apple",
"ExpectedType": "String"
},
{
"Name": "attributeName2",
"Value": "2",
"ExpectedType": "Boolean"
}
]

デバイスが約 1 時間切断されていた場合、接続ステータス値 timestamp が含まれていない場合がありま
す。永続的なセッションでは、この値は、永続的なセッションに設定された有効期間 (TTL) よりも長い時
間クライアントが切断されると表示されません。接続ステータスのデータのインデックスは、クライアン
ト ID に一致するモノの名前が含まれる接続にのみ作成されます。(クライアント ID は、デバイスを AWS
IoT Core に接続するために使用される値です。)

フリートメトリクスのトラブルシューティング
フリートメトリクスは作成できません
フリートインデックス設定の更新によるデータソースのダウングレードは、サポートされていません。
ダウングレードされたデータソースを含むフリートメトリックスを作成しようとすると（例えば、以前は
データソースがレジストリデータ、シャドウデータ、およびデバイス接続データで、今は、データソー
スがレジストリデータとシャドウデータ、デバイス接続データがない場合など）、エラーが表示され、フ
リートメトリクスが作成できなくなるでしょう。
既存のフリートメトリクスが使用するカスタムフィールドの変更はサポートされていません。
CloudWatch でデータポイントが表示されない
フリートメトリックスを作成できるが、CloudWatch でデータポイントが表示されない場合は、クエリ文
字列条件を満たすものがない可能性があります。
フリートメトリクスの作成方法を示す以下のサンプルコマンドを参照してください。
aws iot create-fleet-metric --metric-name "example_FM" --query-string
"thingName:TempSensor* AND attributes.temperature>80" --period 60 --aggregation-field
"attributes.temperature" --aggregation-type name=Statistics,values=count
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クエリ文字列条件を満たすモノがない場合--query-string "thingName:TempSensor* AND
attributes.temperature>80":
• values=countを使用すると、フリートメトリックスを作成でき、CloudWatch に表示するデータポイ
ントが得られます。値countのデータポイントは常に 0 です。
• count 以外の values を使用すると、フリートメトリクスを作成することはできますが、CloudWatch
にはフリートメトリクスが表示されず、CloudWatch に表示するデータポイントも得られません。

「AWS アカウントのストリーミング制限を超えま
した」のトラブルシューティング
このトピックの改善にご協力ください
より良いものにするために必要なことを教えてください
「"Error: You have exceeded the limit for the number of streams in your AWS
account."」と表示された場合は、制限の引き上げをリクエストする代わりに、アカウント内の未使用ス
トリームをクリーンアップできます。
AWS CLI または SDK を使用して作成した未使用のストリーミングをクリーンアップするには:
aws iot delete-stream –stream-id value

詳細については、「delete-stream」を参照してください。

Note
list-streams コマンドを使用して、ストリーミング ID を見つけることができます。

AWS IoT Device Defender トラブルシューティング
ガイド
このトピックの改善にご協力ください
より良いものにするために必要なことを教えてください

全般
Q: AWS IoT Device Defender を使用するための前提条件はありますか?
A: デバイスでレポートされたメトリクスを使用する場合はまず、AWS IoT に接続されたデバイスまた
はデバイスゲートウェイにエージェントをデプロイする必要があります。デバイスで、一貫したクラ
イアント識別子またはモノの名前を指定する必要があります。

Audit
Q: チェック項目を有効にしましたが、監査には長時間「進行中」と表示されています。問題が発生したの
ですか? 結果はいつ確認できますか?
A: チェック項目が有効になると、データ収集がすぐに開始されます。ただし、アカウントに収集する
データが大量にある場合 (例、証明書、モノ、ポリシー) は、有効にしてからしばらくの間チェックの
結果が生成されないことがあります。
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検出
Q: AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルの動作で設定するしきい値はどうすれば分かりま
すか?
A: まず、しきい値の低いセキュリティプロファイル動作を作成し、対応するデバイスセットを含むモ
ノのグループにそれをアタッチします。AWS IoT Device Defender を使用して現在のメトリクスを表
示し、ユースケースに合わせてデバイスの動作のしきい値を調整することができます。
Q: 動作を作成しましたが、予想される場合でも違反がトリガーされません。解決策はありますか?
A: デバイスを定義する際に、通常のデバイスの動作を指定してください。たとえば、TCP ポート
8888 で 1 つの中央サーバーにのみ接続するセキュリティカメラがある場合、他の接続を行うことは期
待しません。カメラが別のポートで接続を行った場合にアラートを生成するには、以下のように動作
を定義します。
{

}

"name": "Listening TCP Ports",
"metric": "aws:listening-tcp-ports",
"criteria": {
"comparisonOperator": "in-port-set",
"value": {
"ports": [ 8888 ]
}
}

カメラが TCP ポート 443 で TCP 接続を行った場合、デバイス動作への違反となり、アラートがトリ
ガーされます。
Q: 1 つまたは複数の動作が違反しています。違反をクリアするにはどうすればよいですか?
A: 定義した動作プロファイルで定義されているように、予期される動作に戻るとアラームはクリアさ
れます。動作プロファイルは、デバイスのメトリクスデータを受信したときに評価されます。デバイ
スが 2 日を超えてメトリクスを発行しない場合は、自動的に違反イベントが alarm-invalidated
に設定されます。
Q: 違反した動作を削除しましたが、アラートを停止するにはどうすればいいですか?
A: 動作を削除すると、その後のすべての違反と、その動作に対するアラートが停止されます。それ以
前のアラートは、通知メカニズムから空にする必要があります。動作を削除すると、アカウント内の
他のすべての違反と同じ期間、その動作の違反記録が保持されます。

デバイスメトリクス
Q: 動作に違反していることが分かっているメトリクスレポートを送信していますが、違反がトリガーされ
ません。何が問題なのでしょうか?
A: 以下の MQTT トピックにサブスクライブし、メトリクスレポートが承諾されていることをチェック
してください。
$aws/things/THING_NAME/defender/metrics/FORMAT/rejected
$aws/things/THING_NAME/defender/metrics/FORMAT/accepted

ここで、THING_NAME はメトリクスを報告しているモノの名前であり、FORMAT はモノによって送信
されるメトリクスレポートの形式に応じて「json」または「cbor」です。
サブスクライブすると、送信されたメトリクスレポートごとにこれらのトピックに関するメッセージ
を受け取ります。rejected メッセージは、メトリクスレポートの解析に問題があったことを示して
います。エラーメッセージは、メトリクスレポートでエラーを修正できるようにするため、メッセー
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ジペイロードに含まれています。accepted メッセージは、メトリクスレポートが適切に解析された
ことを示しています。
Q: メトリクスレポートで空のメトリクスを送信した場合はどうなりますか?
A: ポートまたは IP アドレスの空のリストは常に、対応する動作に準拠していると見なされます。対
応する動作が違反している場合、違反がクリアされます。
Q: AWS IoT レジストリにないデバイスのメッセージがデバイスメトリクスレポートに含まれているのはな
ぜですか?
1 つ以上のセキュリティプロファイルがすべてのモノまたは未登録のすべてのモノにアタッチされて
いる場合、AWS IoT Device Defender には未登録のモノからのメトリクスが含まれます。未登録のモ
ノからメトリクスを除外する場合は、すべてのデバイスではなく登録済みのすべてのデバイスにプロ
ファイルをアタッチします。
Q: セキュリティプロファイルを未登録のすべてのデバイスまたはすべてのデバイスに適用しても、未登録
の 1 つ以上のデバイスからのメッセージが表示されません。どうすれば解決できますか?
サポートされているいずれかの形式を使用して、適切な形式のメトリクスレポートを送信しているこ
とを確認してください。詳細については、デバイスメトリクスドキュメントの仕様 (p. 1022) を参照し
てください。未登録のデバイスで一貫したクライアント識別子またはモノの名前が使用されているこ
とを確認します。モノ名に制御文字が含まれている場合、またはモノ名が 128 バイトの UTF-8 エン
コード文字より長い場合、デバイスによって報告されたメッセージは拒否されます。
Q: 未登録のデバイスがレジストリに追加された場合、または登録済みのデバイスが未登録になった場合は
どうなりますか?
A: レジストリにデバイスが追加または削除された場合は次のようになります。
• 違反の測定基準を引き続き公開すると、デバイスに対して 2 つの異なる違反が表示されます (1 つは
登録済みのモノの名前の下、もう 1 つは未登録の ID の下)。古い ID に対するアクティブな違反は 2
日後には表示されなくなりますが、違反の履歴には最大 14 日間表示でされます。
Q: デバイスメトリクスレポートの ID フィールドにはどの値を指定する必要がありますか?
A: 正の整数で表された、メトリクスレポートごとに一意の値にする必要があります。一般的な手法と
して UNIX エポックタイムスタンプを使用できます。
Q: AWS IoT Device Defender メトリクスの専用 MQTT 接続を作成する必要はありますか?
A: 別個の MQTT 接続は必要ありません。
Q: デバイスメトリクスを発行するために接続するとき、どのクライアント ID を使用する必要があります
か?
AWS IoT レジストリにあるデバイス (モノ) の場合は、登録済みのモノの名前を使用します。AWS IoT
レジストリにないデバイス (モノ) の場合は、AWS IoT に接続する際の一貫した ID を使用します。こ
のプラクティスは、モノの名前の違反を一致させるのに役立ちます。
Q: 別のクライアント ID を持つデバイスのメトリクスを発行できますか?
別のモノに代わってメトリクスを公開することができます。そのためには、そのデバイスの AWS IoT
Device Defender 予約トピックにメトリクスを発行します。たとえば、Thing-1 はそのモノ自体、ま
た Thing-2 に代わって、メトリクスを公開するとします。Thing-1 は、そのモノ独自のメトリクス
を収集し、MQTT トピックで発行します。
$aws/things/Thing-1/defender/metrics/json

Thing-1 は、Thing-2 からのメトリクスを取得し、それらのメトリクスを MQTT トピックで発行し
ます。
$aws/things/Thing-2/defender/metrics/json
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Q: アカウントにはいくつのセキュリティプロファイルと動作を保有できますか?
A: AWS IoT Device Defender エンドポイントとクォータを参照してください。
Q: アラートターゲットの典型的なターゲットロールはどのようなものですか?
A: AWS IoT Device Defender がアラートターゲット (SNS トピック) でアラートを発行できるように
するロールには、以下の 2 つが必要です。
• 信頼されたエンティティとして iot.amazonaws.com 指定する信頼関係。
• 指定された SNS トピックで発行する AWS IoT アクセス許可を付与するアタッチされたポリシー。
例:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "sns:Publish",
"Resource": "<sns-topic-arn>"
}
]

• アラートを発行するために使用される SNS トピックが暗号化されたトピックである場合、SNS ト
ピックに発行するためのアクセス許可とともに、AWS IoT にさらに 2 つのアクセス許可を付与する
必要があります。例 :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:Publish",
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey"
],
"Resource": "<sns-topic-arn>"
}
]

Q: カスタムメトリクスタイプ number を使用したメトリクスレポートの送信時に、エラーメッセージ
Malformed metrics report が表示されて失敗します。何が問題なのでしょうか?
A: タイプ number は入力として単一のメトリクス値のみを取りますが、DeviceMetrics レポートでメ
トリック値を送信するときは、単一の値を持つ配列として渡す必要があります。メトリクス値を配列
として送信していることを確認します。
ペイロードエラー:
{"header":{"report_id":12334567,"version":"1.0"},"metrics":{"network_stats":
{"bytes_in":30680,"bytes_out":10652,"packets_in":113,"packets_out":118}},"custom_metrics":
{"my_custom_metric":{"number":0}}}

エラーメッセージ :
{"thingName":"myThing","status":"REJECTED","statusDetails":
{"ErrorCode":"InvalidPayload","ErrorMessage":"Malformed metrics
report"},"timestamp":1635802047699}
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エラーのないペイロード :
{"header":{"report_id":12334567,"version":"1.0"},"metrics":{"network_stats":
{"bytes_in":30680,"bytes_out":10652,"packets_in":113,"packets_out":118}},"custom_metrics":
{"my_custom_metric":[{"number":0}]}}

レスポンス:
{"thingName":"myThing","12334567":1635800375,"status":"ACCEPTED","timestamp":1635801636023}

AWS IoT Device Advisor トラブルシューティング
ガイド
このトピックの改善にご協力ください
より良いものにするために必要なことを教えてください

全般
Q: 複数のテストスイートを並行して実行できますか?
A: はい。Device Advisor で、デバイスレベルのエンドポイントを使用して異なるデバイスでの複数の
テストスイートの実行がサポートされるようになりました。アカウントレベルのエンドポイントを使
用する場合は、各アカウントで使用できるの Device Advisor エンドポイントは 1 つなので、一度に実
行できるスイートは 1 つです。詳細については、「デバイスを設定する」を参照してください。
Q: デバイスから、TLS 接続が Device Advisor によって拒否されていたことがわかりました。これは想定
どおりですか?
A: はい。Device Advisor は、各テストの実行前と実行後に TLS 接続を拒否します。Device Advisor
で完全に自動化されたテストを行うために、デバイスの再試行メカニズムを実装することをお勧め
します。複数のテストケース (TLS 接続、MQTT 接続、および MQTT 発行など) を使用してテストス
イートを実行する場合、デバイス向けのメカニズムを構築することをお勧めします。このメカニズム
では、5 秒ごとにテストエンドポイントに 1 分から 2 分間の接続を試行できます。この方法を使用し
て、自動化された方法で順番に複数のテストケースを実行できます。
Q: セキュリティ分析および運用に関するトラブルシューティングを行うために、アカウントで実行された
Device Advisor API 呼び出しの履歴を取得できますか?
A: はい。アカウントで実行された Device Advisor API 呼び出しの履歴を受信するために必
要なのは、AWS IoT マネジメントコンソールで CloudTrail をオンにし、イベントソースを
iotdeviceadvisor.amazonaws.com にするためにフィルタリングすることだけです。
Q: CloudWatch で Device Advisor ログを表示するにはどうすればよいですか?
A: 必要なポリシー (CloudWatchFullAccess など) をサービスロールに追加すると、テスト スイート
の実行中に生成されたログが CloudWatch にアップロードされます (「セットアップ (p. 1066)」 を
参照してください)。テストスイートに 1 つ以上のテストケースがある場合、2 つのログストリーム
を含むロググループ「aws/iot/deviceadvisor/$testSuiteId」が作成されます。1 つのストリーミング
は「$testRunId」という名前で、セットアップやクリーンアップ手順など、テストスイートでテスト
ケースを実行する前と後に実行されたアクションのログが含まれます。もう 1 つのログストリーミ
ングは、テストスイートの実行に固有の「$suiteRunId_$testRunId」です。デバイスおよび AWS IoT
Core から送信されたイベントは、このログストリーミングに記録されます。
Q: デバイスのアクセス許可ロールの目的は何ですか?
A: Device Advisor は、テストデバイスと AWS IoT Core との間でテストシナリオをシミュレーショ
ンします。テストデバイスからの接続とメッセージを受け入れ、デバイスのアクセス許可ロールを引
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き受けてユーザーに代わり接続を開始することで、それらを AWS IoT Core に転送します。デバイス
ロールのアクセス許可が、テストの実行に使用する証明書にあるアクセス許可と同じであることを確
認することが重要です。Device Advisor がユーザーに代わりデバイスのアクセス許可ロールを使用し
て AWS IoT Core への接続を開始する際、AWS IoT 証明書ポリシーは適用されません。ただし、設定
したデバイスのアクセス許可ロールの権限は適用されます。
Q: Device Advisor はどのリージョンでサポートされていますか?
A: Device Advisor は、us-east-1、us-west-2、ap-northeast-1、eu-west-1 リージョンでサポートされ
ています。
Q: 一貫性のない結果が表示される理由は何ですか?
A: 一貫性のない結果の主な原因の1つは、テストの EXECUTION_TIMEOUT を低すぎる値に設定してい
ることです。EXECUTION_TIMEOUT の推奨値およびデフォルト値の詳細については、Device Advisor
テストケースを参照してください。
Q: Device Advisor はどの MQTT プロトコルをサポートしていますか?
A: Device Advisor は、X509 クライアント証明書による MQTT バージョン 3.1.1 をサポートしていま
す。
Q: デバイスをテストエンドポイントに接続しようとした場合でもテストケースが実行タイムアウトメッ
セージで失敗した場合はどうなりますか?
A: 「デバイスロールとして使用する IAM ロールを作成する」のすべてのステップを検証します。そ
れでもテストが失敗した場合、Device Advisor が機能するために必要な正しいサーバーネームイン
ディケーション (SNI) 拡張子がデバイスから送信されていない可能性があります。正しい SNI 値は、
「デバイスを設定する」のステップに従った場合に返されるエンドポイントアドレスです。AWS IoT
では、デバイスがサーバーネームインディケーション (SNI) 拡張子を Transport Layer Security (TLS)
プロトコルに送信する必要もあります。詳細については、「AWS IoT でのトランスポートセキュリ
ティ」を参照してください。
Q: MQTT 接続が「libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP」エラーで失敗しま
す。(または) デバイスの MQTT 接続が Device Advisor のエンドポイントから自動的に切断されます。この
エラーはどのように解決できますか?
A: この特定のエラーコードと予期しない切断は、さまざまな原因で発生する可能性がありますが、ほ
とんどの場合、デバイスに関連付けられているデバイスのロールに関連している可能性があります。
以下のチェックポイント (優先度順) でこの問題を解決します。
• デバイスにアタッチされたデバイスロールには、テストを実行するために必要な最低限
の IAM 権限が必要です。Device Advisor は、接続されたデバイスのロールを使用して、テ
ストデバイスに代わって AWS IoT MQTT アクションを実行します。必要な権限がない場
合、AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP エラーが表示されるか、デバイスが Device Advisor
のエンドポイントに接続しようとするときに予期しない切断が発生します。例えば、MQTT Publish
テストケースの実行を選択した場合、Connect アクションと Publish アクションの両方を、対応
する ClientId と Topic とともにロールに含める必要があります (コンマで区切ることで複数の値を
指定でき、ワイルドカード (*) 文字を使用してプレフィックス値を指定することもできます)。例
えば、TestTopic で始まる任意のトピックで公開するためのアクセス許可を付与する場合は、リ
ソース値として TestTopic* を指定できます。ポリシーの例を次に示します。
• リソースタイプのデバイスロールで定義されている値と、コードで使用される実際の値が一致しま
せん。例: ロールで定義された ClientId とデバイスコードで使用されている実際の ClientId の不一
致。ClientId、Topic、TopicFilter などの値は、デバイスロールとコードで同一である必要がありま
す。
• デバイスに添付されているデバイス証明書は、アクティブであり、リソースに必要なアクション許
可を持つポリシーが添付されている必要があります。デバイス証明書ポリシーは、AWS IoT リソー
スと AWS IoT Core データプレーンオペレーションへのアクセスを許可または拒否することに注意
してください。Device Advisor では、テストケース中に使用されるアクション権限を付与するアク
ティブなデバイス証明書をデバイスに添付する必要があります。
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デバイス群切断のトラブルシューティング
このトピックの改善にご協力ください
より良いものにするために必要なことを教えてください
AWS IoT デバイス群の切断は、様々な理由で起こります。この記事では、切断理由の診断方法と、AWS
IoT サービスの定期メンテナンスやスロットリング制限による切断への対処方法について説明します。
切断理由を診断するには
CloudWatch の AWSIotLogsV2 ロググループを確認して、ログエントリの disconnectReason フィール
ドで切断理由を特定できます。
また、AWS IoT のライフサイクルイベント機能を使用して、切断理由を特定することもできます。ライフ
サイクルの切断イベント ($aws/events/presence/disconnected/clientId) をサブスクライブして
いる場合は、切断が発生した際に AWS IoT から通知が届きます。通知の disconnectReason フィール
ドで切断理由を特定できます。
詳細については、CloudWatch の AWS IoT ログエントリおよびライフサイクルイベントを参照してくださ
い。
AWS IoTのサービスメンテナンスによる切断のトラブルシューティングを行うには
AWS IoT のサービスメンテナンスによる切断は、AWS IoT のライフサイクルイベントおよび CloudWatch
に SERVER_INITIATED_DISCONNECT として記録されます。これらの切断に対処するには、クライアン
ト側の設定を調整して、デバイスが AWS IoT プラットフォームに自動的に再接続できるようにします。
スロットリング制限による切断のトラブルシューティングを行うには
スロットルの制限による切断は、AWS IoT のライフサイクルイベントと CloudWatch に THROTTLED とし
て記録されます。これらの切断に対処するために、デバイス数の増加に合わせてメッセージブローカーの
制限緩和を要求することができます。
詳細については、AWS IoT Core メッセージブローカーを参照してください。

AWS IoT エラー
このトピックの改善にご協力ください
より良いものにするために必要なことを教えてください
このセクションでは、AWS IoT によって送信されたエラーコードを示しています。

メッセージブローカーに関するエラーコード
エラーコード

エラーの説明

400

Bad request.

401

Unauthorized.

403

Forbidden.

503

Service unavailable.
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ID とセキュリティに関するエラーコード
エラーコード

エラーの説明

401

Unauthorized.

Device Shadow に関するエラーコード
エラーコード

エラーの説明

400

Bad request.

401

Unauthorized.

403

Forbidden.

404

見つかりません。

409

Conflict.

413

Request too large.

422

Failed to process request.

429

Too many requests.

500

Internal error.

503

Service unavailable.
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AWS IoT のクォータ
AWS IoT のクォータについての情報は、「AWS 全般リファレンス」を参照してください。
• AWS IoT Core のクォータの詳細については、「AWS IoT Core エンドポイントとクォータ」を参照して
ください。
• AWS IoT Device Management のクォータの詳細については、「AWS IoT Device Management エンドポ
イントとクォータ」を参照してください。
• AWS IoT Device Defender のクォータの詳細については、「AWS IoT Device Defender エンドポイント
とクォータ」を参照してください。
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