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AWS SDK と最適化された統合

AWS Step Functions とは?
AWS Step Functionsは、AWS Lambda関数およびその他のビジネスクリティカルなアプリケーションを構
築するためのAWS のサービスのアプリケーションを構築するためののサービスを統合できるサーバーレス
オーケストレーションサービスです。Step Functions のグラフィカルコンソールでは、アプリケーション
のワークフローを一連のイベント駆動型ステップとして確認できます。
Step Functions はステートマシンとタスクに基づいています。ステートマシンはワークフローです。タス
クとは、ワークフロー内の状態で、別の AWS のサービスが実行する1 つの作業単位を表します。ワーク
フローの各ステップは状態です。
Step Functions の組み込みコントロールを使用して、ワークフロー内の各ステップの状態を調べて、アプ
リケーションが期待どおりに実行されていることを確認します。ユースケースによっては、タスクを実行
するため、Step Functions で、Lambda など、AWS のサービスを呼び出すことができます。機械学習モデ
ルを処理してパブリッシュするワークフローを作成できます。抽出、変換、ロード (ETL) ワークフローを
作成するため、AWS Glue など、Step Functions コントロール AWS のサービスを利用できます。また、
手動による介入が必要なアプリケーション用に実行時間が長い自動化されたワークフローを作成すること
もできます。
トピック
• AWS SDK と最適化された統合 (p. 1)
• Standard ワークフローと Express ワークフロー (p. 1)
• ユースケース (p. 2)
• サービス統合 (p. 1)
• サポートされている リージョン (p. 7)
• Step Functions を使うのは今回が初めてですか? (p. 7)

AWS SDK と最適化された統合
他のAWSのサービスに電話するため、Step Functions のAWS SDK 統合を使用するか、Step Functions の
最適化された統合のいずれかを使用できます。
• [AWS SDK integrations] (p. 342) (SDK 統合) を使用すると、200 を超える AWS のサービスをステート
マシンから直接呼び出して、9,000 を超える API アクションにアクセスできます。
• Step Functions の最適化された統合は (p. 367)、カスタマイズされており、ステートマシンでの使いや
すくなっています。

Standard ワークフローと Express ワークフロー
Step Functions には 2 つのワークフロータイプがあります。Standard ワークフローでは 1 度だけワークフ
ローが実行され、最大 1 年間実行できます。つまり、標準ワークフローの各ステップは 1 回だけ実行され
ます。Express ワークフローでは、 at-least-once ワークフローが実行され、最大 5 分間実行できます。つ
まり、ワークフローの各ステップは少なくとも 1 回実行される一方で、エクスプレスワークフローの 1 つ
以上のステップは複数回実行される可能性があります。
実行は、ワークフローを実行してタスクを実施するインスタンスです。Standard ワークフローは、実行履
歴と視覚的なデバッグを示すため、実行時間が長い監査可能なワークフローに最適です。Express ワーク
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標準ワークフロー仕様

フローは、ストリーミングデータ処理や IoT high-event-rate データの取り込みなどのワークロードに最適
です。

標準ワークフロー仕様
• 2,000/秒実行レート
• 毎秒 4,000 の状態遷移レート
• 状態遷移別の価格設定
• 実行履歴と視覚的なデバッグを表示します
• すべてのサービス統合とパターンをSupport

Express ワークフロー仕様
• 100,000/秒実行レート
• ほぼ無制限の状態遷移レート
• 実行回数および実行期間ごとの価格
• 実行履歴を Amazon に送信する CloudWatch
• 有効になっているログレベルに基づいて実行履歴とビジュアルデバッグを表示
• すべてのサービス統合とパターンをSupport
Step Functions 料金など、Standard ワークフローと Express ワークフローの詳細については、次を参照し
てください。
• 標準ワークフロー対 Express ワークフロー (p. 20)
• AWS Step Functions 料金表

ユースケース
Step Functions はアプリケーションのコンポーネントとロジックを管理するため、コードの書き込みを
減らし、アプリケーションの迅速な構築と更新に集中することができます。このセクションでは、Step
Functions を使用する一般的なユースケースについて説明します。

ユースケース #1: 関数オーケストレーション

特定の順序で Lambda 関数 (ステップ) のグループを実行するワークフローを作成します。1 つの Lambda
関数の出力が次の Lambda 関数の入力に渡されます。ワークフローの最後のステップで結果が得られま
す。Step Functions を使用すると、ワークフローの各ステップがどのように相互作用するかを確認できる
ため、各ステップが意図通りの機能を確実に実行できるようになります。
関数のグループを含むステートマシンを作成する方法を示すチュートリアルについては、以下を参照して
ください。
• AWS Step Functions の開始方法 (p. 11)
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ユースケース #2: 分岐

ユースケース #2: 分岐

顧客が与信限度額の増加を要求します。Choice (p. 53) 状態を使って、Choice 状態の入力に基づい
た判断を Step Functions にさせることができます。リクエストが事前承認した顧客のクレジット上限を超
える場合は、Step Functions から顧客のリクエストをマネージャーに送信してサインオフを求めることが
できます。リクエストが事前承認した顧客のクレジット上限を下回っている場合は、Step Functions でリ
クエストを自動的に承認することができます。

ユースケース #3: エラー処理

Retry
このユースケースでは、顧客はユーザーネームをリクエストしています。初めて、顧客のリクエストは正
常に行われません。Retry ステートメントを使って、Step Functions で顧客のリクエストを再試行するこ
とができます。2 回目に、顧客のリクエストは正常に終了します。
Catch
同じようなユースケースでは、顧客は利用できないユーザーネームをリクエストしてします。Catch ス
テートメントを使って、Step Functions より利用可能なユーザーネームを提案します。顧客が利用可能な
ユーザーネームを使用する場合、Step Functions でワークフローの次のステップに進み、確認メールを送
信します。顧客が利用可能なユーザーネームを使用しない場合、Step Functions はワークフローの別のス
テップに進み、サインアッププロセスを最初からやり直します。
Retry そして Catch ステートメントの詳細な例については、以下を参照してください。
• Step Functions のエラー処理 (p. 150)
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ユースケース #4: ヒューマンインザループ

ユースケース #4: ヒューマンインザループ

バンキングアプリケーションを使用して、顧客の一人が友達に送金します。カスタマーは確認メールを待
ちます。コールバックとタスクトークン (p. 361)を使って、Step Functions より、顧客の金を送金して、
顧客の友人が送金を受領した時に報告するように Lambda に指示します。Lambda から、顧客の友だち
が送金を受領したと報告を受けた後、Step Functions をワークフローの次のステップに進み、顧客に確認
メールを送信します。
タスクトークンを使ってコールバックを表示するサンプルプロジェクトを表示するには、以下を参照して
ください。
• コールバックパターンの例 (Amazon SQS、Amazon SNS、Lambda) (p. 452)

ユースケース #5: 並列処理

顧客がビデオファイルを 5 つの異なる表示解像度に変換するため、ビューワーは複数のデバイスで動画を
視聴できます。Parallel (p. 59) 状態を使用して、Step Functions はビデオファイルを入力するの
で、Lambda は同時に 5 つの表示解像度に処理できます。

ユースケース #6: 動的並列処理
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顧客から 3 つの商品の注文を受けると、各商品の発送準備が必要となります。各商品の在庫状況をチェッ
ク、各商品を収集、各商品を梱包した後で配送します。Map (p. 63) 状態を使用して、Step Functions
は、Lambda に顧客の各商品を並列で処理させます。顧客が選んだ全商品を配送用に梱包すると、Step
Functions はワークフローの次のステップに進み、追跡情報を記載した確認メールを顧客に送信します。
Map を使用した動的並列処理を示すサンプルプロジェクトを表示するには、以下を参照してください。
• マップ状態を使用してデータを動的に処理する (p. 462)

サービス統合
Step Functions は、複数の AWS のサービスと統合されます。Step Functions とこれらのサービスを組み
合わせるには、次のサービス統合パターンを使用します。

レスポンスをリクエスト (デフォルト) (p. 360)
• サービスを呼び出し、Step Functions が HTTP レスポンスを取得した直後に次のステップに進むことが
できるようにします。

ジョブの実行 (.sync) (p. 360)
• サービスを呼び出し、ジョブが完了するまで Step Functions が待機するようにします。

タスクトークンを使用してコールバックを待機 (. waitForTaskトークン) (p. 361)
• タスクトークンでサービスを呼び出し、タスクトークンがコールバックとともに返されるまで Step
Functions を待機させます。
次の表に、Step Functions で使用可能なサービス統合とサービス統合パターンを示します。
Standard ワークフロー と Express ワークフロー は、同じ統合をサポートしますが、同じ統合パターン
はサポートしていません。エクスプレスワークフローは、Job 実行 (.sync) またはコールバック待機 (.
waitForTaskトークン)。最適化された統合パターンのサポートは、各統合ごとに異なります。詳細につい
ては、「標準ワークフロー対 Express ワークフロー (p. 20)」を参照してください。
Standard Workflows

サポートされているサービス統合

最適化された統合

サービス

レスポンスのリク
エスト (p. 360)

Lambda (p. 369)

✓

AWS
Batch (p. 371)

✓

ジョブの実行
(.sync) (p. 360)

コールバッ
クまで待機
(.waitForTaskToken) (p. 361)
✓

✓

DynamoDB (p. 373) ✓
Amazon
ECSAWS
Fargate (p. 375)

✓
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サービス

レスポンスのリク
エスト (p. 360)

ジョブの実行
(.sync) (p. 360)

Amazon
SNS (p. 377)

✓

✓

Amazon
SQS (p. 379)

✓

✓

AWS
Glue (p. 380)

✓

✓

SageMaker (p. 381) ✓

✓

Amazon
EMR (p. 388)

✓

✓

Amazon EMR on
EKS (p. 396)

✓

✓

CodeBuild (p. 398) ✓

✓

Athena (p. 401)

✓

✓

Amazon
EKS (p. 403)

✓

✓

API
Gateway (p. 413)

✓

AWS Glue
DataBrew (p. 418)

✓

AWS SDK 統合

✓

200 以
上 (p. 343)

✓

✓
✓

✓

アマゾン
✓
EventBridge (p. 419)
AWS Step
Functions (p. 420)

コールバッ
クまで待機
(.waitForTaskToken) (p. 361)

✓
✓

✓
✓

Express Workflows

サポートされているサービス統合

最適化された統合

サービス

レスポンスのリク
エスト (p. 360)

Lambda (p. 369)

✓

AWS
Batch (p. 371)

✓

DynamoDB (p. 373) ✓
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コールバッ
クまで待機
(.waitForTaskToken) (p. 361)
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サービス

レスポンスのリク
エスト (p. 360)

Amazon
ECSAWS
Fargate (p. 375)

✓

Amazon
SNS (p. 377)

✓

Amazon
SQS (p. 379)

✓

AWS
Glue (p. 380)

✓

ジョブの実行
(.sync) (p. 360)

コールバッ
クまで待機
(.waitForTaskToken) (p. 361)

SageMaker (p. 381) ✓
Amazon
EMR (p. 388)

✓

Amazon EMR on
EKS (p. 396)

✓

CodeBuild (p. 398) ✓
Athena (p. 401)

✓

Amazon
EKS (p. 403)

✓

API
Gateway (p. 413)

✓

AWS Glue
DataBrew (p. 418)

✓

アマゾン
✓
EventBridge (p. 419)

AWS SDK 統合

AWS Step
Functions (p. 420)

✓

200 以
上 (p. 343)

✓

サポートされている リージョン
ほとんどの AWS リージョンは Step Functions をサポートしています。Step Functions が利用可能な AWS
リージョンの詳細なリストについては、[AWS Regional Table] (リージョン表) を参照してください。

Step Functions を使うのは今回が初めてですか?
Step Functionsを使うのは今回が初めての場合、次のトピックは、Step Functions と他の AWS のサービス
の結合方法など、Step Functions の操作に関するさまざまな部分を理解するのに役立ちます。

7

AWS Step Functions デベロッパーガイド
Step Functions を使うのは今回が初めてですか?

• Step Functions チュートリアル (p. 199)
• Step Functions サンプルプロジェクト (p. 436)
• AWS Step Functions Data Science SDK for Python (p. 313)

8

AWS Step Functions デベロッパーガイド
AWS アカウント の作成

AWS Step Functions のスタート方法
の前提条件
初めて AWS Step Functions を使ってスタートする前に、このページに記載されている前提条件をすべて
実行してください。
トピック
• AWS アカウント の作成 (p. 9)
• IAM グループとユーザーの作成 (p. 9)
• IAM ユーザーのアクセスキーを作成します。 (p. 10)

AWS アカウント の作成
AWS でサインアップすると、Step Functions を含む AWS が提供する全サービスにアクセスできます。使
用する製品とサービスだけが課金され、無料で AWS の使用をスタートできます。詳細については、AWS
無料利用枠を参照してください。
AWS アカウントをすでにお持ちの場合は、次のステップに進んでください。
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.

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

IAM グループとユーザーの作成
AWS のサービスにアクセスするには、認証情報を提供する必要があります。これらの認証情報によっ
て、AWS のサービスに含まれているリソースを使用するための正しい許可がでているかどうかが決まりま
す。
AWS アカウント を最初に作成する場合は、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。

Important
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
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IAM ユーザーのアクセスキーを作成します。

す。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、AWS
Account Managementリファレンスガイドの「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照
してください。
root ユーザーと IAM ユーザーの認証情報の詳細については、AWS アカウント root ユーザー認証情報と
IAM ユーザー認証情報を参照してください。

管理者権限を持つ IAM ユーザーを作成します。
1.

root ユーザー認証情報を使用して、IAM コンソールにサインインし、管理者許可がある IAM ユー
ザーを作成します。手順については、IAM ユーザーガイドの[Creating Your First IAM User and
Administrators Group in the IAM User Guide] (最初の IAM ユーザーと管理者グループの作成) を参照し
てください。

2.

新たな IAM ユーザー認証情報を使用して、AWS Management Console にサインインします。詳細に
ついては、ユーザーがアカウントにサインインする方法を参照してください。

IAM の詳細については、以下を参照してください。
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• ご利用スタートにあたって
• IAM ユーザーガイド

IAM ユーザーのアクセスキーを作成します。
アクセスキーは、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーという 2 つの部分で構成されています。
どちらのキーも AWS を使用したプログラムからのリクエストに署名します。ユーザーネームとパスワー
ドと同様に、両方のキーが一緒に使用されます。

IAM ユーザーのアクセスキーを作成
•

IAM コンソールにサインインし、管理者許可がある IAM ユーザー用アクセスキーを作成します。指示
については、[Programmatic Access] (プログラムによるアクセス) を参照してください。

Important
お客様の AWS アカウントを保護します。組織外の誰にも認証情報を送信・共有は絶対にし
ないでください。Amazon のスタッフまたは関係から認証情報を要求されることは一切あり
ません。
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ステップ 1: ステートマシンを作成する

AWS Step Functions の開始方法
このチュートリアルでは、Step Functions の操作の基本について学習します。Step Functions コンソール
にサインインし、2 つの Pass 状態 (p. 24)を使用するステートマシンを作成します。次に、新しい実行
をスタートし、実行の詳細を確認します。次に、Pass 状態の結果の 1 つを変更し、変更を表示します。
最後に、クリーンアップステップを実行し、ステートマシンを削除します。このチュートリアルを最後ま
でやると、ステートマシンの作成、テスト、デバッグ、削除の方法がわかるようになるでしょう。
このチュートリアルの前提条件 (p. 9)を必ず完了してください。
トピック
• ステップ 1: ステートマシンを作成する (p. 11)
• ステップ 2: 新しい実行をスタートする (p. 13)
• ステップ 3: ステートマシンの更新 (p. 13)
• ステップ 4: クリーンアップする (p. 14)
• 次のステップ (p. 15)

ステップ 1: ステートマシンを作成する
ステートマシンは、ワークフローを定義する個々のステップを調べるために使用できるワークフローのグ
ラフィカル表現です。
ステートマシンの構造と一般的な状態の詳細については、以下を参照してください。
• ステートマシン構造 (p. 27)
• 一般的なス状態 (p. 38)

ステートマシンを作成するには
1.

Step Functions コンソールにサインインします。

2.

[Create state machine] (ステートマシンの作成) をクリックします。

3.

[Choose authoring method] (オーサリング方法を選択) ページで [Design your workflow visually] (ワー
クフローを視覚的に設計) を選択します。

4.

[Type] (タイプ) で、[Standard] (標準) を選択します。
Step Functions にはスタンダードと Express という 2 つのワークフロータイプがあります。これらの
ワークフローは、Step Functions によるタスク実行方法、AWS のサービスと統合方法、コストの管理
管理方法を定めます。ステートマシンを作成した後で、そのワークフロータイプを変更することはで
きません。
両方のワークフローを対照比較する場合は、[Type] (タイプ)の [Help me decide] (決定するのを手伝っ
てください) を選択します。

5.

[Next] (次へ) を選択します。これにより、Workflow Studio が開きます。
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Workflow Studio
6.

[Flow] (フロー) パネルを選択した後、Pass 状態を [Drag first state here] (最初の状態をここにドラッ
グ) とラベル付けされた空の状態までドラッグします。

7.

[Definition] (定義) と視覚的なワークフローを確認します。

8.

このワークフローのコードでは、2 つの Pass 状態が定義されています。ある Pass 状態の名前は
Hello で、もう一つの Pass 状態の名前は World です。
{

}

9.

"Comment": "A Hello World example of the Amazon States Language using Pass states",
"StartAt": "Hello",
"States": {
"Hello": {
"Type": "Pass",
"Next": "World"
},
"World": {
"Type": "Pass",
"Result": "World",
"End": true
}
}

[Next] を選択します。Amazon ステートメント言語 ワークフロー定義を確認できます。

10. [Next] を選択します。ワークフローに HelloWorld という名前をつけます。
11. [Permissions] (許可) で、[Create a new IAM role] (新しい IAM ロールを作成) を選択します。
ステートマシンを作成するときは、実行中にステートマシンにアクセス許可を与えるリソースを定義
する IAM ロールを選択します。次のオプションから選択します。
• [Create a new IAM role] (新しい IAM ロールを作成する) — Step Functions でステートマシンの定義
とその設定の詳細に基づいて、新しい IAM ロールを作成する場合は、このオプションを選択しま
す。
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• [Choose an existing role] (既存のロールを選択する) — Step Functions の IAM ロールを以前に作成
していて、ステートマシンに正しい許可がある場合は、このオプションを選択します。
• [Enter a role ARN] (ロールの ARN を入力する) — Step Functions に使用したい IAM ロールの ARN
の詳細がわかっている場合は、このオプションを選択します。
12. Create State Machine（ステートマシンの作成）を選択します。

ステップ 2: 新しい実行をスタートする
ステートマシンの実行は、ワークフローを実行してタスクを実施するインスタンスです。

新しい実行をスタートするには
1.

[Helloworld] ページで、[Start execution] (実行をスタート) を選択します。

2.

オプション - [New execution] (新しい実行) ページの [Execution ID] (実行 ID) フィールドに、任意の名
前を入力できます。
実行名に ASCII 以外の文字が含まれないようにしてください。独自の実行 ID を指定しない場
合、Step Functions が一意の実行 ID を生成します。

3.

[New execution] (新しい実行) ページで、[Start Execution] (実行のスタート) を選択します。

4.

[Start execution] (実行をスタート) を選択すると、Step Functions コンソールから実行 ID のタイト
ルがついたページが表示されます。このページでは、新しい実行結果を確認できます。[Execution
details] (実行の詳細) をクリックすると、実行 ARN と実行が成功したかどうかを示すステータスが表
示されます。また、実行がスタートおよび終了したときのタイムスタンプも確認できます。
実行結果を表示するには、[Output] (出力) タブを選択します。
この出力は World です。

ステップ 3: ステートマシンの更新
Pass 状態 の結果を変更し、将来の例外に備えてステートマシンを更新します。次に、ビジュアルワーク
フローペインで変更内容を表示します。例外は、ワークフローのステップを中断するイベントです。
ステートマシンを更新すると、更新は結果に整合します。数秒後または数分後、新しくスタートしたす
べての実行は、ステートマシンの更新された定義と roleARN を反映します。現在実行中のすべての実行
は、前の定義に基づいて完了し、更新前に roleARN となるまで行われます。

Pass 状態の結果を変更する
1.
2.

実行 ID のタイトルのページで、[Edit state machine] (ステートマシンの編集) を選択します。
リポジトリの [Edit Helloworld] (HelloWorld を編集) ページのコードペインで、2 番目の Result を
World has been updated! に更新します
{

"Comment": "A Hello World example of the Amazon States Language using Pass states",
"StartAt": "Hello",
"States": {
"Hello": {
"Type": "Pass",
"Result": "Hello",
"Next": "World"
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}

3.

}

},
"World": {
"Type": "Pass",
"Result": "World has been updated!",
"End": true
}

[Save] (保存)、[Start execution] (実行のスタート) の順に選択します。
[Save] (保存) を選択した後、次のメッセージが表示されます。
「ステートマシンを変更すると、どのリソースにアクセスする必要があるかに影響がでる可能性があ
ります。ステートマシンの許可を正しいものにするには、現在の IAM ロールを編集するか、新しい
ロールを作成するか、別のロールを選択する必要があります。」
このメッセージはスタンダードです。[Save anyway] (とにかく保存する) を選択します。

4.

[New execution] (新しい実行) ページで、[Start Execution ] (実行のスタート) をもう一度選択します。

5.

次のページのビジュアルワークフローペインで、ワークフローを定義する個々のステップを検査しま
す。

6.

オプション - ワークフローのグラフを SVG または PNG ファイルにエクスポートするには、[Export]
(エクスポート) を選択します。

7.

実行結果を表示するには、ビジュアルワークフローペインで、[World] (ワールド) を選択しま
す。[Output] (ステップ詳細) で、[Output] (出力) を選択します。
この出力は World has been updated! です

ステップ 4: クリーンアップする
場合によっては、ステートマシンと実行ロールを削除する必要が生じることがあります。
このチュートリアルを終了すると、ステートマシンと Step Functions で自分用に作成した実行ロールを削
除します。

ステートマシンを削除するには
1.

ナビゲーションメニューから、[State machines] (ステートマシン) を選択します。

2.

ステートマシンページでは、[State machines] (ステートマシン) で [HelloWorld] を選択してか
ら、[Delete] (削除) を選択します。
[Delete] (削除) を選択すると、次のメッセージが表示されます。
「ステートマシンを削除しようとしています。続行しますか?」
このメッセージはスタンダードです。[Delete state machine] (ステートマシンの削除) を選択します。
緑色のステータスバーが画面の上部に表示されます。緑色のステータスバーには、ステートマシンが
削除対象としてマークされていると書かれています。すべての実行が停止すると、ステートマシンは
削除されます。

実行ロールを削除するには
1.

IAM 用 [Roles] (ロール) ページを開きます。

2.

Step Functions がユーザー用に作成した IAM ロール StepFunctions-Helloworld-role-EXAMPLE を選択
します。
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3.

[Delete role] (ロールの削除) を選択します。

4.

[Yes, delete] (はい、削除します) を選択します。
このチュートリアルを終えて、ステートマシンの作成、テスト、デバッグ、および削除の方法をご理
解いただけたでしょうか。

次のステップ
Step Functions の操作に関するその他のチュートリアルについては、以下をお試しください。
• Lambda ステートマシンを作成する (p. 199)
• AWS CloudFormation を使用して Lambda ステートマシンを作成する (p. 283)
• アクティビティステートマシンを作成する (p. 224)
• ステートマシンを使用してエラー条件を処理する (p. 203)
• Amazon CloudWatch Events を使用してステートマシンをスタートする (p. 209)
• Amazon API Gateway を使用して Step Functions API を作成する (p. 214)
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ユースケース
AWS Step Functions では、ビジネス要件をアプリケーションにすばやく変換するのに役立つビジュアル
ワークフローを構築できます。Step Functions は、状態、チェックポイント、および再起動を管理し、エ
ラーや例外を自動的に処理する組み込み機能を提供します。Step Functions が提供する機能への理解を深
めるため、次のユースケースを読み取ります。
トピック
• データ処理 (p. 16)
• 機械学習 (p. 17)
• マイクロサービスのオーケストレーション (p. 18)
• IT およびセキュリティのオートメーション (p. 18)

データ処理
多様化が進むソースからのデータのボリュームが増加するにつれて、組織はこのデータを処理に向けて迅
速に移行して、情報に基づいたビジネス上の決定を迅速に下す必要があると認識しています。大規模な
データを処理するには、モバイルデバイス、アプリケーション、衛星、マーケティングと販売、運用デー
タ保存、インフラストラクチャなどから受け取る情報管理のためにリソースを伸縮自在にプロビジョンす
る必要があります。
Step Functions は、データ処理ワークフローを正常に管理するために必要なスケーラビリティ、信頼
性、および可用性を提供します。水平方向にスケールし、耐障害性ワークフローを提供するため、Step
Functions で何百万もの同時実行を管理できます。Step Functions ## (p. 59) 状態タイプのような並列
実行を使用してデータを高速処理またはその ### (p. 63) 状態タイプを使った動的並列処理。ワーク
フローの一部として、### (p. 63) 状態を使って、Amazon S3 バケットのような静的データストア内
のオブジェクトを反復処理します。Step Functions を使用すると、複雑なプロセスの管理をする必要はな
く、実行が失敗しても簡単に再試行したり、エラーを処理する特定の方法を選択できます。
データ処理のニーズに応じて、Step Functions は バッチ処理用の AWS Batch (p. 371)、ビッグ
データ処理用の Amazon EMR (p. 388)、データ準備用の AWS Glue (p. 380)、データ分析用の
Athena (p. 401)、およびコンピューティング用の AWS Lambda (p. 369) など AWS によって提供され
ている他のデータ処理サービスと直接統合します。
顧客が Step Functions を使用して達成するデータ処理ワークフローのタイプの例を次に示します。
ファイル、動画、およびイメージ処理
• 動画ファイルを収集し、携帯電話、ラップトップ、テレビなど、表示されるデバイスに最適な他のサイ
ズや解像度に変換します。
• ユーザーがアップロードした大量の写真のコレクションを撮り、サムネイルやさまざまな解像度の画像
に変換して、ユーザーのウェブサイトに表示できます。
• CSV ファイルなどの半構造化データを取得し、それを請求書などの非構造化データと結合して、ビジネ
スステークホルダーに毎月送信されるビジネスレポートを作成します。
• 衛星から収集された地球観測データを取得し、それを互いに合う形式に変換し、地球上で収集された他
のデータソースを追加してインサイトを高めます。
• 製品のさまざまな輸送モードから輸送ログを取得し、モンテカルロシミュレーションを使用して最適化
を求め、商品の出荷に関して頼りにされている組織や人にレポートを送り返します。
座標抽出、変換、ロード (ETL) ジョブ:
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• AWS Glue を使用して、一連のデータ準備手順を通じて、レコードとマーケティングメトリクスデータ
セットを組み合わせ、組織全体で使えるビジネスインテリジェンスレポートを作成します。
• ビッグデータ処理のために Amazon EMR クラスターを作成、スタート、終了します。
Batch 処理およびハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) ワークロード:
• 生の全ゲノム配列をバリアントコールで処理するゲノム二次解析パイプラインを構築します。生ファイ
ルをリファレンスシーケンスに整列させ、動的並列処理を使用して、指定された染色体リストのバリア
ントを呼び出します。
• さまざまな電気化学物質を使用してさまざまなレイアウトをシミュレーションして、次のモバイルデバ
イスやその他の電子機器の生産効率を見出します。さまざまなシミュレーションを通じてワークロード
の大規模なバッチ処理を実行し、最適な設計を実現します。

機械学習
機械学習により、組織は収集したデータを迅速に分析してパターンを特定し、最小限の人間の介入で意思
決定を行うことができます。機械学習は、トレーニングデータと呼ばれる初期データセットから始まり
ます。このトレーニングデータは、機械学習モデルの予測精度を高めるのに役立ち、このモデルが学習す
る基礎となります。モデルがビジネスニーズを満たせる精度があると判断されると、本番環境にデプロイ
されます。AWS Step Functions データサイエンスソフトウェア開発キット (SDK) (p. 313) は、Amazon
SageMaker と Step Functions を使用してデータを前処理し、モデルをトレーニングし、パブリッシュする
ワークフローを簡単に作成できるオープンソースライブラリです。
既存のデータセットを前処理することは、組織が頻繁にトレーニングデータを作成する方法です。このメ
ソッドは、イメージ内のオブジェクトにラベルを付けたり、テキストに注釈を付けたり、オーディオを
処理したりするなど、情報を追加します。データを前処理するには、AWS Glue を使用するか、Jupyter
Notebook アプリケーションを実行する SageMaker ノートブックインスタンスを作成することもできま
す。データの準備ができたら、簡単にアクセスできるように Amazon S3 にアップロードできます。機械
学習モデルのトレーニング時に、各モデルのパラメータを調整して、デプロイの準備が整うまで精度を向
上できます。
Step Functions を使うと、SageMaker 上でエンドツーエンドの機械学習ワークフローをオーケストレート
できます。これらのワークフローには、データの前処理、後処理、特徴エンジニアリング、データ検証、
およびモデル評価が含まれます。モデルを本番環境に導入したら、新しいアプローチを改良してテスト
し、ビジネス成果を継続的に改善できます。本番環境に対応したワークフローを Python で直接作成でき
るだけでなく、 Step Functions データサイエンス SDK を使って、新しいオプションでそのワークフロー
経験をコピーし、洗練されたワークフローを実稼働環境に配置することもできます。
お客様が Step Functions を使用する機械学習ワークフローには、次のようなものがあります。
不正検出
• 信用詐欺などの不正取引を特定し、防止します。
• トレーニング済みの機械学習モデルを使用して、アカウントの乗っ取りを検出して防止します。
• 偽アカウントの作成など、プロモーション上の不正使用を特定して、すぐにアクションを起こすことが
できます。
パーソナライゼーションとレコメンデーション
• 関心を引き付けると予測される内容に基づいて、ターゲットを絞った顧客に製品をレコメンデーション
します。
• 顧客がアカウントを無料利用枠から有料サブスクリプションにアップグレードするかどうかを予測しま
す。
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データエンリッチメント
• データエンリッチメントを前処理の一部として使用して、より正確な機械学習モデルのためのより良い
トレーニングデータを提供します。
• テキストとオーディオの抜粋に注釈を付けて、皮肉やスラングなどの構文情報を追加します。
• イメージ内の追加のオブジェクトにラベル付けをし、オブジェクトがリンゴ、バスケットボール、岩、
動物であるかどうかなど、モデルの学習に必要な重要な情報を提供します。

マイクロサービスのオーケストレーション
マイクロサービスアーキテクチャは、アプリケーションを疎結合サービスに分割します。スケーラビリ
ティの向上、耐障害性の向上、市場投入までの時間の短縮などの利点があります。各マイクロサービス
は独立しているため、アプリケーション全体をスケールすることなく、単一のサービスまたは関数を簡単
にスケールアップできます。個々のサービスは疎結合されているため、独立したチームはアプリケーショ
ン全体を理解する必要なく、単一のビジネスプロセスに集中できます。また、マイクロサービスでは、ビ
ジネスニーズに合った個々のコンポーネントを選択できるため、ワークフロー全体を書き直すことなく柔
軟に選択を変更できます。様々なチームが、選択したプログラミング言語とフレームワークを使用してマ
イクロサービスで作業できます。また、このマイクロサービスは、アプリケーションプログラムインター
フェイス (API) を介してアプリケーション内の他のものと引き続き通信できます。
Step Functions では、いくつかの方法で、マイクロサービスワークフローを管理できます。長時間実行さ
れるワークフローでは、標準ワークフローをAWS Fargateコンテナで実行されているアプリケーションを
オーケストレーションするための統合。即時対応が必要な、短期間の大量のワークフローの場合、同期
Express ワークフロー (p. 22)が理想的です。このワークフローは、ウェブベースまたはモバイルアプ
リケーションに使用できます。これらのアプリケーションでは、ワークフローが短いことが多いため、応
答を返す前に一連のステップを完了する必要があります。Amazon API Gateway から同期 Express ワーク
フローを直接トリガーでき、ワークフローが完了するかタイムアウトするまで接続は開いたままになりま
す。ただちに応答を必要としない短期間のワークフローの場合、Step Functions は非同期 Express ワー
クフローを提供します。
Step Functions を使用するいくつかの API オーケストレーションの例を次に示します。
同期ワークフローまたはリアルタイムワークフロー
• 従業員の姓の更新など、レコード内の値を変更し、変更をすぐに画面に表示します。
• 項目の追加、削除、数量の変更など、チェックアウト中に注文を更新し、すぐに更新を顧客に反映しま
す。
• クイック処理ジョブを実行し、結果をすぐにリクエスタに戻します。
コンテナオーケストレーション
• Amazon Elastic Kubernetes Service を使って Kubernetes でジョブを実行するか、Fargate を使用して
Amazon Elastic Container Service (ECS) でジョブを実行し、同じワークフローの一部としてAmazon
SNS を使った通知を送信など、他の AWS のサービスと統合します。

IT およびセキュリティのオートメーション
IT オートメーションは、ソフトウェアのアップグレードとパッチ適用、脆弱性に取り組むためセキュリ
ティ更新プログラムのデプロイ、インフラストラクチャの選択、データの同期、サポートチケットのルー
ティングなど、ますます複雑で時間のかかる操作の管理に役立ちます。反復的で時間のかかるタスクの
オートメーションにより、組織は日常業務を迅速かつ一貫性を持たせながらラージスケールで完了する許
可が与えられます。これにより、特徴開発、複雑なサポート要求、イノベーションなどの戦略的な作業に
集中しながら、これらの増大する要求に応えることができます。
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Step Functions では、マニュアルによる介入を必要とせずに、ビジネスのニーズに合わせて自動的にス
ケールするワークフローを作成できます。ワークフローでエラーが発生した場合は、マニュアルによる
介入が必要ないことがよくあります。Step Functions を使用すると、自動的に、失敗したタスクの再試
行 (p. 152)そしてワークフローのエラーを管理できるエクスポネンシャルバックオフ (p. 155)を実行で
きます。
ワークフローが進行する前に、人間の介入が必要になる状況が発生する可能性があります。例えば、大
幅なクレジット増加を承認するには、人間の承認が必要かもしれません。これを管理するには、Step
Functions で分岐ロジックを定義して、定義した量を超えるリクエストのみが人間の承認を必要とし、他
のすべてのリクエストは自動的に完了するようにします。人による承認が必要な場合、Step Functions を
使用すると、特定のステップでワークフローを一時停止し、応答を待ち、応答を受信した後にワークフ
ローを続行できます。
顧客が Step Functions を使用するオートメーションワークフローのタイプには、次のようなものがありま
す。
IT オートメーション
• SSH ポートを開く、ディスク容量が少ない、Amazon S3 バケットに公開アクセスが付与された場合な
どのインシデントを自動修復します。
• AWS CloudFormation StackSets のデプロイをオートメーションにする
セキュリティオートメーション
• IAM ユーザーおよびユーザーアクセスキーが公開されているシナリオへの応答を自動化します。
• アクションを特定の ARN に制限したり、他のアクションを適用するなど、定義されたポリシーアク
ションに従って、セキュリティインシデントレスポンスを自動修正します。
• 受信後数秒以内にフィッシングメールを従業員に警告します。
[Human Approval] (ヒューマン承認)
• 機械学習モデルのトレーニングをオートメーションにし、受け取った応答に基づいてモデルを自動的に
デプロイまたは拒否する前に、データサイエンティストによるモデルのマニュアル承認を要求します。
• センチメント分析に基づいて受け取った顧客からのフィードバックのルーティングを自動化して、否定
的なセンチメントを持つものはすぐにエスカレーションしてマニュアルレビューを行います。
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Step Functions 仕組み
このセクションでは、AWS Step Functions に慣れ親しんで理解するための重要な概念について説明しま
す。
トピック
• 標準ワークフロー対 Express ワークフロー (p. 20)
• 状態 (p. 24)
• マップ状態の処理モード (p. 63)
• Transitions (p. 79)
• ステートマシンデータ (p. 80)
• Step Functions の入出力処理 (p. 82)
• ステートマシンでの大規模なparallel ワークロードのオーケストレーション (p. 119)
• Step Functions で実行 (p. 127)
• Step Functions のエラー処理 (p. 150)
• 他のサービスから AWS Step Functions の呼び出し (p. 159)
• Step Functions 読み取り整合性 (p. 159)
• Step Functions でのタグ付け (p. 159)

標準ワークフロー対 Express ワークフロー
新しいステートマシンを作成するときは、 に標準または Express のいずれかを選択する必要がありま
す。ステートマシンのデフォルトタイプは標準です。タイプが標準のステートマシンは標準ワークフロー
と呼ばれ、タイプがエクスプレスのステートマシンはエクスプレスワークフローと呼ばれます。
Standard と Express の両方のワークフローでは、を使用してステートマシンを定義しますAmazon ステー
トメント言語 (p. 25)。ステートマシンの実行の動作は、選択したタイプによって異なります。

Important
ステートマシンが作成された後は、選択したタイプを変更することはできません。

Note
ステートマシンを Step Functions のコンソールの外部 (任意のエディターなど) で定義する場合
は、ステートマシン定義を拡張子.asl.json を付けて保存する必要があります。
標準ワークフローは、長時間実行され、耐久性が高く、監査可能なワークフローに最適です。最長 1 年
間実行でき、実行完了後 90 日以内であれば Step Functions API を使用して完全な実行履歴を取得できま
す。標準ワークフローは 最大一度モデルを採用しており、ASL で 動作を指定しない限り、タスクと状態
が複数回実行されることはありません。こうすることで、 Amazon EMR クラスターのスタートや支払い
処理など、非べき等アクションのオーケストレーションに適したワークフローとなります。標準ワークフ
ローの実行は、処理された状態遷移の数に応じて課金されます。
Express ワークフローは、IoT データの取り込み、ストリーミングデータ処理と変換、モバイルアプリケー
ションのバックエンドなど、大容量のイベント処理ワークロードに最適です。これらのワークフローは最
大 5 分間実行できます。Express Workflowsは、実行が複数回実行される可能性のある、少なくとも1回限
りのモデルを採用しています。これにより、入力データの変換や PUT 経由での Amazon DynamoDB での
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保存などのべき等アクション調整に理想的となります。Express ワークフローの実行は、実行回数、実行
時間、消費されたメモリによって課金されます。
標準ワークフローと Express ワークフローは、 Amazon API Gateway (大規模なフルマネージド 型 API 経
由) の HTTP リクエスト、IoT ルール、および Amazon EventBridge 内の 140 を超えるイベントソースな
どのイベントに応答して自動的にスタートできます。
標準および Express Workflow 実行のコンソールエクスペリエンスについては、を参照してくださいコン
ソールでの標準ワークフローとエクスプレスワークフローの実行 (p. 129)。

標準ワークフローと Express ワークフロー
標準ワークフロー

エクスプレスワークフロー:同期
および非同期

最大期間

1 年間。

5分

サポートされている実行開始
レート (p. 572)

毎秒 2,000 以上

毎秒 100,000 以上

サポートされている状態遷移
レート (p. 572)

1 アカウントあたり 1 秒あたり
4,000 以上

ほぼ無制限

料金表

状態遷移回数による価格設定。
状態遷移は、実行のステップが
完了するたびにカウントされま
す。

実行回数、実行時間、およびメ
モリ消費量によって価格設定さ
れます。

実行履歴

実行は Step Functions API を使
用して一覧表示および記述でき
ます。実行は、コンソールから
視覚的にデバッグできます。ス
テートマシンでのログを有効に
することで、CloudWatch Logs
で実行を検査することもできま
す。

実行履歴は無制限。つまり、5 分
以内に生成できる数の実行履歴
エントリが保持されます。

一度だけのワークフロー実行。

Asynchronous Express
Workflows: ワークフローの実行
が最低 1 回行われます。

実行セマンティクス (p. 22)

ステートマシンでログ記録を
有効にすることで、実行を
CloudWatch Logs または Step
Functions コンソールで検査でき
ます。

同期 Express ワークフロー: 最大
一度のワークフロー実行。
サービス統合 (p. 339)

すべてのサービス統合とパター
ンをサポートします。

すべてのサービス統合をサポー
トします。

Note
エクスプレスワー
クフローは、Job
実行 (.sync) ま
たはコールバック
(.waitForTaskToken)
サービス統合パターンを
サポートしていません。
Step Functions アクティビティ

Step Functions アクティビティを Step Functions アクティビティを
サポートします。
サポートしません。
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同期および非同期 Express ワークフロー
選択できる Express ワークフローには、非同期 エクスプレスワークフローと同期 Express ワークフローの
2 種類があります。
• 非同期 Express ワークフローがスタートしたちという確認を返しますが、ワークフローが完了する
のを待たないでください。結果を得るには、サービスの [CloudWatch Logs] (p. 595) ポーリングを
行う必要があります。非同期 Express ワークフローは、メッセージングサービスや、他のサービス
が依存しないデータ処理など、ただちにレスポンス出力が必要でない場合に使用できます。非同期
Express ワークフローは、イベントへの応答、Step Functions 内のネストされたワークフロー、または
StartExecution API コールの使用に応えてスタートできます。
• 同期 Express ワークフローはワークフローをスタートし、完了するまで待機してから、結果を返
します。同期エクスプレスワークフローはマイクロサービスのオーケストレーションに使用できま
す。Synchronous Express Workflows を使用して、マイクロサービスをオーケストレートし、エラー、
再試行処理、または並列タスクを実行する必要なく、アプリケーションを開発できます。同期エクスプ
レスワークフローは Amazon API Gateway、AWS Lambda から、または StartSyncExecution API
コールを使って呼び出すことができます。

Note
Step Functions Express ワークフローをコンソールから同期的に実行した場
合、StartSyncExecutionリクエストは 60 秒後に終了します。エクスプレスワークフロー
を最大 5 分間同期して実行するには、Step Functions コンソールの代わりにAWS SDK または
AWS Command Line Interface (AWS CLI)StartSyncExecution を使用してリクエストを行い
ます。
Synchronous Express 実行 API コールは、既存のアカウント容量制限には影響しません。Step
Functions は、オンデマンドで容量を提供し、持続的なワークロードを使って、自動的に拡張します。
容量が利用可能になるまで、ワークロードの急増をスロットリングできます。

実行の保証
標準ワークフロー

非同期 Express ワーク
フロー

同期 Express ワークフ
ロー

一度だけのワークフ
ロー実行。

最低 1 回のワークフ
ロー実行。

最大一度のワークフ
ロー実行

実行状態は、状態遷移
後も内部的に持続しま
す。

実行状態は状態遷移後
も持続しません。

実行状態は状態遷移後
も持続しません。

現在実行中のワークフ
ローと同じ名前で実
行を開始すると、自動
的に等数応答を返しま
す。現在実行中のワー
クフローが完了する
と、新しいワークフ
ローは開始されず、例
外が発生します。

イテンポテンシーは自
動的には管理されませ
ん。同じ名前で複数の
ワークフローを開始す
ると、同時に実行され
ます。ステートマシン
ロジックが無能でない
場合、内部のワークフ
ローステートが失われ
る可能性があります。

イテンポテンシーは自
動的には管理されませ
ん。Step Functions は、
実行が開始されると待
機し、完了時にステー
トマシンの結果を返し
ます。例外が発生して
も、ワークフローは再
開されません。

実行履歴データは 90
日後に削除されます。
ワークフロー名は、

実行履歴はStep
Functions ではキャ
プチャされません。

実行履歴はStep
Functions ではキャ
プチャされません。
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標準ワークフロー

非同期 Express ワーク
フロー

同期 Express ワークフ
ロー

古い実行データを削除
した後に再利用できま
す。

ロギングは Amazon
CloudWatch Logs を使
用して有効にする必要
があります。

ロギングは Amazon
CloudWatch Logs を使
用して有効にする必要
があります。

エクスプレスワークフローを使用したコスト最適化
Step Functions は、ステートマシンの構築に使用するワークフロータイプに基づいて、スタンダードワー
クフローとエクスプレスワークフローの価格を決定します。サーバーレスワークフローのコストを最適化
するには、次の推奨事項のいずれかまたは両方に従うことができます。
トピック
• ヒント #1: Express ワークフローを標準ワークフロー内にネストする (p. 23)
• ヒント #2: 標準ワークフローをエクスプレスワークフローに変換 (p. 23)
スタンダードまたはエクスプレスのワークフロータイプを選択すると請求にどのような影響があるかにつ
いては、以下を参照してください。AWS Step Functions料金。

ヒント #1: Express ワークフローを標準ワークフロー内にネスト
する
Step Functions は、限られた期間とステップ数のワークフローを実行します。ワークフローによっては、
短期間待機した後に、実行が完了する場合があります。その他には、長期にわたる実行と high-event-rate
ワークフロー。Step Functions を使用すると、複数の小規模でシンプルなワークフローから、大規模で複
雑なワークフローを構築できます。
たとえば、注文処理ワークフローを構築するには、べき等でないすべてのアクションを標準ワークフロー
に含めることができます。これには、人間とのやり取りによる注文の承認や支払いの処理などのアクショ
ンが含まれる場合があります。その後、支払い通知の送信や商品在庫の更新などの一連のべき等アクショ
ンをエクスプレスワークフローにまとめることができます。この Express ワークフローは標準ワークフ
ロー内にネストできます。この例では、標準ワークフローはペアレントステートマシン。ネストされた
Express ワークフローはチャイルド・ステートマシン。

ヒント #2: 標準ワークフローをエクスプレスワークフローに変換
以下の要件を満たしている場合、既存の標準ワークフローをエクスプレスワークフローに変換できます。
• ワークフローは 5 分以内に実行を完了する必要があります。
• ワークフローは次のようになります。at-least-once実行モデル。つまり、ワークフローの各ステップが
正確に複数回実行される可能性があります。
• ワークフローでは.waitForTaskToken (p. 361)または.sync (p. 360)サービス統合パターン

Important
Express ワークフローは Amazon を使用します CloudWatch 実行履歴を記録するログ。ご利用の
際、追加コストが発生します CloudWatch ログ。

コンソールを使用して標準ワークフローをエクスプレスワークフローに変換するには
1.

Step Functions コンソールを開きます。
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2.

上にステートマシンページで、標準タイプのステートマシンを選択して開きます。

Tip
開始元任意の型ドロップダウンリスト、選択Standardステートマシンリストをフィルタリン
グして標準ワークフローのみを表示します。
3.

選択してくださいアクション[]、[] の順に選択します[新規にコピー]。

4.

上にオーサリング方法の選択ページ、選択Expressにとってタイプデフォルトの選択はすべてそのま
まにします。

5.

[Next] (次へ) を選択します。

6.

(オプション) 必要に応じてワークフロー設計を更新し、次。

7.

上に生成されたコードの確認ページ、選択次。

8.

上にステートマシンの設定を指定ページで、名前、権限、ロギングレベルなど、新しい Express ス
テートマシンの詳細を指定します。

Note
で以前に定義した標準ワークフローを変換する場合AWS CDKまたはAWS SAM、次の値を変
更する必要がありますTypeそしてResource名前。
9.

Create State Machine（ステートマシンの作成）を選択します。

ワークフローのコスト最適化を管理する際のベストプラクティスとガイドラインの詳細については、コス
ト効率の高い建築AWS Step Functionsワークフロー。

状態
個々の州は、入力に基づいて決定を下し、それらの入力からアクションを実行し、出力を他の州に渡すこ
とができます。でAWS Step Functions、Amazon ステートメント言語 (ASL) 内のワークフローを定義しま
す。Step Functions コンソールは、アプリケーションのロジックを視覚化するために、ステートマシンを
グラフィカルに表示します。

Note
ステートマシンを Step Functions のコンソールの外部 (任意のエディターなど) で定義する場合
は、ステートマシン定義を拡張子.asl.json を付けて保存する必要があります。
ステートはステートマシンの要素です。状態は名前で参照されます。任意の文字列を指定できますが、ス
テートマシン全体の範囲で一意である必要があります。
状態はステートマシン内でさまざまな関数を実行できます。
• ステートマシンで何らかの作業をする (Task (p. 40) 状態)。
• 実行の選択肢間で選択する (選択 (p. 53)状態)
• 失敗または成功で実行を停止する (失敗 (p. 59)または成功 (p. 59)状態)
• 入力をそのまま出力する、またはワークフローに固定データを出力する (パス (p. 39)状態)
• 一定時間または指定された日付と時刻まで遅延を提供する (待機 (p. 57)状態)
• 実行の並列ブランチを開始する (並行 (p. 59)状態)
• ステップを動的に反復する (マップ (p. 63)状態)
以下は、AWS Lambda 関数を実行する HelloWorld という名前の状態の例です。
"HelloWorld": {
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}

"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:HelloFunction",
"Next": "AfterHelloWorldState",
"Comment": "Run the HelloWorld Lambda function"

状態は多くの一般的な特徴を共有しています。
• Typeステートのタイプを示すフィールド。
• Comment状態に関するコメントや説明を人間が読める形式で格納するオプションのフィールドです。
• 各状態 (Succeed または Fail 状態を除く) には Next フィールドが必要です。または、代わりに End
フィールドを指定して終了状態にできます。

Note
Choice 状態には 1 つ以上の Next がある場合がありますが、各 選択ルール内には 1 つのみで
す。Choice州では使用できませんEnd.
特定の状態タイプには追加フィールドが必要です。または共通フィールドの使用方法を再定義します。
スタンダードワークフローが作成され実行されると、Step Functions コンソールの [Execution Details] (実
行詳細) ページをみて、各状態、入出力、いつ、どれだけの時間アクティブだったかの情報にアクセスで
きます。詳細については、「Step Functions コンソールでの実行の表示とデバッグ (p. 133)」を参照して
ください。
Express ワークフロー実行が作成され実行されると、Express ワークフローのログが有効になって
いる場合は、Amazon CloudWatch Logs または Step Functions コンソールで実行に関する情報にア
クセス (p. 595)できます。詳細については、Step Functions コンソールでの実行の表示とデバッ
グ (p. 133)を参照してください。
トピック
• Amazon ステートメント言語 (p. 25)
• パス (p. 39)
• タスク (p. 40)
• 選択 (p. 53)
• 待機 (p. 57)
• 成功 (p. 59)
• 失敗 (p. 59)
• 並行 (p. 59)
• マップ (p. 63)

Amazon ステートメント言語
Amazon ステートメント言語は JSON ベースの構造化言語で、ステートマシンおよび作業を実行できる状
態 (p. 24)のコレクション (Task 状態) の定義、次に移行する状態の決定 (Choice 状態)、エラーによる
実行の停止 (Fail 状態) などに使用されます。
詳細については、Amazon ステートメント言語の仕様と、Amazon ステートメント言語コードを検証する
ツールである Statelint を参照してください。
Amazon ステートメント言語を使って Step Functions コンソール上でステートマシンを作成するには、開
始方法 (p. 11)を参照してください。
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Note
ステートマシンを Step Functions のコンソールの外部 (任意のエディターなど) で定義する場合
は、ステートマシン定義を拡張子.asl.json を付けて保存する必要があります。

Amazon ステートメント言語の仕様の例
{

"Comment": "An example of the Amazon States Language using a choice state.",
"StartAt": "FirstState",
"States": {
"FirstState": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:FUNCTION_NAME",
"Next": "ChoiceState"
},
"ChoiceState": {
"Type" : "Choice",
"Choices": [
{
"Variable": "$.foo",
"NumericEquals": 1,
"Next": "FirstMatchState"
},
{
"Variable": "$.foo",
"NumericEquals": 2,
"Next": "SecondMatchState"
}
],
"Default": "DefaultState"
},
"FirstMatchState": {
"Type" : "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:OnFirstMatch",
"Next": "NextState"
},
"SecondMatchState": {
"Type" : "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:OnSecondMatch",
"Next": "NextState"
},
"DefaultState": {
"Type": "Fail",
"Error": "DefaultStateError",
"Cause": "No Matches!"
},

}

}

"NextState": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:FUNCTION_NAME",
"End": true
}

トピック
• ステートマシン構造 (p. 27)
• 組み込み関数 (p. 28)
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• [Common State] (共通状態) フィールド (p. 38)

ステートマシン構造
ステートマシンは、次のフィールドを含む構造を表す JSON テキストを使用して定義されます。
Comment (オプション)
ステートマシンの人間が読み取れる説明。
StartAt (必須)
いずれかの状態オブジェクトの名前と完全に一致する必要がある (大文字と小文字が区別されます) 文
字列。
TimeoutSeconds (オプション)
ステートマシンを実行できる最大秒数。指定された時間より長く実行されると、States.Timeout
エラー名 (p. 151) で実行が失敗します。
Version (オプション)
ステートマシンで使用される のバージョンです (デフォルトは「1.0」)。
States (必須)
オブジェクトには、コンマで区切られた一連の状態が含まれています。
States フィールドには状態 (p. 24)が含まれています。
{

}

"State1" : {
},
"State2" : {
},
...

ステートマシンは、それに含まれている状態と、状態間の関係によって定義されます。
次に例を示します。
{

}

"Comment": "A Hello World example of the Amazon States Language using a Pass state",
"StartAt": "HelloWorld",
"States": {
"HelloWorld": {
"Type": "Pass",
"Result": "Hello World!",
"End": true
}
}

このステートマシンの実行が開始されると、システムは StartAt フィールドで参照されている状態で開
始されます ("HelloWorld")。この状態に "End": true フィールドがある場合、実行が停止して結果が
返されます。それ以外の場合、システムは "Next": フィールドを探し、次はその状態で続行します。こ
のプロセスは、システムが終了状態 ("Type": "Succeed"、"Type": "Fail"、または "End": true
の状態) に到達するまで繰り返されます。そうでない場合は、ランタイムエラーが発生します。
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ステートマシン内の状態には次のルールが適用されます。
• 状態は、囲みブロック内の任意の順序で発生しますが、リストされた順序は実行順序に影響を与えませ
ん。状態自体の内容によってこの順序が決まります。
• ステートマシン内では、最上位の構造で StartAt フィールドの値により指定される start 状態として
指定された状態が 1 つだけ存在します。この状態は、実行が開始されたときに最初に実行される状態で
す。
• End フィールドが true の状態は、end (または terminal) 状態とみなされます。ステートマシンのロ
ジックによっては (ステートマシンに実行のブランチが複数あるかどうかなど)、複数の end 状態が存在
する可能性があります。
• ステートマシンが 1 つの状態だけで構成される場合、start 状態と end 状態の両方になることができ
ます。

組み込み関数
Amazon States Language には、Taskステートを使用せずに基本的なデータ処理操作を実行するのに役立
つ組み込み関数 (組み込み関数とも呼ばれる) がいくつか用意されています。組込み関数は、プログラミン
グ言語の関数に似た構造です。これらは、ResourceTaskペイロードビルダーが州のフィールドとの間で
送受信されるデータ処理の支援に使用できます。
Amazon States Language では、組み込み関数は、実行するデータ処理タスクのタイプに基づいて次のカ
テゴリに分類されます。

Note
• 組み込み関数の使用を示すには、次の例に示すように、.$ステートマシン定義のキー値を指定
する必要があります。
"KeyId.$": "States.Array($.Id)"

• 以下の組み込み関数は、現在 Step Functions コンソールのデータフローシミュレーターでは使
用できません。
• ワークフローのフィールドには、最大 10 個の組み込み関数をネストできます。次の例
は、9myArn つのネストされた組み込み関数を含むという名前のフィールドを示しています。

"myArn.$": "States.Format('{}.{}.{}',
States.ArrayGetItem(States.StringSplit(States.ArrayGetItem(States.StringSplit($.Image
'/'), 2), '.'), 0),
States.ArrayGetItem(States.StringSplit(States.ArrayGetItem(States.StringSplit($.Image
'/'), 2), '.'), 1))"
• 配列の組込み関数 (p. 28)
• データのエンコードとデコードの組込み関数 (p. 32)
•
•
•
•

ハッシュ計算の組み込み関数 (p. 33)
JSON データ操作の組み込み関数 (p. 33)
数学演算の組込み関数 (p. 35)
文字列操作の組み込み関数 (p. 36)

• 固有識別子生成用の組み込み関数 (p. 36)
• ジェネリック操作の組み込み関数 (p. 37)

配列の組込み関数
配列操作を実行するには、次の組込み関数を使用してください。
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States.Array
States.Array関数は 0 以上の引数をとります。インタープリターは、指定された順序で引数の値を
含む JSON 配列を返します。例として、次の入力があるとします。
{
}

"Id": 123456

以下を使用できます
"BuildId.$": "States.Array($.Id)"

次の結果が返されます。
“BuildId”: [123456]

States.ArrayPartition
States.ArrayPartition組み込み関数を使用して大きな配列を分割します。この組み込み関数を使
用してデータをスライスし、ペイロードをより小さなチャンクで送信することもできます。
この組み込み関数は 2 つの引数を取ります。最初の引数は配列で、2 番目の引数はチャンクサイズを
定義します。インタープリターは、入力配列をチャンクサイズで指定されたサイズの複数の配列に
チャンクします。配列内の残りの項目数がチャンクサイズよりも少ない場合、最後の配列チャンクの
長さは前の配列チャンクの長さよりも短くなる可能性があります。
入力の検証
• 関数の最初の引数の入力値として配列を指定する必要があります。
• チャンクサイズの値を表す 2 番目の引数には、0 以外の正の整数を指定する必要があります。
2 番目の引数に非整数値を指定した場合、Step Functions はその値を最も近い整数に四捨五入しま
す。
• 入力配列は、ステップファンクションのペイロードサイズ制限である 256 KB を超えることはでき
ません。
例えば、以下の入力配列があるとします。
{"inputArray": [1,2,3,4,5,6,7,8,9] }

States.ArrayPartitionこの関数を使用して、配列を 4 つの値のチャンクに分割できます。
"inputArray.$": "States.ArrayPartition($.inputArray,4)"

これにより、次の配列チャンクが返されます。
{"inputArray": [ [1,2,3,4], [5,6,7,8], [9]] }

前の例では、States.ArrayPartitionこの関数は 3 つの配列を出力します。最初の 2 つの配列に
はそれぞれ、チャンクサイズで定義される 4 つの値が含まれます。3 番目の配列には残りの値が含ま
れ、定義されたチャンクサイズよりも小さいです。
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States.ArrayContains
States.ArrayContains組み込み関数を使用して、配列に特定の値が存在するかどうかを判断しま
す。たとえば、この関数を使用して、Mapステートの反復処理でエラーが発生したかどうかを検出で
きます。
この組み込み関数は 2 つの引数を取ります。最初の引数は配列で、2 番目の引数は配列内で検索され
る値です。
入力の検証
• 関数の最初の引数の入力値として配列を指定する必要があります。
• 2 番目の引数として有効な JSON オブジェクトを指定する必要があります。
• 入力配列は、ステップファンクションのペイロードサイズ制限である 256 KB を超えることはでき
ません。
例えば、以下の入力配列があるとします。
{
}

"inputArray": [1,2,3,4,5,6,7,8,9],
"lookingFor": 5

States.ArrayContainsこの関数を使用して、lookingForinputArray次の中から値を検索でき
ます。
"contains.$": "States.ArrayContains($.inputArray, $.lookingFor)"

lookingForに格納されている値はに含まれるためinputArray、States.ArrayContains次の結
果が返されます。
{"contains": true }

States.ArrayRange
States.ArrayRange組み込み関数を使用して、特定の範囲の要素を含む新しい配列を作成します。
新しい配列には最大 1000 個の要素を含めることができます。
この関数は 3 つの引数を取ります。最初の引数は新しい配列の最初の要素、2 番目の引数は新しい配
列の最後の要素、3 番目の引数は新しい配列の要素間の増分値です。
入力の検証
• すべての引数に整数値を指定する必要があります。
いずれかの引数に非整数値を指定した場合、Step Functions はその値を最も近い整数に四捨五入し
ます。
• 3 番目の引数には 0 以外の値を指定する必要があります。
• 新しく生成された配列には、1000 個を超える項目を含めることはできません。
たとえば、States.ArrayRange次の関数を使用すると、最初の値が 1、最終値が 9、最初の値と最
終値の間の値が項目ごとに 2 ずつ増加する配列が作成されます。
"array.$": "States.ArrayRange(1, 9, 2)"

次の配列が返されます。
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{"array": [1,3,5,7,9] }

States.ArrayGetItem
この組み込み関数は、指定されたインデックスの値を返します。この関数は 2 つの引数を取りま
す。1 番目の引数は値の配列で、2 番目の引数は返される値の配列インデックスです。
たとえば、inputArrayindex次のと値を使用してください。
{
}

"inputArray": [1,2,3,4,5,6,7,8,9],
"index": 5

これらの値から、States.ArrayGetItem関数を使用して配列内の 5index 番目の値を返すことがで
きます。
"item.$": "States.ArrayGetItem($.inputArray, $.index)"

この例では、States.ArrayGetItemは次の結果を返します。
{ "item": 6 }

States.ArrayLength
States.ArrayLength関数は、配列の長さを返します。引数は 1 つで、その長さを返す配列です。
例えば、以下の入力配列があるとします。
{
}

"inputArray": [1,2,3,4,5,6,7,8,9]

States.ArrayLengthを使用して次の長さを返すことができますinputArray。
"length.$": "States.ArrayLength($.inputArray)"

この例ではStates.ArrayLength、配列の長さを表す次の JSON オブジェクトを返します。
{ "length": 9 }

States.ArrayUnique
States.ArrayUnique組み込み関数は、配列から重複する値を削除し、一意の要素のみを含む配列
を返します。この関数は、ソートできない配列を唯一の引数として取ります。
たとえば、inputArray以下には一連の重複値が含まれています。
{"inputArray": [1,2,3,3,3,3,3,3,4] }

States.ArrayUniqueこの関数を使用して、重複する値を削除したい配列を指定できます。
"array.$": "States.ArrayUnique($.inputArray)"
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States.ArrayUniqueこの関数は、重複する値をすべて削除して、一意の要素のみを含む次の配列
を返します。
{"array": [1,2,3,4] }

データのエンコードとデコードの組込み関数
次の組み込み関数を使用して、Base64 エンコーディングスキームに基づいてデータをエンコードまたは
デコードします。
States.Base64Encode
States.Base64Encode組み込み関数を使用して、MIME Base64 エンコーディングスキームに基づ
いてデータをエンコードします。この関数を使用すると、AWS関数を使用せずに他のサービスにデー
タを渡すことができます。AWS Lambda
この関数は、最大10,000文字のデータ文字列を唯一の引数としてエンコードします。
たとえば、input次の文字列を考えてみます。
{"input": "Data to encode" }

States.Base64Encodeこの関数を使用して、文字列を MIME Base64input 文字列としてエンコー
ドできます。
"base64.$": "States.Base64Encode($.input)"

States.Base64Encodeこの関数は、応答として次のエンコードデータを返します。
{"base64": "RGF0YSB0byBlbmNvZGU=" }

States.Base64Decode
States.Base64Decode組み込み関数を使用して、MIME Base64 デコードスキームに基づいてデー
タをデコードします。この関数を使用すると、LambdaAWS 関数を使用せずに他のサービスにデータ
を渡すことができます。
この関数は、デコードする最大10,000文字のBase64エンコードデータ文字列を唯一の引数として取り
ます。
例として、次の入力があるとします。
{"base64": "RGF0YSB0byBlbmNvZGU=" }

States.Base64Decodeこの関数を使用して、base64 文字列を人間が読める文字列にデコードでき
ます。
"data.$": "States.Base64Decode($.base64)"

States.Base64Decode functionは、応答として次のデコードされたデータを返します。
{"data": "Decoded data" }
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ハッシュ計算の組み込み関数
States.Hash
States.Hash組み込み関数を使用して、特定の入力のハッシュ値を計算します。この関数を使用する
と、LambdaAWS 関数を使用せずに他のサービスにデータを渡すことができます。
この関数は 2 つの引数を取ります。最初の引数は、ハッシュ値を計算したいデータです。2 番目の引
数は、ハッシュ計算の実行に使用するハッシュアルゴリズムです。提供するデータは、10,000 文字以
下のオブジェクト文字列でなければなりません。
指定するハッシュアルゴリズムには、次のアルゴリズムのいずれかを使用できます。
• MD5
• SHA-1
• SHA-256
• SHA-384
• SHA-512
たとえば、この関数を使用すると、Data指定した文字列を使用して文字列のハッシュ値を計算できま
すAlgorithm。
{
}

"Data": "input data",
"Algorithm": "SHA-1"

States.Hashこの関数を使用してハッシュ値を計算できます。
"output.$": "States.Hash($.Data, $.Algorithm)"

States.Hashこの関数は応答として次のハッシュ値を返します。
{"output": "aaff4a450a104cd177d28d18d7485e8cae074b7" }

JSON データ操作の組み込み関数
これらの関数を使用して、JSON オブジェクトの基本的なデータ処理操作を実行します。
States.JsonMerge
States.JsonMerge組み込み関数を使用して 2 つの JSON オブジェクトを 1 つのオブジェクトに
マージします。この関数は 3 つの引数を取ります。最初の 2 つの引数は、マージする JSON オブジェ
クトです。3 番目の引数は、のブール値ですfalse。このブール値は、ディープマージモードが有効
かどうかを決定します。
現在、Step Functions はシャローマージモードのみをサポートしているため、ブーリアン値をとして
指定する必要がありますfalse。shallow モードでは、両方の JSON オブジェクトに同じキーが存在
する場合、後者のオブジェクトのキーが最初のオブジェクトの同じキーよりも優先されます。さら
に、JSON オブジェクト内にネストされたオブジェクトは、シャローマージを使用してもマージされ
ません。
たとえば、States.JsonMergeこの関数を使用して、キーを共有する次の JSON 配列をマージでき
ますa。
{
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}

"json1": { "a": {"a1": 1, "a2": 2}, "b": 2, },
"json2": { "a": {"a3": 1, "a4": 2}, "c": 3 }

json1 配列と json2States.JsonMerge 配列を関数の入力として指定して、それらを結合できます。
"output.$": "States.JsonMerge($.json1, $.json2, false)"

は、結果として次のマージされた JSONStates.JsonMerge オブジェクトを返します。マージされ
た JSON オブジェクトではoutput、json2ajson1aオブジェクトのキーがオブジェクトのキーに置
き換わります。また、json1シャローモードではネストされたオブジェクトのマージがサポートされ
ていないため、aオブジェクトのキーにあるネストされたオブジェクトは破棄されます。
{

}

"output": {
"a": {"a3": 1, "a4": 2},
"b": 2,
"c": 3
}

States.StringToJson
States.StringToJson関数は、エスケープされた JSON 文字列へのリファレンスパスを唯一の引数
を取ります。
インタープリターは JSON パーサーを適用して、入力の解析された JSON 形式を返します。たとえ
ば、この関数を使用して、以下の入力文字列をエスケープできます。
{

"escapedJsonString": "{\"foo\": \"bar\"}"

}

States.StringToJsonこの関数を使用して、escapedJsonStringを入力引数として指定します。
States.StringToJson($.escapedJsonString)

States.StringToJson関数は次の結果を返します。
{ "foo": "bar" }

States.JsonToString
States.JsonToStringこの関数は引数を 1 つだけ取ります。これは、エスケープされていない文字
列として返される JSON データを含む Path です。インタープリターは、パスで指定されたデータを
表す JSON テキストを含む文字列を返します。たとえば、エスケープされた値を含む次の JSON Path
を指定できます。
{

}

"unescapedJson": {
"foo": "bar"
}

States.JsonToStringunescapedJson以下に含まれるデータを関数に提供します。
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States.JsonToString($.unescapedJson)

States.JsonToString関数は、次のレスポンスを返します。
{\"foo\": \"bar\"}

数学演算の組込み関数
これらの関数を使用して数学演算を実行します。
States.MathRandom
States.MathRandom組み込み関数を使用して、指定された開始番号と終了番号の間の乱数を返しま
す。たとえば、この機能を使用して、2 つ以上のリソース間で特定のタスクを分散できます。
この関数は 3 つの引数を取ります。最初の引数は開始番号、2 番目の引数は終了番号、最後の引数は
シード値を制御します。シード値の引数はオプションです。
この関数を同じシード値で使用すると、同じ数値が返されます。

Important
States.MathRandomこの関数は暗号的に安全な乱数を返さないため、セキュリティが重要
なアプリケーションには使用しないことをお勧めします。
入力の検証
• 開始番号と終了番号の引数には整数値を指定する必要があります。
開始番号または終了番号の引数に非整数値を指定した場合、Step Functions はそれを最も近い整数
に四捨五入します。
たとえば、1 から 999 までの乱数を生成するには、次の入力値を使用できます。
{
}

"start": 1,
"end": 999

乱数を生成するには、endStates.MathRandom関数にとの値を指定します。start
"random.$": "States.MathRandom($.start, $.end)"

States.MathRandomこの関数は応答として次の乱数を返します。
{"random": 456 }

States.MathAdd
関数を使用して 2 つの数の加算結果を返します。States.MathAddたとえば、この関数を使用する
と、Lambda 関数を呼び出さずにループ内の値をインクリメントできます。
入力の検証
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• すべての引数に整数値を指定する必要があります。
片方または両方の引数に非整数値を指定した場合、Step Functions はその値を最も近い整数に四捨
五入します。
例えば、以下の値を使用して 111 から 1 を減算できます。
{
}

"value1": 111,
"step": -1

次に、States.MathAddvalue1step defining関数を開始値として使用し、value1次の値をインク
リメントする値として使用します。
"value1.$": "States.MathAdd($.value1, $.step)"

States.MathAddこの関数は応答として次の数値を返します。
{"value1": 110 }

文字列操作の組み込み関数
States.StringSplit
States.StringSplit組込み関数を使用して、文字列を値の配列に分割します。この関数は 2 つの
引数を取ります。1 番目の引数は文字列で、2 番目の引数は関数が文字列の分割に使用する区切り文
字です。
たとえば、inputStringカンマで区切られた一連の値を含む以下のものを除算できま
す。States.StringSplit
{
}

"inputString": "1,2,3,4,5",
"splitter": ","

States.StringSplit関数 and define を第 1inputString 引数として使用し、区切り文字を
2splitter 番目の引数として使用します。
"array.$": "States.StringSplit($.inputString, $.splitter)"

States.StringSplitこの関数は結果として次の文字列配列を返します。
{"array":

["1","2","3","4","5"] }

固有識別子生成用の組み込み関数
States.UUID
States.UUID組み込み関数を使用して、乱数を使用して生成されたバージョン 4 のユニバーサルユ
ニーク識別子 (v4 UUID) を返します。たとえば、この関数を使用して、UUIDAWS パラメータを必要
とする他のサービスやリソースを呼び出したり、DynamoDB テーブルに項目を挿入したりできます。

36

AWS Step Functions デベロッパーガイド
Amazon ステートメント言語

States.UUIDこの関数は、引数が指定されていない状態で呼び出されます。
"uuid.$": "States.UUID()"

この関数は、次の例のように、ランダムに生成された UUID を返します。
{"uuid": "ca4c1140-dcc1-40cd-ad05-7b4aa23df4a8" }

ジェネリック操作の組み込み関数
States.Format
States.Format組み込み関数を使用して、リテラル値と補間値の両方から文字列を作成します。こ
の関数は 1 つ以上の引数を取ります。最初の引数の値は文字列でなければならず、文字シーケンスの
インスタンスを 0 個以上含めることができます{}。関数の呼び出しには、の出現回数と同じだけの引
数が残っていなければなりません{}。インタープリターは、最初の引数で定義された文字列を、それ
ぞれがIntrinsic{} 呼び出しで位置に対応する引数の値に置き換えられます。
たとえば、個人の次の入力とname、templateその人の名前を挿入する文を使用できます。
{

"name": "Arnav",
"template": "Hello, my name is {}."

}

States.Format関数を使用して、template{}文字列と文字の代わりに挿入する文字列を指定しま
す。
States.Format('Hello, my name is {}.', $.name)

または
States.Format($.template, $.name)

上記の入力のいずれかを使用すると、States.Format関数は応答として完成した文字列を返しま
す。
Hello, my name is Arnav.

組み込み関数の予約文字
次の文字は組み込み関数用に予約されており、値に表示したい場合は、バックスラッシュ ('\') を使ってエ
スケープする必要があります。'{}、および\。
\文字をエスケープ文字として機能せずに値の一部として表示する必要があれば、バックスラッシュでエス
ケープする必要があります。組み込み関数では、次のエスケープ文字シーケンスが使用されます。
• リテラル文字列 \' は ' を表します。
• リテラル文字列 \{ は { を表します。
• リテラル文字列 \} は } を表します。
• リテラル文字列 \\ は \ を表します。
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JSON では、文字列リテラル値に含まれるバックスラッシュを別のバックスラッシュでエスケープする必
要があります。JSON の同等のリストは次のとおりです。
• エスケープされた文字列 \\\' は \' を表します。
• エスケープされた文字列 \\\{ は \{ を表します。
• エスケープされた文字列 \\\} は \} を表します。
• エスケープされた文字列 \\\\ は \\ を表します。

Note
\オープンエスケープバックスラッシュが組込み呼び出し文字列で見つかると、インタープリター
はランタイムエラーを返します。

組み込み関数をサポートするフィールド
次の表は、どのフィールドが各状態で組み込み関数をサポートするかを示します。

組み込み関数をサポートするフィールド
State
パス

タスク

✓

選択

待機

成功

失敗

並行

マップ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

InputPath
パラメー
タ

ResultSelector
ResultPath
OutputPath
変数
<Comparison
Operator(比
較演算
子)>Path
TimeoutSecondsPath
HeartbeatSecondsPath

[Common State] (共通状態) フィールド
Type (必須)
状態のタイプ。
Next
現在の状態が終了するときに実行される次の状態の名前。Choice など、一部の状態では複数の移行
状態が許可されます。
End
true に設定されている場合は、この状態を終了状態として指定します (実行が終了されます)。ステー
トマシンごとに、任意の数の終了状態が存在します。状態では Next または End のどちらか 1 つのみ
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を使用できます。Choice など一部の状態タイプでは、End フィールドはサポートまたは使用されま
せん。
Comment (オプション)
状態に関する、人間が読み取れる説明を保持します。
InputPath (オプション)
状態の入力の一部を選択して状態の処理タスクに渡すパス (p. 82)。省略した場合、入力全体を指定
する値 $ が設定されます。詳細については、入力および出力処理 (p. 82) を参照してください。
OutputPath (オプション)
ステートの出力の一部を選択して次のステートに渡すパス (p. 82)。省略すると、$出力全体を示す
値になります。詳細については、入力および出力処理 (p. 82)を参照してください。

パス
Pass 状態 ("Type": "Pass") は、何も作業せずに入力を出力に渡します。Pass 状態は、ステートマシ
ンを構築およびデバッグする際に便利です。
[common state fields] (p. 38) (共通状態フィールド) に加えて、Pass 状態では次のフィールドを使用で
きます。
Result (オプション)
次の状態に渡される仮想タスクの出力を参照します。をインクルードするとResultPathステートマ
シンの定義内のフィールドResultの指定に従って配置されます。ResultPath次の状態へと渡しまし
た。
ResultPath (オプション)
の配置場所を指定します。出力で指定された仮想タスクの (入力に対する相対)Result。その後、入力
は OutputPath フィールド (ある場合) に従ってフィルタリングされてから状態の出力に使用されま
す。詳細については、入力および出力処理 (p. 82)を参照してください。
Parameters (オプション)
入力として渡されるキーと値のペアの集合を作成します。～ を指定できます。Parameters静的な値
として、またはパスを使用して入力から選択してください。詳細については、「InputPath、パラメー
タ、 ResultSelector (p. 85)」を参照してください。

パス状態の例
以下の Pass 状態の例では、テストなどの目的で、ステートマシンにいくつかの固定データを挿入しま
す。
"No-op": {
"Type": "Pass",
"Result": {
"x-datum": 0.381018,
"y-datum": 622.2269926397355
},
"ResultPath": "$.coords",
"Next": "End"
}

この状態の入力は以下であるとします。
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{
}

"georefOf": "Home"

出力は次のようになります。
{

}

"georefOf": "Home",
"coords": {
"x-datum": 0.381018,
"y-datum": 622.2269926397355
}

タスク
Task 状態 ("Type": "Task") は、ステートマシンによって実行される単一の作業単位を表します。
ステートマシンのすべての作業は、タスクにより処理されます。タスクの作業を実行するには、アクティ
ビティ、または AWS Lambda 関数を使用するか、パラメータをそのサービスの API アクションに渡しま
す。
AWS Step Functions では、タスク状態から直接 Lambda 関数を呼び出すことができます。Lambda 関数
は、AWS Lambda で実行されるクラウドネイティブタスクです。Lambda 関数は、AWS Management
Console を使用したり、コードを Lambda にアップロードしたりして、さまざまなプログラミング言語に
よる書き込みができます。詳細については、??? (p. 199) を参照してください。

Note
Step Functions では、一部の AWS サービスをタスク状態から直接調整することができます。詳
細については、他のサービスでの使用 (p. 339) を参照してください。
アクティビティはプログラムコードで構成され、オペレーターがアクションを実行するか、入
力を提供するのを待機します。アクティビティは、Amazon EC2、Amazon ECS、またはモバイ
ルデバイスでもアクティビティをホストできます。アクティビティは、GetActivityTaskと
SendTaskSuccess、SendTaskFailure、および SendTaskHeartbeat API アクションを使用して
Step Functions をポーリングします。
Amazon ステートメント言語は、状態のタイプを Task に設定し、タスクにアクティビティまたは
Lambda 関数の Amazon リソースネーム (ARN) を提供することにより、タスクを表します。
目次
• タスク状態フィールド (p. 41)
• タスク状態定義の例 (p. 42)
• タスク状態のタイムアウトとハートビート間隔 (p. 42)
• 静的タイムアウトとハートビート通知の例 (p. 42)
• 動的タスクタイムアウトとハートビート通知の例 (p. 43)
• タスクステートの [認証情報] フィールドの例 (p. 43)
• ハードコードされた IAM ロール ARN の指定 (p. 43)
• IAM ロールの ARN としての JSONPath の指定 (p. 43)
• タスクのリソース ARN の指定 (p. 44)
• タスクタイプ (p. 44)
• アクティビティ (p. 44)
• Lambda 関数 (p. 45)
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• サポートされる AWS サービス (p. 45)
• アクティビティ (p. 46)
• 概要 (p. 46)
• アクティビティタスクに関連する API (p. 46)
• アクティビティタスクの完了を待機中 (p. 47)
• 次のステップ (p. 47)
• 例アクティビティRuby のワーカー (p. 47)

タスク状態フィールド
[common state fields] (p. 38) (共通状態フィールド) に加えて、Task 状態には次のフィールドがありま
す。
Resource (必須)
URI (特に、実行する特定のタスクを一意に識別する ARN)。
Parameters (オプション)
接続されたリソースの API アクションに情報を渡すのに使用します。パラメータには、静的 JSON
とを組み合わせて使用できますJsonPath。詳細については、「サービス API にパラメータを渡
す (p. 364)」を参照してください。
Credentials (オプション)
ステートマシンの実行ロールが、指定されたロールを呼び出す前に引き受けなければならないター
ゲットロールを指定しますResource。または、実行入力に基づいて実行時に IAM ロール ARN に変
換される JSONPath 値を指定することもできます。JSONPath 値を指定する場合は、$.その前にその
表記を付ける必要があります。
Task州内でのこのフィールドの使用例については、を参照してくださいタスクステートの [認証情報]
フィールドの例 (p. 43)。AWSこのフィールドを使用してステートマシンからクロスアカウントリ
ソースにアクセスする例については、を参照してくださいチュートリアル:AWSクロスアカウントリ
ソースへのアクセス (p. 622)。

Note
このフィールドは、Lambda AWS関数を使用するとサポートされているサービスによってサ
ポートされています (p. 339) (p. 45)。タスクタイプ (p. 44)
ResultPath (オプション)
Resource で指定されたタスクを実行した結果を配置する場所 (入力内) を指定します。その後、入力
は OutputPath フィールド (ある場合) に従ってフィルタリングされてから状態の出力に使用されま
す。詳細については、入力および出力処理 (p. 82)を参照してください。
ResultSelector (オプション)
値が静的であるか、結果から選択されたキーバリューのペアの集合を渡します。詳細については、
「ResultSelector (p. 87)」を参照してください。
Retry (オプション)
Retrier と呼ばれるオブジェクトの配列。状態でランタイムエラーが発生した場合の再試行ポリシーを
定義します。詳細については、「Retry の使用例と Catch の使用例 (p. 155)」を参照してください。
Catch (オプション)
Catcher と呼ばれるオブジェクトの配列で、フォールバック状態を定義します。この状態は、状態に
ランタイムエラーが発生し、その再試行ポリシーが使い果たされたか定義されていない場合に実行さ
れます。詳細については、フォールバック状態 (p. 154)を参照してください。
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TimeoutSeconds (オプション)
指定した秒数よりも長時間タスクが実行されると、この状態は States.Timeout エラー名で
失敗します。ゼロ以外の正の整数にする必要があります。指定しない場合、デフォルト値は
99999999 です。タスクが開始されると、カウントが開始します (例: ActivityStarted または
LambdaFunctionStarted が [Execution event history] (実行イベント履歴) にログインされる際)。
TimeoutSecondsPath (オプション)
リファレンスパスを使用して状態の入力からタイムアウト値を動的に指定したい場合
は、TimeoutSecondsPath を使用してください。解決されると、リファレンスパスは、値が正の整
数のフィールドを選択する必要があります。

Note
Task 状態には TimeoutSeconds と TimeoutSecondsPath の両方を含めることはできま
せん
HeartbeatSeconds (オプション)
タスクからのハートビートの間隔が指定された秒数よりも長時間経過した場合、このタスクは
States.Timeout エラー名で失敗します。0 以外の正の整数である必要があり、TimeoutSeconds
フィールドに指定された秒数よりも小さい必要があります。指定しない場合、デフォルト値
は 99999999 です。アクティビティにおいては、GetActivityTask にトークンが送信さ
れ、ActivityStarted が [Execution event history] (実行イベント履歴) にログインされると、カウ
ントが開始します。
HeartbeatSecondsPath (オプション)
リファレンスパスを使用して状態の入力からハートビート値を動的に指定したい場合
は、HeartbeatSecondsPath を使用します。解決されると、リファレンスパスは、値が正の整数の
フィールドを選択する必要があります。

Note
Task 状態には HeartbeatSeconds と HeartbeatSecondsPath の両方を含めることはで
きません
Task 状態は、その状態で実行が終了する場合は End フィールドが true に設定されている必要がありま
す。または、Next フィールドに、Task 状態が完了した際に実行される状態を指定する必要があります。

タスク状態定義の例
タスク状態のタイムアウトとハートビート間隔
長時間実行されるアクティビティでは、タイムアウト値とハートビート間隔を設定することをお勧めしま
す。これは、タイムアウトとハートビート値を指定するか、動的に設定することによって実行できます。

静的タイムアウトとハートビート通知の例
HelloWorld が完了すると、次の状態 (ここでは NextState と呼ばれます) が実行されます。
このタスクが 300 秒以内に完了しなかった場合、または 60 秒間隔のハートビート通知を送信しなかった
場合、タスクは failed とマークされます。
"ActivityState": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:us-east-1:123456789012:activity:HelloWorld",
"TimeoutSeconds": 300,
"HeartbeatSeconds": 60,
"Next": "NextState"
}
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動的タスクタイムアウトとハートビート通知の例
この例では、AWS Glue ジョブが完了すると、次の状態が実行されます。
このタスクが、AWS Glue ジョブによって動的に設定された間隔内で完了しなかった場合、または AWS
Glue ジョブによって設定された間隔のハートビート通知を送信しない場合、タスクは failed としてマー
クされます。
"ActivityState": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::glue:startJobRun.sync",
"Parameters": {
"JobName": "myGlueJob"
},
"TimeoutSecondsPath": "$.params.maxTime",
"HeartbeatSecondsPath": "$.params.heartbeat",
"Next": "NextState"
}

タスクステートの [認証情報] フィールドの例
ハードコードされた IAM ロール ARN の指定
次の例では、という名前のクロスアカウント Lambda 関数にアクセスするためにステートマシンの実行
ロールが引き受けなければならないターゲット IAM ロールを指定しますEcho。この例では、ターゲット
ロールの ARN はハードコードされた値として指定されています。
{

}

"StartAt": "Cross-account call",
"States": {
"Cross-account call": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::lambda:invoke",
"Credentials": {
"RoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/LambdaRole"
},
"Parameters": {
"FunctionName": "arn:aws:lambda:us-east-2:111122223333:function:Echo",
},
"End": true
}
}

IAM ロールの ARN としての JSONPath の指定
次の例では、実行時に IAM ロール ARN に変換される JSONPath 値を指定します。
{

}

"StartAt": "Lambda",
"States": {
"Lambda": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::lambda:invoke",
"Credentials": {
"RoleArn.$": "$.roleArn"
},
...
}
}

43

AWS Step Functions デベロッパーガイド
タスク

タスクのリソース ARN の指定
Resource フィールドの ARN は次のパターンを使用して指定します。
arn:partition:service:region:account:task_type:name

このパターンでは:
• partition は使用する AWS Step Functions のパーティションです。最も一般的に使用されるのは aws
です。
• service はタスクの実行に使用される AWS のサービスを示します。以下のいずれかです。
• statesアクティビティに (p. 44)。
• Lambda 関数 (p. 45) (lambda) を実行します。
• region は、 Step Functions アクティビティ、ステートマシンタイプまたは Lambda 関数が作成された
AWS リージョンです。
• account はお客様の AWS アカウント ID です。
• task_type は実行するタスクのタイプです。以下のいずれかの値です:
• activity – アクティビティ (p. 44)。
• function— Lambda 関数 (p. 45)。
• servicename - サポートされた接続サービスの名前 (Step Functions 用統合最適化 (p. 367) を参
照)。
• name はメンバーリソース名 (アクティビティ名、 Lambda 関数名、またはサービス API アクション) で
す。

Note
Step Functions はパーティション、リージョン、アカウント間での ARN の参照をサポートしてい
ません (awsパーティション、aws-cnその逆のタスクを呼び出すことはできません。その逆も同
様です)。

タスクタイプ
以下のタスクタイプがサポートされています。
• アクティビティ (p. 44)
• Lambda 関数 (p. 45)
• サポートされる AWS のサービス (p. 339)
次のセクションでは、各タスクタイプの詳細を示します。

アクティビティ
アクティビティは、お客様によって実装およびホストされ、特定のタスクを実行するワーカー (プロセス
またはスレッド) を示します。標準ワークフローでのみサポートされ、Express ワークフローではサポート
されません。
アクティビティ resource ARN は以下の構文を使用します。
arn:partition:states:region:account:activity:name

これらのフィールドの詳細については、タスクのリソース ARN の指定 (p. 44)を参照してください。
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Note
アクティビティは、最初に使用する前に Step Functions (API アクションCreateActivity、または
Step Functions コンソールを使用) で作成しておく必要があります。
アクティビティの作成とワーカーの実装の詳細については、アクティビティ (p. 46)を参照してくださ
い。

Lambda 関数
Lambda タスクでは AWS Lambda を使用して関数を実行します。Lambda 関数を指定するに
は、Resource フィールドの Lambda 関数の ARN を使用します。
Lambda 関数 Resource ARN は以下の構文を使用します。
arn:partition:lambda:region:account:function:function_name

これらのフィールドの詳細については、タスクのリソース ARN の指定 (p. 44)を参照してください。
例:
"LambdaState": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:HelloWorld",
"Next": "NextState"
}

Resourceフィールドに指定された Lambda 関数が完了すると、Nextその出力がフィールド
(」NextState「」) で指定された状態に送信されます。

サポートされる AWS サービス
接続されたリソースをリファレンスすると、Step Functions によって、サポートされたサービスの API ア
クションが直接呼び出されます。Resource フィールドでサービスとアクションを指定します。
接続されたサービス Resource ARN では以下の構文を使用します。
arn:partition:states:region:account:servicename:APIname

Note
接続されたリソースへの同期接続を作成するには、.sync を ARN の APIname エントリに付加し
ます。詳細については、「他のサービスでの使用 (p. 339)」を参照してください。
例:
{

"StartAt": "BATCH_JOB",
"States": {
"BATCH_JOB": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::batch:submitJob.sync",
"Parameters": {
"JobDefinition": "preprocessing",
"JobName": "PreprocessingBatchJob",
"JobQueue": "SecondaryQueue",
"Parameters.$": "$.batchjob.parameters",
"RetryStrategy": {
"attempts": 5
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}
},
"End": true

}

}

}

アクティビティ
アクティビティは作業がワーカーによって実行されるステートマシン内のタスク設定を有効にする AWS
Step Functions 特徴です。このタスクは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、Amazon
Elastic Container Service (Amazon ECS)、モバイルデバイスと、基本的にはどこでも、ホストできます。

概要
AWS Step Functions では、アクティビティはどこかで実行されているコード (アクティビティワーカーと
も呼ばれる) を、ステートマシンの特定のタスクと関連付ける方法です。Step Functions コンソールを使用
して、または CreateActivity を呼び出すことでアクティビティを作成できます。これによって、タス
クの状態の Amazon リソースネーム (ARN) が提供されます。この ARN を使用して、アクティビティワー
カーでの作業のタスク状態をポーリングします。

Note
アクティビティはバージョニングされず、下位互換性があることが予期されます。アクティビ
ティ定義に下位互換性のない変更を加える必要がある場合は、一意の名前を使用して、Step
Functions で新しいアクティビティを作成する必要があります。
アクティビティワーカーは、Amazon EC2 インスタンス、AWS Lambda 関数、モバイルデバイスで
実行されているアプリケーションです。任意の場所にホストされている、HTTP 接続を行うことが
できる任意のアプリケーションです。Step Functions がアクティビティタスクの状態に達すると、
ワークフローはアクティビティワーカーのタスクのポーリングを待機します。アクティビティワー
カーは、GetActivityTask を使用して Step Functions をポーリングし、関連するアクティビティの
ARN を送信します。GetActivityTask は input (タスクの JSON 入力文字列) およびtaskToken
(タスクの一意の識別子) を含むレスポンスを返します。アクティビティワーカーは作業の完了後に
SendTaskSuccess または SendTaskFailure を使用して成功または失敗のレポートを提供します。こ
れら 2 つの呼び出しは、GetActivityTask によって提供される taskToken を使用して結果をタスクと
関連付けます。

アクティビティタスクに関連する API
Step Functions では、アクティビティの作成と一覧表示、タスクのリクエスト、ワーカーの結果に基づく
ステートマシンのフロー管理のための API を提供しています。
以下は、アクティビティに関連する Step Functions API です。
• CreateActivity
• GetActivityTask
• ListActivities
• SendTaskFailure
• SendTaskHeartbeat
• SendTaskSuccess

Note
GetActivityTask を使用してアクティビティタスクをポーリングすると、一部の実装でレイテ
ンシーが発生する可能性があります。「アクティビティタスクのポーリング時のレイテンシーを
回避する (p. 337)」を参照してください。
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アクティビティタスクの完了を待機中
タスク定義で TimeoutSeconds を設定して、ステートが待機する時間を設定します。タスクをアクティ
ブおよび待機中にしておくためには、TimeoutSeconds で設定した時間内に SendTaskHeartbeat を使
用して、アクティビティワーカーから定期的にハートビートを送信します。長いタイムアウト期間を設定
し、能動的にハートビートを送信することで、Step Functions のアクティビティは実行の完了を最大で 1
年間待機できます。
例えば、長いプロセスの結果を待機するワークフローが必要な場合は、以下の操作を実行します。
1. コンソールを使用して、または CreateActivity を呼び出してアクティビティを作成します。アク
ティビティ ARN を書き留めます。
2. ステートマシンの定義でアクティビティのタスク状態の ARN を参照し、TimeoutSeconds を設定しま
す。
3. GetActivityTask を使用して作業をポーリングするアクティビティワーカーを実装し、そのアクティ
ビティ ARN を参照します。
4. ステートマシンのタスク定義の HeartbeatSeconds (p. 40) で設定した時間内に定期的に
SendTaskHeartbeat を使用して、タスクがタイムアウトしないようにします。
5. ステートマシンの実行を開始します。
6. アクティビティワーカーのプロセスを開始します。
実行はアクティビティタスクの状態で一時停止して、アクティビティワーカーのタスクのポーリングを待
機します。taskToken がアクティビティワーカーに提供されると、ワークフローはステータス提供のた
め SendTaskSuccess または SendTaskFailure を待機します。TimeoutSeconds で設定された時間
より前に、これらのいずれかまたは SendTaskHeartbeat 呼び出しを実行が受け取らない場合、実行は
失敗し、実行履歴に ExecutionTimedOut イベントが含まれることになります。

次のステップ
アクティビティワーカーを使用するステートマシンの作成の詳細については、以下を参照してください。
• Step Functions を使用してアクティビティステートマシンを作成する (p. 224)
• 例アクティビティRuby のワーカー (p. 47)

例アクティビティRuby のワーカー
以下は、ベストプラクティスの使用方法およびお客様独自のアクティビティワーカーを実装する方法を示
すため、AWS SDK for Ruby を使用するアクティビティワーカーの例です。
このコードには、ポーラーおよびアクティビティワーカー用に構成可能な数のスレッドを含む、コン
シューマー/プロデューサーパターンが実装されています。ポーラースレッドは、アクティビティタスクを
常にロングポーリングします。アクティビティタスクが取得されると、アクティビティスレッドの区切ら
れたブロックキューを通じて渡され、選択されます。
• AWS SDK for Ruby の詳細については、AWS SDK for Ruby API リファレンスを参照してください。
• このコードと関連リソースをダウンロードするには、GitHub リポジトリで step-functions-ruby-activityworker を参照してください。
次の Ruby コードは、この例の Ruby アクティビティワーカーのメインエントリポイントです。

require_relative '../lib/step_functions/activity'
credentials = Aws::SharedCredentials.new
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region = 'us-west-2'
activity_arn = 'ACTIVITY_ARN'
activity = StepFunctions::Activity.new(
credentials: credentials,
region: region,
activity_arn: activity_arn,
workers_count: 1,
pollers_count: 1,
heartbeat_delay: 30
)
# The start method takes as argument the block that is the actual logic of your custom
activity.
activity.start do |input|
{ result: :SUCCESS, echo: input['value'] }
end

コードにはデフォルトが含まれていますが、アクティビティを参照するために変更し、実際の実装に合わ
せることができます。このコードは、実際の実装ロジックを入力として取得するため、特定のアクティビ
ティと認証情報を参照し、スレッドの数とハートビートの遅延を設定できます。詳細およびコードのダウ
ンロードについては、Step Functions Ruby アクティビティワーカーを参照してください。
項目

説明

require_relative

次の例のアクティビティワーカーコードへの相対
パス。

region

アクティビティの AWS リージョン。

workers_count

アクティビティワーカーのスレッドの数。ほとん
どの実装では、10～20 のスレッドで十分です。
アクティビティの処理に時間がかかればかかるほ
ど、必要なスレッドが多くなります。試算する
には、1 秒あたりのプロセスアクティビティの数
と、99 パーセンタイルアクティビティ処理レイテ
ンシー (秒単位) を乗算してください。

pollers_count

ポーラーのスレッドの数。ほとんどの実装で
は、10～20 のスレッドで十分です。

heartbeat_delay

ハートビート間の遅延 (秒)。

input

アクティビティの実装ロジック。

以下は、コード内で ../lib/step_functions/activity とともに参照される Ruby アクティビティ
ワーカーです。

require
require
require
require
require

'set'
'json'
'thread'
'logger'
'aws-sdk'

module Validate
def self.positive(value)
raise ArgumentError, 'Argument has to be positive' if value <= 0
value
end
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def self.required(value)
raise ArgumentError, 'Argument is required' if value.nil?
value
end
end
module StepFunctions
class RetryError < StandardError
def initialize(message)
super(message)
end
end
def self.with_retries(options = {}, &block)
retries = 0
base_delay_seconds = options[:base_delay_seconds] || 2
max_retries = options[:max_retries] || 3
begin
block.call
rescue => e
puts e
if retries < max_retries
retries += 1
sleep base_delay_seconds**retries
retry
end
raise RetryError, 'All retries of operation had failed'
end
end
class Activity
def initialize(options = {})
@states = Aws::States::Client.new(
credentials: Validate.required(options[:credentials]),
region: Validate.required(options[:region]),
http_read_timeout: Validate.positive(options[:http_read_timeout] || 60)
)
@activity_arn = Validate.required(options[:activity_arn])
@heartbeat_delay = Validate.positive(options[:heartbeat_delay] || 60)
@queue_max = Validate.positive(options[:queue_max] || 5)
@pollers_count = Validate.positive(options[:pollers_count] || 1)
@workers_count = Validate.positive(options[:workers_count] || 1)
@max_retry = Validate.positive(options[:workers_count] || 3)
@logger = Logger.new(STDOUT)
end
def start(&block)
@sink = SizedQueue.new(@queue_max)
@activities = Set.new
start_heartbeat_worker(@activities)
start_workers(@activities, block, @sink)
start_pollers(@activities, @sink)
wait
end
def queue_size
return 0 if @sink.nil?
@sink.size
end
def activities_count
return 0 if @activities.nil?
@activities.size
end
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private
def start_pollers(activities, sink)
@pollers = Array.new(@pollers_count) do
PollerWorker.new(
states: @states,
activity_arn: @activity_arn,
sink: sink,
activities: activities,
max_retry: @max_retry
)
end
@pollers.each(&:start)
end
def start_workers(activities, block, sink)
@workers = Array.new(@workers_count) do
ActivityWorker.new(
states: @states,
block: block,
sink: sink,
activities: activities,
max_retry: @max_retry
)
end
@workers.each(&:start)
end
def start_heartbeat_worker(activities)
@heartbeat_worker = HeartbeatWorker.new(
states: @states,
activities: activities,
heartbeat_delay: @heartbeat_delay,
max_retry: @max_retry
)
@heartbeat_worker.start
end
def wait
sleep
rescue Interrupt
shutdown
ensure
Thread.current.exit
end
def shutdown
stop_workers(@pollers)
wait_workers(@pollers)
wait_activities_drained
stop_workers(@workers)
wait_activities_completed
shutdown_workers(@workers)
shutdown_worker(@heartbeat_worker)
end
def shutdown_workers(workers)
workers.each do |worker|
shutdown_worker(worker)
end
end
def shutdown_worker(worker)
worker.kill
end
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def wait_workers(workers)
workers.each(&:wait)
end
def wait_activities_drained
wait_condition { @sink.empty? }
end
def wait_activities_completed
wait_condition { @activities.empty? }
end
def wait_condition(&block)
loop do
break if block.call
sleep(1)
end
end
def stop_workers(workers)
workers.each(&:stop)
end
class Worker
def initialize
@logger = Logger.new(STDOUT)
@running = false
end
def run
raise 'Method run hasn\'t been implemented'
end
def process
loop do
begin
break unless @running
run
rescue => e
puts e
@logger.error('Unexpected error has occurred')
@logger.error(e)
end
end
end
def start
return unless @thread.nil?
@running = true
@thread = Thread.new do
process
end
end
def stop
@running = false
end
def kill
return if @thread.nil?
@thread.kill
@thread = nil
end
def wait
@thread.join
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end
end
class PollerWorker < Worker
def initialize(options = {})
@states = options[:states]
@activity_arn = options[:activity_arn]
@sink = options[:sink]
@activities = options[:activities]
@max_retry = options[:max_retry]
@logger = Logger.new(STDOUT)
end
def run
activity_task = StepFunctions.with_retries(max_retry: @max_retry) do
begin
@states.get_activity_task(activity_arn: @activity_arn)
rescue => e
@logger.error('Failed to retrieve activity task')
@logger.error(e)
end
end
return if activity_task.nil? || activity_task.task_token.nil?
@activities.add(activity_task.task_token)
@sink.push(activity_task)
end
end
class ActivityWorker < Worker
def initialize(options = {})
@states = options[:states]
@block = options[:block]
@sink = options[:sink]
@activities = options[:activities]
@max_retry = options[:max_retry]
@logger = Logger.new(STDOUT)
end
def run
activity_task = @sink.pop
result = @block.call(JSON.parse(activity_task.input))
send_task_success(activity_task, result)
rescue => e
send_task_failure(activity_task, e)
ensure
@activities.delete(activity_task.task_token) unless activity_task.nil?
end
def send_task_success(activity_task, result)
StepFunctions.with_retries(max_retry: @max_retry) do
begin
@states.send_task_success(
task_token: activity_task.task_token,
output: JSON.dump(result)
)
rescue => e
@logger.error('Failed to send task success')
@logger.error(e)
end
end
end
def send_task_failure(activity_task, error)
StepFunctions.with_retries do
begin
@states.send_task_failure(
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task_token: activity_task.task_token,
cause: error.message

)
rescue => e
@logger.error('Failed to send task failure')
@logger.error(e)
end
end
end
end
class HeartbeatWorker < Worker
def initialize(options = {})
@states = options[:states]
@activities = options[:activities]
@heartbeat_delay = options[:heartbeat_delay]
@max_retry = options[:max_retry]
@logger = Logger.new(STDOUT)
end
def run
sleep(@heartbeat_delay)
@activities.each do |token|
send_heartbeat(token)
end
end
def send_heartbeat(token)
StepFunctions.with_retries(max_retry: @max_retry) do
begin
@states.send_task_heartbeat(token)
rescue => e
@logger.error('Failed to send heartbeat for activity')
@logger.error(e)
end
end
rescue => e
@logger.error('Failed to send heartbeat for activity')
@logger.error(e)
end
end
end
end

選択
あるChoice状態 ("Type": "Choice") は、ステートマシンに条件ロジックを追加します。
のほとんどに加えて一般的な状態フィールド (p. 38),Choice状態には、次のフィールドが含まれます。
Choices (必須)
ステートマシンが次に移行する状態を決定する選択ルール (p. 54)の配列。選択ルールで比較演算子
を使用して、入力変数を特定の値と比較します。たとえば、Choice Rules を使用すると、入力変数が
100 より大きいか小さいかを比較できます。
された時期Choicestate が実行されると、各選択ルールが true または false に評価されます。この評
価の結果に基づいて、Step Functions はワークフローの次の状態に移行します。
で、少なくとも 1 つのルールを定義する必要がありますChoiceステータス。
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Default (オプション、推奨)
Choices のいずれの移行も実行されない場合の移行先の状態の名前。

Important
Choice 状態では End フィールドはサポートされません。また、Next は Choices フィールド内
でのみ使用されます。

選択ルール
あるChoice状態にはChoices値が空でない配列のフィールド。この配列の各要素は Choice Rule と呼ば
れるオブジェクトで、次の内容が含まれています。
• 比較 – 比較する入力変数、比較のタイプ、および可変を比較する値に指定する 2 つのフィールド。選
択ルールは、2 つの可変の比較をサポートします。選択ルール内で、状態入力の別の値と比較できま
す。Pathサポートされている比較演算子の名前に。
• Next フィールド – このフィールドの値はステートマシンの状態名と一致する必要があります。
次の例では、数値が 1 と等しいかどうかを確認します。
{

}

"Variable": "$.foo",
"NumericEquals": 1,
"Next": "FirstMatchState"

次の例では、文字列が MyString と等しいかどうかを確認します。
{

}

"Variable": "$.foo",
"StringEquals": "MyString",
"Next": "FirstMatchState"

次の例では、文字列が MyStringABC を超過しているかどうかを確認します。
{

}

"Variable": "$.foo",
"StringGreaterThan": "MyStringABC",
"Next": "FirstMatchState"

次の例では、文字列が null かどうかを確認します。
{

"Variable": "$.possiblyNullValue",
"IsNull": true

}

以下の例のように指定します。 StringEquals ルールは次の場合にのみ評価されま
す$.keyThatMightNotExist前述のせいで存在するIsPresent選択ルール。
"And": [
{
"Variable": "$.keyThatMightNotExist",
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"IsPresent": true
},
{
"Variable": "$.keyThatMightNotExist",
"StringEquals": "foo"
}

]

次の例では、ワイルドカードを含むパターンが一致するかどうかを確認します。
{

"Variable": "$.foo",
"StringMatches": "log-*.txt"

}

次の例では、タイムスタンプが 2001-01-01T12:00:00Z と等しいかどうかを確認します。
{

}

"Variable": "$.foo",
"TimestampEquals": "2001-01-01T12:00:00Z",
"Next": "FirstMatchState"

次の例では、可変を状態の入力の別の値と比較します。
{

"Variable": "$.foo",
"StringEqualsPath": "$.bar"

}

Step Functions は Choices フィールドにリストされた順序で各選択ルールを検討します。次に、最初の
選択ルールの Next フィールドで指定された状態に遷移します。ここで、変数は比較演算子に従って値と
一致します。
次の比較演算子がサポートされています。
• And
• BooleanEquals,BooleanEqualsPath
• IsBoolean
• IsNull
• IsNumeric
• IsPresent
• IsString
• IsTimestamp
• Not
• NumericEquals,NumericEqualsPath
• NumericGreaterThan,NumericGreaterThanPath
• NumericGreaterThanEquals,NumericGreaterThanEqualsPath
• NumericLessThan,NumericLessThanPath
• NumericLessThanEquals,NumericLessThanEqualsPath
• Or
• StringEquals,StringEqualsPath
• StringGreaterThan,StringGreaterThanPath
• StringGreaterThanEquals,StringGreaterThanEqualsPath
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• StringLessThan,StringLessThanPath
• StringLessThanEquals,StringLessThanEqualsPath
• StringMatches
• TimestampEquals,TimestampEqualsPath
• TimestampGreaterThan,TimestampGreaterThanPath
• TimestampGreaterThanEquals,TimestampGreaterThanEqualsPath
• TimestampLessThan,TimestampLessThanPath
• TimestampLessThanEquals,TimestampLessThanEqualsPath
これらの演算子のそれぞれで、対応する値が適切なタイプ (文字列、数値、ブール値、またはタイムスタ
ンプ) である必要があります。Step Functions では、数値フィールドと文字列値の一致を試みません。ただ
し、タイムスタンプフィールドは論理的に文字列であるため、タイムスタンプとみなされるフィールドを
StringEquals コンパレータで一致させることはできます。

Note
相互運用性のため、数値比較は IEEE 754-2008binary64 データタイプで表される大きさまたは
53
53
精度を外れる値では機能しないと考えてください。特に、[-2 +1, 2 -1] の範囲外の整数では
想定した形での比較が失敗する可能性があります。
タイムスタンプ (例えば、2016-08-18T17:33:00Z) は、RFC3339 プロファイル ISO 8601 に準
拠している必要があり、さらに制限があります。
• 大文字の T で日付部分と時刻部分を区切る必要があります。
• 大文字の Z で数値タイムゾーンオフセットが存在しないことを示す必要があります。
文字列比較の動作を理解するには、Java compareTo のドキュメントを参照してください。
And および Or 演算子は選択ルールの空ではない配列の値であり、それ自体に Next フィール
ドを含まない必要があります。同様に、Not 演算子の値は単一の選択ルールである必要があ
り、Next フィールドを含めることはできません。
And、Not、および Or を使用して、複雑なネスト化された選択ルールを作成できます。ただ
し、Next フィールドは最上位の選択ルールにのみ使用できます。
1 つ以上のワイルドカード (「*」) を使用したパターンに対する文字列比較は、 StringMatches 比
較演算子。ワイルドカード文字は、スタンダード \\ (Ex: “\\*”) を使用してエスケープされ
ます。「*」以外の文字は、マッチング中に特別な意味を持ちません。

選択状態の例
以下は、Choice 状態および移行先の他の状態の例です。

Note
$.type フィールドを指定する必要があります。状態の入力に $.type フィールドが含まれて
いない場合は、実行が失敗し、実行履歴にエラーが表示されます。文字列をリテラル値と一致
する StringEquals フィールドに指定することしかできません。例えば、"StringEquals":
"Buy"。
"ChoiceStateX": {
"Type": "Choice",
"Choices": [
{
"Not": {
"Variable": "$.type",
"StringEquals": "Private"
},
"Next": "Public"
},
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{

"Variable": "$.value",
"NumericEquals": 0,
"Next": "ValueIsZero"
},
{
"And": [
{
"Variable": "$.value",
"NumericGreaterThanEquals": 20
},
{
"Variable": "$.value",
"NumericLessThan": 30
}
],
"Next": "ValueInTwenties"
}

],
"Default": "DefaultState"

},

"Public": {
"Type" : "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:Foo",
"Next": "NextState"
},
"ValueIsZero": {
"Type" : "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:Zero",
"Next": "NextState"
},
"ValueInTwenties": {
"Type" : "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:Bar",
"Next": "NextState"
},
"DefaultState": {
"Type": "Fail",
"Cause": "No Matches!"
}

この例では、以下の入力値を使用してステートマシンが開始されます。
{
}

"type": "Private",
"value": 22

Step Functions は、value フィールドに基づいて、ValueInTwenties 状態に移行します。
Choice 状態の Choices と一致するものがない場合、Default フィールドに指定されている状態が代わ
りに実行されます。Default 状態が指定されていない場合は、エラーで失敗します。

待機
Wait 状態 ("Type": "Wait") は、ステートマシンの続行を指定された時間遅延させます。相対時間 (状
態が開始してからの秒数で指定) と絶対時間 (タイムスタンプで指定) のいずれかを選択できます。
共通状態フィールド (p. 38)に加えて、Wait 状態には次のいずれかのフィールドがあります。
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Seconds
Next フィールドで指定された状態の開始を待機する時間 (秒)。時間は正の整数値で指定する必要があ
ります。
Timestamp
Next フィールドで指定された状態の開始を待機する絶対時間。
タイムスタンプは、ISO 8601 の RFC3339 プロファイルに従う必要があります。ただし、大文字の T
によって日付部分と時刻部分を区切り、大文字の Z によって数値のタイムゾーンオフセットが存在し
ないことを示す必要があるという追加の制限があります。例えば、2016-08-18T17:33:00Z などで
す。

Note
現在、待機時間をタイムスタンプとして指定すると、Step Functions は時間値を最大秒と見
なし、ミリ秒を切り捨てます。
SecondsPath
Next フィールドで指定された状態の開始まで待機する時間 (秒)。状態の入力データから取得されたパ
ス (p. 82)を使用して指定します。
このフィールドには整数値を指定する必要があります。
TimestampPath
Next フィールドで指定された状態の開始まで待機する絶対時間。状態の入力データから取得され
たパス (p. 82)を使用して指定します。

Note
Seconds、Timestamp、SecondsPath、または TimestampPath のいずれかちょうど 1 つを指
定する必要があります。さらに、標準ワークフローとエクスプレスワークフローで指定できる最
大待機時間は、それぞれ 1 年と 5 分です。

待機状態の例
例えば、次の Wait 状態はステートマシンに 10 秒の遅延を導入します。
"wait_ten_seconds": {
"Type": "Wait",
"Seconds": 10,
"Next": "NextState"
}

次の例では、Wait状態は絶対時間まで待つ: 2016 年 3 月 14 日午後 1 時 59 分 (UTC)
"wait_until" : {
"Type": "Wait",
"Timestamp": "2016-03-14T01:59:00Z",
"Next": "NextState"
}

待機時間をハードコードする必要はありません。例えば、以下の入力データがあるとします。
{
}

"expirydate": "2016-03-14T01:59:00Z"
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リファレンスパス??? (p. 82)を使用して入力データから選択することで、値「expirydate」を入力デー
タから選択できます。
"wait_until" : {
"Type": "Wait",
"TimestampPath": "$.expirydate",
"Next": "NextState"
}

成功
Succeed 状態 ("Type": "Succeed") は実行を正常に停止します。Succeed 状態は、実行を停止するだ
けの Choice 状態ブランチのターゲットに便利です。
Succeed 状態は終了状態であるため、次の例に示すように、End フィールドがなく、Next フィールドは
必要ありません。
"SuccessState": {
"Type": "Succeed"
}

失敗
Fail 状態 ("Type": "Fail") は、ステートマシンの実行を停止し、Catch ブロックでキャッチされるの
でなければ、障害としてマークします。
Fail 状態では、Type 共通状態フィールド Comment のセットから および (p. 38) フィールドの使用
のみが許可されます。また、Fail 状態では以下のフィールドを使用できます。
Cause (オプション)
運用または診断目的を指定できるカスタムの失敗文字列。
Error (オプション)
運用または診断目的で提供できるエラー名。

Note
の値を指定することはできませんCauseそしてErrorフィールドをアペンドして.$以下のような
フィールドにCause.$そしてError.$。
Fail 状態は常にステートマシンを終了するため、Next フィールドはなく、End フィールドも不要です。
次に例を示します。
"FailState": {
"Type": "Fail",
"Cause": "Invalid response.",
"Error": "ErrorA"
}

並行
Parallelstate ("Type": "Parallel") を使用して、ステートマシンに個別の実行ブランチを追加でき
ます。
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[common state fields] (p. 38) (共通状態フィールド) に加えて、Parallel 状態には次の追加のフィール
ドがあります。
Branches (必須)
ステートマシンで並列して実行する状態を指定するオブジェクトの配列。このような各ステートマシ
ンオブジェクトには States および StartAt というフィールドが必要です。これらの意味はステー
トマシンの最上位にあるものとまったく同様です。
ResultPath (オプション)
ブランチの出力を配置する (入力内の) 場所を指定します。その後、入力は OutputPath フィールド
(ある場合) に従ってフィルタリングされてから状態の出力に使用されます。詳細については、入力お
よび出力処理 (p. 82)を参照してください。
ResultSelector (オプション)
値が静的であるか、結果から選択されたキーバリューのペアの集合を渡します。詳細については、
「ResultSelector (p. 87)」を参照してください。
Retry (オプション)
Retrier と呼ばれるオブジェクトの配列。状態でランタイムエラーが発生した場合の再試行ポリシーを
定義します。詳細については、「Retry の使用例と Catch の使用例 (p. 155)」を参照してください。
Catch (オプション)
Catcher と呼ばれるオブジェクトの配列。状態でランタイムエラーが発生し、再試行ポリシーがすで
に試された後または定義されていない場合に実行されるフォールバック状態を定義します。詳細につ
いては、フォールバック状態 (p. 154)を参照してください。
Parallel 状態を使用すると AWS Step Functions で各ブランチが実行されます。そのブランチの
StartAt フィールドに指定された名前の状態から開始され、可能な限り同時に実行されて、すべてのブラ
ンチが終了 (終了状態に到達) してから、Parallel 状態の Next フィールドが処理されます。

並行状態の例
{

"Comment": "Parallel Example.",
"StartAt": "LookupCustomerInfo",
"States": {
"LookupCustomerInfo": {
"Type": "Parallel",
"End": true,
"Branches": [
{
"StartAt": "LookupAddress",
"States": {
"LookupAddress": {
"Type": "Task",
"Resource":
"arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:AddressFinder",
"End": true
}
}
},
{
"StartAt": "LookupPhone",
"States": {
"LookupPhone": {
"Type": "Task",
"Resource":
"arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:PhoneFinder",
"End": true
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}

}

}

}
]

}

}

この例では、LookupAddress および LookupPhone ブランチは並行して実行されます。Step Functions
コンソールでの視覚的なワークフローの外観を次に示します。

各ブランチは自己完結型である必要があります。Parallel 状態の 1 つのブランチの状態にはそのブラン
チ外のフィールドをターゲットにする Next フィールドがあってはなりません。また、そのブランチ外の
他の状態からこのブランチに移行することもできません。

並行状態の入出力処理
Parallel 状態は各ブランチに自身の入力データ (InputPath フィールドによって変更される場合があり
ます) のコピーを提供します。そのブランチからの出力を含む各ブランチの 1 つの要素から成る配列であ
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る出力が生成されます。すべての要素が同じタイプである必要はありません。出力配列は、通常の方法で
ResultPath を使用して入力データに挿入し、全部を Parallel 状態の出力として送信できます (入力お
よび出力処理 (p. 82)を参照)。
{

}

"Comment": "Parallel Example.",
"StartAt": "FunWithMath",
"States": {
"FunWithMath": {
"Type": "Parallel",
"End": true,
"Branches": [
{
"StartAt": "Add",
"States": {
"Add": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:us-east-1:123456789012:activity:Add",
"End": true
}
}
},
{
"StartAt": "Subtract",
"States": {
"Subtract": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:us-east-1:123456789012:activity:Subtract",
"End": true
}
}
}
]
}
}

FunWithMath 状態に入力として配列 [3, 2] が提供される場合、Add および Subtract 状態は両方と
もその配列を入力として受信します。AddandSubtract タスクの出力は配列要素 3 と 25 の和と差にな
り1、Parallel state の出力は配列になります。
[ 5, 1 ]

エラー処理
処理されないエラーまたは Fail 状態に移行したためにブランチが失敗すると、Parallel 状態全体が
失敗とみなされ、そのすべてのブランチが停止します。エラーが Parallel 状態自体で処理されない場
合、Step Functions は実行をエラーで停止します。

Note
並列状態が失敗しても、呼び出された Lambda 関数が実行し続けられるため、タスクトークンを
処理するアクティビティワーカーが停止することはありません。
• 長時間稼働のアクティビティを停止するには、ハートビートを使用して、ブランチが Step
Functions によって停止されたかどうかを検出し、タスクを処理しているワーカーを停止しま
す。SendTaskHeartbeat、SendTaskSuccess、または SendTaskFailure を呼び出す
と、状態が失敗した場合にエラーがスローされます。ハートビートエラーを参照してくださ
い。
• Lambda 関数の実行は停止できません。フォールバックを実装している場合は、Lambda 関数
終了後にクリーンアップが行われるように Wait 状態を使用します。
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マップ
Mapステートを使用して、データセット内のアイテムごとに一連のワークフローステップを実行しま
す。Map州の反復処理はparallel 実行されるため、データセットをすばやく処理できます。 Mapステートで
は、JSON 配列、Amazon S3 オブジェクトのリスト、CSV ファイルなど、さまざまな入力タイプを使用
できます。
Step Functions には、Mapワークフローでステートを使用するための処理モードとして、インラインモー
ドと分散モードの 2 種類の処理モードが用意されています。
これらのモードとそのモードの使用方法の詳細については、次のトピックを参照してください。Map
• マップ状態の処理モード (p. 63)
• インラインモードでのマップステートの使用 (p. 65)
• 分散モードでのマップステートの使用 (p. 70)

マップ状態の処理モード
Step Functions には、データセット内の項目の処理方法に応じて、Map次の状態処理モードが用意されて
います。
• インライン — 制限付き同時実行モード。このモードでは、ステートの各反復は、Mapステートを含む
ワークフローのコンテキストで実行されます。MapStep Functions は、これらの反復の実行履歴を親
ワークフローの実行履歴に追加します。デフォルトでは、Mapステートはインラインモードで実行され
ます。
このモードでは、Mapステートは JSON 配列のみを入力として受け入れます。また、反復実行回数は 40
回を超える制限付きで実行されます。
詳細については、「インラインモードでのマップステートの使用 (p. 65)」を参照してください。
• 分散型 — 高同時実行モード。このモードでは、Mapステートは各イテレーションを子ワークフロー実行
として実行するため、最大 10,000 回ものparallel 子ワークフロー実行の同時実行が可能です。子ワーク
フローの実行には、それぞれ親ワークフローの実行履歴とは別の実行履歴があります。
このモードでは、Mapステートは JSON 配列または CSV ファイルなどの Amazon S3 データソースを入
力として受け入れることができます。
詳細については、「分散モードでのマップステートの使用 (p. 70)」を参照してください。
ワークフローの実行履歴が 25,000 エントリを超えない場合、または 40 回以上のparallel 処理が必要ない
場合は、Mapインラインモードのステートを使用してください。
Map次の条件を任意に組み合わせて満たす大規模なparallel ワークロードをオーケストレーションする必要
がある場合は、分散モードの状態を使用してください。
• データセットのサイズが 256 KB を超えています。
• ワークフローの実行イベント履歴は 25,000 エントリを超えています。
• 40 回以上のparallel 反復処理が必要です。
目次
• インラインモードと分散モードの違い (p. 64)
• インラインモードでのマップステートの使用 (p. 65)
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• 分散モードでのマップステートの使用 (p. 70)

インラインモードと分散モードの違い
Step Functions には、Mapステートのインライン処理モードと分散処理モードが用意されていま
す (p. 70) (p. 65)。使用するモードは、データセット内の項目をどのように処理するかによって異な
ります。
ワークフローの実行履歴が 25,000 エントリを超えない場合、または 40 回以上のparallel 処理が必要ない
場合は、Mapインラインモードのステートを使用してください。
Map次の条件を任意に組み合わせて満たす大規模なparallel ワークロードをオーケストレーションする必要
がある場合は、分散モードの状態を使用してください。
• データセットのサイズが 256 KB を超えています。
• ワークフローの実行イベント履歴は 25,000 エントリを超えています。
• 40 回以上のparallel 反復処理が必要です。
次の表は、インラインモードと分散モードの違いを示しています。
インラインモード

分散モード

Supported data sources
ワークフローの前のステップから渡された JSON
配列を入力として受け入れます。

以下のデータソースを入力として受け入れます。
• ワークフローの前述のステップから渡された
JSON 配列
• 配列が含まれる Amazon S3 バケット内の JSON
ファイル
• Amazon S3 バケット内の CSV ファイル
• Amazon S3 オブジェクトリスト
• Amazon S3 インベントリ

Map iterations
このモードでは、ステートの各反復は、Mapステー
トを含むワークフローのコンテキストで実行され
ます。MapStep Functions は、これらの反復の実行
履歴を親ワークフローの実行履歴に追加します。

このモードでは、Mapステートは各イテレーション
を子ワークフロー実行として実行するため、最大
10,000 回ものparallel 子ワークフロー実行の同時実
行が可能です。子ワークフローの実行には、それ
ぞれ親ワークフローの実行履歴とは別の実行履歴
があります。

Maximum concurrency for parallel iterations
40 回を超える同時実行を制限しながら、可能な限
り同時に反復処理を実行できます。

子ワークフローを最大10,000回parallel 実行して、
数百万のデータ項目を一度に処理できます。

Input payload and event history sizes
入力ペイロードサイズには 256 KB、実行イベント
履歴には 25,000 エントリという制限があります。

Mapステートは Amazon S3 データソースから直接
入力を読み取ることができるため、ペイロードサ
イズの制限を克服できます。
このモードでは、Mapステートによって開始された
子ワークフローの実行は、親ワークフローの実行
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インラインモード

分散モード
履歴とは別の実行履歴を保持するため、実行履歴
の制限を克服することもできます。

Monitoring and observability
ワークフローの実行履歴は、コンソールから、ま
たはGetExecutionHistory API アクションを呼
び出すことで確認できます。
X-Ray CloudWatch を使用して実行履歴を表示する
こともできます。

Mapステートを分散モードで実行すると、Step
Functions はマップ実行リソースを作成します。
マップ実行とは、分散マップステートが開始する
子ワークフロー実行のセットを指します。マップ
実行は、Step Functions コンソールで表示できま
す。DescribeMapRunAPI アクションを呼び出す
こともできます。Map Run CloudWatch はにもメ
トリクスを出力します。
詳細については、分散マップステート実行のマッ
プ実行の検証 (p. 148)を参照してください。

インラインモードでのマップステートの使用
デフォルトでは、Mapステートはインラインモードで実行されます。インラインモードでは、Map ステー
トは JSON 配列のみを入力として受け入れます。この配列は、ワークフローの前述のステップから受け取
ります。このモードでは、ステートの各反復は、Mapステートを含むワークフローのコンテキストで実行
されます。MapStep Functions は、これらの反復の実行履歴を親ワークフローの実行履歴に追加します。
このモードでは、Mapステートは同時実行回数を 40 回を超える制限付きで同時反復処理を実行します。
Mapインラインに設定された状態は、インラインマップ状態と呼ばれます。ワークフローの実行履歴が
25,000 エントリを超えない場合、または 40 回以上のparallel 処理が必要ない場合は、Mapインラインモー
ドのステートを使用してください。
インラインマップステートの使い方の概要については、チュートリアルを参照してくださいインライン
マップステートを使用してアクションを繰り返す (p. 206)。
目次
• このトピックの主な概念 (p. 65)
• インラインマップ状態のフィールド (p. 66)
• 廃止されたフィールド (p. 68)
• インラインマップ状態の例 (p. 68)
• によるインラインマップの状態の例ItemSelector (p. 69)
• Mapインラインステート入出力処理 (p. 70)

このトピックの主な概念
インラインモード
Map状態の制限付き同時実行モード。このモードでは、ステートの各反復は、Mapステートを含むワー
クフローのコンテキストで実行されます。MapStep Functions は、これらの反復の実行履歴を親ワー
クフローの実行履歴に追加します。 Mapステートはデフォルトでインラインモードで実行されます。
このモードでは、JSON 配列のみを入力として受け入れます。反復処理は同時に実行されますが、同
時実行数は 40 回を超えると制限されます。
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インラインマップ状態
Mapインラインモードに設定された状態。
マップワークフロー
Mapステートが反復ごとに実行する一連のステップ。
マップ状態の反復の繰り返し
Map州内で定義されたワークフローの繰り返し。

インラインマップ状態のフィールド
ワークフローでインラインマップステートを使用するには、これらのフィールドを 1 つ以上指定します。
これらのフィールドは、一般的なステートフィールドに加えて指定します (p. 38)。
Type (必須)
ステートのタイプを設定します (など)Map。
ItemProcessor (必須)
Map状態処理モードと定義を指定する次の JSON オブジェクトが含まれます。
定義には、各配列項目を処理するために繰り返される一連のステップが含まれています。
• ProcessorConfig—Map ステートの処理モードを指定するオプションの JSON オブジェク
ト。Modeこのオブジェクトにはサブフィールドが含まれます。このフィールドのデフォルトは
でINLINE、Mapインラインモードの状態を使用します。
このモードでは、Map反復処理が失敗するとステートが失敗します。Mapステートが失敗すると、す
べての反復処理が停止します。
• StartAt— ワークフローの最初の状態を示す文字列を指定します。この文字列では大文字と小文
字が区別され、いずれかの状態オブジェクトの名前と一致する必要があります。このステートは、
データセット内の各アイテムに対して最初に実行されます。ステートに提供する実行インプット
は、MapStartAt最初にステートに渡されます。
• States— カンマで区切られたステートセットを含む (p. 24) JSON オブジェクト。このオブジェ
クトでは、を定義しますMap workflow。

Note
• ItemProcessorフィールド内のステートは相互にしか移行できません。フィールド外
のステートは、ItemProcessorフィールド内のステートに移行できません。
• ItemProcessorこのフィールドは、Iterator現在廃止されているフィール
ドに代わるものです。Mapフィールドを使用する州は引き続き含めることが
できますが、Iteratorこのフィールドをに置き換えることを強くお勧めしま
すItemProcessor。
ItemsPath (オプション)
JsonPath構文を使用して参照パスを指定します (p. 84)。このパスは、状態入力内の項目の配列を
含む JSON ノードを選択します。詳細については、「ItemsPath (p. 98)」を参照してください。
ItemSelector (オプション)
Map各ステート反復に渡される前に、入力配列項目の値をオーバーライドします。
このフィールドでは、キーバリューのペアの集合を含む有効な JSON を指定します。これらのペアに
は以下のいずれかを含めることができます。
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• ステートマシンの定義で定義した静的な値。
• パスを使用して状態入力から選択された値 (p. 84)。
• コンテキストオブジェクトからアクセスされる値 (p. 116)。
詳細については、「ItemSelector (p. 99)」を参照してください。
ItemSelectorこのフィールドは、Parameters現在廃止されているフィールドに代わるもので
す。Mapフィールドを使用する州は引き続き含めることができますが、Parametersこのフィールド
をに置き換えることを強くお勧めしますItemSelector。
MaxConcurrency (オプション)
parallelMap に実行できる状態反復の同時実行数は、上述の反復の同時実行数に制限されます。例え
ば、MaxConcurrency値が 10 の場合、Map状態反復の同時実行数は 10 回に制限されます。

Note
同時反復は制限される場合があります。この状況が起こった時は、一部の反復は前の反復が
完了するまで開始されません。入力配列の項目が 40 を超えると、この問題が発生する可能性
が高くなります。
より高い同時実行性を実現するには、検討してください分散モードでのマップステートの使
用 (p. 70)。
デフォルト値はで0、同時実行数に制限はありません。Step Functions は、可能な限り同時に反復処理
を呼び出します。
MaxConcurrency値がの場合、配列要素ごとにItemProcessor 11 回ずつ呼び出されます。配列内
の項目は、入力に出現した順に処理されます。Step Functions は、前のイテレーションが完了するま
で新しいイテレーションを開始しません。
ResultPath (オプション)
Map入力の反復の出力を保存する場所を指定します。次に、マップステート
は、OutputPath (p. 112)フィールドで指定されている場合、入力をフィルタリングします。次に、
フィルター処理された入力をステートの出力として使用します。詳細については、入力および出力処
理 (p. 82)を参照してください。
ResultSelector (オプション)
値が静的であるか、結果から選択されたキーバリューのペアの集合を渡します。詳細については、
「ResultSelector (p. 87)」を参照してください。
Retry (オプション)
再試行ポリシーを定義する Retriers と呼ばれるオブジェクトの配列。ステートは、実行時エラーが
発生したときに再試行ポリシーを使用します。詳細については、「Retry の使用例と Catch の使用
例 (p. 155)」を参照してください。

Note
インラインマップステートに再試行者を定義すると、再試行ポリシーは失敗した反復のみで
はなく、Mapすべての状態反復に適用されます。たとえば、Map状態には成功した反復が 2 回
と、失敗した反復が 1 回含まれているとします。RetryMap状態のフィールドを定義した場
合、再試行ポリシーは失敗した反復のみではなく、3Map 回の状態反復すべてに適用されま
す。
Catch (オプション)
Catcher と呼ばれるオブジェクトの配列で、フォールバック状態を定義します。ステートは、実行時
エラーが発生し、再試行ポリシーがないか、再試行ポリシーが使い果たされた場合に、キャッチャー
を実行します。詳細については、フォールバック状態 (p. 154)を参照してください。
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廃止されたフィールド
Note
Map以下のフィールドを使用する州は引き続き含めることができますが、Iterator
withItemProcessor とParameters with に置き換えることを強くお勧めしま
すItemSelector。
Iterator
配列の各要素を処理する一連のステップを定義する JSON オブジェクトを指定します。
Parameters
値に以下のいずれかを含めることができるキーバリューのペアの集合を指定します。
• ステートマシンの定義で定義した静的な値。
• パスを使用して入力から選択された値 (p. 84)。

インラインマップ状態の例
Mapインラインモードで実行されているステートについて、次の入力データを検討してください。
{

}

"ship-date": "2016-03-14T01:59:00Z",
"detail": {
"delivery-partner": "UQS",
"shipped": [
{ "prod": "R31", "dest-code": 9511,
{ "prod": "S39", "dest-code": 9511,
{ "prod": "R31", "dest-code": 9833,
{ "prod": "R40", "dest-code": 9860,
{ "prod": "R40", "dest-code": 9511,
]
}

"quantity":
"quantity":
"quantity":
"quantity":
"quantity":

1344 },
40 },
12 },
887 },
1220 }

前の入力を指定すると、Map次の例の状態は、shippedフィールドの配列の各項目に対してship-val
onceAWS Lambda という名前の関数を呼び出します。
"Validate All": {
"Type": "Map",
"InputPath": "$.detail",
"ItemProcessor": {
"ProcessorConfig": {
"Mode": "INLINE"
},
"StartAt": "Validate",
"States": {
"Validate": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::lambda:invoke",
"OutputPath": "$.Payload",
"Parameters": {
"FunctionName": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:shipval:$LATEST"
},
"End": true
}
}
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}

},
"End": true,
"ResultPath": "$.detail.shipped",
"ItemsPath": "$.shipped"

各反復はMap、ItemsPath (p. 98)フィールドで選択された配列の項目をship-val Lambda 関数への
入力として送信します。以下の値は、LambdaMap 関数の呼び出しに対してステートが送信する入力の例
です。
{

}

"prod": "R31",
"dest-code": 9511,
"quantity": 1344

完了すると、Map 状態の出力は JSON 配列となります。配列の各項目は反復の出力です。この場合、この
配列にはship-val Lambda 関数の出力が含まれます。

によるインラインマップの状態の例ItemSelector
前の例のship-val Lambda 関数にも貨物の配送業者に関する情報が必要だとします。この情報は、各イ
テレーションの配列内のアイテムに追加されます。Map現在の状態の反復に固有である情報に加えて、入
力からの情報を含めることもできます。ItemSelector次の例のフィールドに注目してください。
"Validate-All": {
"Type": "Map",
"InputPath": "$.detail",
"ItemsPath": "$.shipped",
"MaxConcurrency": 0,
"ResultPath": "$.detail.shipped",
"ItemSelector": {
"parcel.$": "$$.Map.Item.Value",
"courier.$": "$.delivery-partner"
},
"ItemProcessor": {
"StartAt": "Validate",
"States": {
"Validate": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:ship-val",
"End": true
}
}
},
"End": true
}

ItemSelectorブロックは反復処理への入力を JSON ノードに置き換えます。このノードには、コンテキ
ストオブジェクトの現在のアイテムデータと (p. 118)、Mapdelivery-partner状態入力フィールドの
宅配便情報の両方が含まれます。以下に示すのは、1 回の反復への入力の例です。Mapステートは、この
入力をship-val Lambda 関数の呼び出しに渡します。
{

"parcel": {
"prod": "R31",
"dest-code": 9511,
"quantity": 1344
},
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}

"courier": "UQS"

前述のインラインマップステートの例では、ResultPathフィールドは入力と同じ形式で出力を生成しま
す。ただし、各要素が各反復のship-val Lambdadetail.shipped 呼び出しの出力である配列でフィー
ルドを上書きします。
インラインマップのステートステートとそのフィールドの使用方法の詳細については、以下を参照してく
ださい。
• インラインマップステートを使用してアクションを繰り返す (p. 206)
• Step Functions の入出力処理 (p. 82)
• ItemsPath (p. 98)
• マップ状態のコンテキストオブジェクトデータ (p. 118)

Mapインラインステート入出力処理
Map特定のステートについて、InputPath (p. 85)ステートの入力のサブセットを選択します。
Mapステートの入力には JSON 配列を含める必要があります。Mapステートは、ItemProcessor配
列内の項目ごとにセクションを 1 回実行します。ItemsPath (p. 98)フィールドを指定する
と、Mapステートは入力内のどこで配列を検索するかを選択して反復処理を行います。場所を指定
しない場合、ItemsPath の値は $ となり、ItemProcessor セクションはこの配列が唯一の入力
であると見なします。ItemsPathフィールドを指定する場合、その値は参照パスでなければなり
ません (p. 84)。Map州は、適用後にこのパスを有効な入力に適用しますInputPath。は、値が
JSONItemsPath 配列であるフィールドを特定する必要があります。
各反復への入力は、デフォルトでは、ItemsPath値で識別される配列フィールドの単一の要素です。この
値は、ItemSelector (p. 99)フィールドで上書きできます。
完了すると、Map 状態の出力は JSON 配列となります。配列の各項目は反復の出力です。
インラインマップ状態の入力と出力の詳細については、以下を参照してください。
• インラインマップステートを使用してアクションを繰り返す (p. 206)
• によるインラインマップの状態の例ItemSelector (p. 69)
• Step Functions の入出力処理 (p. 82)
• マップ状態のコンテキストオブジェクトデータ (p. 118)
• マップ状態を使用してデータを動的に処理する (p. 462)

分散モードでのマップステートの使用
Step Functions には、Map分散モードと呼ばれる高同時実行モードが用意されています。このモード
では、Map州は大規模な Amazon S3 データソースからの入力を受け入れることができます。たとえ
ば、Amazon S3 バケットに保存されている JSON または CSV ファイル、またはワークフローの前のス
テップから渡された JSON 配列を入力できます。Map分散に設定された状態は、分散マップ状態と呼ばれ
ます。このモードでは、Mapステートは各イテレーションを子ワークフロー実行として実行するため、最
大 10,000 回ものparallel 子ワークフロー実行の同時実行が可能です。子ワークフローの実行にはそれぞ
れ、親ワークフローの実行履歴とは別の実行履歴があります。
Map次の条件を任意に組み合わせて満たす大規模なparallel ワークロードをオーケストレーションする必要
がある場合は、分散モードの状態を使用してください。
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• データセットのサイズが 256 KB を超えています。
• ワークフローの実行イベント履歴は 25,000 エントリを超えています。
• 40 回以上のparallel 反復処理が必要です。
大規模なparallel ワークロードの使用に関する詳細については、
「」」」」」」」」」」」」」」」」」」ステートマシンでの大規模なparallel ワークロードのオーケスト
レーション (p. 119)」
分散マップステートの使い方の概要については、チュートリアル「分散マップを使用した大規模な CSV
データのコピー (p. 123)」を参照してください。
目次
• このトピックの主な概念 (p. 71)
• 分散マップ状態のフィールド (p. 71)
• 分散マップ状態の例 (p. 74)
• 分散マップステートの入力と出力の構成 (p. 75)
• 分散マップステートを実行するための IAM ポリシー (p. 78)
• 分散マップ状態の実行 (p. 79)

このトピックの主な概念
分散モード
Mapステートの処理モード。このモードでは、Mapステートの各反復処理は子ワークフロー実行として
実行されるため、高い同時実行が可能になります。子ワークフローの実行にはそれぞれ独自の実行履
歴があり、親ワークフローの実行履歴とは異なります。このモードでは、大規模な Amazon S3 デー
タソースからの入力の読み取りをサポートします。
分散マップ状態の表示
Map状態は分散処理モードに設定されています。
マップワークフロー
Mapステートが実行する一連のステップ。
子ワークフロー実行
分散マップの状態の反復。子ワークフローの実行には、親ワークフローの実行履歴とは別の独自の実
行履歴があります。
マップ実行
Mapステートを分散モードで実行すると、Step Functions はマップ実行リソースを作成します。マッ
プ実行とは、Distributed Map ステートが開始する子ワークフロー実行のセットと、それらの実行を制
御するランタイム設定を指します。Step Functions は、マップ実行に Amazon リソースネーム (ARN)
を割り当てます。マップ実行は、Step Functions コンソールで確認できます。DescribeMapRunAPI
アクションを呼び出すこともできます。Map Run CloudWatch はにもメトリクスを出力します。
詳細については、「マップ実行の確認 (p. 148)」を参照してください。

分散マップ状態のフィールド
ワークフローで Distributed Map ステートを使用するには、これらのフィールドを 1 つ以上指定します。
これらのフィールドは、一般的なステートフィールドに加えて指定します (p. 38)。
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Type (必須)
ステートのタイプを設定します (など)Map。
ItemProcessor (必須)
Map状態処理モードと定義を指定する次の JSON オブジェクトが含まれます。
•

ProcessorConfig—Map ステートの設定を指定する JSON オブジェクト。このオブジェクトに
は、以下のサブフィールドが含まれています。
• Mode—DISTRIBUTEDMap ステートを分散モードで使用するように設定します。
• ExecutionType— マップワークフローの実行タイプを STANDARD または EXPRESS のいず
れかに指定します。Modeサブフィールドを指定した場合は、DISTRIBUTEDこのフィールドを指
定する必要があります。ワークフローの詳細については、「」」」」」」」」」」」」」」標準
ワークフロー対 Express ワークフロー (p. 20)」

• StartAt— ワークフローの最初の状態を示す文字列を指定します。この文字列では大文字と小文
字が区別され、いずれかの状態のオブジェクト名と一致する必要があります。このステートは、
データセット内の各アイテムに対して最初に実行されます。ステートに提供する実行インプット
は、MapStartAt最初にステートに渡されます。
• States— カンマで区切られたステートセットを含む (p. 24) JSON オブジェクト。このオブジェ
クトでは、を定義しますMap workflow。
ItemReader (オプション)
データセットとその場所を指定します。Map州は、指定されたデータセットから入力データを受け取
ります。
分散モードでは、前の状態から渡された JSON ペイロードまたは大規模な Amazon S3 データソース
をデータセットとして使用できます。詳細については、「ItemReader (p. 89)」を参照してくださ
い。
ItemsPath (オプション)
JsonPath構文を使用して参照パスを指定し (p. 84)、状態入力内の項目の配列を含む JSON ノード
を選択します。
分散モードでは、前のステップの JSON 配列を状態入力として使用する場合にのみこのフィールドを
指定します。詳細については、「ItemsPath (p. 98)」を参照してください。
ItemSelector (オプション)
Map各ステートイテレーションに渡される前に、個々のデータセット項目の値をオーバーライドしま
す。
このフィールドでは、キーバリューのペアのコレクションを含む有効な JSON 入力を指定します。
これらのペアは、ステートマシン定義で定義した静的値、パスを使用して状態入力から選択された
値 (p. 84)、またはコンテキストオブジェクトからアクセスされる値のいずれかです (p. 116)。詳
細については、「ItemSelector (p. 99)」を参照してください。
ItemBatcher (オプション)
データセットの項目をバッチ処理するように指定します。次に、子ワークフローの実行ごとに、これ
らの項目のバッチを入力として受け取ります。詳細については、「ItemBatcher (p. 100)」を参照し
てください。
MaxConcurrency (オプション)
parallel に実行できる子ワークフロー実行の数を指定します。インタープリターは、指定された数ま
でのparallel 子ワークフロー実行のみを許可します。同時実行値を指定しない場合、Step Functions は
10,000 回の子ワークフローをparallel 実行します。
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Note
子ワークフローのparallel 実行にはより高い同時実行制限を指定できますが、AWSなどのダ
ウンストリームサービスの容量を超えないようにすることをお勧めしますAWS Lambda。
Label (オプション)
Map状態を一意に識別する文字列。Step Functions は、マップ実行ごとに、マップ実行 ARN にラベル
を追加します。以下は、という名前のカスタムラベルが付いた Map Run ARN の例ですdemoLabel。
arn:aws:states:us-east-1:123456789012:mapRun:demoWorkflow/
demoLabel:3c39a231-69bb-3d89-8607-9e124eddbb0b

ラベルを指定しない場合、Step Functions では一意のラベルが自動的に生成されます。

Note
ラベルの次の文字を含めることはできません。また、ラベルは 40 文字までの次の文字を含め
ることはできません。
• 空白文字
• ワイルドカード文字 (? *)
• 角かっこ (< > { } [ ])
• 特殊文字 (: ; , \ | ^ ~ $ # % & ` ")
• 制御文字 (\\u0000 - \\u001f または \\u007f - \\u009f)
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、アクティビティ、お
よびラベルの名前を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しません
CloudWatch。 CloudWatch メトリクスを確実に追跡できるようにするには、ASCII 文字のみ
を使用する名前を選択します。
ResultWriter (オプション)
Step Functions がすべての子ワークフロー実行結果を書き込む Amazon S3 の場所を指定します。
Step Functions は、実行入出力、ARN、実行ステータスなど、すべての子ワークフロー実行データを
統合します。次に、指定した Amazon S3 の場所にあるそれぞれのファイルに、同じ状態の実行をエ
クスポートします。詳細については、「ResultWriter (p. 104)」を参照してください。
Mapステート結果をエクスポートしない場合、すべての子ワークフロー実行結果の配列が返されま
す。例:
[1, 2, 3, 4, 5]

ResultPath (オプション)
イテレーションの出力を入力のどこに配置するかを指定します。入力は、ステートの出力として渡さ
れる前に、OutputPath (p. 112)フィールドが存在する場合はそのフィールドで指定されたとおりに
フィルタリングされます。詳細については、入力および出力処理 (p. 82)を参照してください。
ResultSelector (オプション)
値が静的であるか、結果から選択されたキーバリューのペアの集合を渡します。詳細については、
「ResultSelector (p. 87)」を参照してください。
Retry (オプション)
再試行ポリシーを定義する Retriers と呼ばれるオブジェクトの配列。状態でランタイムエラーが発生
した場合、実行では再試行ポリシーが使用されます。詳細については、「Retry の使用例と Catch の
使用例 (p. 155)」を参照してください。
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Note
Distributed Map ステートにリトライアを定義すると、Mapそのステートが開始されたす
べての子ワークフロー実行にリトライポリシーが適用されます。たとえば、Map州が子
ワークフローの実行を 3 回開始し、そのうちの 1 つが失敗したとします。障害が発生する
と、RetryMap実行ではフィールドが定義されていれば状態として使用されます。再試行ポ
リシーは、失敗した実行だけでなく、すべての子ワークフロー実行に適用されます。1 つ以
上の子ワークフローの実行が失敗すると、Map Run は失敗します。
Mapステートを再試行すると、新しい Map Run が作成されます。
Catch (オプション)
Catcher と呼ばれるオブジェクトの配列で、フォールバック状態を定義します。Step Functions
は、Catchステートにランタイムエラーが発生した場合に、で定義されたキャッチャーを使用しま
す。エラーが発生すると、実行は最初にで定義されているすべてのリトライアを使用しますRetry。
再試行ポリシーが定義されていないか、使い果たされている場合、実行はキャッチャー (定義されてい
る場合) を使用します。詳細については、フォールバック状態 (p. 154)を参照してください。

分散マップ状態の例
Mapステートを分散モードで使用するには、次の必須オプションを設定する必要があります。
• ItemReader (p. 89)—Map 州が入力を読み取ることができるデータセットとその場所を指定します。
• ItemProcessor— 次の値を指定します。
• ProcessorConfig—ModeExecutionTypeDISTRIBUTEDEXPRESS とをそれぞれとに設定します。
これにより、Distributed MapMap ステートが開始する子ワークフロー実行のステートの処理モードと
ワークフロータイプが設定されます。
• StartAt— マップワークフローの最初の状態。
• States— マップワークフローを定義します。マップワークフローとは、子ワークフローを実行する
たびに繰り返される一連のステップです。
• ResultWriter (p. 104)— Step Functions が分散マップの状態結果を書き込む Amazon S3 の場所を指定
します。
で説明されているように、オプションで追加のフィールドを設定できます分散マップステートの入力と出
力の構成 (p. 75)。
Amazon S3 バケットに保存された CSV ファイルとしてデータセットを指定する分散マップ状態の定義
の例を次に示します。また、CSV ファイルの各行のデータを処理する Lambda 関数も指定します。この
例では CSV ファイルを使用しているため、CSV 列ヘッダーの場所も指定しています。この例のステー
トマシン定義全体を確認するには、チュートリアル「分散マップを使用した大規模な CSV データのコ
ピー (p. 123)」を参照してください。
{

"Map": {
"Type": "Map",
"ItemReader": {
"ReaderConfig": {
"InputType": "CSV",
"CSVHeaderLocation": "FIRST_ROW"
},
"Resource": "arn:aws:states:::s3:getObject",
"Parameters": {
"Bucket": "Database",
"Key": "csv-dataset/ratings.csv"
}
},
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}

}

"ItemProcessor": {
"ProcessorConfig": {
"Mode": "DISTRIBUTED",
"ExecutionType": "EXPRESS"
},
"StartAt": "LambdaTask",
"States": {
"LambdaTask": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::lambda:invoke",
"OutputPath": "$.Payload",
"Parameters": {
"Payload.$": "$",
"FunctionName": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:processCSVData"
},
"End": true
}
}
},
"Label": "Map",
"End": true,
"ResultWriter": {
"Resource": "arn:aws:states:::s3:putObject",
"Parameters": {
"Bucket": "myOutputBucket",
"Prefix": "csvProcessJobs"
}
}

分散マップステートの入力と出力の構成
Distributed Map ステートの入力と出力は、ItemReader (p. 89)やなどのフィールドを使用して設定
できますResultWriter (p. 104)。
次の例では、Distributed Map 状態の入力と出力を構成する方法を示しています。これらの例を含むステー
トマシン定義の詳細を確認するには、チュートリアル「Distributed Map を使用した大規模な CSV データ
のコピー (p. 123)」を参照してください。

Note
ユースケースによっては、これらのフィールドをすべて適用する必要がない場合があります。以
下のフィールドの詳細については、「」」」」」」」」」」」」」」」マップ状態の入力および
出力フィールド (p. 88)」
ItemReader
ItemReader (p. 89)このフィールドを使用して、Map州が入力データを読み取るデータセットの
場所を指定します。次の例は、保存されている Amazon S3 バケット名とオブジェクトキーを指定し
て CSV ファイルをデータセットとして使用する方法を示しています。
{

"Map": {
"Type": "Map",
...
"ItemReader": {
"ReaderConfig": {
"InputType": "CSV",
"CSVHeaderLocation": "FIRST_ROW"
},
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}

}

"Resource": "arn:aws:states:::s3:getObject",
"Parameters": {
"Bucket": "Database2022",
"Key": "csv-dataset/ratings.csv"
}
},
...
"End": true

MaxItems
MaxItemsフィールドのサブフィールドを使用して、ItemReader (p. 89)Map州がデータセット
から読み取ることができるアイテムの数を制限します。たとえば、CSVMaxItems データセットのサ
ブフィールド値を 90 と指定した場合、Map州は CSV ファイルの最初の 90 行のみを読み取り、ヘッ
ダー行の後に読み取ります。
{

}

"Map": {
"Type": "Map",
...
"ItemReader": {
"ReaderConfig": {
"MaxItems": 90,
"InputType": "CSV",
"CSVHeaderLocation": "FIRST_ROW"
},
...
},
...
"End": true
}

ItemsPath
データセットがワークフローの前のステップから渡された JSON 入力で、配列が含まれている場合
は、ItemsPath (p. 98)フィールドを使用して配列を含むノードを選択します。
たとえば、次の JSON 入力があるとします。
{

}

"facts": [
{
"verdict": "true",
"statement_date": "6/11/2008",
"statement_source": "speech"
},
{
"verdict": "false",
"statement_date": "6/7/2022",
"statement_source": "television"
},
{
"verdict": "mostly-true",
"statement_date": "5/18/2016",
"statement_source": "news"
}
]
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ItemsPath次の例に示すフィールドを使用して、配列を含む JSON ノードを選択します。
"Map": {
"Type": "Map",
"ItemProcessor": {
"ProcessorConfig": {
"Mode": "DISTRIBUTED",
...
}
},
...
"ItemsPath": "$.facts",
...
"End": true
}

ItemSelector
ItemSelector (p. 99)フィールドを使用して、Mapステートイテレーションに渡される前に個々
のデータセットアイテムの値をオーバーライドします。値をオーバーライドするには、キーバリュー
のペアのコレクションを含む JSON 入力を指定します。これらのペアは、ステートマシン定義で指定
する静的値、パスを使用して状態入力から選択された値 (p. 84)、またはコンテキストオブジェクト
からアクセスされる値のいずれかです (p. 116)。
たとえば、次のカスタム JSON 入力は、Map元の入力がステートの繰り返しに渡される前に置き換え
られます。各子ワークフロー実行は、静的値と 2 つのコンテキストオブジェクトデータ項目を含む次
のカスタム入力を受け取ります (p. 118)。
{

}

"Map": {
"Type": "Map",
...
"ItemSelector": {
"foo": "bear",
"index.$": "$$.Map.Item.Index",
"value.$": "$$.Map.Item.Value"
},
...
"End": true
}

ItemBatcher
デフォルトでは、Mapステートはデータセット内の各項目を個別の子ワークフロー実行への入力とし
て渡します。ItemBatcher (p. 100)このフィールドを使用して、各子ワークフロー実行の項目グ
ループを処理します。このフィールドでは、バッチ処理する項目の最大数、最大バッチサイズ (バイト
単位)、またはその両方を指定できます。インタープリターは、指定された数の項目を Items 配列に追
加します。次に、配列を入力として各子ワークフロー実行に渡します。たとえば、バッチ処理する最
大項目数を 10 と指定すると、インタープリターは各子ワークフロー実行への入力の Items 配列に指
定された数の項目を追加します。
次の例では、MaxItemsPerBatchフィールドを指定して 10 のデータセット項目をバッチ処理する方
法を示しています。
{

"Map": {
"Type": "Map",
"ItemBatcher": {
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}

}

"MaxItemsPerBatch": 10
},
...
"End": true

次の例は、ItemsMapステートが子ワークフロー実行への入力として渡す配列内の項目のバッチを示
しています。
{

}

"Items": [
{
"rating": "3.0",
"movieId": "1244",
"userId": "2",
"timestamp": "1192913551"
},
{
"rating": "4.5",
"movieId": "1296",
"userId": "2",
"timestamp": "1192913608"
},
...
]

ResultWriter
ResultWriter (p. 104)このフィールドを使用して、すべての子ワークフロー実行の結果を
Amazon S3 バケットにエクスポートします。出力ペイロードサイズが 256 KB を超える場合は、結果
を Amazon S3 バケットにエクスポートすると便利です。すべての子ワークフロー実行の結果をエク
スポートするには、結果を保存する Amazon S3 バケット名とオブジェクトプレフィックスを指定し
ます。
{

}

"Map": {
"Type": "Map",
...
"ResultWriter": {
"Resource": "arn:aws:states:::s3:putObject",
"Parameters": {
"Bucket": "processedOutput",
"Prefix": "test-run"
}
},
...
"End": true
}

分散マップステートを実行するための IAM ポリシー
ワークフローに Distributed Map ステートを含める場合、Step Functions にはステートマシンロールが
Distributed Map ステートのStartExecution API アクションを呼び出すための適切な権限が必要です。
次の IAM ポリシー例では、Distributed Map ステートの実行に必要な最小限の権限をステートマシンロール
に付与します。
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Note
必ず、Distributed Map ステートを使用しているステートマシンの名前に
置き換えてくださいstateMachineName。例: arn:aws:states:useast-2:123456789012:stateMachine:mystateMachine。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"states:StartExecution"
],
"Resource": [
"arn:aws:states:region:accountID:stateMachine:stateMachineName"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"states:DescribeExecution",
"states:StopExecution"
],
"Resource": "arn:aws:states:region:accountID:execution:stateMachineName/*"
}
]

さらに、Amazon S3 バケットなど、Distributed MapAWS 状態で使用されるリソースにアクセスするのに
必要な最低限の権限を持っていることを確認する必要があります。詳細については、「分散マップステー
トを使用するための IAM ポリシー (p. 674)」を参照してください。

分散マップ状態の実行
Mapステートを分散モードで実行すると、Step Functions はマップ実行リソースを作成します。マップ実
行とは、分散マップステートが開始する子ワークフロー実行のセットを指します。マップ実行は、Step
Functions コンソールで表示できます。DescribeMapRunAPI アクションを呼び出すこともできま
す。Map Run CloudWatch はにもメトリクスを出力します。
Step Functions コンソールには、分散マップステートの実行に関連するすべての情報を表示する [マッ
プ実行の詳細] ページがあります。たとえば、Distributed Map ステートの実行ステータス、Map Run
ARN、Distributed Map ステートによって開始された子ワークフロー実行で処理されたアイテムのステータ
ス、およびすべての子ワークフロー実行のリストを表示できます。コンソールには、この情報がダッシュ
ボード形式で表示されます。
Distributed Map ステートの実行をコンソールに表示する方法の詳細については、を参照してくださいマッ
プ実行の確認 (p. 148)。

Transitions
ステートマシンの新しい実行を開始すると、StartAtシステムは最上位フィールドで参照されている状態
から始まります。このフィールドは文字列として指定され、ワークフロー内の状態の名前と大文字と小文
字を含めて完全に一致する必要があります。
ステートが実行されると、AWS Step FunctionsNextフィールドの値を使用して次に進むステートを決定
します。
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Nextフィールドでは州名を文字列で指定することもできます。この文字列は大文字と小文字が区別され、
ステートマシンの説明で指定された状態の名前と正確に一致する必要があります。
例えば、次の状態には NextState への移行が含まれています。
"SomeState" : {
...,
"Next" : "NextState"
}

ほとんどの州では、Nextこのフィールドで許可されている移行ルールは 1 つだけです。ただ
し、Choiceステートなどの特定のフロー制御ステートでは、Nextそれぞれに独自のフィールドを持つ複
数の遷移ルールを指定できます。Amazon ステートメント言語 (p. 25)では、移行の指定方法など、指定
可能な各状態タイプについて詳しく説明されています。
状態には、他の状態からの受信移行を複数指定できます。
このプロセスは、終了状態 (、またはが付いた状態"End": true) になるか"Type": Succeed"Type":
Fail、実行時エラーが発生するまで繰り返されます。
ステートマシン内の状態には次のルールが適用されます。
• ステートは、それを囲むブロック内でどのような順序で発生してもかまいません。ただし、リストされ
ている順序は、実行される順序には影響しません。この順序は状態の内容によって決まります。
• ステートマシン内では、startステートとして指定できるステートは 1 つだけです。start状態
は、StartAt最上位構造内のフィールドの値によって定義されます。
• ステートマシンのロジックによっては (ステートマシンにロジックブランチが複数あるかどうかなど)、
複数のend状態が存在する可能性があります。
• ステートマシンが 1 つのステートのみで構成されている場合、そのステートは開始ステートでも終了ス
テートでもかまいません。

分散マップ状態の遷移
Mapステートを分散モードで使用すると、ディストリビュートマップステートが開始する子ワークフロー
の実行ごとに 1 回の状態遷移が課金されます。Mapステートをインラインモードで使用する場合、インラ
インマップステートを繰り返すたびにステート遷移が発生することはありません。
ステートを分散モードで使用し、MapMapステート定義にネストされたワークフローを含めることでコス
トを最適化できます。また、分散マップ状態では、Express タイプの子ワークフロー実行を開始するとき
の価値も高まります。Step Functions では、Express の子ワークフロー実行の応答とステータスが保存さ
れるため、 CloudWatch 実行データをログに保存する必要が少なくなります。エラーしきい値の定義やア
イテムグループのバッチ処理など、Distributed Map ステートで使用できるフロー制御にもアクセスできま
す。Step Functions の価格設定については、AWS Step Functions料金表を参照してください。

ステートマシンデータ
ステートマシンのデータは、次の形式です。
• ステートマシンへの最初の入力
• 状態間で渡されるデータ
• ステートマシンからの出力
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このセクションでは、ステートマシンのデータを AWS Step Functions でフォーマットして使用する方法
について説明します。
トピック
• データ形式 (p. 81)
• ステートマシンの入出力 (p. 81)
• 状態の入出力 (p. 81)

データ形式
ステートマシンデータは JSON テキストで表されます。JSON でサポートされている任意のデータ型を使
用してステートマシンに値を提供できます。

Note
• JSON JavaScript テキスト形式の数字はセマンティクスに準拠しています。これらの数値は通
常、倍精度 IEEE-854 値に対応しています。
• 有効な JSON テキストは次のとおりです。
• スタンドアロンの引用符で区切られた文字列
• オブジェクト
• 配列
• 数字
• ブール値
• null
• ステートの出力が、次のステートの入力になる。ただし、入力処理と出力処理を使用すること
で、ステートが入力データのサブセットを処理するように制限できます (p. 82)。

ステートマシンの入出力
AWS Step Functions初期入力データをステートマシンに渡すには 2 つの方法があります。実行を開始する
ときに、StartExecutionデータをアクションに渡すことができます。Step Functions コンソールからス
テートマシンにデータを渡すこともできます。初期データは、ステートマシンの StartAt 状態に渡され
ます。入力が提供されない場合、デフォルトは空のオブジェクト ({}) です。
実行の出力は、最後の状態 (terminal) により返されます。この出力は、実行の結果に JSON テキストと
して表示されます。
標準ワークフローでは、DescribeExecutionアクションなどの外部呼び出し元を使用して実行履歴から
実行結果を取得できます。実行結果は、Step Functions コンソールで確認できます。
Express ワークフローについては、ログを有効にしている場合は、Step Functions CloudWatch コンソール
でログを有効にしている場合は、Step Functions コンソールで実行を確認およびデバッグできます。詳細
については、 CloudWatch Logs を使用したログ記録 (p. 595) および Step Functions コンソールでの実行
の表示とデバッグ (p. 133) を参照してください。
ステートマシンに関連するクォータも考慮する必要があります。詳細については、「」を参照してくださ
いクォータ (p. 572)

状態の入出力
各状態の入力は、前の状態の JSON テキストで構成されます。または、StartAt 状態の場合、実行への
入力で構成されます。特定のフロー制御状態は、その出力への入力をエコーします。
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次の例では、ステートマシンが 2 つの数値を同時に追加します。
1.

AWS Lambda 関数を定義します。
function Add(input) {
var numbers = JSON.parse(input).numbers;
var total = numbers.reduce(
function(previousValue, currentValue, index, array) {
return previousValue + currentValue; });
return JSON.stringify({ result: total });
}

2.

ステートマシンを定義します。
{

}

3.

"Comment": "An example that adds two numbers together.",
"StartAt": "Add",
"Version": "1.0",
"TimeoutSeconds": 10,
"States":
{
"Add": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:Add",
"End": true
}
}

次の JSON テキストで実行を開始します。
{ "numbers": [3, 4] }

Add 状態が JSON テキストを受け取り、Lambda 関数に渡します。
Lambda 関数は、計算の結果をその状態に返します。
状態は、その出力で次の値を返します。
{ "result": 7 }

Add はステートマシンの最終状態でもあるため、この値はステートマシンの出力として返されます。
最終状態が出力を返さない場合、ステートマシンは空のオブジェクト ({}) を返します。
詳細については、Step Functions の入出力処理 (p. 82)を参照してください。

Step Functions の入出力処理
Step Functions を実行すると、JSON テキストを入力として受け取り、その入力をワークフローの最初の
状態に渡します。それぞれの状態で JSON を入力として受け取ります。また、通常 JSON を出力として次
の状態に渡します。AWS Step Functions のワークフローを効率的に設計し、実装するには、状態間のこの
情報の流れを理解して、このデータのフィルタリングや操作の方法を学ぶことが重要です。
Amazon States Language では、これらのフィールドを使用して、状態によって異なる JSON のフローを
フィルターおよび制御します。
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• InputPath
• OutputPath
• ResultPath
• Parameters
• ResultSelector
次の図は、JSON 情報がタスク状態を遷移する様子を表します。InputPath では、Task 状態のタスクに
どの JSON 入力部分を渡すかを選択します (例: AWS Lambda 関数)。次に、ResultPath を使用して、出
力に渡す状態入力とタスク結果の組み合わせを選択します。OutputPath では、JSON 出力をフィルタリ
ングして、出力に渡される情報を絞り込むことができます。

InputPath、Parameters、ResultSelector、ResultPath、および OutputPath ではそれぞれ
JSON を使用します。ワークフローの各状態に遷移しているからです。
それぞれがパス (p. 84)を使用して、入力または結果から JSON の部分を選択することができます。パ
スは $ で始まる文字列です。これを使用して、JSON テキスト内でノードを識別します。Step Functions
JsonPath

Tip
SStep Functions
トピック
• パス (p. 84)
• InputPath、パラメータ、 ResultSelector (p. 85)
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• マップ状態の入力および出力フィールド (p. 88)
• ResultPath (p. 106)
• OutputPath (p. 112)
• InputPath, ResultPath そして OutputPath 例 (p. 112)
• Context オブジェクト (p. 116)

パス
Amazon States Language では、パスは、JSON テキスト内でコンポーネントを識別するために使用で
きる $ で始まる文字列です。JsonPathパスは構文に従います。InputPath、ResultPath、および
OutputPath に値を指定するときに、入力のサブセットにアクセスするパスを指定できます。詳細につい
ては、Step Functions の入出力処理 (p. 82) を参照してください。

Note
また、状態の定義の Parameters フィールド内のパスを使用して、入力あるいはコンテキス
トオブジェクトの JSON ノードを指定することもできます。サービス API にパラメータを渡
す (p. 364) を参照してください。

リファレンスパス
リファレンスパスは、JSON 構造内の単一ノードのみを識別できるように構文が制限されたパスです。
• オブジェクトのフィールドにアクセスするには、ドット (.) と角括弧 ([ ]) のみを使用して表記しま
す。
• length() などの関数はサポートされていません。
• subsetofなどの非シンボリックな字句演算子はサポートされていません。
• 正規表現や JSON 構造内の別の値を参照することによるフィルタリングはサポートされていません。
• @フィルタで処理中の現在のノードと一致するオペレータは、スカラー値と一致しません。オブジェクト
のみにマッチします。
例えば、if 状態入力データには次の値が含まれます。
{

}

"foo": 123,
"bar": ["a", "b", "c"],
"car": {
"cdr": true
},
"jar": [{"a": 1}, {"a": 5}, {"a": 2}, {"a": 7}, {"a": 3}]

次のリファレンスパスは以下を返します。
$.foo => 123
$.bar => ["a", "b", "c"]
$.car.cdr => true
$.jar[?(@.a >= 5)] => [{"a": 5}, {"a": 7}]

特定の状態はパスおよびリファレンスパスを使用して、ステートマシンのフローの制御、または状態の設
定やオプションを構成します。詳細については、「データフローシミュレータによるワークフローの入力
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および出力パス処理のモデル化」および「の JSONPath の効果的な使用」を参照してくださいAWS Step
Functions。

InputPath、パラメータ、 ResultSelector
JSON はワークフローを通して動くため、InputPath、Parameters、および ResultSelector フィー
ルドから JSON の操作方法を提供します。InputPath は、パスを使用して JSON 表記をフィルタリ
ングして渡される入力を制限できます (パス (p. 84) を参照)。Parameters フィールドによって、
ステートマシンで定義した静的値あるいはパスを使用した入力から選択された静的値のいずれかの値
となるキー値ペアのコレクションを渡すことができるようになります。ResultSelector フィールド
は、ResultPath が適用される前の状態を操作する方法を提供します。
AWS Step Functions は InputPath フィールド、そして Parameters フィールドの順に適用します。最
初に InputPath を使用して raw 入力をフィルタリングしてから、Parameters を適用して、入力をさら
に操作するか、新しい値を追加します。その後、ResultSelector フィールドを使って、ResultPath
を適用する前に、状態の出力を操作できます。

Tip
SStep Functions

InputPath
状態入力の一部を選択するには、InputPath を使用します。
例えば、状態への入力に以下が含まれているとします。
{

}

"comment": "Example for InputPath.",
"dataset1": {
"val1": 1,
"val2": 2,
"val3": 3
},
"dataset2": {
"val1": "a",
"val2": "b",
"val3": "c"
}

InputPath を適用できます。
"InputPath": "$.dataset2",

上記の InputPath を使用すると、入力として渡される JSON は次のようになります。
{

}

"val1": "a",
"val2": "b",
"val3": "c"

Note
パスは値の選択になる場合があります。次の の例を考えます。
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{ "a": [1, 2, 3, 4] }

パス $.a[0:2] を適用すると、結果は次のとおりです。
[ 1, 2 ]

パラメータ
このセクションでは、[Parameters] (パラメータ) フィールドを使用するさまざまな方法を示します。

キーバリューペア
入力として渡されるキーバリューのペアのコレクションを作成するには、Parameters フィールドを使用
します。それぞれの値は、ステートマシンの定義に含める静的な値、または入力からパスまたはコンテキ
ストオブジェクトで選択した静的な値を使用できます。パスを使用して値を選択するキーと値のペアの場
合、キーの名前は .$ で終わる必要があります。
例えば、以下の入力を使用するとします。
{

}

"comment": "Example for Parameters.",
"product": {
"details": {
"color": "blue",
"size": "small",
"material": "cotton"
},
"availability": "in stock",
"sku": "2317",
"cost": "$23"
}

いくつかの情報を選択するには、これらのパラメータをステートマシン定義で指定できます。
"Parameters": {
"comment": "Selecting what I care about.",
"MyDetails": {
"size.$": "$.product.details.size",
"exists.$": "$.product.availability",
"StaticValue": "foo"
}
},

前の入力と Parameters フィールドを指定する場合、これが渡される JSON となります。
{

"comment": "Selecting what I care about.",
"MyDetails": {
"size": "small",
"exists": "in stock",
"StaticValue": "foo"
}

},

入力に加えて、コンテキストオブジェクトとして知られる特別な JSON にアクセスできます。コンテ
キストオブジェクトには、ステートマシン実行に関する情報が含まれています。Context オブジェク
ト (p. 116) を参照してください。
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コネクテッドリソース
Parameters フィールドを使用して、接続されたリソースに情報を渡すこともできます。例えば、タスク
の状態で AWS Batch ジョブを調整する場合は、該当する API パラメータをそのサービスの API アクショ
ンに直接渡すことができます。詳細については、以下を参照してください。
• サービス API にパラメータを渡す (p. 364)
• 他のサービスでの使用 (p. 339)

Amazon S3
状態間で渡すLambda 関数のデータが 262,144 バイトを超える場合、Amazon S3 を使用してデータを保存
し、以下のいずれかの方法を実装します。
• ワークフローで Distributed Map ステートを使用して、Mapステートが Amazon S3 データソースか
らの入力を直接読み取れるようにします。詳細については、「分散モードでのマップステートの使
用 (p. 70)」を参照してください。
• Payloadパラメータ内のバケットの Amazon リソースネーム (ARN) を解析して、バケット名とキーバ
リューを取得します。詳細については、「ラージペイロードを渡す代わりに Amazon S3 ARNs を使用す
る (p. 334)」を参照してください。
または、実行時に小さいペイロードを渡すように実装を調整します。

ResultSelector
ResultPath を適用する前に、ResultSelector フィールドを利用して、状態の結果を操作しま
す。ResultSelector フィールドでは、キーバリューペアのコレクションを作成できます。ここ
では、値は静的であるか、状態の結果から選択されます。ResultSelectorフィールドを使用し
て、ResultPath州の結果のどの部分をフィールドに渡すかを選択できます。

Note
ResultPathフィールドを使用すると、フィールドの出力を元の入力に追加できま
す。ResultSelector
ResultSelector は、次の状態のオプションのフィールドです。
• マップ (p. 63)
• タスク (p. 40)
• 並行 (p. 59)
例えば、Step Functions サービス統合は、結果のペイロードに加えてメタデータを返しま
す。ResultSelector は結果の一部を選択し、ResultPath を含む状態の入力とマージできます。この
例では、resourceType と ClusterId だけを選択し、Amazon EMR CreateCluster.sync からの状態入
力とマージします。次のものがあるとします。
{

"resourceType": "elasticmapreduce",
"resource": "createCluster.sync",
"output": {
"SdkHttpMetadata": {
"HttpHeaders": {
"Content-Length": "1112",
"Content-Type": "application/x-amz-JSON-1.1",
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"Date": "Mon, 25 Nov 2019 19:41:29 GMT",
"x-amzn-RequestId": "1234-5678-9012"

}

}

},
"HttpStatusCode": 200
},
"SdkResponseMetadata": {
"RequestId": "1234-5678-9012"
},
"ClusterId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"

その後、ResultSelector を使って resourceType と ClusterId を選択できます。
"Create Cluster": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::elasticmapreduce:createCluster.sync",
"Parameters": {
<some parameters>
},
"ResultSelector": {
"ClusterId.$": "$.output.ClusterId",
"ResourceType.$": "$.resourceType"
},
"ResultPath": "$.EMROutput",
"Next": "Next Step"
}

与えられた入力で、ResultSelector を使用して以下を生成します。
{

}

"OtherDataFromInput": {},
"EMROutput": {
"ResourceType": "elasticmapreduce",
"ClusterId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
}

マップ状態の入力および出力フィールド
Mapステートは、JSON 配列、Amazon S3 オブジェクトのリスト、Amazon S3 バケット内の CSV ファイ
ルの行など、データセット内のアイテムのコレクションを同時に反復処理します。コレクション内のアイ
テムごとに一連の手順が繰り返されます。これらのフィールドを使用して、Map州が受け取る入力と生成
する出力を設定できます。Step Functions は、次のリストと図に示されている順序で、分散マップステー
トの各フィールドを適用します。

Note
ユースケースによっては、これらのフィールドをすべて適用する必要がない場合があります。
1. ItemReader (p. 89)
2. ItemsPath (p. 98)
3. ItemSelector (p. 99)
4. ItemBatcher (p. 100)
5. ResultWriter (p. 104)
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Note
Mapこれらの状態入力フィールドと出力フィールドは、現在 Step Functions コンソールのデータ
フローシミュレーターでは使用できません。

ItemReader
ItemReaderフィールドは JSON オブジェクトで、データセットとその場所を指定します。分散マップス
テートは、このデータセットを入力として使用します。次の例は、データセットが Amazon S3 バケット
に格納された CSVItemReader ファイルの場合のフィールドの構文を示しています。
"ItemReader": {
"ReaderConfig": {
"InputType": "CSV",
"CSVHeaderLocation": "FIRST_ROW"
}
"Resource": "arn:aws:states:::s3:getObject",
"Parameters": {
"Bucket": "myBucket",
"Key": "csvDataset/ratings.csv"
}
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}

Tip
Workflow Studioでは、アイテムソースフィールドにデータセットとその場所を指定します。
目次
• ItemReader フィールドの内容 (p. 90)
• データセットの例 (p. 91)
• データセットの IAM ポリシー (p. 97)

ItemReader フィールドの内容
データセットによって、ItemReaderフィールドの内容は異なります。たとえば、データセットがワーク
フローの前のステップから渡された JSON 配列の場合、ItemReaderフィールドは省略されます。データ
セットが Amazon S3 データソースの場合、このフィールドには以下のサブフィールドが含まれます。
ReaderConfig
次の詳細を指定する JSON オブジェクト。
• InputType
CSV ファイル、オブジェクト、JSON ファイル、Amazon S3 インベントリリストなどの Amazon
S3 データソースのタイプを指定します。Workflow Studio では、アイテムソースフィールドの下の
Amazon S3 アイテムソースドロップダウンリストから入力タイプを選択できます。
• CSVHeaderLocation

Note
このフィールドは、CSV ファイルをデータセットとして使用する場合にのみ指定する必要
があります。
次のいずれかの値を受け入れて、列ヘッダーの位置を指定します。

Important
現在、Step Functions は最大 10 KB の CSV ヘッダーをサポートしています。
• FIRST_ROW— ファイルの最初の行がヘッダーの場合は、このオプションを使用してください。
• GIVEN— このオプションを使用して、ステートマシン定義内のヘッダーを指定します。たとえ
ば、CSV ファイルに次のデータが含まれているとします。
1,307,3.5,1256677221
1,481,3.5,1256677456
1,1091,1.5,1256677471
...

次の JSON 配列を CSV ヘッダーとして指定します。
"ItemReader": {
"ReaderConfig": {
"InputType": "CSV",
"CSVHeaderLocation": "GIVEN",
"CSVHeaders": [
"userId",
"movieId",
"rating",
"timestamp"
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}

}

]

Tip
Workflow Studioでは、このオプションは「アイテムソース」フィールドの「追加構成」に
あります。
• MaxItems
Map州に渡されるデータ項目の数を制限します。たとえば、1000 行を含む CSV ファイルを提供
し、100 行に制限を指定した場合、Mapインタープリターは州に 100 行のみを渡します。Mapス
テートは、ヘッダー行以降から順番に項目を処理します。
デフォルトでは、Mapステートは指定されたデータセット内のすべてのアイテムに対して反復処理
されます。

Note
現在、最大100,000,000の制限を指定できます。分散マップの状態は、この制限を超えるア
イテムの読み取りを停止します。

Tip
Workflow Studioでは、このオプションは「アイテムソース」フィールドの「追加構成」に
あります。
または、Distributed Map の状態入力で既存のキーと値のペアへの参照パスを指定することもできま
す (p. 84)。パスは正の整数に変換する必要があります。MaxItemsPathサブフィールドで参照
パスを指定します。

Important
MaxItemsまたはMaxItemsPathサブフィールドのいずれかを指定できますが、両方を指
定することはできません。
Resource
Amazon S3 API アクションのStep Functions は、指定されたデータセットに応じて呼び出す必要があ
ります。
Parameters
データセットが保存されている Amazon S3 バケット名とオブジェクトキーを指定する JSON オブ
ジェクト。

Important
Amazon S3AWS アカウント バケットとAWS リージョン、ステートマシンと同じ下にあることを
確認してください。

データセットの例
データセットに指定できるオプションは以下のとおりです。
• 前のステップの JSON 配列 (p. 92)
• Amazon S3 オブジェクトのリスト (p. 92)
• Amazon S3 バケット内の JSON ファイル (p. 93)
• Amazon S3 バケットの CSV ファイル (p. 94)
• Amazon S3 インベントリリスト (p. 95)
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Important
Step Functions では、使用する Amazon S3 データセットにアクセスするための適切な許可が必要
です。データセットの IAM ポリシーの詳細については、「」を参照してくださいデータセットの
IAM ポリシー (p. 97)。

前のステップの JSON 配列
分散マップステートは、ワークフローの前のステップから渡された JSON 入力を受け入れることができ
ます。この入力は配列か、特定のノード内の配列を含む必要があります。配列を含むノードを選択するに
は、ItemsPath (p. 98)フィールドを使用できます。
配列内の個々のアイテムを処理するために、Distributed Map ステートは各配列アイテムの子ワークフロー
実行を開始します。次のタブには、Mapステートに渡される入力の例と、子ワークフロー実行への対応す
る入力の例が表示されます。

Note
データセットが前のステップの JSON 配列の場合、Step FunctionsItemReader はフィールドを
省略します。
Input passed to the Map state
次の 3 つの項目からなる JSON 配列を考えてみましょう。
"facts": [
{
"verdict": "true",
"statement_date": "6/11/2008",
"statement_source": "speech"
},
{
"verdict": "false",
"statement_date": "6/7/2022",
"statement_source": "television"
},
{
"verdict": "mostly-true",
"statement_date": "5/18/2016",
"statement_source": "news"
}
]

Input passed to a child workflow execution
分散マップ状態では、3 回の子ワークフローの実行が開始されます。各実行は、入力として配列項目
を受け取ります。次の例は、子ワークフロー実行によって受信された入力を示しています。
{

}

"verdict": "true",
"statement_date": "6/11/2008",
"statement_source": "speech"

Amazon S3 オブジェクトの例
分散マップ状態では、Amazon S3 バケットに格納されているオブジェクトを反復処理できます。Mapワー
クフローの実行が状態に達すると、Step Functions は ListObjectsV2 API アクションを呼び出し、Amazon
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S3 オブジェクトメタデータの配列を返します。この配列では、各項目には、バケットに保存されている
データの ETag や Key などのデータが含まれています。
配列内の個々のアイテムを処理するために、Distributed Map ステートは子ワークフローの実行を開始しま
す。たとえば、Amazon S3 バケットに 100 個のイメージが含まれている場合、ListObjectsV2 API ア
クションを呼び出した後に返される配列には 100 個のアイテムが含まれます。次に、分散マップ状態で
は、各配列アイテムを処理するための子ワークフロー実行が 100 回開始されます。

Note
• 現在、Step Functions には、Amazon S3 コンソールを使用して作成する各フォルダの項目も含
まれています。その結果、Distributed Map ステートによって開始される子ワークフローの実行
が余分に発生します。フォルダに余分な子ワークフロー実行が作成されないように、を使用し
てフォルダを作成することをお勧めします。AWS CLI詳細については、AWS Command Line
Interfaceユーザーガイドの「高レベル Amazon S3 コマンド」を参照してください。
• Step Functions では、使用する Amazon S3 データセットにアクセスするための適切な許可が必
要です。データセットの IAM ポリシーの詳細については、「」を参照してくださいデータセッ
トの IAM ポリシー (p. 97)。
次のタブは、ItemReaderこのデータセットのフィールド構文と子ワークフロー実行に渡される入力の例
を示しています。
ItemReader syntax
この例では、画像、JSON ファイル、オブジェクトを含むデータを、processDataという名前の
Amazon S3 バケット内のプレフィックス内に整理しましたmyBucket。
"ItemReader": {
"Resource": "arn:aws:states:::s3:listObjectsV2",
"Parameters": {
"Bucket": "myBucket",
"Prefix": "processData"
}
}

Input passed to a child workflow execution
Distributed Map の状態では、Amazon S3 バケットに存在するアイテムの数と同じ数の子ワークフ
ローの実行が開始されます。次の例は、子ワークフロー実行によって受信された入力を示していま
す。
{

}

"Etag": "\"05704fbdccb224cb01c59005bebbad28\"",
"Key": "processData/images/n02085620_1073.jpg",
"LastModified": 1668699881,
"Size": 34910,
"StorageClass": "STANDARD"

Amazon S3 バケットの JSON ファイル
分散マップステートは、Amazon S3 バケットに保存されている JSON ファイルをデータセットとして受
け入れることができます。JSON ファイルには配列が含まれている必要があります。
Mapワークフローの実行が状態に達すると、Step Functions は GetObjectAPI アクションを呼び出して、
指定された JSON ファイルを取得します。次に、Mapステートは配列内の各項目を反復処理し、各項目
の子ワークフロー実行を開始します。たとえば、JSON ファイルに 1000 個の配列項目が含まれている場
合、Mapステートは 1000 回の子ワークフローの実行を開始します。
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Note
• 現在、Step Functions は最大 8 MB の CSV または JSON ファイルのアイテムをサポートして
います。ただし、ItemSelectorオプションフィールドを適用した後の合計入力サイズは 256
KB を超えることはできません。
• 現在、Step Functions は Amazon S3 インベントリレポート、または Amazon S3 バケット内の
CSV または JSON ファイルの最大サイズとして 10 GB をサポートしています。
• Step Functions では、使用する Amazon S3 データセットにアクセスするための適切な許可が必
要です。データセットの IAM ポリシーの詳細については、「」を参照してくださいデータセッ
トの IAM ポリシー (p. 97)。
次のタブは、ItemReaderこのデータセットのフィールド構文と子ワークフロー実行に渡される入力の例
を示しています。
ItemReader syntax
この例では、という名前の JSON ファイルがあるとしますfactcheck.json。このファイルを
Amazon S3jsonDataset バケットで指定されたプレフィックスに保存しました。
"ItemReader": {
"Resource": "arn:aws:states:::s3:getObject",
"ReaderConfig": {
"InputType": "JSON"
},
"Parameters": {
"Bucket": "myBucket",
"Key": "jsonDataset/factcheck.json"
}
}

Input to a child workflow execution
Distributed Map 状態では、JSON ファイルに存在する配列項目の数と同じ数だけ子ワークフローの実
行が開始されます。次の例は、子ワークフロー実行によって受信された入力を示しています。
{

}

"verdict": "true",
"statement_date": "6/11/2008",
"statement_source": "speech"

Amazon S3 バケットの CSV ファイル
分散マップ状態では、Amazon S3 バケットに格納された CSV ファイルを設定できます。データセットと
して CSV ファイルを使用する場合は、CSV 列ヘッダーも指定する必要があります。CSV ヘッダーの指定
については、を参照してください ItemReader フィールドの内容 (p. 90)。
Mapワークフローの実行が状態に達すると、Step Functions は GetObjectAPI アクションを呼び出して、指
定された CSV ファイルを取得します。次に、Mapステートは CSV ファイルの各行を繰り返し処理し、子
ワークフローの実行を開始して各行の項目を処理します。たとえば、100 行を含む CSV ファイルを入力と
して提供すると、Mapインタープリターは各行を州に渡します。Mapステートは、ヘッダー行以降から順番
に項目を処理します。

Note
• 現在、Step Functions は最大 8 MB の CSV または JSON ファイルのアイテムをサポートして
います。ただし、ItemSelectorオプションフィールドを適用した後の合計入力サイズは 256
KB を超えることはできません。
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• 現在、Step Functions は Amazon S3 インベントリレポート、または Amazon S3 バケット内の
CSV または JSON ファイルの最大サイズとして 10 GB をサポートしています。
• Step Functions では、使用する Amazon S3 データセットにアクセスするための適切な許可が必
要です。データセットの IAM ポリシーの詳細については、「」を参照してくださいデータセッ
トの IAM ポリシー (p. 97)。
次のタブは、ItemReaderこのデータセットのフィールド構文と子ワークフロー実行に渡される入力の例
を示しています。
ItemReader syntax
たとえば、というの CSV ファイルがあるとしますratings.csv。このファイルを Amazon
S3csvDataset バケットで指定されたプレフィックスに保存しました。
{

}

"ItemReader": {
"ReaderConfig": {
"InputType": "CSV",
"CSVHeaderLocation": "FIRST_ROW"
},
"Resource": "arn:aws:states:::s3:getObject",
"Parameters": {
"Bucket": "myBucket",
"Key": "csvDataset/ratings.csv"
}
}

Input to a child workflow execution
Distributed Map 状態では、CSV ファイル内に存在する行数と同数の子ワークフロー実行が開始され
ます。ただし、ファイル内にヘッダー行がある場合は、その行数を除きます。次の例は、子ワークフ
ロー実行によって受信された入力を示しています。
{

}

"rating": "3.5",
"movieId": "307",
"userId": "1",
"timestamp": "1256677221"

S3 インベントリの例
分散マップステートは、Amazon S3 バケットに保存されている Amazon S3 インベントリマニフェスト
ファイルをデータセットとして受け入れることができます。
Mapワークフローの実行が状態に達すると、Step Functions は GetObjectAPI アクションを呼び出して、指
定された Amazon S3 インベントリマニフェストファイルを取得します。次に、Mapステートはインベン
トリ内のオブジェクトを反復処理して、Amazon S3 インベントリオブジェクトメタデータの配列を返しま
す。

Note
• 現在、Step Functions は Amazon S3 インベントリレポート、または Amazon S3 バケット内の
CSV または JSON ファイルの最大サイズとして 10 GB をサポートしています。
• Step Functions では、使用する Amazon S3 データセットにアクセスするための適切な許可が必
要です。データセットの IAM ポリシーの詳細については、「」を参照してくださいデータセッ
トの IAM ポリシー (p. 97)。
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以下は、という名前の Amazon S3csvDataset バケットに保存されているオブジェクトを含む CSV 形式
のインベントリファイルの例ですsourceBucket。imageDataset
"sourceBucket","csvDataset/","0","2022-11-16T00:27:19.000Z"
"sourceBucket","csvDataset/titles.csv","3399671","2022-11-16T00:29:32.000Z"
"sourceBucket","imageDataset/","0","2022-11-15T20:00:44.000Z"
"sourceBucket","imageDataset/n02085620_10074.jpg","27034","2022-11-15T20:02:16.000Z"
...

Important
現在、Step Functions はユーザー定義の Amazon S3 インベントリレポートをデータセットと
してサポートしていません。また、Amazon S3 インベントリレポートの出力形式が CSV であ
ることを確認する必要があります。Amazon S3 インベントリとその設定方法の詳細について
は、Amazon S3 ユーザーガイドの「Amazon S3 インベントリ」を参照してください。
次のインベントリマニフェストファイルの例は、インベントリオブジェクトメタデータの CSV ヘッダーを
示しています。
{

"sourceBucket" : "sourceBucket",
"destinationBucket" : "arn:aws:s3:::inventory",
"version" : "2016-11-30",
"creationTimestamp" : "1668560400000",
"fileFormat" : "CSV",
"fileSchema" : "Bucket, Key, Size, LastModifiedDate",
"files" : [ {
"key" : "source-bucket/destination-prefix/
data/20e55de8-9c21-45d4-99b9-46c732000228.csv.gz",
"size" : 7300,
"MD5checksum" : "a7ff4a1d4164c3cd55851055ec8f6b20"
} ]
}

次のタブは、ItemReaderこのデータセットのフィールド構文と子ワークフロー実行に渡される入力の例
を示しています。
ItemReader syntax
{

"ItemReader": {
"ReaderConfig": {
"InputType": "MANIFEST"
},
"Resource": "arn:aws:states:::s3:getObject",
"Parameters": {
"Bucket": "destinationBucket",
"Key": "destination-prefix/source-bucket/config-ID/YYYY-MM-DDTHH-MMZ/
manifest.json"
}
}
}

Input to a child workflow execution
{

"LastModifiedDate": "2022-11-16T00:29:32.000Z",
"Bucket": "sourceBucket",
"Size": "3399671",
"Key": "csvDataset/titles.csv"
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}

Amazon S3 インベントリレポートの設定時に選択したフィールドによっては、manifest.jsonファ
イルの内容が表示されている例と異なる場合があります。

データセットの IAM ポリシー
Step Functions コンソールを使用してワークフローを作成すると、Step Functions はワークフロー定義内
のリソースに基づいて IAM ポリシーを自動的に生成できます。これらのポリシーには、ステートマシン
ロールが Distributed Map ステートのStartExecution API アクションを呼び出すために必要な最低限の
権限が含まれています。これらのポリシーには、Amazon S3 のバケットやオブジェクト、LambdaAWS 関
数などのリソースにアクセスするために必要最低限の権限を持つステップ関数も含まれています。IAM ポ
リシーで必要なアクセス許可のみを含めることを強くお勧めします。たとえば、Mapワークフローに分散
モードの状態が含まれている場合は、ポリシーの範囲をデータセットを含む特定の Amazon S3 バケット
とフォルダに限定します。

Important
Distributed Map の状態入力で、既存のキーと値のペアへの参照パスを使用して (p. 84)
Amazon S3 バケットとオブジェクト、またはプレフィックスを指定する場合は、必ずワークフ
ローの IAM ポリシーを更新してください。実行時にパスが解決するバケット名とオブジェクト名
にポリシーの範囲を絞ります。
以下の IAM ポリシーの例では、ListObjectsV2 アクションと GetObjectAPI アクションを使用して Amazon
S3 データセットにアクセスするのに必要な最小限の権限を付与しています。

Example Amazon S3 オブジェクトの IAM ポリシー
以下の例に示すのは、というAmazon S3processImages バケットに含まれるオブジェクトにアクセスす
るための最小限のアクセス許可を付与する IAMmyBucket ポリシーです。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::myBucket"
],
"Condition": {
"StringLike": {
"s3:prefix": [
"processImages"
]
}
}
}
]

Example データセットとしての CSV ファイルの IAM ポリシー
次の例は、というCSV ファイルにアクセスするための最小限のアクセス許可を付与する
IAMratings.csv ポリシーの例を示しています
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::myBucket/csvDataset/ratings.csv"
]
}
]

Example Amazon S3 インベントリの IAM ポリシー
次の例は、Amazon S3 インベントリレポートにアクセスするための最小限のアクセス許可を付与する IAM
ポリシーの例を示しています
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::destination-prefix/source-bucket/config-ID/YYYY-MM-DDTHH-MMZ/
manifest.json",
"arn:aws:s3:::destination-prefix/source-bucket/config-ID/data/*"
]
}
]
}

ItemsPath
ItemsPathフィールドを使用して、Mapステートに提供された JSON 入力内の配列を選択します。Mapス
テートは、配列内の項目ごとに一連のステップを繰り返します。デフォルトでは、MapItemsPath状態は
に設定され$、入力全体が選択されます。Mapステートへの入力が JSON 配列の場合、配列内の各項目に
対して反復処理が実行され、その項目が入力として反復処理に渡されます。

Note
Distributed MapItemsPath ステートで使用できるのは、ワークフローの前のステートから渡され
た JSON 入力を使用する場合のみです。
ItemsPathこのフィールドを使用して、反復に使用される JSON 配列を指す入力内の位置を指定できま
す。ItemsPathの値は参照パスでなければならず、そのパスは (p. 84) JSON 配列を指している必要が
あります。例えば、次の例のように、Map 状態への入力に 2 つの配列が含まれている場合について考えて
みます。
{

"ThingsPiratesSay": [
{
"say": "Avast!"
},
{
"say": "Yar!"
},
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{
}

}

"say": "Walk the Plank!"

],
"ThingsGiantsSay": [
{
"say": "Fee!"
},
{
"say": "Fi!"
},
{
"say": "Fo!"
},
{
"say": "Fum!"
}
]

この場合、Mapステートの反復に使用する配列を選択することで指定できますItemsPath。次のステート
マシン定義では、ItemsPath .ItThingsPiratesSay を使用して入力内の配列を指定し、SayWord配列内
の各項目に対してパス状態の反復処理を実行します。ThingsPiratesSay
{

}

"StartAt": "PiratesSay",
"States": {
"PiratesSay": {
"Type": "Map",
"ItemsPath": "$.ThingsPiratesSay",
"ItemProcessor": {
"StartAt": "SayWord",
"States": {
"SayWord": {
"Type": "Pass",
"End": true
}
}
},
"End": true
}
}

入力を処理する場合、MapItemsPath状態は後に適用されますInputPath (p. 85)。InputPath入力を
フィルタリングした後の状態への有効な入力を処理します。
Map 状態の詳細については、以下を参照してください。
• マップステート (p. 63)
• マップ状態の処理モード (p. 63)
• インラインマップステートを使用してアクションを繰り返す (p. 206)
• Mapインラインステート入出力処理 (p. 70)

ItemSelector
デフォルトでは、ステートの有効な入力は、Map未処理の状態入力に含まれる個々のデータ項目のセッ
トです。ItemSelectorこのフィールドでは、Mapデータ項目の値をステートに渡す前にオーバーライ
ドできます。値を上書きするには、キーバリューのペアのコレクションを含む有効な JSON 入力を指定
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します。これらのペアは、ステートマシン定義で提供される静的値、パスを使用して状態入力から選択
された値 (p. 84)、またはコンテキストオブジェクトからアクセスされる値のいずれでもかまいませ
ん (p. 116)。
パスまたはコンテキストオブジェクトを使用してキーと値のペアを指定する場合、キー名の末尾はでなけ
ればなりません.$。

Note
ItemSelectorParametersMap州内のフィールドはフィールドに置き換わりま
す。ParametersMap状態定義内のフィールドを使用してカスタム入力を作成する場合は、それ
らをに置き換えることを強くお勧めしますItemSelector。
ItemSelectorフィールドは、インラインマップ状態と分散マップ状態の両方で指定できます。
たとえば、imageDataノード内の 3 つの項目の配列を含む次の JSON 入力があるとします。Mapステート
の反復ごとに、配列項目が入力として反復に渡されます。
[

{

"resize": "true",
"format": "jpg"

},
{

"resize": "false",
"format": "png"

},
{

]

}

"resize": "true",
"format": "jpg"

ItemSelectorこのフィールドを使用すると、次の例に示すように、元の入力を上書きするカスタム
JSON 入力を定義できます。次に、Step Functions Mapはこのカスタム入力を各ステートの反復に渡しま
す。カスタム入力には、Map statesize の静的値とコンテキストオブジェクトデータの値が含まれます。$
$.Map.Item.Valueコンテキストオブジェクトには、個々のデータ項目の値が含まれます。
{

}

"ItemSelector": {
"size": 10,
"value.$": "$$.Map.Item.Value"
}

次の例は、インラインマップ状態の 1 回の反復で受け取った入力を示しています。
{

}

"size": 10,
"value": {
"resize": "true",
"format": "jpg"
}

ItemBatcher
ItemBatcherこのフィールドは JSON オブジェクトで、1 回の子ワークフロー実行でアイテムのグルー
プを処理するように指定します。大きな CSV ファイルや JSON 配列、または大量の Amazon S3 オブジェ
クトセットを処理する場合は、バッチ処理を使用してください。
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次の例は、ItemBatcherフィールドの構文を示しています。次の構文では、各子ワークフロー実行が処理
すべき項目の最大数は 100 に設定されています。
{

}

"ItemBatcher": {
"MaxItemsPerBatch": 100
}

デフォルトでは、データセット内の各項目は、個々の子ワークフロー実行への入力として渡されます。た
とえば、次の配列を含む JSON ファイルを入力として指定するとします。
[

{

"verdict": "true",
"statement_date": "6/11/2008",
"statement_source": "speech"

},
{

"verdict": "false",
"statement_date": "6/7/2022",
"statement_source": "television"

},
{

"verdict": "true",
"statement_date": "5/18/2016",
"statement_source": "news"

]

},
...

指定された入力について、各子ワークフロー実行は入力として配列項目を受け取ります。次の例は、子
ワークフロー実行の入力を示しています。
{

}

"verdict": "true",
"statement_date": "6/11/2008",
"statement_source": "speech"

処理ジョブのパフォーマンスとコストを最適化するには、アイテム数とアイテムの処理時間のバランスが
取れたバッチサイズを選択してください。バッチ処理を使用する場合、Step Functions はアイテム配列に
アイテムを追加します。次に、配列を各子ワークフロー実行への入力として渡します。次の例は、子ワー
クフロー実行への入力として渡される 2 つの項目のバッチを示しています。
{

}

"Items": [
{
"verdict": "true",
"statement_date": "6/11/2008",
"statement_source": "speech"
},
{
"verdict": "false",
"statement_date": "6/7/2022",
"statement_source": "television"
}
]
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目次
• アイテムのバッチ処理を指定するフィールド (p. 102)

アイテムのバッチ処理を指定するフィールド
アイテムをバッチ処理するには、バッチ処理するアイテムの最大数、最大バッチサイズ、またはその両方
を指定します。バッチアイテムには、いずれかの値を指定する必要があります。
バッチあたりの最大アイテム数
各子ワークフロー実行が処理する項目の最大数を指定します。インタープリターは、Items配列に
バッチ処理される項目の数をこの値に制限します。バッチ番号とサイズの両方を指定すると、イン
タープリターは指定されたバッチサイズ制限を超えないようにバッチ内のアイテム数を減らします。
この値を指定せずに最大バッチサイズの値を指定すると、Step Functions は各子ワークフロー実行
で、最大バッチサイズ (バイト単位) を超えずにできるだけ多くの項目を処理します。
たとえば、1130 個のノードを含む入力 JSON ファイルを使用して実行を実行するとします。各バッ
チに100個の最大項目値を指定すると、SStep Functions ctionsは12個のバッチを作成します。このう
ち、11個のバッチにはそれぞれ100個のアイテムが含まれ、12番目のバッチには残りの30個のアイテ
ムが含まれます。
または、Distributed Map の状態入力にある既存のキーと値のペアへの参照パスとして (p. 84)、各
バッチの最大アイテム数を指定することもできます。パスは正の整数に変換する必要があります。
例として、次の入力があるとします。
{
}

"maxBatchItems": 500

参照パスを使用して、バッチ処理する項目の最大数を次のように指定できます。
{

}

...
"Map": {
"Type": "Map",
"MaxConcurrency": 2000,
"ItemBatcher": {
"MaxItemsPerBatchPath": "$.maxBatchItems"
}
...
...
}

Important
MaxItemsPerBatchまたはのいずれかを指定できますがMaxItemsPerBatchPath、両方を
指定することはできません。
バッチあたりの最大 KB
バッチの最大サイズをバイト単位で最大 256 KB で指定します。最大バッチ数とサイズの両方を指定
すると、Step Functions は指定されたバッチサイズ制限を超えないようにバッチ内のアイテム数を減
らします。
または、Distributed Map の状態入力にある既存のキーと値のペアへの参照パスとして最大バッチサイ
ズを指定することもできます (p. 84)。パスは正の整数に変換する必要があります。
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Note
バッチ処理を使用し、最大バッチサイズを指定しない場合、インタープリターは、子ワーク
フローの実行ごとに最大 256 KB を処理できる数のアイテムを処理します。
例として、次の入力があるとします。
{
}

"batchSize": 131072

次のように、参照パスを使用して最大バッチサイズを指定できます。
{

}

...
"Map": {
"Type": "Map",
"MaxConcurrency": 2000,
"ItemBatcher": {
"MaxInputBytesPerBatchPath": "$.batchSize"
}
...
...
}

Important
MaxInputBytesPerBatchまたはのいずれかを指定できます
がMaxInputBytesPerBatchPath、両方を指定することはできません。
Batch 入力
オプションで、各子ワークフロー実行に渡される各バッチに含める固定 JSON 入力を指定することも
できます。Step Functions は、この入力を個々の子ワークフロー実行の入力とマージします。たとえ
ば、項目の配列にファクトチェック日付を次のように固定入力するとします。
"ItemBatcher": {
"BatchInput": {
"factCheck": "December 2022"
}
}

子ワークフローの実行ごとに、入力として以下を受け取ります。
{

"BatchInput": {
"factCheck": "December 2022"
},
"Items": [
{
"verdict": "true",
"statement_date": "6/11/2008",
"statement_source": "speech"
},
{
"verdict": "false",
"statement_date": "6/7/2022",
"statement_source": "television"
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}

]

},
...

ResultWriter
ResultWriterフィールドは、分散マップステートによって開始された子ワークフロー実行の結果を Step
Functions が書き込む Amazon S3 の場所を指定する JSON オブジェクトです。デフォルトでは、Step
Functions はこれらの結果をエクスポートしません。
出力ペイロードサイズが 256 KB を超える場合は、結果を Amazon S3 バケットにエクスポートすると便利
です。Step Functions は、実行入出力、ARN、実行ステータスなど、すべての子ワークフロー実行データ
を統合します。次に、指定した Amazon S3 の場所にあるそれぞれのファイルに同じ状態の実行をエクス
ポートします。次の例は、ResultWriter子ワークフローの実行結果をエクスポートする場合のフィール
ドの構文を示しています。この例では、myOutputBucketcsvProcessJobsというプレフィックス内の
名前のバケットに結果を保存します。
{

}

"ResultWriter": {
"Resource": "arn:aws:states:::s3:putObject",
"Parameters": {
"Bucket": "myOutputBucket",
"Prefix": "csvProcessJobs"
}
}

Tip
Workflow Studio では、[マップ状態の結果を Amazon S3 にエクスポート] を選択して、子ワーク
フローの実行結果をエクスポートできます。次に、結果のエクスポート先となる Amazon S3 バ
ケットの名前とプレフィックスを指定します。
Step Functions には、結果をエクスポートするバケットとフォルダにアクセスするための適切な
権限が必要です。必要な IAM ポリシーの詳細については、を参照してくださいの IAM ポリシー
ResultWriter (p. 105)。
子ワークフローの実行結果をエクスポートする場合、Distributed Map ステートを実行すると、Map Run
ARN と Amazon S3 エクスポート場所に関するデータが次の形式で返されます。
{

"MapRunArn": "arn:aws:states:useast-2:123456789012:mapRun:csvProcess/Map:ad9b5f27-090b-3ac6-9beb-243cd77144a7",
"ResultWriterDetails": {
"Bucket": "myOutputBucket",
"Key": "csvProcessJobs/ad9b5f27-090b-3ac6-9beb-243cd77144a7/manifest.json"
}
}

Step Functions は、同じステータスの実行をそれぞれのファイルにエクスポートします。たとえば、子
ワークフローの実行で成功が 500 件、失敗が 200 件の場合、Step Functions は指定された Amazon S3 ロ
ケーションに、成功と失敗の結果を示すファイルを 2 つ作成します。この例では、成功結果ファイルには
500件の成功結果が含まれ、失敗結果ファイルには200件の失敗結果が含まれています。
実行出力に応じて、Step Functions は指定された Amazon S3 の場所に次のファイルを作成します。
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• manifest.json— エクスポート場所、Map Run ARN、結果ファイルに関する情報などのMap Runメタ
データが含まれます。
• SUCCEEDED_n.json— 正常に実行されたすべての子ワークフローの統合データが含まれま
す。 n はファイルのインデックス番号を表します。インデックス番号は 0 から始まります。例:
SUCCEEDED_1.json。
• FAILED_n.json— 失敗、タイムアウト、および中止されたすべての子ワークフロー実行の統合データ
が含まれます。このファイルを使用して、失敗した実行から回復します。 n はファイルのインデックス
を表します。インデックス番号は 0 から始まります。例: FAILED_1.json。
• PENDING_n.json— Map Run が失敗または中止されたために開始されなかったすべての子ワークフ
ロー実行の統合データが含まれます。 n はファイルのインデックスを表します。インデックス番号は 0
から始まります。例: PENDING_1.json。
Step Functions は、それぞれ最大 5 GB の結果ファイルをサポートします。ファイルサイズが 5 GB を超
える場合、Step Functions は別のファイルを作成して残りの実行結果を書き込み、ファイル名にインデッ
クス番号を追加します。たとえば、Succeeded_0.jsonファイルのサイズが 5 GB を超える場合、Step
FunctionsSucceeded_1.json は残りの結果を記録するファイルを作成します。
子ワークフローの実行結果をエクスポートするように指定しなかった場合、ステートマシン実行は次の例
のように子ワークフロー実行結果の配列を返します。

Note
返された出力サイズが 256 KB を超えると、ステートマシンの実行は失敗
し、States.DataLimitExceededエラーが返されます。
[

{

"statusCode": 200,
"inputReceived": {
"show_id": "s1",
"release_year": "2020",
"rating": "PG-13",
"type": "Movie"
}

},
{

"statusCode": 200,
"inputReceived": {
"show_id": "s2",
"release_year": "2021",
"rating": "TV-MA",
"type": "TV Show"
}

]

},
...

の IAM ポリシー ResultWriter
Step Functions コンソールを使用してワークフローを作成すると、Step Functions はワークフロー定義内
のリソースに基づいて IAM ポリシーを自動的に生成できます。これらのポリシーには、ステートマシン
ロールが Distributed Map ステートのStartExecution API アクションを呼び出すために必要な最低限の
権限が含まれています。これらのポリシーには、Amazon S3 のバケットやオブジェクト、LambdaAWS 関
数などのリソースにアクセスするために必要最低限の権限を持つステップ関数も含まれています。IAM ポ
リシーで必要なアクセス許可のみを含めることを強くお勧めします。たとえば、Mapワークフローに分散
モードの状態が含まれている場合は、ポリシーの範囲をデータセットを含む特定の Amazon S3 バケット
とフォルダに限定します。
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Important
Distributed Map の状態入力で、既存のキーと値のペアへの参照パスを使用して (p. 84)
Amazon S3 バケットとオブジェクト、またはプレフィックスを指定する場合は、必ずワークフ
ローの IAM ポリシーを更新してください。実行時にパスが解決するバケット名とオブジェクト名
にポリシーの範囲を絞ります。
以下の IAM ポリシー例では、PutObject API アクションを使用して Amazon S3 バケット内の CSVJobs
という名前のフォルダに子ワークフローの実行結果を書き込むのに必要な最小限の権限を付与します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:GetObject",
"s3:ListMultipartUploadParts",
"s3:AbortMultipartUpload"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::resultBucket/csvJobs/*"
]
}
]

}

ResultPath
状態の出力は、入力のコピー、生成される結果 (例: Task 状態の Lambda 関数からの出力)、またはその入
力と結果の組み合わせです。ResultPath を使用して、上記のうち、状態出力に渡す組み合わせを制御し
ます。
次の状態タイプでは、結果を生成できます。また、ResultPath: を含むことができます。
• パス (p. 39)
• タスク (p. 40)
• 並行 (p. 59)
ResultPath を使用して、タスク結果とタスク入力を組み合わせるか、またはこれらのいずれかを選択し
ます。ResultPath に指定したパスで、出力に渡す情報を制御します。

Note
ResultPath では、リファレンスパス (p. 84)の使用を制限します。これにより、JSON の単
一ノードのみ識別できるように範囲を制限できます。Amazon ステートメント言語 (p. 25)の
リファレンスパス (p. 84) を参照してください。
これらの例は、Lambda を使用する Step Functions ステートマシンの作成 (p. 199) チュートリアルに記
述されているステートマシンおよび Lambda 関数に基づきます。上記のチュートリアルを実行し、出力を
テストするには、ResultPath フィールドにさまざまなパスを入力します。
ResultPath を使用して:
•
•
•
•

ResultPath 入力を結果に置き換えるために使用 (p. 107)
結果を破棄し、元の入力を保持する (p. 108)
ResultPath 結果を入力に含める場合に使用します (p. 108)
ResultPath 入力内のノードを結果で更新する場合に使用します (p. 110)

106

AWS Step Functions デベロッパーガイド
ResultPath

• エラーと入力の両方を ResultPath Catch (p. 111)

Tip
Step Functions コンソールのデータフローシミュレータを使用して、JSON パス構文をテスト
し、状態内でのデータの操作方法に関する理解を深め、状態の間でのデータを渡す方法を確認し
ます。

ResultPath 入力を結果に置き換えるために使用
ResultPath を指定しない場合、デフォルトの動作は、"ResultPath": "$" を指定した場合と同様に
なります。上記の場合、入力全体を結果に置き換えるように状態に指示されるため、状態入力は、タスク
結果によって生じる結果によって完全に置き換えられます。
次の図は、ResultPath によって、入力がタスクの結果に完全に置き換えられる様子を表します。

で説明されているステートマシンと Lambda 関数を使用しLambda を使用する Step Functions ステート
マシンの作成 (p. 199)、Lambda 関数のサービス統合タイプをAWS SDK 統合に変更します (p. 342)。
これを行うには、次の例に示す例に示す例に示すように、Lambda 関数がAmazonリソースネーム (ARN)
を指定します。ResourceTaskAWSSDK 統合を使用すると、Task状態の結果にはメタデータなしで
Lambda 関数の出力のみが含まれるようになります。
{

}

"StartAt":"CallFunction",
"States":{
"CallFunction": {
"Type":"Task",
"Resource":"arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:HelloFunction",
"End": true
}
}

次に、次の入力を示します。

107

AWS Step Functions デベロッパーガイド
ResultPath

{

}

"comment": "This is a test of the input and output of a Task state.",
"details": "Default example",
"who": "AWS Step Functions"

Lambda 関数では、以下のような結果が生成されます。
"Hello, AWS Step Functions!"

ResultPath が状態で指定されていない場合、または "ResultPath": "$" が設定されている場合、状
態の入力は、Lambda 関数の結果に置き換えられます。また、状態の出力は次のとおりです。
"Hello, AWS Step Functions!"

Note
ResultPath は、結果の内容を入力に含むために、出力に渡す前に使用します。ただ
し、ResultPath が指定されていない場合、デフォルトで入力全体が置き換えられます。

結果を破棄し、元の入力を保持する
ResultPath を null に設定すると、元の入力が出力に渡されます。"ResultPath": null を使用する
と、状態の入力ペイロードは、結果に関係なく、出力に直接コピーされます。
次の図は、null ResultPath が入力を直接出力にコピーする方法を示しています。

ResultPath 結果を入力に含める場合に使用します
次の図は、ResultPath を使用して結果を入力に含める方法を示します。
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Lambda を使用する Step Functions ステートマシンの作成 (p. 199) チュートリアルで述べられているス
テートマシンおよび Lambda 関数を使用して、以下の入力を渡すことができます。
{

}

"comment": "This is a test of the input and output of a Task state.",
"details": "Default example",
"who": "AWS Step Functions"

Lambda 関数の結果は次のとおりです。
"Hello, AWS Step Functions!"

入力を保持するには、Lambda 関数の結果を挿入し、結合された JSON を次の状態に渡すために、次のよ
うに ResultPath を設定できます。
"ResultPath": "$.taskresult"

こうすると、元の入力がある Lambda 関数の結果が含められます。
{

}

"comment": "This is a test of input and output of a Task state.",
"details": "Default behavior example",
"who": "AWS Step Functions",
"taskresult": "Hello, AWS Step Functions!"

Lambda 関数の出力は、taskresult の値として元の入力に付加されます。新しく挿入された値を含む入
力は、次の状態に渡されます。
また、その結果を入力の子ノードに挿入することもできます。ResultPath を以下のように設定します。
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"ResultPath": "$.strings.lambdaresult"

次の入力を使用して実行を開始します。
{

}

"comment": "An input comment.",
"strings": {
"string1": "foo",
"string2": "bar",
"string3": "baz"
},
"who": "AWS Step Functions"

Lambda 関数の結果は、入力の strings ノードの子として挿入されます。
{

}

"comment": "An input comment.",
"strings": {
"string1": "foo",
"string2": "bar",
"string3": "baz",
"lambdaresult": "Hello, AWS Step Functions!"
},
"who": "AWS Step Functions"

状態出力によって、子ノードとしての結果に元の入力 JSON が含まれるようになりました。

ResultPath 入力内のノードを結果で更新する場合に使用します
次の図は、ResultPath を使用して、入力の既存 JSON ノードの値をタスク結果の値に更新する方法を示
します。
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Lambda を使用する Step Functions ステートマシンの作成 (p. 199) チュートリアルのステートマシンお
よび Lambda 関数の例を使用して、 以下の入力を渡すことができます。
{

}

"comment": "This is a test of the input and output of a Task state.",
"details": "Default example",
"who": "AWS Step Functions"

Lambda 関数の結果は次のとおりです。
Hello, AWS Step Functions!

入力を保存し、その結果を JSON の新しいノードとして挿入せずに、既存のノードを上書きすることがで
きます。
例えば、"ResultPath": "$" を省略または設定するとノード全体が上書きされるため、個々のノードを
指定して結果を上書きすることができます。
"ResultPath": "$.comment"

comment ノードは状態入力に存在しているため、ResultPath を "$.comment" に設定すると、入力の
ノードは、Lambda 関数の結果に置き換えられます。OutputPath でフィルタリングしない場合、以下が
出力に渡されます。
{

}

"comment": "Hello, AWS Step Functions!",
"details": "Default behavior example",
"who": "AWS Step Functions",

comment ノードの値である "This is a test of the input and output of a Task state."
は、Lambda 関数の結果 (状態出力の "Hello, AWS Step Functions!") によって置き換えられます。

エラーと入力の両方を ResultPath Catch
Step Functions ステートマシンを使用してエラー条件を処理する (p. 203) チュートリアルでは、ステー
トマシンを使用してエラーを検出する方法を示します。場合によっては、元の入力をエラーとともに保持
する場合があります。Catch の ResultPath を使用して、エラーを置き換えずに元の入力に含めます。
"Catch": [{
"ErrorEquals": ["States.ALL"],
"Next": "NextTask",
"ResultPath": "$.error"
}]

前の Catch ステートメントでエラーが検出された場合は、状態入力の error ノードに結果が含まれま
す。例えば、次の入力を示します。
{"foo": "bar"}

エラー検出時の状態出力は次のようになります。
{
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}

"foo": "bar",
"error": {
"Error": "Error here"
}

エラー処理の詳細については、以下を参照してください。
• Step Functions のエラー処理 (p. 150)
• Step Functions ステートマシンを使用してエラー条件を処理する (p. 203)

OutputPath
OutputPath を使用すると、状態の出力の一部を選択して次の状態に渡すことができるようになります。
これにより、不要な情報をフィルタして、必要な一部の JSON のみを渡すことができるようになります。
OutputPath を指定しない場合、デフォルトの値は $ です。これによって、JSON ノード全体 (状態の入
力、タスクの結果、および ResultPath によって決定) が次の状態に渡されます。

Tip
SStep Functions
詳細については、次を参照してください。
• Amazon ステートメント言語のパス (p. 84)
• InputPath, ResultPath そして OutputPath 例 (p. 112)
• 静的 JSON をパラメータとして渡す (p. 365)
• Step Functions の入出力処理 (p. 82)

InputPath, ResultPath そして OutputPath 例
Fail を除く状態にはいずれも、InputPath、ResultPath、または OutputPath を含むことができま
す。これらの状態では、JsonPathをクリックして、ワークフロー内を移動するように JSON をフィルタリ
ングします。
また、 を使用することもできますParametersフィールドを使用して、ワークフロー内を移動する
ように JSON を操作します。Parameters の使用の詳細については、「InputPath、パラメータ、
ResultSelector (p. 85)」を参照してください。
例えば、AWS Lambda チュートリアルに示す Lambda を使用する Step Functions ステートマシンの作
成 (p. 199) 関数とステートマシンから開始します。次の InputPath、ResultPath、OutputPath が
含まれるように、ステートマシンを変更します。
{

"Comment": "A Hello World example of the Amazon States Language using an AWS Lambda
function",
"StartAt": "HelloWorld",
"States": {
"HelloWorld": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:HelloFunction",
"InputPath": "$.lambda",
"ResultPath": "$.data.lambdaresult",
"OutputPath": "$.data",
"End": true
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}

}

}

次の入力を使用して実行を開始します。
{

}

"comment": "An input comment.",
"data": {
"val1": 23,
"val2": 17
},
"extra": "foo",
"lambda": {
"who": "AWS Step Functions"
}

comment と extra ノードは破棄できますが、Lambda 関数の出力を含め、data ノードに情報を保存した
いと思っています。
更新されたステートマシンで、Task 状態は、タスクへの入力を処理するように変更されます。
"InputPath": "$.lambda",

ステートマシン定義のこの行によって、タスク入力は、状態入力から lambda ノードのみに制限されま
す。Lambda 関数は、入力として JSON オブジェクト ({"who": "AWS Step Functions"}) のみを受
信します。
"ResultPath": "$.data.lambdaresult",

この ResultPath は、元のステートマシン入力の data ノードの子として、Lambda 関数の結果を
lambdaresult という名前のノードに挿入するよう指示します。なぜなら、元の入力と結果に対して他の
操作は行っていないからです。OutputPathでは、状態の出力には、元の入力を使った Lambda 関数の結
果が含まれます。
{

}

"comment": "An input comment.",
"data": {
"val1": 23,
"val2": 17,
"lambdaresult": "Hello, AWS Step Functions!"
},
"extra": "foo",
"lambda": {
"who": "AWS Step Functions"
}

しかし、目的は data ノードのみを保持し、Lambda 関数の結果を含めることです。OutputPath を使用
して、状態出力に渡す前に、結合されたこの JSON をフィルタリングします。
"OutputPath": "$.data",

これにより、出力に渡される、元の入力の data ノード (例: lambdaresult によって挿入される
ResultPath の子) のみ選択されます。状態出力は、次のようにフィルタリングされます。
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{

}

"val1": 23,
"val2": 17,
"lambdaresult": "Hello, AWS Step Functions!"

この Task 状態では次のようになります。
1. InputPath では、Lambda 関数への入力から lambda ノードのみ送信します。
2. ResultPath では、元の入力の data ノードの子として結果を挿入します。
3. OutputPath では、data ノードのみが状態出力に渡されるように、状態入力 (現在は Lambda 関数の
結果が含まれる) がフィルタリングされます。

Example を使用して元のステートマシンの入力、結果、および最終出力を操作する JsonPath
保険申請者の身元と住所を検証する次のステートマシンを考えてみましょう。

Note
完全な例を表示するには、を参照してください。Step Functions で JSON パスを使用する方法。
{

"Comment": "Sample state machine to verify an applicant's ID and address",
"StartAt": "Verify info",
"States": {
"Verify info": {
"Type": "Parallel",
"End": true,
"Branches": [
{
"StartAt": "Verify identity",
"States": {
"Verify identity": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::lambda:invoke",
"Parameters": {
"Payload.$": "$",
"FunctionName": "arn:aws:lambda:us-east-2:111122223333:function:checkidentity:$LATEST"
},
"End": true
}
}
},
{
"StartAt": "Verify address",
"States": {
"Verify address": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::lambda:invoke",
"Parameters": {
"Payload.$": "$",
"FunctionName": "arn:aws:lambda:us-east-2:111122223333:function:checkaddress:$LATEST"
},
"End": true
}
}
}
]
}
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}

}

次の入力を使用してこのステートマシンを実行すると、検証を実行する Lambda 関数は検証が必要なデー
タのみを入力として期待するため、実行は失敗します。したがって、検証する情報を含むノードを適切な
JsonPath。
{

}

"data": {
"firstname": "Jane",
"lastname": "Doe",
"identity": {
"email": "jdoe@example.com",
"ssn": "123-45-6789"
},
"address": {
"street": "123 Main St",
"city": "Columbus",
"state": "OH",
"zip": "43219"
},
"interests": [
{
"category": "home",
"type": "own",
"yearBuilt": 2004
},
{
"category": "boat",
"type": "snowmobile",
"yearBuilt": 2020
},
{
"category": "auto",
"type": "RV",
"yearBuilt": 2015
},
]
}

そのノードを指定するにはcheck-identityLambda 関数は使用する必要がありま
す。InputPathフィールドに以下のように入力します。
"InputPath": "$.data.identity"

そして、そのノードを指定するにはcheck-addressLambda 関数は使用する必要がありま
す。InputPathフィールドに以下のように入力します。
"InputPath": "$.data.address"

ここで、検証結果を元のステートマシン入力内に保存する場合は、ResultPathフィールドに以下のよう
に入力します。
"ResultPath": "$.results"

ただし、本人確認の結果のみが必要で、元の入力を破棄する場合は、OutputPathフィールドに以下のよ
うに入力します。
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"OutputPath": "$.results"

詳細については、Step Functions の入出力処理 (p. 82)を参照してください。

Context オブジェクト
コンテキストオブジェクトは、実行中に使用できる内部の JSON 構造であり、ステートマシンおよび実行
に関する情報が含まれています。これにより、ワークフローが特定の実行に関する情報にアクセスできる
ようになります。コンテキストオブジェクトには、次のフィールドからアクセスできます。
• InputPath
• OutputPath
• ItemsPath (マップ状態)
• Variable (選択状態)
• ResultSelector
• 変数と変数の比較演算子

コンテキストオブジェクトの形式
コンテキストオブジェクトには、ステートマシン、筐体、実行、およびタスクに関する情報が含まれてい
ます。この JSON オブジェクトにはデータ型ごとのノードが含まれ、次の形式になります。
{

}

"Execution": {
"Id": "String",
"Input": {},
"Name": "String",
"RoleArn": "String",
"StartTime": "Format: ISO 8601"
},
"State": {
"EnteredTime": "Format: ISO 8601",
"Name": "String",
"RetryCount": Number
},
"StateMachine": {
"Id": "String",
"Name": "String"
},
"Task": {
"Token": "String"
}

実行中、コンテキストオブジェクトの Parameters フィールドがアクセスされた場所から関連するデータ
で入力されます。Parameters フィールドがタスクの状態外にある場合、Task フィールドの値は null に
なります。
稼働中の実行からのコンテンツには、次の形式による仕様が含まれています。
{

"Execution": {
"Id": "arn:aws:states:useast-1:123456789012:execution:stateMachineName:executionName",
"Input": {
"key": "value"
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},
"Name": "executionName",
"RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role...",
"StartTime": "2019-03-26T20:14:13.192Z"

}

},
"State": {
"EnteredTime": "2019-03-26T20:14:13.192Z",
"Name": "Test",
"RetryCount": 3
},
"StateMachine": {
"Id": "arn:aws:states:us-east-1:123456789012:stateMachine:stateMachineName",
"Name": "stateMachineName"
},
"Task": {
"Token": "h7XRiCdLtd/83p1E0dMccoxlzFhglsdkzpK9mBVKZsp7d9yrT1W"
}

Note
Map 状態に関連するコンテキストオブジェクトデータについては、マップ状態のコンテキストオ
ブジェクトデータ (p. 118) を参照してください。

コンテキストオブジェクトへのアクセス
コンテキストオブジェクトにアクセスするには、パスを使用して状態の入力を選択したときと同様に、.$
を末尾に追加したパラメータ名をまず指定します。次に、入力の代わりにコンテキストオブジェクトデー
タにアクセスするには、$$. をパスの先頭に追加します。これによって、パスを使用してコンテキストオ
ブジェクト内のノードを選択するように AWS Step Functions に指示します。
以下の例では、実行 ID、名前、開始時間などのコンテキストオブジェクトにアクセスする方法を示してい
ます。

Example 実行 Amazon リソースネーム (ARN) を取得して Amazon Simple Queue Service
(Amazon SQS) メッセージに渡す方法
Taskこの状態の例は、パスは Amazon リソースネーム (ARN) を取得して Amazon Simple Queue Service
(Amazon SQS) メッセージに渡します。
{

}

"Order Flight Ticket Queue": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::sqs:sendMessage",
"Parameters": {
"QueueUrl": "https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/123456789012/flight-purchase",
"MessageBody": {
"From": "YVR",
"To": "SEA",
"Execution.$": "$$.Execution.Id"
}
},
"Next": "NEXT_STATE"
}

Note
統合されたサービスの呼び出しにタスクトークンを使用する方法の詳細については、タスクトー
クンのコールバックまで待機する (p. 361) を参照してください。
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Example Passステート内の実行開始時刻と名前にアクセスするには
{

}

"Comment": "Accessing context object in a state machine",
"StartAt": "Get execution context data",
"States": {
"Get execution context data": {
"Type": "Pass",
"Parameters": {
"startTime.$": "$$.Execution.StartTime",
"execName.$": "$$.Execution.Name"
},
"ResultPath": "$.executionContext",
"End": true
}
}

マップ状態のコンテキストオブジェクトデータ
Map (p. 63) 状態を処理する際にコンテキストオブジェクトの 2 つの項目 Value と Index を追加で
使用できます。Map状態反復ごとに、IndexValue現在処理中の配列項目のインデックス番号が含まれ、
処理中の配列項目が含まれます。Mapステート内のコンテキストオブジェクトには次のデータが含まれま
す。
"Map": {
"Item": {
"Index": Number,
"Value": "String"
}
}

Mapこれらはステートでのみ使用でき、ItemSelector (p. 99)フィールドで指定できます。

Note
コンテキストオブジェクトのパラメータは、ItemSelector セクションに含まれている状態内で
はなく、メインの Map 状態の ItemProcessor ブロック内に定義する必要があります。

Important
現在、MapItemProcessorItemSelectorやなどの州のフィールドは、すべての商業地域での
み使用できます。
シンプルな Map 状態のステートマシンでは、コンテキストオブジェクトの情報を次のように挿入できま
す。
{

"StartAt": "ExampleMapState",
"States": {
"ExampleMapState": {
"Type": "Map",
"ItemSelector": {
"ContextIndex.$": "$$.Map.Item.Index",
"ContextValue.$": "$$.Map.Item.Value"
},
"ItemProcessor": {
"ProcessorConfig": {
"Mode": "INLINE"
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},
"StartAt": "TestPass",
"States": {
"TestPass": {
"Type": "Pass",
"End": true
}
}

}

}

}

},
"End": true

次の入力を使用して前のステートマシンを実行すると、 Index と Value が出力に挿入されます。
[

{

"who": "bob"

},
{

"who": "meg"

},
{
]

"who": "joe"

}

実行の出力では、3IndexValue 回の反復それぞれの値と項目が次のように返されます。
[

{

"ContextIndex": 0,
"ContextValue": {
"who": "bob"
}

},
{

"ContextIndex": 1,
"ContextValue": {
"who": "meg"
}

},
{

]

}

"ContextIndex": 2,
"ContextValue": {
"who": "joe"
}

ステートマシンでの大規模なparallel ワークロード
のオーケストレーション
Step Functions を使用すると、大規模なparallel ワークロードを調整して、半構造化データのオンデマンド
処理などのタスクを実行できます。これらのparallel ワークロードにより、Amazon S3 に保存されている
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大規模なデータソースを同時に処理できます。たとえば、大量のデータを含む 1 つの JSON または CSV
ファイルを処理する場合があります。または、大量の Amazon S3 オブジェクトを処理する場合もありま
す。
ワークフローに大規模なparallel ワークロードを設定するには、Mapステートを分散モードに含めま
す。Map ステートは、データセット内の項目を同時に処理します。分散モードでは、Mapステートによっ
て高い同時実行処理が可能になります。分散モードでは、Mapステートは子ワークフロー実行と呼ばれる
反復処理でデータセット内のアイテムを処理します。parallel に実行できる子ワークフロー実行の数を指定
できます。指定しない場合、Step Functions は 10,000 回の子ワークフローをparallel parallel して実行しま
す。Map状態とその分散モードの詳細については、「Mapstate (p. 63)」と「」を参照してください分散
モードでのマップステートの使用 (p. 70)。
分散モードを指定しない場合、Mapステートはデフォルトのインラインモードで実行されます。このモー
ドでは、最大 40 回の同時反復がサポートされます。2Map つの状態モードの詳細については、「」を参照
してくださいマップ状態の処理モード (p. 63)。
ワークフローにおける大規模なparallel ワークロードのオーケストレーションを開始するには、チュートリ
アル「Distributed Map を使用して大規模な CSV データをコピーする (p. 123)」を参照してください。
次の図は、ワークフローに大規模なparallel ワークロードを設定する方法を示しています。

目次
• このトピックで使用される主な用語 (p. 121)
• マップステートの許容障害閾値 (p. 121)
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• チュートリアル:分散マップを使用した大規模な CSV データのコピー (p. 123)

このトピックで使用される主な用語
分散モード
Mapステートの処理モード。このモードでは、Mapステートの各反復処理は子ワークフロー実行とし
て実行されるため、高い同時実行性が可能になります。子ワークフローの実行にはそれぞれ独自の実
行履歴があり、親ワークフローの実行履歴とは異なります。このモードでは、大規模な Amazon S3
データソースからの入力の読み取りをサポートします。
分散マップ状態
Map状態は分散処理モードに設定されています。
マップワークフロー
Mapステートが実行する一連のステップ。
子ワークフローの実行
分散マップの状態を反復させたものです。子ワークフローの実行には、親ワークフローの実行履歴と
は別の独自の実行履歴があります。
マップ実行
Mapステートを分散モードで実行すると、Step Functions はマップ実行リソースを作成します。マッ
プ実行とは、Distributed Map ステートが開始する子ワークフロー実行のセットと、それらの実行を制
御するランタイム設定を指します。Step Functions はマップ実行に Amazon リソースネーム (ARN) を
割り当てます。マップ実行は、Step Functions コンソールで確認できます。DescribeMapRunAPI ア
クションを呼び出すこともできます。Map Run CloudWatch はにもメトリクスを出力します。
詳細については、マップ実行の確認 (p. 148)を参照してください。

マップステートの許容障害閾値
大規模なparallel ワークロードをオーケストレーションする場合、許容障害閾値を定義することもできま
す。この値により、マップランの失敗しきい値として (p. 148)、失敗したアイテムの最大数または割合を
指定できます。指定する値によっては、マップ実行がしきい値を超えると自動的に失敗します。両方の値
を指定すると、どちらかの値を超えるとワークフローは失敗します。
しきい値を指定しておくと、マップ実行全体が失敗する前に、特定の数のアイテムが失敗するようにでき
ます。また、失敗したワークフローの実行によって不必要なコストが発生するのを防ぐのにも役立ちま
す。Step Functions は、States.ExceedToleratedFailureThreshold指定されたしきい値を超えた
ためにマップ実行が失敗した場合にエラーを返します。

Tip
Workflow Studioでこのしきい値を指定するには、「ランタイム設定」フィールドの「追加構成」
で「許容失敗閾値を設定する」を選択します。
許容故障率
許容できる不良品目の割合を定義します。この値を超えると、マップランは失敗します。Step
Functions は、失敗またはタイムアウトしたアイテムの総数をアイテムの総数で割った結果として、失
敗したアイテムの割合を計算します。0 から 100 までの値を指定する必要があります。デフォルトの
パーセンテージ値はゼロです。つまり、子ワークフローの実行のいずれかが失敗またはタイムアウト
すると、ワークフローは失敗します。パーセンテージを 100 に指定すると、子ワークフローの実行が
すべて失敗してもワークフローは失敗しません。
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または、Distributed Map の状態入力にある既存のキーと値のペアへの参照パスとしてパーセンテージ
を指定することもできます (p. 84)。このパスは、実行時に 0 から 100 までの正の整数に変換する
必要があります。ToleratedFailurePercentagePathサブフィールドで参照パスを指定します。
例として、次の入力があるとします。
{
}

"percentage": 15

次のように、その入力への参照パスを使用してパーセンテージを指定できます。
{

}

...
"Map": {
"Type": "Map",
...
"ToleratedFailurePercentagePath": "$.percentage"
...
}

Important
ToleratedFailurePercentage分散マップの状態定義ではどちらか一方を指定できます
がToleratedFailurePercentagePath、両方は指定できません。
許容障害数
許容できる失敗アイテムの数を定義します。この値を超えると、マップランは失敗します。
または、Distributed Map の状態入力にある既存のキーと値のペアへの参照パスとしてカウント
を指定することもできます (p. 84)。このパスは実行時に正の整数に変換する必要がありま
す。ToleratedFailureCountPathサブフィールドで参照パスを指定します。
例として、次の入力があるとします。
{
}

"count": 10

次のように、その入力への参照パスを使用して番号を指定できます。
{

}

...
"Map": {
"Type": "Map",
...
"ToleratedFailureCountPath": "$.count"
...
}

Important
ToleratedFailureCount分散マップの状態定義ではどちらか一方を指定できます
がToleratedFailureCountPath、両方は指定できません。
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チュートリアル:分散マップを使用した大規模な CSV
データのコピー
このチュートリアルは、Mapステートを分散モードで使い始めるのに役立ちます。Map分散に設定された
状態は、分散マップ状態と呼ばれます。ワークフローで Distributed Map ステートを使用して、大規模な
Amazon S3 データソースを反復処理します。Mapステートは各イテレーションを子ワークフロー実行とし
て実行するため、高い同時実行が可能になります。分散モードの詳細については、「分散モードでのマッ
プステート (p. 70)」を参照してください。
このチュートリアルでは、分散マップ状態を使用して Amazon S3 バケット内の CSV ファイルを反復処理
します。次に、その内容と子ワークフロー実行の ARN を別の Amazon S3 バケットに返します。まず、
ワークフロースタジオでワークフロープロトタイプを作成します。次に、Map州の処理モードを (p. 63)
Distributed に設定し、CSV ファイルをデータセットとして指定し、Mapその場所を州に提供します。ま
た、Distributed Map ステートが Express として始まる子ワークフロー実行のワークフロータイプも指定し
ます。
これらの設定に加えて、このチュートリアルで使用するサンプルワークフローについて、Map同時に実行
される子ワークフローの最大数や結果をエクスポートする場所など、他の構成も指定します。
目次
• 前提条件 (p. 123)
• ステップ 1: ワークフロープロトタイプを作成する (p. 123)
• ステップ 2: マップ状態の必須フィールドを設定する (p. 124)
• ステップ 3: 追加オプションを設定する (p. 124)
• ステップ 4: Lambda 関数を設定する (p. 125)
• ステップ 5: ワークフロープロトタイプを更新する (p. 126)
• ステップ 6: 自動生成された Amazon States 言語定義を確認する (p. 126)
• ステップ 7: 新しい実行をスタートする (p. 127)

前提条件
• CSV ファイルを Amazon S3 バケットにアップロードします。CSV ファイル内にヘッダー行を定義する
必要があります。CSV ファイルに課せられるサイズ制限とヘッダー行の指定方法については、を参照し
てくださいAmazon S3 バケットの CSV ファイル (p. 94)。
• Map状態の結果をエクスポートする別の Amazon S3 バケットを作成し、そのバケットにフォルダを作成
します。

Important
Amazon S3AWS アカウントAWS リージョン バケットはステートマシンと同じ下にあることを確
認します。

ステップ 1: ワークフロープロトタイプを作成する
このステップでは、Workflow Studio を使用してワークフローのプロトタイプを作成します。Workflow
Studio は Step Functions コンソールで使用できる視覚的なワークフローデザイナーです。必要な状態と
API アクションは、それぞれ [フロー] タブと [アクション] タブから選択します。ワークフロープロトタイ
プを作成するには、Workflow Studio のドラッグアンドドロップ機能を使用します。
1.
2.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成)] を選択します。
「作成方法の選択」 ページで、「ワークフローを視覚的にデザインする」と「標準」をデフォルトの
ままにして、「次へ」を選択します。
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3.

Workflow Studioの「フロー」タブからマップステートをドラッグし、「最初のステートをここにド
ラッグ」というラベルの付いた空のステートにドロップします。

4.

[構成] タブの [州名] に、と入力しますProcess data。

5.

アクションタブから、AWS LambdaInvoke API アクションをドラッグして、プロセスデータステート
内にドロップします。

6.

AWS LambdaInvokeProcess CSV data ステートの名前をに変更します。

ステップ 2: マップ状態の必須フィールドを設定する
このステップでは、分散マップステートの次の必須フィールドを設定します。
• ItemReader (p. 89)—Map 州が入力を読み取ることができるデータセットとその場所を指定します。
• ItemProcessor— 次の値を指定します。
• ProcessorConfig—ModeExecutionTypeDISTRIBUTEDEXPRESS とをそれぞれとに設定します。
これにより、Distributed MapMap ステートが開始する子ワークフロー実行のステートの処理モードと
ワークフロータイプが設定されます。
• StartAt— マップワークフローの最初の状態。
• States— マップワークフローを定義します。マップワークフローとは、子ワークフローを実行する
たびに繰り返される一連のステップです。
• ResultWriter (p. 104)— Step Functions が分散マップの状態結果を書き込む Amazon S3 の場所を指定
します。

必須フィールドを設定するには:
•

プロセスデータの状態を選択し、「構成」タブで次の操作を行います。
a.

処理モードでは、「分散」を選択します。

b.

[アイテムソース] で [Amazon S3] を選択し、S3 アイテムソースドロップダウンリストから [S3
内の CSV ファイル] を選択します。

c.

以下を実行して CSV ファイルの Amazon S3 の場所を指定します。
i.

S3 オブジェクトの場合、ドロップダウンリストから [バケットとキーを入力] を選択します。

ii.

[Bucket] (バケット) に CSV ファイルを含む Amazon S3 バケットの名前を入力します。例:
sourceBucket。

iii.

キーには、CSV ファイルを保存した Amazon S3 オブジェクトの名前を入力します。こ
のフィールドには CSV ファイルの名前も指定する必要があります。例: csvDataset/
ratings.csv。

d.

CSV ファイルの場合は、列ヘッダーの場所も指定する必要があります。これを行うには、[その
他の設定] を選択し、CSV ファイルの最初の行がヘッダーの場合は、[CSV ヘッダーの場所] でデ
フォルトの [最初の行] を選択したままにします。それ以外の場合は、Given を選択してステート
マシン定義内のヘッダーを指定します。詳細については、「ReaderConfig」を参照してくださ
い。

e.

「子実行タイプ」には、「エクスプレス」を選択します。

ステップ 3: 追加オプションを設定する
Distributed Map ステートに必要な設定に加えて、他のオプションも指定できます。これには、Map子ワー
クフローの同時実行の最大数と状態結果をエクスポートする場所が含まれます。
1.

プロセスデータの状態を選択します。次に、[アイテムソース] で [追加構成] を選択します。

2.

次のコマンドを実行します
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a.

子ワークフローの実行ごとにカスタム JSON ItemSelector 入力を指定するには、[項目の変更] を
選択します。

b.

次の JSON 入力を入力します。
{
}

"index.$": "$$.Map.Item.Index",
"value.$": "$$.Map.Item.Value"

カスタム入力を作成する方法については、「」を参照してくださいItemSelector (p. 99)。
3.

ランタイム設定の [同時実行数の制限] で、Distributed Map 状態で開始できる子ワークフローの同時実
行数を指定します。たとえば、100と入力します。

4.

[エクスポート先] で、マップ実行結果を特定の Amazon S3 ロケーションにエクスポートするには、
[マップステートの出力を Amazon S3 にエクスポート] を選択します。

5.

次のコマンドを実行します

6.

a.

S3 バケットの場合は、ドロップダウンリストから [バケット名とプレフィックスを入力する] を選
択します。

b.

[Bucket] (バケット) に、結果をエクスポートする Amazon S3 バケットの名前を入力します。例:
mapOutputs。

c.

[Prefix] (プレフィックス) に、結果を保存するフォルダ名を入力します。例: resultData。

で説明されているように、ブラウザで新しいウィンドウまたはタブを開き、このワークフローで使用
する Lambdaステップ 4: Lambda 関数を設定する (p. 125) 関数の設定を完了します。

ステップ 4: Lambda 関数を設定する
Important
LambdaAWS リージョン 関数がステートマシンと同じの下にあることを確認します。
1.

Lambda コンソールを開き、[関数の作成] を選択します。

2.

[Create function] ページで、[Author from scratch] を選択します。

3.

[Basic information] (ベーシックな情報) セクションで、Lambda 関数を構成:
a.

[Function name] (関数名) に distributedMapLambda と入力します。

b.

「ランタイム」では、Node.js 16.x を選択します。

c.

デフォルトの選択をすべてそのままにして、[Create function] を選択します。

d.

Lambda 関数を作成したら、ページの右上隅に表示されている関数の Amazon リソースネーム
(ARN) をコピーします。これをワークフロープロトタイプに入力する必要があります。ARN をコ
ピーするには、をクリックします

。ARN の例を次に示します。

arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:distributedMapLambda

4.

Lambda 関数の次のコードをコピーして、distributedMapLambdaページの Code source セクションに
貼り付けます。
exports.handler = async function(event, context) {
console.log("Received Input:\n", event);
return {
'statusCode' : 200,
'inputReceived' : event //returns the input that it received
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};

5.

}

[Deploy] (デプロイ) をクリックします。関数がデプロイされたら、[Test] を選択して Lambda 関数の
出力を確認します。

ステップ 5: ワークフロープロトタイプを更新する
Step Functions コンソールで、ワークフローを更新して Lambda 関数の ARN を追加します。
1.

ワークフロープロトタイプを作成したタブまたはウィンドウに戻ります。

2.

「CSV データの処理」ステップを選択し、「構成」タブで次の操作を行います。
a.

[統合タイプ] で [最適化] を選択します。

b.

[Function name] (関数名) に Lambda 関数の名前を入力します。表示されるドロップダウンリスト
から関数を選択するか、[関数名を入力] を選択して Lambda 関数 ARN を指定します。

ステップ 6: 自動生成された Amazon States 言語定義を確認する
アクションタブとフロータブからキャンバスにステートをドラッグアンドドロップすると、Workflow
Studio はワークフローの Amazon States Language (p. 25) 定義をリアルタイムで自動的に作成しま
す。この定義は必要に応じて編集できます。
1.

(オプション)Inspector (p. 167) パネルで [定義] を選択し、ステートマシンの定義を表示します。
次のコード例は、ワークフロー用に自動的に生成された Amazon States Language 定義を示していま
す。
{

"Comment": "Using Map state in Distributed mode",
"StartAt": "Process data",
"States": {
"Process data": {
"Type": "Map",
"MaxConcurrency": 100,
"ItemReader": {
"ReaderConfig": {
"InputType": "CSV",
"CSVHeaderLocation": "FIRST_ROW"
},
"Resource": "arn:aws:states:::s3:getObject",
"Parameters": {
"Bucket": "sourceBucket",
"Key": "csvDataset/ratings.csv"
}
},
"ItemProcessor": {
"ProcessorConfig": {
"Mode": "DISTRIBUTED",
"ExecutionType": "EXPRESS"
},
"StartAt": "Process CSV data",
"States": {
"Process CSV data": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::lambda:invoke",
"OutputPath": "$.Payload",
"Parameters": {
"Payload.$": "$",
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"FunctionName": "arn:aws:lambda:useast-2:123456789012:function:distributedMapLambda"
},
"End": true
}
}
},
"Label": "Processdata",
"End": true,
"ResultWriter": {
"Resource": "arn:aws:states:::s3:putObject",
"Parameters": {
"Bucket": "mapOutputs",
"Prefix": "resultData"
}
},
"ItemSelector": {
"index.$": "$$.Map.Item.Index",
"value.$": "$$.Map.Item.Value"
}
}
}
}

2.

[Next] (次へ) を選択します。

3.

生成コードの確認ページで、ワークフローの Amazon States 言語定義を確認します。必要に応じて、
「定義」でさらに変更を加えることができます。

4.

[Next] (次へ) を選択します。

5.

ワークフローの名前を入力します。たとえば、DistributedMapDemoと入力します。

6.

「ステートマシン設定の指定」ページのデフォルト設定をすべてそのまま使用し、「ステートマシン
の作成」を選択します。

ステップ 7: 新しい実行をスタートする
実行は、ワークフローを実行してタスクを実施するステートマシンのインスタンスです。
1.

DistributedMapDemoページで、[実行開始] を選択します。

2.

(オプション) 実行を識別するために、[Name] (名前) ボックスに ID を指定できます。Step Functions
では、名前を入力しないと、一意な実行名が自動的に生成されます。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、アクティビティ、お
よびラベルに名前を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しません
CloudWatch。 CloudWatch メトリクスを確実に追跡できるようにするには、ASCII 文字のみ
を使用する名前を選択します。
3.

表示されるダイアログボックスで [Start execution] (実行をスタート) を選択します。

4.

Step Functions コンソールから実行 ID のタイトルがついたページが表示されます。Mapグラフビュー
セクションで州を選択し、[マップ実行] を選択して [マップ実行の詳細] ページを開きます。このペー
ジでは、Distributed Map ステートの実行詳細と、開始された子ワークフロー実行をすべて表示できま
す。このページの詳細については、を参照してくださいマップ実行の確認 (p. 148)。

Step Functions で実行
ステートマシンの実行は、AWS Step Functions ステートマシンが実行されタスクを行うときに発生し
ます。各 Step Functions ステートマシンは、複数の同時実行をすることができます。これは、Step
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Functions コンソールから開始したり、AWS SDK、 API アクション、または AWS Command Line
Interface (AWS CLI) を使用して開始できます。実行は JSON 入力を受け取り JSON 出力を生成します。
以下の方法で Step Functions の実行をスタートできます。
• StartExecution API アクションを呼び出します。
• Step Functions コンソール内の新しい実行をスタート (p. 13)します。
• Amazon EventBridge を使用して、イベント発生時またはスケジュールに従って実行を開始しま
す (p. 211)。
• Amazon API Gateway (p. 214) を使って、実行をスタートします。
• Task ステートからネストされたワークフロー 実行 (p. 128) をスタートします。
Step Functions を使った作業の別の方法の詳細については、開発オプション (p. 274)を参照してくださ
い。

タスク状態からワークフロー実行を開始する
AWS Step Functions は、ステートマシンの Task 状態から直接ワークフロー実行を開始できます。これに
より、ワークフローを小さなステートマシンに分割し、これらの他のステートマシンの実行を開始できま
す。これらの新しいワークフロー実行を開始することで、以下のことが可能になります。
• 高レベルのワークフローを、低レベルのタスク固有のワークフローから分離する。
• 別のステートマシンを複数回呼び出すことによって、要素が繰り返されるのを回避する。
• モジュール式の再利用可能なワークフローのライブラリを作成して、開発を迅速化する。
• 複雑さを軽減し、ステートマシンの編集とトラブルシューティングを容易にする。
Step Functions は、独自の API を統合サービス (p. 339)として呼び出して、これらのワークフロー実行
をスタートできます。Task 状態から StartExecution API アクションを呼び出し、必要なパラメータを
渡すだけです。サービス統合パターン (p. 359)のいずれかを使用する Step Functions API を呼び出すこ
とができます。ステートマシンの新しい実行を開始するには、次のような Task 状態を使用します。
{

}

"Type":"Task",
"Resource":"arn:aws:states:::states:startExecution",
"Parameters":{
"StateMachineArn":"arn:aws:states:us-east-1:123456789012:stateMachine:HelloWorld",
"Input":{
"Comment":"Hello world!"
},
},
"Retry":[
{
"ErrorEquals":[
"StepFunctions.ExecutionLimitExceeded"
]
}
],
"End":true

この Task 状態は、HelloWorld ステートマシンの新しい実行を開始し、JSON コメントを入力として渡
します。

Note
StartExecution API アクションクォータでは、開始できる実行の数を制限できま
す。StepFunctions.ExecutionLimitExceeded で Retry を使用して、実行が確実に開始さ
れるようにします。以下を参照してください。
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• API アクションのスロットリングに関連するクォータ (p. 574)
• Step Functions のエラー処理 (p. 150)

ワークフロー実行の関連付け
開始されたワークフロー実行とそれを開始した実行を関連付けるには、コンテキストオブジェク
ト (p. 116)から実行入力に実行 ID を渡します。実行中の Task 状態から、コンテキストオブジェクトの
ID にアクセスできます。パラメータ名に .$ を追加し、$$.Execution.Id を使用してコンテキストオブ
ジェクトの ID を参照することで、実行 ID を渡します。
"AWS_STEP_FUNCTIONS_STARTED_BY_EXECUTION_ID.$": "$$.Execution.Id"

実行を開始するときに、AWS_STEP_FUNCTIONS_STARTED_BY_EXECUTION_ID という特別なパラメー
タを使用できます。含まれている場合は、この関連付けは Step Functions コンソールの [Step details]
(ステップ詳細) セクションでリンクを提供します。指定すると、ワークフローの実行を、実行の開始か
ら、開始したワークフロー実行まで簡単にトレースできます。前の例を使用して、次のように実行 ID を
HelloWorld ステートマシンの開始した実行に関連付けます。
{

}

"Type":"Task",
"Resource":"arn:aws:states:::states:startExecution",
"Parameters":{
"StateMachineArn":"arn:aws:states:us-east-1:123456789012:stateMachine:HelloWorld",
"Input": {
"Comment": "Hello world!",
"AWS_STEP_FUNCTIONS_STARTED_BY_EXECUTION_ID.$": "$$.Execution.Id"
}
},
"End":true

詳細については、以下を参照してください。
• 他のサービスでの使用 (p. 339)
• サービス API にパラメータを渡す (p. 364)
• コンテキストオブジェクトへのアクセス (p. 117)
• AWS Step Functions (p. 420)

コンソールでの標準ワークフローとエクスプレスワー
クフローの実行
ステートマシンを作成するときは、「標準」または「エクスプレス」のいずれかのタイプを選択しま
す。ステートマシンのデフォルトタイプは Standard です。タイプが標準のステートマシンは標準ワーク
フローと呼ばれ、タイプがエクスプレスのステートマシンはエクスプレスワークフローと呼ばれます。
Standard ワークフローと Express ワークフローの両方で、を使用してステートマシンを定義しま
すAmazon ステートメント言語 (p. 25)。ステートマシンの実行は、選択したタイプによって動作が異な
ります。

Important
選択したタイプは、ステートマシンを作成した後は変更できません。
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Standard ワークフローと Express ワークフローの詳細については、「」を参照してください標準ワークフ
ロー対 Express ワークフロー (p. 20)。
標準ワークフロー実行の履歴はStep Functions に記録されますが、エクスプレスワークフローの実行履歴
はStep Functions には記録されません。Express ワークフローの実行履歴を記録するには、Amazon にロ
グを送信するように設定する必要があります CloudWatch。詳細については、「 CloudWatch Logs を使用
したログ記録 (p. 595)」を参照してください。
Express ワークフローでロギングを設定すると、その実行内容を Step Functions コンソールで確認できま
す。Express ワークフローの実行と Standard ワークフローの実行を表示するコンソールの表示方法は似て
いますが、次の違いと制限があります。

Note
Express CloudWatch ワークフローの実行データはLogs Insightsを使用して表示されるため、ログ
のスキャンには料金が発生します。デフォルトでは、ロググループには過去 3 時間に完了した実
行のみが表示されます。より多くの実行イベントを含むより広い時間範囲を指定すると、コスト
が高くなります。詳細については、CloudWatch 価格ページの「ログ」タブにある「ベンダーロ
グ」および「」を参照してください CloudWatch Logs を使用したログ記録 (p. 595)。
目次
• コンソールエクスペリエンスの違い (p. 130)
• Express ワークフロー実行の表示に関する考慮事項と制限 (p. 132)

コンソールエクスペリエンスの違い
Standard と Express のすべてのワークフローでは、ステートマシンやその IAM ロール ARN などの詳細
を、Step Functions コンソールのステートマシンの詳細ページに表示できます。
ステートマシンの詳細ページでは、「実行」タブにステートマシンの実行履歴のリストも表示されます。
「実行の検索」ボックスを使用して、選択したステートマシンの特定の実行を検索します。ステータス別
に実行履歴をフィルタリングするには、「ステータス別にフィルタ」ドロップダウンを使用します。実行
履歴を選択し、「詳細を表示」ボタンを選択して「実行詳細」ページを開くこともできます。
Standard ワークフロー
標準ワークフローの実行履歴は、過去 90 日間に完了した実行について常に確認できます。
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Express ワークフロー
Express ワークフローの実行履歴を表示するために、Step Functions CloudWatch コンソールはログロググ
ループを通じて収集されたログデータを取得します。
また、Express ワークフローの実行を表示するには、新しいコンソールエクスペリエンスを有効にする必
要があります。これを行うには、「実行」タブのバナー内に表示される「有効化」ボタンを選択します。
このボタンを一度選択すると、再び表示されなくなります。

Tip
コンソールエクスペリエンスの有効化または無効化を切り替えるには、「エクスプレス実行履歴
を有効にする」トグルボタンを使用します。
過去 3 時間以内に完了した実行の履歴がデフォルトで表示されます。この時間範囲を調整するか、カスタ
ム範囲を指定できます。より多くの実行イベントを含むより広い時間範囲を指定すると、ログをスキャン
するコストが高くなります。詳細については、CloudWatch 価格ページの「ログ」タブにある「ベンダー
ログ」および「」を参照してください CloudWatch Logs を使用したログ記録 (p. 595)。
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Express ワークフロー実行の表示に関する考慮事項と制限
Step Functions コンソールで Express ワークフローの実行を確認する場合、次の考慮事項と制約事項に留
意してください。
• Express ワークフローの実行詳細を確認できるかどうかは Amazon CloudWatch Logs に依存していま
す (p. 132)
• ロギングレベルが ERROR または FATAL の場合、Partial Express ワークフロー実行の詳細を確認でき
ます (p. 133)
• 古い実行のステートマシン定義は、一度更新すると表示できなくなる (p. 133)

Express ワークフローの実行詳細を確認できるかどうかは Amazon CloudWatch
Logs に依存しています
Note
新しいコンソールエクスペリエンスで Express ワークフローの実行を表示できるようにしない
と、実行履歴とそれに対応する実行の詳細は Step Functions コンソールに表示されません。新し
いコンソールエクスペリエンスを有効にするには、「実行」タブのバナー内に表示される「有効
化」ボタンを選択します。
Express ワークフローの場合、その実行履歴と詳細な実行情報は CloudWatch Logs Insights を通じて収集
されます。この情報は、 CloudWatch ステートマシンの作成時に指定したログロググループに保存されま
す。ステートマシンの実行履歴は、Step Functions コンソールの「実行」タブに表示されます。ステート
マシンの各実行に関する詳細情報は、選択した実行の実行詳細ページに表示されます。
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Warning
Express CloudWatch ワークフローのログを削除しても、そのログは [実行] タブに表示されませ
ん。
すべての実行イベントタイプを記録するには、デフォルトのログレベルである ALL を使用することをお勧
めします。既存のステートマシンを編集するときに、必要に応じてログレベルを更新できます。詳細につ
いては、 CloudWatch Logs を使用したログ記録 (p. 595) および ログレベル (p. 597) を参照してくださ
い。

ロギングレベルが ERROR または FATAL の場合、Partial Express ワークフロー
実行の詳細を確認できます
デフォルトでは、Express ワークフロー実行のログレベルは ALL に設定されています。ログレベルを変更
しても、完了した実行の実行履歴と実行詳細には影響しません。ただし、すべての新規実行では、更新さ
れたログレベルに基づいてログが出力されます。詳細については、 CloudWatch Logs を使用したログ記
録 (p. 595) および ログレベル (p. 597) を参照してください。
たとえば、ログレベルを ALL から ERROR または FATAL のいずれかに変更すると、Step Functions コン
ソールの [実行] タブには失敗した実行のみが表示されます。イベントビュータブでは、コンソールには失
敗したステートマシンステップのイベント詳細のみが表示されます。
すべての実行イベントタイプを記録するには、デフォルトのログレベルである ALL を使用することをお勧
めします。ステートマシンを編集するときに、既存のステートマシンの必要に応じてログレベルを更新で
きます。

古い実行のステートマシン定義は、一度更新すると表示できなくなる
Express ワークフローでは、過去の実行のステートマシン定義は保存されません。ステートマシン定義を
変更すると、最新の定義を使用した実行のステートマシン定義のみを表示できます。
たとえば、ステートマシン定義から 1 つ以上のステップを削除すると、Step Functions は定義と以前の
実行イベントとの不一致を検出します。Express ワークフローでは以前の定義は保存されないため、Step
Functions はステートマシン定義の以前のバージョンで実行された実行のステートマシン定義を表示でき
ません。そのため、ステートマシン定義の以前のバージョンで実行された実行では、「実行の入力と出
力」、「定義」、「グラフビュー」、および「テーブルビュー」タブは使用できません。

Step Functions コンソールでの実行の表示とデバッグ
Step Functions コンソールの「実行詳細」ページには、スタンダードワークフローとエクスプレスワー
クフローの過去および進行中のステートマシン実行に関する情報が表示されます。この情報はダッシュ
ボード形式で表示されます。たとえば、ステートマシンの Amazon States Language 定義、実行ステータ
ス、ARN、ステート遷移の総数を調べることができます。ステートマシン内の個々のステートの実行詳細
を表示することもできます。
目次
• 実行の詳細ページ — インターフェースの概要 (p. 134)
• 実行概要 (p. 135)
• ビューモード (p. 136)
• ステップ詳細 (p. 141)
• チュートリアル:Step Functions コンソールを使用してステートマシンの実行を表示する (p. 142)
• ステップ 1: 必要な Lambda 関数が作成されたら、テストする (p. 142)
• ステップ 2: ステートマシンの作成と実行 (p. 144)
• ステップ 3: ステートマシンの実行詳細を表示する (p. 146)
• ステップ 4: さまざまな表示モードを調べる (p. 146)
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実行の詳細ページ — インターフェースの概要
Standard ワークフローと Express ワークフローの両方で、実行中および過去のステートマシン実行の詳細
は、実行の詳細ページで確認できます。実行開始時に実行 ID を指定した場合、このページのタイトルには
その実行 ID が付きます。それ以外の場合は、Step Functions が自動的に生成する固有の実行 ID がタイト
ルとして付けられます。
実行メトリクスの他に、Execution Details ページにはステートマシンの実行を管理するための以下のオプ
ションがあります。
Button

このボタンを選択すると、

新しい実行ページ

「実行詳細」ページの新しいレイアウトと古いレ
イアウトを切り替えます。

ステートマシンを編集

ステートマシンの Amazon ステート言語定義を編
集します。

[Export] (エクスポート)

実行の詳細を JSON 形式でエクスポートして、他
のユーザーと共有したり、オフライン分析を実行
したりできます。

新規実行

ステートマシンの新しい実行を開始します。

実行を停止

ステートマシンの進行中の実行を停止します。

実行の詳細コンソールページには、次のセクションがあります。
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1. 実行概要 (p. 135)
2. ビューモード (p. 136)
3. ステップ詳細 (p. 141)

実行概要
「実行の概要」セクションは、「実行の詳細」ページの上部に表示されます。このセクションでは、ワー
クフローの実行詳細の概要を説明します。この情報は、次の 3 つのタブに分かれています。
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詳細
実行のステータス、ARN、実行の開始時刻と終了時刻のタイムスタンプなどの情報を表示します。ス
テートマシンの実行中に発生したステート遷移の総数も表示できます。ステートマシンのトレースま
たはログを有効にしている場合は、X-Ray トレースマップと Amazon CloudWatch 実行ログへのリン
クも表示できます。
ステートマシンの実行が別のステートマシンによって開始された場合は、このタブで親ステートマシ
ンのリンクを表示できます。
実行入力と出力
ステートマシンの実行入力と出力を表示します side-by-side。
定義
ステートマシンの Amazon ステート言語定義を表示します。

Note
ステートマシンの実行が失敗した場合、「実行の詳細」ページにはエラーメッセージが表示され
ます。エラーメッセージの「原因」または「ステップの詳細を表示」を選択すると、実行失敗の
理由またはエラーの原因となったステップが表示されます。
[ステップの詳細を表示] を選択すると、ステップ詳細セクションには (p. 141)、エラーの原因と
なったステップの [入力と出力] タブが表示されます。さらに、Step Functions では、エラーの原
因となったステップがグラフビューとテーブルビューの両方で強調表示されます。

ビューモード
ビューモードセクションには、ステートマシンの 3 種類のビジュアライゼーションが含まれています。
ワークフローのグラフィック表示、ワークフローの状態を示す表、ステートマシンの実行に関連するイベ
ントのリストのいずれを表示するかを選択できます。
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Note
タブを選択すると、その内容が表示されます。
Graph view
グラフビューモードでは、ワークフローをグラフィカルに表示します。ステートマシンの実行ステー
タスを示す凡例が下部にあります。また、ズームイン、ズームアウト、ワークフロー全体の中央表
示、全画面表示モードでのワークフロー表示を可能にするボタンも含まれています。

このビューでは、ワークフロー内の任意のステップを選択して、その実行に関する詳細をステップ詳
細コンポーネントに表示できます (p. 141)。グラフビューでステップを選択すると、テーブルビュー
にもそのステップが表示されます。これは逆にも当てはまります。テーブルビューからステップを選
択すると、グラフビューにも同じステップが表示されます。
Mapステートマシンにステート、Parallelステート、またはその両方が含まれている場合は、グラ
フビューのワークフローでそれらの名前を確認できます。さらに、Mapステートについては、グラフ
ビューを使用してマップステート実行データのさまざまな反復間を移動できます。たとえば、マップ
ステートに 5 回の反復処理があり、3 回目と 4 回目の反復の実行データを表示する場合は、次の操作
を行います。
1. 繰り返しデータを表示するマップステートを選択します。
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2. マップイテレーションビューアーで、3 回目のイテレーションのドロップダウンリストから #2 を
選択します。これは、反復回数がゼロからカウントされるためです。同様に、マップステートを 4
回繰り返す場合は、ドロップダウンリストから #3 を選択します。
または、
およびコントロールを使用して、マップステートの異なるイテレーション間を移動す
ることもできます。

Note
Mapステートマシンにネストされたステートが含まれている場合、Map次の例のように親
ステートと子ステートイテレーションのドロップダウンリストが表示されます。

3. (オプション) 1 つ以上のマップステートイテレーションが実行に失敗した場合、または実行が停止
した場合は、ドロップダウンリストの [失敗] または [中止] でそれらのイテレーション番号を選択し
てデータを表示できます。
最後に、[エクスポート] ボタンと [レイアウト] ボタンを使用して、ワークフローグラフを SVG または
PNG 画像としてエクスポートできます。ワークフローの水平ビューと垂直ビューを切り替えることも
できます。
Table view
テーブルビューモードでは、ワークフローの状態が表形式で表示されます。この表示モードでは、名
前、使用したリソース (AWS Lambda関数など) の名前、状態が正常に実行されたかどうかなど、ワー
クフローで実行された各状態の詳細を確認できます。
このビューでは、ワークフロー内の任意の状態を選択して、その実行に関する詳細をステップ詳細コ
ンポーネントに表示できます (p. 141)。テーブルビューでステップを選択すると、グラフビューにも
そのステップが表示されます。これは逆にも当てはまります。グラフビューからステップを選択する
と、テーブルビューにも同じステップが表示されます。
ビューにフィルターを適用して、テーブルビューモードで表示されるデータ量を制限することもでき
ます。実行ステータスなどの特定のプロパティ、または日付と時刻の範囲のフィルターを作成できま
す。詳細については、「チュートリアル:Step Functions コンソールを使用してステートマシンの実行
を表示する (p. 142)」を参照してください。
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デフォルトでは、このモードには [名前]、[タイプ]、[ステータス]、[リソース]、[起動後] の各列が表
示されます。表示する列は、環境設定ダイアログボックスを使用して設定できます。このダイアログ
ボックスで行った選択は、再び変更されるまで、ステートマシンを後で実行しても保持されます。
タイムライン列を追加すると、実行全体の実行時間を基準にして各ステートの実行時間が表示されま
す。これは色分けされた線形タイムラインとして表示されます。これにより、特定のステートの実行
に関するパフォーマンス関連の問題を特定できます。タイムラインの各ステートの色分けされたセグ
メントは、進行中、失敗、中止などのステートの実行ステータスを識別するのに役立ちます。
たとえば、ステートマシンのステートに対して実行リトライを定義した場合、それらのリトライはタ
イムラインに表示されます。Retry赤いセグメントは失敗した試行を表し、BackoffRateRetry薄い
灰色のセグメントは各試行の間を表します。
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Mapステートマシンにステート、Parallelステート、またはその両方が含まれている場合は、ワーク
フロー内の名前を表形式で表示できます。MapParallelおよびステートでは、テーブルビューモード
では、そのイテレーションとparallel ブランチの実行データがツリービュー内のノードとして表示され
ます。これらの状態にある各ノードを選択すると、ステップの詳細セクションに個々の詳細が表示さ
れます (p. 141)。たとえば、ステートが失敗する原因となった特定のマップステートイテレーション
のデータを確認できます。マップステートのノードを展開し、ステータス列に各イテレーションのス
テータスを表示します。
Event view
イベントビューモードでは、選択した実行の全履歴が複数ページにまたがるイベントのリストとして
表示されます。各ページには最大 25 のイベントが含まれます。このビューには合計イベント数も表
示されるため、最大イベント数の 25,000 を超えているかどうかを判断するのに役立ちます。
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デフォルトでは、イベントビューモードの結果は、イベントのタイムスタンプに基づいて昇順に表示
されます。タイムスタンプ列のヘッダーをクリックすると、実行イベント履歴のソートを降順に変更
できます。
イベントビューモードでは、各イベントは実行ステータスを示すように色分けされています。たとえ
ば、失敗したイベントは赤色で表示されます。イベントに関する詳細情報を表示するには、イベント
ID の横にあるを選択します。イベントを開くと、イベントの詳細には、イベントの入力、出力、お
よびリソース呼び出しが表示されます。
さらに、イベントビューモードでは、プロパティにフィルターを適用して、表示される実行イベント
履歴の結果を制限できます。実行 ID や日付と時刻の範囲などのプロパティを選択できます。詳細に
ついては、「チュートリアル:Step Functions コンソールを使用してステートマシンの実行を表示す
る (p. 142)」を参照してください。

ステップ詳細
グラフビューまたはテーブルビューで状態を選択すると、右側にステップの詳細セクションが開きます。
このセクションには以下のタブがあり、選択した州に関する詳細情報が表示されます。
入力と出力
選択したステートの入力と出力の詳細を表示します。入力または出力にエラーがある場合は、 タブ
ヘッダーにエラーが表示されます。さらに、「理由」ボックスにはエラーの理由が表示されます。
アドバンスビューのトグルボタンを選択すると、選択したステートを通過したデータの入出力データ
転送パスを確認できます。これにより、、、、などの 1 つ以上のフィールドがデータに適用されたと
きにInputPathParametersResultSelectorOutputPathResultPath、入力がどのように処理
されたかを確認できます。
詳細
状態タイプ、実行ステータス、実行時間などの情報を表示します。
Taskなどのリソースを使用するステートではAWS Lambda、このタブにはリソース呼び出しのリソー
ス定義ページと Amazon CloudWatch ログページへのリンクが表示されます。また、指定されていれ
ば、TaskTimeoutSecondsHeartbeatSeconds都道府県と項目の値も表示されます。
Mapステートの場合、Mapこのタブにはステートのイテレーションの合計回数に関する情報が表示され
ます。イテレーションは、失敗、中止、成功、InProgressまたはに分類されます。
定義
選択した州に対応する Amazon 州の言語定義を表示します。
リトライ

Note
このタブは、RetryTaskParallelステートマシンまたはステートでフィールドを定義した
場合にのみ表示されます。
選択したステートでの最初とそれ以降の再試行回数が表示されます。最初の試行とその後のすべての
失敗では、 ステータスの横にあるを選択すると、ドロップダウンボックスに表示される失敗の理由
が表示されます。再試行が成功すると、ドロップダウンボックスに表示される出力を確認できます。
イベント
実行中の選択した状態に関連するイベントのリストをフィルタリングして表示します。このタ
ブに表示される情報は、イベントビューモードで表示されるすべての実行イベント履歴の一部で
す (p. 140)。
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チュートリアル:Step Functions コンソールを使用してステート
マシンの実行を表示する
このチュートリアルでは、「実行の詳細」ページに表示される実行情報を調べ、実行が失敗した理由を確
認する方法を学習します。次に、Mapステート実行のさまざまな反復にアクセスする方法について説明し
ます。最後に、テーブルビューの列を構成し、適切なフィルターを適用して関心のある情報のみを表示す
る方法を学びます。
このチュートリアルでは、フルーツセットの価格を取得する標準タイプのステートマシンを作成します。
これを実現するために、ステートマシンは 3AWS Lambda つの関数を使用して、4 つの果物のランダムリ
スト、各果物の価格、および果物の平均価格を返します。Lambda 関数は、果物の価格がしきい値以下の
場合にエラーを発生させるように設計されています。

Note
次の手順には、標準ワークフロー実行の詳細を調べる方法についての説明が含まれています
が、Express ワークフロー実行の詳細を調べることもできます。Standard ワークフロータイプと
Express ワークフロータイプの実行詳細の違いについては、を参照してくださいコンソールでの
標準ワークフローとエクスプレスワークフローの実行 (p. 129)。
目次
• ステップ 1: 必要な Lambda 関数が作成されたら、テストする (p. 142)
• ステップ 2: ステートマシンの作成と実行 (p. 144)
• ステップ 3: ステートマシンの実行詳細を表示する (p. 146)
• ステップ 4: さまざまな表示モードを調べる (p. 146)

ステップ 1: 必要な Lambda 関数が作成されたら、テストする
1.

Lambda コンソールを開き、ステップ 1: Lambda 関数を作成する (p. 200)セクションのステップ 1
～ 4 を実行します。LambdaGetListOfFruits 関数には必ず名前を付けてください。

2.

Lambda 関数が作成されたら、ページの右上隅に表示されている関数の Amazon リソースネーム
(ARN) を記録します。ARN をコピーするには、をクリックします 。以下は ARN の例です。ここ
で、function-nameは Lambda 関数の名前 (この場合はGetListOfFruits) です。
arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:function-name

3.

Lambda GetListOfFruits関数の次のコードをページのコードソース領域にコピーします。
function getRandomSubarray(arr, size) {
var shuffled = arr.slice(0), i = arr.length, temp, index;
while (i--) {
index = Math.floor((i + 1) * Math.random());
temp = shuffled[index];
shuffled[index] = shuffled[i];
shuffled[i] = temp;
}
return shuffled.slice(0, size);
}
exports.handler = async function(event, context) {

const fruits = ['Abiu','Açaí','Acerola','Ackee','African
cucumber','Apple','Apricot','Avocado','Banana','Bilberry','Blackberry','Blackcurrant','Jostaberry'
const errorChance = 45;
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const waitTime = Math.floor( 100 * Math.random() );
await new Promise( r => setTimeout(() => r(), waitTime));
const num = Math.floor( 100 * Math.random() );
// const num = 51;
if (num <= errorChance) {
throw(new Error('Error'));
}
};

return getRandomSubarray(fruits, 4);

4.

[Deploy] を選択し、次に [Test] を選択して変更をデプロイし、Lambda 関数の出力を確認します。

5.

次の手順で、CalculateAverageそれぞれGetFruitPrice and という名前の 2 つの Lambda 関数
を作成します。
a.

次のコードを GetFruitPriceLambda 関数のコードソース領域にコピーします。
exports.handler = async function(event, context) {
const errorChance = 0;
const waitTime = Math.floor( 100 * Math.random() );
await new Promise( r => setTimeout(() => r(), waitTime));
const num = Math.floor( 100 * Math.random() );
if (num <= errorChance) {
throw(new Error('Error'));
}
};

b.

return Math.floor(Math.random()*100)/10;

次のコードを CalculateAverageLambda 関数のコードソース領域にコピーします。
function getRandomSubarray(arr, size) {
var shuffled = arr.slice(0), i = arr.length, temp, index;
while (i--) {
index = Math.floor((i + 1) * Math.random());
temp = shuffled[index];
shuffled[index] = shuffled[i];
shuffled[i] = temp;
}
return shuffled.slice(0, size);
}
const average = arr => arr.reduce( ( p, c ) => p + c, 0 ) / arr.length;
exports.handler = async function(event, context) {
const errors = [
"Error getting data from DynamoDB",
"Error connecting to DynamoDB",
"Network error",
"MemoryError - Low memory"
]
const errorChance = 0;
const waitTime = Math.floor( 100 * Math.random() );
await new Promise( r => setTimeout(() => r(), waitTime));
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const num = Math.floor( 100 * Math.random() );
if (num <= errorChance) {
throw(new Error(getRandomSubarray(errors, 1)[0]));
}
};

c.

return average(event);

必ず、これら 2 つの Lambda 関数の ARN をコピーし、デプロイしてテストしてください。

ステップ 2: ステートマシンの作成と実行
Step Functions コンソールを使用して、ステップ 1 で作成した Lambda 関数を呼び出すステート
マシンを作成します (p. 142)。このステートマシンでは、3Map つのステートが定義されていま
す。MapTaskこれらの各ステートには、いずれかの Lambda 関数を呼び出すステートが含まれていま
す。さらに、RetryTask各ステートにはフィールドが定義され、ステートごとに再試行回数が定義され
ます。実行時エラーが発生すると、Taskそのステートに定義されている再試行の回数まで再実行されま
すTask。
1.

Step Functions コンソールを開き、「ワークフローをコードで記述する」を選択します。

Important
ステートマシンが、前に作成した Lambda 関数と同じ AWS アカウントおよびリージョンに
あることを確認します。
2.
3.

「タイプ」では、デフォルトの「標準」のままにします。
次の Amazon States 言語定義をコピーして、「定義」の下に貼り付けます。表示されている ARN
は、必ず以前に作成した Lambda 関数の ARN に置き換えてください。
{

"StartAt": "LoopOverStores",
"States": {
"LoopOverStores": {
"Type": "Map",
"Iterator": {
"StartAt": "GetListOfFruits",
"States": {
"GetListOfFruits": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::lambda:invoke",
"OutputPath": "$.Payload",
"Parameters": {
"FunctionName": "arn:aws:lambda:useast-1:123456789012:function:GetListofFruits:$LATEST",
"Payload": {
"storeName.$": "$"
}
},
"Retry": [
{
"ErrorEquals": [
"States.ALL"
],
"IntervalSeconds": 2,
"MaxAttempts": 1,
"BackoffRate": 1.3
}
],
"Next": "LoopOverFruits"
},
"LoopOverFruits": {
"Type": "Map",
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"Iterator": {
"StartAt": "GetFruitPrice",
"States": {
"GetFruitPrice": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::lambda:invoke",
"OutputPath": "$.Payload",
"Parameters": {
"FunctionName": "arn:aws:lambda:useast-1:123456789012:function:GetFruitPrice:$LATEST",
"Payload": {
"fruitName.$": "$"
}
},
"Retry": [
{
"ErrorEquals": [
"States.ALL"
],
"IntervalSeconds": 2,
"MaxAttempts": 3,
"BackoffRate": 1.3
}
],
"End": true
}
}
},
"ItemsPath": "$",
"End": true
}
}
},
"ItemsPath": "$.stores",
"Next": "LoopOverStoreFruitsPrice",
"ResultPath": "$.storesFruitsPrice"
},
"LoopOverStoreFruitsPrice": {
"Type": "Map",
"End": true,
"Iterator": {
"StartAt": "CalculateAverage",
"States": {
"CalculateAverage": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::lambda:invoke",
"OutputPath": "$.Payload",
"Parameters": {
"FunctionName": "arn:aws:lambda:useast-1:123456789012:function:Calculate-average:$LATEST",
"Payload.$": "$"
},
"Retry": [
{
"ErrorEquals": [
"States.ALL"
],
"IntervalSeconds": 2,
"MaxAttempts": 2,
"BackoffRate": 1.3
}
],
"End": true
}
}
},
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}

}

}

"ItemsPath": "$.storesFruitsPrice",
"ResultPath": "$.storesPriceAverage",
"MaxConcurrency": 1

4.

ステートマシンの名前を入力します。このページの他のオプションはデフォルトのままにして、「ス
テートマシンの作成」を選択します。

5.

ステートマシン名の付いたページを開きます。ステップ 4: 新しい実行をスタートする (p. 202)セク
ションのステップ 1 ～ 4 を実行しますが、実行入力として次のデータを使用します。
{

}

"stores": [
"Store A",
"Store B",
"Store C",
"Store D"
]

ステップ 3: ステートマシンの実行詳細を表示する
実行 ID のタイトルのページでは、実行結果を表示し、エラーを記録できます。
1. (オプション)「実行の詳細」ページに表示されるタブから選択すると、各タブに表示される情報が表示
されます。たとえば、ステートマシンの入力とその実行出力を表示するには、「実行概要 (p. 135)」
セクションで「実行入力と出力」を選択します。
2. ステートマシンの実行が失敗した場合は、エラーメッセージで [原因] または [ステップの詳細を表示] を
選択します。エラーに関する詳細は、「ステップ詳細 (p. 141)」セクションに表示されます。エラー
の原因となったステップ、Taskつまり名前の付いた状態がGetListofFruits、グラフビューとテーブル
ビューで強調表示されていることに注意してください。

Note
GetListofFruitsMapステップはステート内で定義され、ステップは正常に実行されなかったた
め、Mapステートステップのステータスには Failed と表示されます。

ステップ 4: さまざまな表示モードを調べる
ステートマシンのワークフローまたは実行イベント履歴のいずれかを表示するモードを選択できます。こ
れらの表示モードで実行できるタスクの一部は次のとおりです。

グラフビュー —Map 異なるステートイテレーションの切り替え
マップステートに 5 回のイテレーションがあり、3 回目と 4 回目のイテレーションの実行詳細を表示した
い場合は、次の操作を行います。
1. Mapイテレーションデータを表示する状態を選択します。
2. マップイテレーションビューアーから、表示したいイテレーションを選択します。反復回数はゼロから
カウントされます。5 つのイテレーションから 3 番目のイテレーションを選択するには、マップステー
ト名の横にあるドロップダウンリストから #2 を選択します。

Note
Mapステートマシンにネストされたステートが含まれている場合、Step FunctionsMap は親ス
テートと子ステートの反復を 2 つの独立したドロップダウンリストとして表示します。
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3. (オプション) 1Map つ以上のステートイテレーションが実行に失敗したか、中止された状態で停止した
場合は、失敗したイテレーションの詳細を表示できます。これらの詳細を確認するには、ドロップダウ
ンリストの [失敗] または [中止] で、影響を受けるイテレーション番号を選択します。

テーブルビュー —Map ステートイテレーション間の切り替え
マップステートにイテレーションが 5 回あり、イテレーション番号 3 と 4 の実行詳細を表示したい場合
は、次の操作を行います。
1. Mapさまざまなイテレーションデータを表示する状態を選択します。
2. Mapステートイテレーションのツリービュー表示で、イテレーション番号 3 の #2 という名前のイテ
レーション行を選択します。同様に、反復回数 4 には #3 という名前の行を選択します。

テーブルビュー — 表示する列を設定します
を選択します。次に、環境設定ダイアログボックスの「表示する列を選択」で表示する列を選択し
ます。
デフォルトでは、このモードには [名前]、[タイプ]、[ステータス]、[リソース]、[起動後] の各列が表示され
ます。

テーブルビュー — 結果をフィルタリングする
ステータスなどのプロパティや日付と時刻の範囲に基づいて 1 つ以上のフィルタを適用して、表示され
る情報量を制限します。たとえば、実行に失敗したステップを表示するには、次のフィルターを適用しま
す。
1. [プロパティによるフィルタ] を選択するか、キーワードで検索し、[プロパティ] の [ステータス] を選択
します。
2. [オペレータ] で [ステータス =] を選択します。
3. [ステータス] = [失敗] を選択します。
4. (オプション) [フィルターをクリア] を選択して、適用されたフィルターを削除します。

イベントビュー — 結果をフィルタリングする
タイプなどのプロパティや日付と時刻の範囲に基づいて 1 つ以上のフィルターを適用して、表示される情
報量を制限します。たとえば、Task実行に失敗したステートステップを表示するには、次のフィルターを
適用します。
1. [プロパティによるフィルタ] を選択するか、キーワードで検索し、[プロパティ] で [タイプ] を選択しま
す。
2. [演算子] で [タイプ =] を選択します。
3. [タイプ =] を選択します TaskFailed。
4. (オプション) [フィルターをクリア] を選択して、適用されたフィルターを削除します。
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イベントビュー — TaskFailedイベントの詳細を調べる
TaskFailedイベントの ID の横にあるを選択すると、ドロップダウンボックスに表示される入力、出力、
リソース呼び出しなどの詳細を確認できます。

分散マップステート実行のマップ実行の検証
Mapステートを分散モードで実行すると、Step Functions はマップ実行リソースを作成します。マップ実
行とは、Distributed Map ステートが開始する子ワークフロー実行のセットと、それらの実行を制御するラ
ンタイム設定を指します。Step Functions は、マップ実行に Amazon リソースネーム (ARN) を割り当てま
す。マップ実行は、Step Functions コンソールで確認できます。DescribeMapRunAPI アクションを呼び
出すこともできます。Map Run CloudWatch はにもメトリクスを出力します。
Step Functions コンソールには、分散マップステートの実行に関連するすべての情報を表示するマッ
プ実行の詳細ページがあります。たとえば、Distributed Map ステートの実行ステータス、Map Run の
ARN、Distributed Map ステートによって開始された子ワークフロー実行で処理されたアイテムのステータ
スを表示できます。また、すべての子ワークフロー実行のリストを表示し、その詳細にアクセスすること
もできます。コンソールには、この情報がダッシュボード形式で表示されます。
マップ実行の詳細ページには、次のセクションがあります。

目次
• マップ実行の概要 (p. 149)
• アイテム処理ステータス (p. 149)
• 実行の表示 (p. 150)
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マップ実行の概要
「マップ実行の概要」セクションは、「マップ実行の詳細」ページの上部に表示されます。このセクショ
ンでは、分散マップステートの実行詳細の概要を説明します。この情報は次のタブに分かれています。
詳細
分散マップステートの実行ステータス、マップ実行 ARN、および分散マップステートによって開始さ
れた子ワークフロー実行の種類などの情報を表示します。Map Run の許容失敗閾値や子ワークフロー
実行に指定された最大同時実行数などの追加構成も表示できます。
入力と出力
Distributed Map ステートが受け取った入力と、それに対応する生成出力を表示します。たとえば、
入力データセットとその場所、およびそのデータセットの個々のデータ項目に適用された入力フィル
ターを表示できます。Distributed Map ステート実行の出力をエクスポートする場合、このタブには実
行結果を含む Amazon S3 バケットへのパスが表示されます。それ以外の場合は、親ワークフローの
実行詳細ページに移動して実行出力を表示します。

アイテム処理ステータス
アイテム処理ステータスセクションには、マップランで処理されたアイテムのステータスが表示されま
す。たとえば、「保留中」は、子ワークフロー実行がアイテムの処理をまだ開始していないことを示しま
す。
アイテムのステータスは、アイテムを処理する子ワークフロー実行のステータスによって異なります。
子ワークフローの実行が失敗したり、タイムアウトしたり、ユーザーが実行をキャンセルしたりした場
合、Step Functions はその子ワークフロー実行内の項目の処理結果に関する情報を受け取りません。その
実行によって処理されたすべてのアイテムは、子ワークフロー実行のステータスを共有します。
たとえば、2 回の子ワークフロー実行で 100 個のアイテムを処理し、各実行で 50 個のアイテムのバッチ
を処理するとします。1 つの実行が失敗し、もう 1 つの実行が成功すると、50 個のアイテムが成功し、50
個のアイテムが失敗したことになります。
次の表は、すべてのアイテムで使用できる処理ステータスのタイプを示しています。
ステータス

説明

保留中

子ワークフロー実行が処理を開始していないアイ
テムを示します。アイテムの処理が開始される前
にマップ実行が停止または失敗した場合、または
ユーザーが実行をキャンセルした場合、アイテム
は保留状態のままになります。
たとえば、処理待ちのアイテムが 10 個ある状態で
マップ実行が失敗した場合、これら 10 個のアイテ
ムは [保留中] ステータスのままになります。

実行中

子ワークフロー実行によって現在処理中のアイテ
ムを示します。

成功しました

子ワークフロー実行がアイテムを正常に処理した
ことを示します。
子ワークフローの実行が成功しても、失敗したア
イテムがあってはなりません。実行中にデータ
セット内の 1 つのアイテムが失敗すると、子ワー
クフローの実行全体が失敗します。
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ステータス

説明

[Failed] (失敗)

子ワークフローの実行がアイテムの処理に失敗し
たか、実行がタイムアウトしたことを示します。
子ワークフローの実行によって処理されたアイテ
ムの 1 つが失敗すると、子ワークフローの実行全
体が失敗します。
たとえば、1000 個の項目を処理した子ワークフ
ロー実行の場合を考えます。そのデータセット
内の 1 つの項目が実行中に失敗した場合、Step
Functions は子ワークフローの実行全体を失敗と見
なします。

中止されました

子ワークフロー実行によってアイテムの処理が開
始されたが、ユーザーが実行をキャンセルした
か、マップ実行が失敗したためにStep Functions
が実行を停止したことを示します。
たとえば、50 個のアイテムを処理する実行中の子
ワークフロー実行を考えてみましょう。障害また
はユーザーが実行をキャンセルしたためにマップ
実行が停止すると、子ワークフローの実行と 50 項
目すべてのステータスが [中止] に変わります。
Express タイプの子ワークフロー実行を使用する
場合、実行を取り消すことはできません。

実行の表示
実行セクションには、特定のマップランのすべての子ワークフロー実行が一覧表示されます。特定の子
ワークフロー実行を検索するには、「正確な実行名で検索」フィールドを使用します。また、「任意のス
テータス」ドロップダウンを使用して、子ワークフローの実行履歴をステータスでフィルタリングするこ
ともできます。特定の実行に関する詳細を表示するには、リストから子ワークフロー実行を選択し、「詳
細を表示」ボタンを選択して「実行詳細 (p. 133)」ページを開きます。

Important
子ワークフロー実行の保存ポリシーは 90 日です。この保持期間よりも古い完了した子ワークフ
ロー実行は、「実行」テーブルには表示されません。これは、Distributed Map の状態または親
ワークフローが保持期間よりも長く実行され続けている場合にも当てはまります。を使用して
Distributed Map の状態出力を Amazon S3 バケットにエクスポートすると、これらの子ワークフ
ローの実行結果を含む実行の詳細を表示できますResultWriter (p. 104)。

Tip
更新ボタンを選択すると、すべての子ワークフロー実行の最新リストが表示されます。

Step Functions のエラー処理
状態でランタイムエラーが発生することがあります。エラーは、次のようなさまざまな理由で発生する可
能性があります。
• ステートマシンの定義の問題 (例えば、Choice 状態に一致するルールがない)。
• タスクの失敗 (たとえば、AWS Lambda 関数の例外)。
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• 一時的な問題 (例えば、ネットワークパーティションイベント)。
デフォルトでは、状態でエラーが報告されると、AWS Step Functions の実行全体が失敗します。

エラー名
Step Functions は大文字と小文字を区別する文字列を使用して Amazon States Language でエラーを識別
します。これをエラー名といいます。Amazon States Language は、よく知られているエラー名を付ける
一連の組み込み文字列を定義します。すべて States. プレフィックスが付いています。
States.ALL
あらゆる既知のエラー名に一致するワイルドカード。

Note
このエラータイプは、States.DataLimitExceededターミナルエラータイプと
ランタイムエラータイプをcatch できません。これらのエラータイプの詳細につ
いては、「」States.DataLimitExceeded (p. 151)と「」を参照してくださ
いStates.Runtime (p. 152)。
States.BranchFailed
Parallel州の支部が失敗しました。
States.DataLimitExceeded
Step Functions は、States.DataLimitExceeded以下の条件で例外を報告します。
• コネクタの出力がペイロードサイズクォータより大きい場合。
• ステートの出力がペイロードサイズクォータより大きい場合。
• Parameters 処理の後、状態の入力がペイロードサイズクォータよりも大きい場合。
クォータに関する詳細については、クォータ (p. 572) を参照してください。

Note
これはターミナルエラーで、States.ALLエラータイプでは検出できません。
States.ExceedToleratedFailureThreshold
Map失敗したアイテムの数がステートマシン定義で指定されたしきい値を超えたため、ステートが失
敗しました。詳細については、「マップステートの許容障害閾値 (p. 121)」を参照してください。
States.HeartbeatTimeout
HeartbeatSeconds 値より長時間実行されたため ハートビートの送信に失敗した Task 状態。

Note
このエラーは、CatchRetryおよびフィールド内でのみ表示されます。
States.IntrinsicFailure
ペイロードテンプレート内の組み込み関数を呼び出そうとしましたが、失敗しました。
States.ItemReaderFailed
ItemReaderフィールドで指定されたアイテムソースから読み取れなかったため、Mapステートが失
敗しました。詳細については、「ItemReader (p. 89)」を参照してください。
States.NoChoiceMatched
Choiceステートが選択ルールで定義された条件に入力と一致せず、デフォルト遷移が指定されていま
せん。
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States.ParameterPathFailure
州のフィールド内で、Parameters名前の末尾がパスであるフィールドを置き換えようとすると失敗
します。.$
States.Permissions
指定されたコードを実行するための権限が不十分だったため、Taskステートが失敗しました。
States.ResultPathMatchFailure
Step Functions は、ResultPathステートが受け取った入力にステートのフィールドを適用できませ
んでした。
States.ResultWriterFailed
ResultWriterフィールドに指定された宛先に結果を書き込めなかったため、Mapステートが失敗し
ました。詳細については、「ResultWriter (p. 104)」を参照してください。
States.Runtime
処理できなかった何らかの例外により、実行が失敗しました。多くの場合、これらは実行時のエラー
(null JSON ペイロードに InputPath または OutputPath を適用しようとしたなど) によって発生
します。States.Runtimeエラーは、再試行できないため、実行は常に失敗します。再試行または
catchStates.ALLStates.Runtime オンを行ってもエラーは検出されません。
States.TaskFailed
実行中に失敗した Task 状態。リトライやキャッチで使用すると、States.TaskFailed
は、States.Timeout 以外のあらゆる既知のエラー名に一致するワイルドカードとして機能しま
す。
States.Timeout
TimeoutSeconds 値より長時間実行されたか、HeartbeatSeconds 値より長い間隔ハートビートの
送信に失敗した Task 状態。
状態は別の名前でエラーを報告することがあります。ただし、これらのエラー名は、States.プレフィッ
クスから始めることはできません。
ベストプラクティスとして、本番稼働用コードが AWS Lambda のサービス例外
(Lambda.ServiceException および Lambda.SdkClientException) を処理できることを確認しま
す。詳細については、「Lambda サービスの例外を処理する (p. 336)」を参照してください。

Note
Lambda での未処理のエラーは、エラー出力で Lambda.Unknown として報告
されます。これには、 out-of-memory エラーと関数のタイムアウトが含まれま
す。Lambda.Unknown、States.ALL、または States.TaskFailed を一致させて、
こういったエラーに処理できます。Lambda が最大呼び出し数に達すると、エラーは
Lambda.TooManyRequestsException となります。Lambda 関数エラーの詳細について
は、AWS Lambda開発者ガイドの「エラー処理と自動再試行」を参照してください。

エラー後の再試行
Task および Parallel 状態は Retry という名前のフィールドを持つことができます。その値は retriers
と呼ばれるオブジェクトの配列にする必要があります。個々の retrier は特定回数の再試行を表し、通常は
時間間隔が増加していきます。

Note
再試行は状態遷移として扱われます。状態遷移が課金に及ぼす影響については、Step Functions
コストを参照してください。
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retrier には以下のフィールドがあります。
ErrorEquals (必須)
エラー名に一致する空でない文字列の配列です。状態がエラーを報告すると、Step Functions は再試
行全体をスキャンします。エラー名がこの配列に表示されている場合、この retrier に記述されている
再試行ポリシーを実装します。
IntervalSeconds (オプション)
最初の再試行前の秒数を表す整数 (デフォルトで 1)。IntervalSeconds には 99999999 の最大値が
あります。
MaxAttempts (オプション)
再試行の最大回数を表す正の整数 (デフォルトでは 3)。エラーが指定された回数を超えて再発する場
合は、再試行が停止され通常のエラー処理が再開されます。0値を指定すると、エラーは再試行されま
せん。 MaxAttempts最大値はです99999999。
BackoffRate (オプション)
で示される再試行間隔が、IntervalSeconds再試行するたびに増加する乗数です。デフォルトで
は、BackoffRate値は 1 ずつ増加します2.0。
次の aRetry の例では、1 回目の再試行は 3 秒待ってから行われ、2 回目の再試行は 4 秒後に実行され、2
回目の再試行は 2 回目の再試行です。完全な例を表示するには、stepfunction-error-handling-examples上
のリポジトリを参照してください GitHub。
"Retry": [ {
"ErrorEquals": [ "States.Timeout" ],
"IntervalSeconds": 3,
"MaxAttempts": 2,
"BackoffRate": 1
} ]

retrier の ErrorEquals フィールドにあらかじめ表示される名前 States.ALL は、すべてのエラー名に
一致するワイルドカードです。ErrorEquals 配列では単独で表示される必要があり、Retry 配列では
最後の retrier に表示される必要があります。名前 States.TaskFailed もワイルドカードの役割を果た
し、States.Timeout を除くあらゆるエラーに一致します。
この Retry フィールドの例では、States.Timeout を除くすべてのエラーを再試行します。
"Retry": [ {
"ErrorEquals": [ "States.Timeout" ],
"MaxAttempts": 0
}, {
"ErrorEquals": [ "States.ALL" ]
} ]

複雑な再試行シナリオ
retrier のパラメータは、単一状態実行のコンテキストの retrier に対するすべてのアクセスに適用されま
す。
次の Task 状態の場合を考えてみます。
"X": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:us-east-1:123456789012:task:X",
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}

"Next": "Y",
"Retry": [ {
"ErrorEquals": [ "ErrorA", "ErrorB" ],
"IntervalSeconds": 1,
"BackoffRate": 2.0,
"MaxAttempts": 2
}, {
"ErrorEquals": [ "ErrorC" ],
"IntervalSeconds": 5
} ],
"Catch": [ {
"ErrorEquals": [ "States.ALL" ],
"Next": "Z"
} ]

このタスクは 4 回連続して失敗し、、ErrorAErrorBErrorC、ErrorBというエラー名が出力されます。
結果として以下が発生します。
• 最初の 2 つのエラーは最初の再試行エラーと一致し、1 秒と 2 秒の待機時間が発生します。
• 3 番目のエラーは 2 番目の再試行エラーと一致し、5 秒間待機します。
• 4 番目のエラーも最初の再試行エラーと一致します。ただし、その特定のエラーでは、すでに最大2回の
retries (MaxAttempts) に達しています。そのため、その再試行は失敗し、ZCatch実行によってワーク
フローはフィールドを介して状態にリダイレクトされます。

Fallback 状態
Task、MapParallelおよび州にはそれぞれという名前のフィールドを設定できますCatch。このフィー
ルドの値は、catchers と言われるオブジェクトの配列である必要があります。
catcher には以下のフィールドがあります。
ErrorEquals (必須)
同じ名前の retrier フィールドで指定されたエラー名と正確に一致する空ではない文字列。
Next (必須)
ステートマシンの状態名のいずれかに正確に一致する必要がある文字列。
ResultPath (オプション)
キャッチャーは、Nextフィールドで指定された状態に送信される入力を決定します。 (p. 82)
状態がエラーを報告し、Retry フィールドがないか、再試行でエラーが解決できなかった場合、Step
Functions は配列にリストされた順序で catcher をスキャンします。エラー名が catcher の ErrorEquals
フィールドの値に表示される場合、ステートマシンは Next フィールドに名前がある状態に移行します。
catcher の ErrorEquals フィールドにあらかじめ表示される名前 States.ALL は、すべてのエラー名に
一致するワイルドカードです。ErrorEquals 配列では単独で表示される必要があり、Catch 配列では最
後の catcher に表示される必要があります。名前 States.TaskFailed もワイルドカードの役割を果た
し、States.Timeout を除くあらゆるエラーに一致します。
Catch フィールドの次の例では、Lambda 関数が処理されない Java 例外を出力した場合に
RecoveryState という名前の状態に移行します。それ以外の場合は、フィールドは EndState 状態に移
行します。
"Catch": [ {
"ErrorEquals": [ "java.lang.Exception" ],
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"ResultPath": "$.error-info",
"Next": "RecoveryState"
}, {
"ErrorEquals": [ "States.ALL" ],
"Next": "EndState"
} ]

Note
各 catcher には処理するエラーを複数指定できます。

エラー出力
Step Functions が catch 名に指定された状態に移行する場合、オブジェクトには通常 Cause というフィー
ルドが含まれます。このフィールドの値は人間が読んで理解できるエラーの説明です。このオブジェクト
はエラー出力といいます。
この例では、最初の catcher に ResultPath フィールドが含まれています。これは状態の最上位の
ResultPath フィールドに似た動作を行い、次のいずれかの結果になります。
• そのステートの実行結果を取得し、ステートの入力の全部または一部を上書きします。
• 結果を取得して入力に追加します。キャッチャーによって処理されたエラーの場合、ステートの実行結
果がエラー出力になります。
したがって、例の最初のキャッチャーでは、error-info入力に同じ名前のフィールドがま
だない場合は、キャッチャーはエラー出力を名前のフィールドとして入力に追加します。次
に、RecoveryStateキャッチャーは入力全体をに送信します。2 番目のキャッチャーでは、エラー出力
によって入力が上書きされ、EndStateキャッチャーはエラー出力のみをに送信します。

Note
ResultPath フィールドを指定しない場合、入力全体を選択して上書きする $ がデフォルトで設
定されます。
RetryCatchステートにフィールドとフィールドの両方がある場合、Step Functions はまず適切なリト
ライアを使用します。再試行ポリシーによってエラーが解決されない場合、Step Functions は一致する
キャッチャー遷移を適用します。

ペイロードとサービス統合の原因
キャッチャーは、文字列ペイロードを出力として返します。Amazon Athena や AWS CodeBuild のような
サービス統合を使って作業する場合、Cause 文字列を JSON に指定します。Pass組み込み関数を使用し
た状態の次の例は、Cause文字列を JSON に変換する方法を示しています。
"Handle escaped JSON with JSONtoString": {
"Type": "Pass",
"Parameters": {
"Cause.$": "States.StringToJson($.Cause)"
},
"Next": "Pass State with Pass Processing"
},

Retry の使用例と Catch の使用例
次の例で定義されたステートマシンには、2 つの Lambda 関数があるとします。1 つは常に失敗し、1 つ
はステートマシンで定義されたタイムアウトが発生するのに十分な時間待機する許可をだします。
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これは、常に失敗してメッセージを返す Node.js Lambdaerror 関数の定義です。続くステートマシンの
例では、この Lambda 関数の名前は FailFunction です。Lambda 関数の作成については、「」ステッ
プ 1: Lambda 関数を作成する (p. 200) セクションを参照してください。
exports.handler = (event, context, callback) => {
callback("error");
};

これは、10 秒間スリープする Node.js Lambda 関数の定義です。続くステートマシンの例では、この
Lambda 関数の名前は sleep10 です。

Note
Lambda コンソールでこの Lambda 関数を作成するときは、[Advanced settings] (アドバンスト
設定) セクションの [Timeout] (タイムアウト) 値を 3 秒 (デフォルト) から 11 秒に変更してくださ
い。
exports.handler = (event, context, callback) => {
setTimeout(function(){
}, 11000);
};

Retry を使用して失敗を処理する
このステートマシンは Retry フィールドを使用して、失敗してエラー名 HandledError を出力する関
数を再試行します。再試行間のエクスポネンシャルパックオフを使用して、この関数は 2 回再試行されま
す。
{

"Comment": "A Hello World example of the Amazon States Language using an AWS Lambda
function",
"StartAt": "HelloWorld",
"States": {
"HelloWorld": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:FailFunction",
"Retry": [ {
"ErrorEquals": ["HandledError"],
"IntervalSeconds": 1,
"MaxAttempts": 2,
"BackoffRate": 2.0
} ],
"End": true
}
}

}

このバリエーションでは、Lambda 関数が出力するあらゆるエラーに一致する事前定義されたエラーコー
ド States.TaskFailed を使用します。
{

"Comment": "A Hello World example of the Amazon States Language using an AWS Lambda
function",
"StartAt": "HelloWorld",
"States": {
"HelloWorld": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:FailFunction",
"Retry": [ {
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}

}

}

"ErrorEquals": ["States.TaskFailed"],
"IntervalSeconds": 1,
"MaxAttempts": 2,
"BackoffRate": 2.0
} ],
"End": true

Note
ベストプラクティスとしては、Lambda 関数をリファレンスするタスクが Lambda サービス例外
を処理する必要があります。詳細については、「Lambda サービスの例外を処理する (p. 336)」
を参照してください。

Catch を使用して失敗を処理する
この例では、Catch フィールドを使用します。Lambda 関数がエラーを出力すると、そのエラーがキャッ
チされ、ステートマシンはfallback state に移行します。
{

"Comment": "A Hello World example of the Amazon States Language using an AWS Lambda
function",
"StartAt": "HelloWorld",
"States": {
"HelloWorld": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:FailFunction",
"Catch": [ {
"ErrorEquals": ["HandledError"],
"Next": "fallback"
} ],
"End": true
},
"fallback": {
"Type": "Pass",
"Result": "Hello, AWS Step Functions!",
"End": true
}
}

}

このバリエーションでは、Lambda 関数が出力するあらゆるエラーに一致する事前定義されたエラーコー
ド States.TaskFailed を使用します。
{

"Comment": "A Hello World example of the Amazon States Language using an AWS Lambda
function",
"StartAt": "HelloWorld",
"States": {
"HelloWorld": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:FailFunction",
"Catch": [ {
"ErrorEquals": ["States.TaskFailed"],
"Next": "fallback"
} ],
"End": true
},
"fallback": {
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}

}

}

"Type": "Pass",
"Result": "Hello, AWS Step Functions!",
"End": true

Retry を使用してタイムアウトを処理する
このステートマシンは、Retryフィールドを使用して、TaskTimeoutSecondsで指定されたタイムアウ
ト値に基づいてタイムアウトした状態を再試行します。Step Functions は、再試行間のエクスポネンシャ
ルパックオフを使用して、Taskこの状態で Lambda 関数の呼び出しを 2 回再試行します。
{

"Comment": "A Hello World example of the Amazon States Language using an AWS Lambda
function",
"StartAt": "HelloWorld",
"States": {
"HelloWorld": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:sleep10",
"TimeoutSeconds": 2,
"Retry": [ {
"ErrorEquals": ["States.Timeout"],
"IntervalSeconds": 1,
"MaxAttempts": 2,
"BackoffRate": 2.0
} ],
"End": true
}
}

}

Catch を使用してタイムアウトを処理する
この例では、Catch フィールドを使用します。タイムアウトが発生すると、ステートマシンは fallback
状態に移行します。
{

"Comment": "A Hello World example of the Amazon States Language using an AWS Lambda
function",
"StartAt": "HelloWorld",
"States": {
"HelloWorld": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:sleep10",
"TimeoutSeconds": 2,
"Catch": [ {
"ErrorEquals": ["States.Timeout"],
"Next": "fallback"
} ],
"End": true
},
"fallback": {
"Type": "Pass",
"Result": "Hello, AWS Step Functions!",
"End": true
}
}

}
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Note
状態入力とエラーを保持するには、ResultPath を使用します。「エラーと入力の両方を
ResultPath Catch (p. 111)」を参照してください。

他のサービスから AWS Step Functions の呼び出し
ステートマシンを呼び出すため他の複数のサービスを構成できます。ステートマシンを基にワークフロー
タイプ (p. 20)では、ステートマシンを非同期または同期的に呼び出すことができます。ステートマシ
ンを同期的に呼び出すには、StartSyncExecutionAPI コールまたは Amazon API Gateway と Express
ワークフローとの統合。非同期呼び出しでは、Step Functions はタスクトークンが返されるまでワークフ
ローの実行を待機させます。Step Functions を呼び出すように構成できるサービスには、次のものがあり
ます。
• AWS Lambda、StartExecution を呼び出しを使います。
• Amazon API Gateway
• アマゾン EventBridge
• AWS CodePipeline
• AWS IoTルールエンジン
• AWS Step Functions
Step Functions 呼び出しには、StartExecution クォータが適用されます。詳細については、以下を参
照してください。
• クォータ (p. 572)

Step Functions 読み取り整合性
AWS Step Functions でのステートマシンの更新は、結果的に整合します。数秒以内のすべての
StartExecution 呼び出しでは、更新された定義と roleArn (IAM ロールの Amazon リソースネーム
(ARN)) が使用されます。UpdateStateMachine を呼び出したすぐ後に開始された実行では、前のステー
トマシン定義と roleArn が使用されることがあります。
詳細については、以下を参照してください。
• UpdateStateMachine (AWS Step Functions API リファレンス)
• AWS Step Functions の開始方法 (p. 11) 内の ステップ 3: ステートマシンの更新 (p. 13)

Step Functions でのタグ付け
AWS Step Functions は、ステートマシン (標準と Express の両方) とアクティビティのタグ付けをサポー
トしています。これにより、リソースに関連するコストを追跡して管理したり、AWS Identity and Access
Management (IAM) ポリシーのセキュリティを向上させることができます。Step Functions リソースにタ
グ付けすると、それらを AWS Resource Groups で管理することができます。Resource Groups 詳細につ
いては、AWS Resource Groups ユーザーガイドを参照してください。
リソースのタグ付けに関連する制限を確認するには、タグ付けに関連する制限 (p. 576) を参照してくだ
さい。
トピック
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• コスト割り当てのタグ付け (p. 160)
• セキュリティのためのタグ付け (p. 160)
• Step Functions コンソールでのタグの表示と管理 (p. 161)
• Step Functions API アクションを使用してタグを管理 (p. 161)

コスト割り当てのタグ付け
コスト割り当てのために Step Functions リソースを整理して識別するために、ステートマシンやアクティ
ビティの目的を識別するメタデータタグを追加できます。これはリソースが多数ある場合に特に便利で
す。コスト配分タグを使用して AWS の請求書を整理し、自分のコスト構造を反映できます。そのために
は、サインアップして AWS アカウントの請求書にタグキーおよび値を含めます。詳細については、AWS
Billing ユーザーガイドの月別コスト配分レポートの設定を参照してください。
例えば、次のようにコストセンターと Step Functions リソースの目的を表すタグを追加できます。
リソース
StateMachine1

StateMachine2

Activity1

キー

値

Cost Center

34567

Application

Image processing

Cost Center

34567

Application

Rekognition processing

Cost Center

12345

Application

Legacy database

このタグ付けスキームを使用すると、関連するタスクを実行している 2 つのステートマシンを同じコスト
センターでグループ化しながら、関連のないアクティビティに異なるコスト割り当てタグでタグ付けする
ことができます。

セキュリティのためのタグ付け
IAM は、タグに基づくリソースへのアクセスの制御をサポートしています。タグに基づいてアクセスを制
御するには、IAM ポリシーの条件要素でリソースタグに関する情報を提供します。
例えば、キー environment および値 production のタグを含むすべての Step Functions リソースへの
アクセスを制限できます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"states:TagResource",
"states:DeleteActivity",
"states:DeleteStateMachine",
"states:StopExecution"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {"aws:ResourceTag/environment": "production"}
}
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}

]

}

詳細については、IAM ユーザーガイドの [Controlling Access Using Tags] (タグを使用したアクセス制御)
を参照してください。

Step Functions コンソールでのタグの表示と管理
Step Functions を使用すると、Step Functions コンソールでステートマシンのタグを表示および管理でき
ます。ステートマシンの [Details] (詳細) ページから、[Tags] (タグ) を選択します。ここでは、ステートマ
シンに関連付けられた既存のタグが表示されます。

Note
アクティビティのタグを管理するには、Step Functions API アクションを使用してタグを管
理 (p. 161) を参照してください。
ステートマシンに関連付けられたタグを追加または削除するには、[Manage Tags] (タグの管理) ボタンを
選択します。
1.

ステートマシンの詳細ページを参照します。

2.

[Tags] (タグ) 次に、[Executions] (実行) そして [Definition] (定義) を選択します。

3.

[Manage tags (タグの管理)] を選択します。
• 既存のタグを変更するには、[Key] (キー) と [Value] (値) フィールドを編集します。

4.

• 既存のタグを削除するには、[Remove tag] (タグの削除) を選択します。
• 新しいタグを追加するには、[Add tag] (タグの追加) を選択し、[Key] (キー) と [Value] (値) を入力し
ます。
[Save] (保存) を選択します。

Step Functions API アクションを使用してタグを管理
Step Functions API を使用してタグを管理するには、次の API アクションを使用します。
• ListTagsForResource
• TagResource
• UntagResource
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AWS Step Functions Workflow Studio

AWS Step Functions の Workflow Studio は、Step Functions のローコードのビジュアルワークフローデザ
イナーで、AWS のサービスのオーケストレーションによってサーバーレスワークフローを作成できます。
ドラッグアンドドロップを使用して、ワークフローの作成と編集、各状態の入力と出力のフィルタリング
または変換の制御、およびエラー処理の設定を行います。ワークフローを作成すると、Workflow Studio
によって作業が検証され、コードが自動生成されます。ローカル開発または AWS CloudFormation 用に
生成されたコードをレビューまたはエクスポートできます。完了したら、ワークフローを保存して実行
し、Step Functions コンソールで結果を調べることができます。Workflow Studio を使用して、新しいワー
クフローのプロトタイプを作成し、AWS Toolkit for Visual Studio Code を使用したローカル開発の出発点
としてプロトタイプを使用することもできます。
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Step Functions Workflow Studio を使用するには、AWS アカウント、および使用したいリソースに対して
正しい許可を提供する認証情報が必要になります。詳細については、「AWS Step Functions のスタート方
法の前提条件 (p. 9)」を参照してください。
Workflow Studio には Step Functions コンソールからアクセスして、Step Functions でワークフローを作
成または編集します。
トピック
• インターフェースの概要 (p. 163)
• Workflow Studio を使用する (p. 171)
• 状態の入力と出力を構成する (p. 181)
• エラー処理 (p. 188)
• チュートリアル: を使用する方法について説明します。AWS Step FunctionsWorkflow Studio (p. 189)
• Workflow Studio を使用する場合の既知の制限事項 (p. 197)

インターフェースの概要
AWS Step Functions の Workflow Studio は、Step Functions のローコードのビジュアルワークフローデザ
イナーで、AWS のサービスのオーケストレーションによってサーバーレスワークフローを作成できます。
状態ブラウザ、キャンバス、Inspector パネルなど、インターフェースコンポーネントの概要を使っ
て、Workflow Studio について理解しましょう。

1. [State] (状態) ブラウザには 2 つのパネルが含まれています。[Actions] (アクション) ネルには、キャンバ
ス内のワークフローグラフにドラッグアンドドロップできる AWS API のリストが表示されます。各ア
クションは タスク (p. 40) 状態を示します。[Flow] (フロー) パネルは、キャンバス内のワークフローの
グラフにドラッグアンドドロップできるフロー状態のリストを提供します。
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2. キャンバスは、状態をワークフローのグラフにドラッグアンドドロップし、状態の順序を変更し、状態
を選択して、状態を設定または表示に選択します。
3. [Inspector] パネルは、[Form] (フォーム) を選択する場所であり、選択した状態のプロパティの表示お
よび編集が可能で、[Definition] (定義) で、現在選択され、ハイライトされた状態で、ワークフローの
Amazon ステートメント言語コードを表示できます。
4. [Info] (情報) リンクは、ヘルプが必要になるとコンテキスト情報を含むパネルを開きます。これらのパ
ネルには、Step Functions ドキュメントの関連トピックへのリンクも含まれます。

[State browser] (状態ブラウザ)
[State browser] (状態ブラウザ) は、ワークフローのグラフにドラッグアンドドロップする状態を選択する
場所です。[Actions] (アクション) パネルには、AWS API リストが表示され、[Flow] (フロー) パネルには、
フロー状態のリストが表示されます。すべての状態を検索するには、[State Browser] (状態ブラウザ) 上部
の検索フィールドを使用します。
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ワークフローの指示と制御に使用できるフロー状態は 7 つあります。そのすべては前の状態から入力を受
け取りますが、前の状態からの入力と後続の状態への出力をフィルターできないものが一部あります。フ
ロー状態:
• ## (p. 53): ワークフローに実行の分岐点で行う選択を追加します。Inspector の [Configuration] (設
定) タブでは、どの状態にワークフローを移行するのかを決定するルールを設定できます。
• ## (p. 59): ワークフローに実行の並列分岐を追加します。
• ### (p. 63): 入力配列の各要素のステップを動的に反復します。Parallel フロー状態とは違
い、Map 状態は、状態入力にある配列の複数エントリに対して同じステップを実行します。
• ## (p. 39): 入力を出力に渡すことができます。(オプション) 出力に固定データを追加できます。
• ## (p. 57): ワークフローを一定の時間、指定した時刻または日付まで一時停止します。
• ## (p. 59): 成功したためワークフローを停止します。
• ## (p. 59): エラーがでたため、ワークフローを停止します。

Canvas
ワークフローに追加する状態を選択した後、キャンバスにドラッグし、ワークフローのグラフにドロップ
します。状態をドラッグアンドドロップして、ワークフローの別の場所に移動することもできます。ワー
クフローが複雑な場合は、キャンバスパネルでワークフローをすべて表示できない場合があります。キャ
ンバスの上部にあるコントロールを使用して、拡大/縮小します。ワークフローのグラフのさまざまな部分
を表示するには、キャンバスでワークフローのグラフをドラッグします。
ワークフローの状態を Actions または Flow パネルからドラッグして、ワークフローにドロップしま
す。ラインはワークフローのどこに配置されるかを示します。新しいワークフロー状態がワークフローに
追加され、そのコードが自動生成されます。
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状態の順序を変更するには、ワークフロー内の別の場所にドラッグします。
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Inspector
ワークフローに状態を追加した後、設定することをお勧めします。設定したい状態を選択する
と、Inspector パネルにその設定オプションが表示されます。また、[Definition] (定義) パネルを選択して、
ワークフローのコードを見ることができます。選択した状態に関連付けられているコードがハイライトさ
れます。
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キーボードショートカット
Workflow Studio では、以下のキーボードショートカットキーがサポートされています。
キー
関
ボー
数
ド
ショー
ト
カッ
ト
Ctrl
直
+Z
前
の
オ
ペ
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Workflow Studio を使用する
Step Functions Workflow Studio を使用してワークフローを作成、編集、実行する方法を学習します。ワー
クフローの準備ができたら、ワークフローをエクスポートできます。Workflow Studio を使用してラピッド
プロトタイプ作成を行うこともできます。
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ワークフローの作成
1.

Step Functions コンソールにサインインします。

2.

[Create state machine] (ステートマシンの作成) をクリックします。

3.

[Choose authoring method] (オーサリング方法を選択) ページで [Design your workflow visually] (ワー
クフローを視覚的に設計) を選択します。

4.

[タイプ] で [Standardまたは] を選択しExpress、[次へ] を選択します。
Standard初めてのステートマシンにおすすめです。

5.

Workflow Studio を使用してワークフローを設計し、[Next] (次へ) を選択します。

Note
ワークフローにエラーが表示された場合は、Workflow Studio にとどまってエラーを修正する
か、次のステップに進んでコード内のエラーを修正することができます。
6.

[Review generated code] (生成されたコードのレビュー) ページでは、生成された Amazon ステートメ
ント言語によるワークフローの定義が表示されます。変更したいのであれば、[Definition] (定義) 領域
で実行できます。[Generate code snippet] (コードスニペット生成) にあるコードスニペットにもアク
セスできます。

7.

[Next] (次へ) を選択します。

8.

[Name (名前)] に、ステートマシンの名前 (例:) を入力しますMyStateMachine。

172

AWS Step Functions デベロッパーガイド
ワークフローの設計

Note
ステートマシン、実行、アクティビティの名前は 1～80 文字で、アカウントと AWS リー
ジョンが一意である必要があり、以下のものを含めることはできません。
• 空白
• ワイルドカード文字 (? *)
• 角かっこ (< > { } [ ])
• 特殊文字 (: ; , \ | ^ ~ $ # % & ` ")
• 制御文字 (\\u0000 - \\u001f または \\u007f - \\u009f)
ステートマシンのタイプが Express の場合、ステートマシンの複数の実行に同じ名前を指定
できます。Step Functions は、複数の実行が同じ名前であっても、Express ステートマシン
の実行ごとに一意の実行 ARN を生成します。
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ
名を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しません CloudWatch。
CloudWatch メトリクスを確実に追跡できるようにするには、ASCII 文字のみを使用する名前
を選択します。
9.

「実行ロール」の「権限」セクションで、「新しいロールの作成」を選択します。

10. Create State Machine（ステートマシンの作成）を選択します。
これで、新しいワークフローを実行できるようになります。

ワークフローの設計
追加したい状態の名前がわかっている場合は、ステートブラウザーの上部にある検索ボックスを使用し
て、[Actions] (アクション) パネルと [Flow] (アクション) パネルでその状態を検索します。

それ以外の場合は、ステートブラウザから状態を選択し、キャンバスにドラッグアンドドロップして、
ワークフロー内の目的の場所に配置します。また、ワークフロー内の別の場所にドラッグして、ワークフ
ローの状態を並べ替えることができます。状態をキャンバスにドラッグすると、ワークフロー内でドロッ
プできる場所にラインが表示されます。状態がキャンバスにドロップされると、そのコードが自動生成さ
れ、ワークフロー定義内に追加されます。
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キャンバスに状態をドロップしたら、右側のフォームパネルを使用して設定できます。このパネルには、
キャンバスに配置した各ステートまたは API アクションの [設定]、[入力]、[出力]、および [エラー処理] タ
ブも含まれます。例えば、Lambda Invoke API アクションの [Configuration] (設定) タブは次のセクション
で構成されています。
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1. [State name] (状態名) は状態を示します。独自の名前を使用するか、デフォルトの生成名をそのまま受
け入れます。
2. [API] はどの API をアクションが使用するか示します。
3. インテグレーションタイプのドロップダウンリストには、Step Functions で使用できるサービスインテ
グレーションのタイプを選択するオプションがあります。選択した統合タイプは、AWSワークフローか
ら特定のサービスの API アクションを呼び出すために使用されます。
4. [Function name] (関数名) は、以下にオプションを提供します。
• [Enter a function name] (関数名を入力): 関数名またはその ARN を入力できます。
• [Get function name at runtime from state input] (状態入力からランタイムに関数名を取得): このオプ
ションを使用すると、指定したパスに基づいて、状態入力から関数名を動的に取得できます。
• [Select function name] (関数名を選択): アカウントとリージョンで利用可能な機能から直接選択できま
す。
5. [Payload] (ペイロード) では、次の中から選択します。
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• [Use state input as payload] (状態入力をペイロードとして使用) このオプションを使用して、Lambda
関数に提供されるペイロードとして状態の入力を渡すことができます。
• [Enter your own payload] (独自のペイロードを入力) このオプションを使用して、ペイロードとして
Lambda 関数に渡す JSON オブジェクトを構築できます。この JSON には、静的な値と状態入力から
選択した値を両方とも含めることができます。
• [No payload] (ペイロードなし) Lambda 関数にペイロードを渡したくない場合は、このオプションを
使用できます。
6. [Next state] (次の状態) 次に移行したい状態を選択できます。
7. (オプション) [Comment] (コメント) フィールドを使用して、独自のコメントを追加できます。ワークフ
ローには影響しませんが、ワークフローに注釈を付けるために使用できます。
8. (オプション) 一部の状態には、[Wait for task to complete] (タスクの完了を待つ) または [Wait for
callback] (コールバックを待つ) を選択するオプションがあります。使用可能な場合、これらのオプショ
ンを使用して次の サービス統合パターン (p. 359) の一つを選択します。
• [No option selected] (オプションの選択なし): Step Functions は レスポンスのリクエスト (p. 360) 統
合パターンを使用します。Step Functions は HTTP 応答を待ってから、次の状態に進みます。Step
Functions はジョブが完了するまで待機することはしません。使用可能なオプションがない場合、状
態はこのパターンを使用します。
• [Wait for task to complete] (タスクの完了を待つ): Step Functions は ジョブの実行 (.sync) (p. 360) 統
合パターンを使用します。
• [Wait for callback] (コールバックを待つ): Step Functions は タスクトークンのコールバックまで待機
する (p. 361) 統合パターンを使用します。
一部の状態には、さらに包括的な設定オプションがあります。例えば、Amazon ECS RunTask 状態の設
定には、プレースホルダー値が入力された API Parameters フィールドを含みます。
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これらの状態では、プレースホルダー値をニーズに適した構成と置き換えることができます。
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状態を削除するには、バックスペースを使用して右クリックし、[Delete state] (状態の削除) または [Form]
(フォーム) を使用し [Delete state] (状態の削除) を選択します。

ワークフローが大きくなると、キャンバスに収まらない場合があります。次のようにできます。
1. サイドパネルのコントロールを使用して、パネルのサイズを変更または閉じます。
2. キャンバスの上部にあるコントロールを使用して、ワークフローのグラフをズームインまたはズームア
ウトします。
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ワークフローを実行
Workflow Studio を使用してワークフローを作成または編集した後、ワークフローを実行すると、Step
Functions コンソールでそれが表示できます。
1. Step Functions コンソールでワークフローを選択します。
2. [Start execution] (実行のスタート) を選択します。[Start with 実行] ダイアログボックスが表示されま
す。
3. [Start execution] (実行のスタート) を選択してワークフローを実行します。
4. Graph inspector で、各状態の実行結果を見ることができます。各ステップを選択して、その実行の詳細
を表示します。

ワークフローの編集
Workflow Studio を使用して既存のワークフローを視覚的に編集することも、コード内の既存のワークフ
ローを編集することもできます。既存のワークフローを編集するには:
1. 編集したいワークフローを選択します。
2. [Edit] (編集) を選択します。
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3. ステートマシンには、コードペインとビジュアルワークフローペインの 2 つのペインがあります。ビ
ジュアルワークフローペインで [Workflow Studio] を選択して、Workflow Studio でワークフローを編集
します。完了したら、[Apply and exit] (適用して終了) を選択し、変更を保存して終了します。

Note
ワークフローにエラーが表示された場合は、Workflow Studio にとどまってエラーを修正する
か、次のステップに進んでコード内のエラーを修正することができます。
4. (オプション) コードペインを使用して、コード内でワークフロー定義を編集します。
5. ワークフローに新しいリソースを追加した場合は、[Permissions] (許可) で、[Create new role] (新しい
ロールの作成) を選択するか、または、これらのリソースへの追加アクセスを許可するロールを使用し
ます。
6. 更新されたワークフローを保存するには、[Save] (保存) を選択します。

ワークフローのエクスポート
ワークフローの Amazon ステートメント言語コード、およびワークフローのグラフをエクスポートできま
す。
1. Step Functions コンソールでワークフローを選択します。
2. (オプション) [Edit] (編集) を選択します。
3. [Definition] (定義) を選択します。
4. ワークフロー定義:
• ワークフローのコードをエクスポートするには、それを選択し、コピー先にコピーします。
• ワークフローのグラフを SVG または PNG ファイルにエクスポートするには、[Export] (エクスポー
ト) をクリックし、使用したい形式を選択します。

ワークフローのプロトタイプ作成
Workflow Studio を使用して、プレースホルダーリソースを含む新しいワークフローをプロトタイプ化でき
ます。プロトタイプを作成するには:
1. Step Functions コンソールにサインインします。
2. [Choose authoring method] (オーサリング方法を選択) ページで [Design your workflow visually] (ワーク
フローを視覚的に設計) を選択します。
3. [Type] (タイプ) で、Standard または Express を選択し、その後、[Next] (次へ) を選択します。
4. Workflow Studio を使用してワークフローを設計します。プレースホルダーリソースを含めるには、次
の手順に従います。
a. プレースホルダーリソースを含めたい状態を選択します。
• Lambda 呼び出し状態の場合、[Configuration] (設定) で、[Function name] (関数名) を選択し、その
後、[Enter function name] (関数名を入力) を選択します。関数のカスタム名前を入力します。
• Amazon SQS Send Message 状態については、[Configuration] (設定)の下、[Queue URL] (キュー
URL)、その後、[Enter queue URL] (キュー URL を入力) を選択します。プレースホルダーキュー
URL を入力します。
• [Actions] (アクション) の下にリストされている他の状況すべてについては、デフォルト設定を使用
できます。
b. [Next] (次へ) を選択します。

Note
ワークフローにエラーが表示された場合は、Workflow Studio にとどまってエラーを修正す
るか、次のステップに進んでコード内のエラーを修正することができます。
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c. [Review generated code] (生成されたコードのレビュー) ページでは、生成された Amazon ステート
メント言語によるワークフローの定義が表示されます。必要に応じて、[Definition] (定義) で変更を行
い、[Next] (次へ) を選択します。
d. ワークフロー設定を指定した後、[Create state machine] (ステートマシンの作成) を選択します。
プロトタイプに使用できるプレースホルダーリソースを使って、新しいワークフローが作成されました。
ワークフロー定義とワークフローのグラフをエクスポートできます。
• ワークフロー定義をエクスポートするには、ワークフロー定義を選択してクリップボードにコピーしま
す。この定義を貼り付けて、AWS Toolkit for Visual Studio Code を使って、ローカル開発の出発点とし
て使用できます。
• ワークフローのグラフを SVG または PNG ファイルにエクスポートするには、[Export] (エクスポート)
を選択し、使用したい形式を選択します。

状態の入力と出力を構成する
各状態は、受け取った入力に基づいて決定を下すか、アクションを実行します。ほとんどの場合、出
力を他の状態に渡します。Workflow Studio では、[Form] (フォーム) パネルの [Input] (入力) タブそして
[Output] (出力) タブの入力と出力データをフィルターし、操作する方法を設定できます。[Info] リンクを使
用して、入力と出力を設定する時にコンテキストヘルプにアクセスします。

Step Functions の入出力処理方法の詳細については、Step Functions の入出力処理 (p. 82) を参照してくだ
さい。
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状態へ入力を構成する
各状態は、前の状態からの入力を JSON として受け取ります。入力をフィルターしたい場合は、これを
選択する [Inspector] (インスペクタ) 内の [Input] (入力)タブの下の InputPath (p. 85) を使用できま
す。InputPath は文字列であり、$ で始まり、特定の JSON ノードを識別します。これらはリファレン
スパス (p. 84)と呼ばれ、 JsonPath 構文をフォローします。

入力をフィルターするには、次の手順を実行します。
• [Filter input with InputPath] ( で入力をフィルター) を選択します。
• 有効な InputPath を入力します。
ご自分の InputPath フィルターがご自分のワークフローに追加されます。
例1
この例で、状態への入力に以下が含まれている場合:
{

}

"comment": "Example for InputPath",
"dataset1": {
"val1": 1,
"val2": 2,
"val3": 3
},
"dataset2": {
"val1": "a",
"val2": "b",
"val3": "c"
}

[Filter input with 入力] (Inter input with 入力で入力)InputPath を選択し InputPath、適切なリファレンスパ
スを入力します。$.dataset2.val1 に入ると、次の JSON が状態への入力として渡されます。
{"a"}

リファレンスパスでは、値の選択もできます。{ "a": [1, 2, 3, 4] }参照先がで、$.a[0:2]参照パ
スをとして適用すると InputPath、次のような結果になります。
[ 1, 2 ]

Parallel、Map そして Pass フローには、[Input] (入力) タブで Parameters と呼ばれる追加の入力フィ
ルタリングオプションがあります。このフィルターは InputPath フィルターの後に有効になり、1 つ以上
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のキーバリューペアで構成されるカスタム JSON オブジェクトを構築するために使用できます。各ペアの
値は、静的な値のいずれかとなり、入力から選択するか、パスを使って Context オブジェクト (p. 116) か
ら選択することができます。

Note
パラメータでリファレンスパスを使用して入力内の JSON ノードを参照するように指定するに
は、パラメータ名の末尾を .$ で終了します。
例2
この例では、次のものが Parallel 状態への入力です。
{

}

"comment": "Example for Parameters",
"product": {
"details": {
"color": "blue",
"size": "small",
"material": "cotton"
},
"availability": "in stock",
"sku": "2317",
"cost": "$23"
}

この情報の一部を選択し、静的な値を使って追加のキーバリューペアを渡すには、[Parameters] (パラメー
タ) フィールドで [Parallel] (並列) 状態の [Input] (入力) タブ で次のように指定できます。
{

"comment": "Selecting what I care about.",
"MyDetails": {
"size.$": "$.product.details.size",
"exists.$": "$.product.availability",
"StaticValue": "foo"
}
}

次の JSON が結果になります。
{

}

"comment": "Selecting what I care about.",
"MyDetails": {
"size": "small",
"exists": "in stock",
"StaticValue": "foo"
}

状態の出力を構成
状態ごとに、次の状態に渡される前にフィルタリングできる JSON 出力を生成します。複数のフィルタが
使用でき、それぞれ異なる方法で出力に影響します。各状態で使用可能な出力フィルタは、[Inspector] (イ
ンスペクタ) 内の [Output] (出力) タブでリストされます。タスクの状態では、選択した出力フィルタは次
の順序で処理されます。
1. ResultSelector (p. 87)状態の結果を操作するため ResultSelector を使用します。結果の一部
を使用して新しい JSON オブジェクトを作成できます。
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2. ResultPath (p. 106).ResultPath を使用して、出力に渡す状態入力とタスク結果の組み合わせを
選択します。
3. OutputPath (p. 112).OutputPath を使用して、JSON 出力をフィルターして、結果からどの情報
を次の状態に渡すのか選択します。

ResultSelector を使用する
ResultSelector は、次の状態に対するオプションの出力フィルターです。
• [Task states] (タスク状態) は、[States] (状態) ブラウザの [Actions] (アクション) パネルにあげられてい
るすべての状態です。
• [Map states] (マップ状態) は、[States] (状態) ブラウザの [Flow] (フロー) パネル内です。
• [Parallel states] (並列状態) は、[States] (状態) ブラウザの [Flow] (フロー) パネル内です。
ResultSelector を使用して、1 つ以上のキーバリューペアで構成されるカスタム JSON オブジェクト
を作成できます。各ペアの値は、静的な値にすることも、状態の結果からパスで選択することもできま
す。

Note
パラメータでパスを使用して、結果内の JSON ノードをリファレンスにするように指定するに
は、パラメータ名の末尾を .$ で終了します。
例1
この例では、AmazonResultSelector EMRCreateCluster 状態の Amazon EMR CreateCluster API
コールからのレスポンスを操作します。以下は、Amazon EMR CreateCluster API コールからの結果で
す。:
{

"resourceType": "elasticmapreduce",
"resource": "createCluster.sync",
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"output": {
"SdkHttpMetadata": {
"HttpHeaders": {
"Content-Length": "1112",
"Content-Type": "application/x-amz-JSON-1.1",
"Date": "Mon, 25 Nov 2019 19:41:29 GMT",
"x-amzn-RequestId": "1234-5678-9012"
},
"HttpStatusCode": 200
},
"SdkResponseMetadata": {
"RequestId": "1234-5678-9012"
},
"ClusterId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
}

}

この情報パートを選択し、静的値を持つ追加のキーバリューのペアを渡すには、状態の [Output] (出力) タ
ブの下、ResultSelector フィールドで次のようにを指定します。
{

"result": "found",
"ClusterId.$": "$.output.ClusterId",
"ResourceType.$": "$.resourceType"
}

ResultSelector を使用すると、次の結果になります。
{

"result": "found",
"ClusterId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"ResourceType": "elasticmapreduce"

}

ResultPathを使用
状態の出力は、入力のコピー、生成される結果、またはその入力と結果の組み合わせです。ResultPath
を使用して、上記のうち、状態出力に渡す組み合わせを制御します。その他の ResultPath ユースケース
については、ResultPath (p. 106) を参照してください。
ResultPath は、次の状態に対するオプションの出力フィルターです。
• [Task states] (タスク状態) は、[States] (状態) ブラウザの [Actions] (アクション) パネルにあげられてい
るすべての状態です。
• [Map states] (マップ状態) は、[States] (状態) ブラウザの [Flow] (フロー) パネル内です。
• [Parallel states] (並列状態) は、[States] (状態) ブラウザの [Flow] (フロー) パネル内です。
• [Pass states] (パス状態) は、[States] (状態) ブラウザの [Flow] (フロー) パネル内です。
ResultPath は、結果を元の状態の入力に追加するために使用できます。指定されたパスは、結果を追加
する場所を示します。
例
次のものは、指定された [Task state] (タスク状態) に入力します。
{
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}

"details": "Default example",
"who": "AWS Step Functions"

タスク状態の結果は次のとおりです。
Hello, AWS Step Functions

ResultPath を適用し、$.taskresult のように、結果を追加する場所を示すリファレンスパ
ス (p. 84)を入力して、状態の入力にこの結果を追加します。
この ResultPath を使って、状態の出力として渡される JSON を次に示します。
{

}

"details": "Default example",
"who": "AWS Step Functions",
"taskresult": "Hello, AWS Step Functions!"

使用 OutputPath
OutputPath フィルターを使うと、不要な情報をフィルターして、必要な一部の JSON のみを渡すことが
できるようになります。OutputPath は $ で始まる文字列で、JSON テキスト内のノードを識別します。
例
Lambda Invoke API コールは、Lambda 関数の結果であるペイロードに加えてメタデータを返します。こ
の API コールからのレスポンスの例は、[Output] (出力) 状態のタブの [Form] (フォーム) モードの下に表示
されます。
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OutputPath を使用して、追加のメタデータをフィルターで除外します。デフォルトで、Workflow Studio
で作成された Lambda Invoke 状態には、$.Payload OutputPath フィルターを含みます。このデフォ
ルトでは、追加のメタデータが削除され、Lambda 関数を直接実行するのに等しい出力が返されます。
Lambda 呼び出しタスクの結果の例と$.Payload [Output] (出力) パスは、次の JSON を出力として渡しま
す。
{

"foo": "bar",
"colors": [
"red",
"blue",
"green"
],
"car": {
"year": 2008,
"make": "Toyota",
"model": "Matrix"
}
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}

Note
OutputPath フィルターは、最後に有効になる出力フィルターなので、ResultSelector また
は ResultPath のような追加出力フィルターを使用するのであれば、デフォルトの$.Payload
OutputPath フィルターを適宜変更する必要があります。

エラー処理
デフォルトでは、状態でエラーが報告されると、Step Functions の実行全体が失敗します。アクション
といくつかのフロー状態については、Step Functions のエラー処理方法を設定できます。エラー処理を
設定した場合でも、一部のエラーによって実行が失敗する可能性があります。詳細については、「Step
Functions のエラー処理 (p. 150)」を参照してください。Workflow Studio で、エラー処理をエラー処理パ
ネルで設定します。

エラーを再試行
1 つ以上のルールをアクション状態と Parallel フロー状態に追加し、エラーが発生したときにタスクを
再試行できます。これらのルールは retriers と呼ばれます。retrier を追加するには、[Add new retrier] (新し
い retrier の追加) を選択し、そのオプションを設定します。
• (オプション) [Comment] (コメント) フィールドを使用して、独自のコメントを追加できます。ワークフ
ローには影響しませんが、ワークフローに注釈を付けるために使用できます。
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• retrier がトリガーされるか、独自のカスタムエラー名が入力される[Error] (エラー) を選択します。
• (オプション) [Interval] (間隔) を設定します。これは、Step Functions が最初の再試行を行うまでの秒単
位の時間です。追加の再試行は、[Max attempts] (最大試行回数) と [Backoff rate] (バックオフ率) で設定
できる間隔の後で行われます。
• (オプション) [Max attempts] (最大試行回数) を設定します。これは、Step Functions の実行が失敗する
までの最大再試行回数です。
• (オプション) [Backoff rate] (バックオフ率) を設定します。これは、試行ごとに再試行間隔がどのくらい
増加するかを決定する乗数です。

エラーの捕捉
1 つ以上のルールをアクション状態に追加し、エラーをキャッチするため、Parallel と Map フロー状
態に追加できます。これらのルールは catchers と呼ばれます。キャッチャーを追加するには、[Add new
catcher] (新しいキャッチャーの追加) を選択し、そのオプションを設定します。
• (オプション) [Comment] (コメント) フィールドを使用して、独自のコメントを追加できます。ワークフ
ローには影響しませんが、ワークフローに注釈を付けるために使用できます。
• [Error] (エラー) を選択して、キャッチャーをトリガーするか、独自のカスタムエラー名を入力します。
• [Fallback state] (Fallback 状態) を選択します。これは、エラーがキャッチされた後にワークフローが次
へと移動する状態です。
• (オプション) ResultPath をクリックして、元の状態入力にエラーを追加しま
す。ResultPath (p. 106) は有効な JSONPath 構文でなければなりません。これはフォールバック状態
に送信されます。

タイムアウト
アクション状態のタイムアウトを設定して、失敗する前に状態を実行できる最大秒数を設定できます。タ
イムアウトを使用して実行のスタックを回避する タイムアウトを設定するには、実行が失敗するまでの状
態の待機秒数を入力します。詳細については、TimeoutSeconds セクションの タスク (p. 40) を参照して
ください。

Heartbeat
ハートビートまたは、タスクから定期的に送信される通知を設定できます。ハートビート間隔を設定し、
設定された間隔で状態がハートビート通知を送信しない場合、タスクは失敗としてマークされます。ハー
トビートを設定するには、0 以外の正の整数の秒数を設定します。詳細については、HeartBeatSeconds
セクションの タスク (p. 40) を参照してください。

Note
どんなエラー処理オプションでも、あらゆる状態で利用できるわけではありません。Lambda
Invoke には、デフォルトで retrier が 1 つが設定されています。

チュートリアル: を使用する方法について説明しま
す。AWS Step FunctionsWorkflow Studio
このチュートリアルでは、Workflow Studio を使用した作業の基本について学習します。AWS Step
Functions。Workflow Studio では、次のような複数のステートを含むステートマシンを作成しま
す。Pass,Choice,Fail,Wait, およびParallel。ドラッグアンドドロップ機能を使用して、これらのス
テートを検索、選択、構成します。次に、ワークフローの自動生成された Amazon States 言語 JSON コー
ドを表示し、Workflow Studio を終了し、ステートマシンを実行し、実行の詳細を確認します。
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このチュートリアルでは、ステートマシンを更新し、実行出力の変更を表示する方法についても学習しま
す。最後に、クリーンアップステップを実行し、ステートマシンを削除します。
このチュートリアルを完了すると、Workflow Studio を使用してワークフローを作成および構成する方法が
わかります。また、ステートマシンを更新、実行、および削除する方法もわかります。

Note
始める前に、必ずこのチュートリアルの前提条件 (p. 9)。
トピック
• ステップ 1: Workflow Studio に移動します。 (p. 190)
• ステップ 2: ステートマシンを作成する (p. 191)
• ステップ 3: 自動生成された Amazon States 言語定義を確認する (p. 192)
• ステップ 4: 新しい実行のスタート (p. 194)
• ステップ 5: ステートマシンを更新する (p. 195)
• ステップ 6: クリーンアップ (p. 196)

ステップ 1: Workflow Studio に移動します。
1.

Step Functions コンソールにサインインします。

2.

[Create state machine] (ステートマシンの作成) をクリックします。

3.

[Choose authoring method] (オーサリング方法を選択) ページで [Design your workflow visually] (ワー
クフローを視覚的に設計) を選択します。

4.

を使用する場合タイプ[] を選択した場合は、デフォルトのを選択したままにします。Standard。
Step Functions には、次の 2 つの StandardそしてExpress。これらのタイプは、Step Functions によ
るタスク実行方法を決定し、AWSサービス、および価格を管理します。ステートマシンを作成した後
で、そのワークフロータイプを変更することはできません。
aの場合 side-by-side 両方のワークフローの比較タイプで、決定を手伝ってください。

5.

次へ を 選択します。これにより、Workflow Studio が開きます。
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ステップ 2: ステートマシンを作成する
Workflow Studio では、ステートマシンはワークフローをグラフィカルに表示したものです。Workflow
Studio を使用して、ワークフローの個々のステップを定義、設定、および検証できます。

ステートマシンを作成するには
1.

Workflow Studio の左側にある状態ブラウザから、フローパネル。次に、Passstate をラベル付けされ
た空の状態にする最初の状態をここにドラッグ。

2.

をドラッグします。Choiceからの状態フローパネルを開き、下にドロップします。Pass状態。

3.

を使用する場合州名をクリックし、デフォルト名を置き換えます。このチュートリアルでは、名前を
使用します。IsHelloWorldExample。

4.

別のファイルをドラッグします。Passを述べて、それをの1つのブランチに落とすChoice状態。次
に、Failのもう一方の枝に述べてChoice状態。

5.

[Pass (1)ステートを選択し、名前をYes。を名前変更しますFailstate asNo。

6.

[] を指定します。Choiceブール変数を使用した状態の分岐ロジックIsHelloWorldExample。
もしIsHelloWorldExampleですFalseとすると、ワークフローはNo状態。それ以外の場合は、ワー
クフローは、その実行フローをYes州の支店。
分岐ロジックを定義するには、以下の作業を行います。

7.

8.

a.

[Choiceキャンバスの上に置き、次に下に置くChoice ルール 選ぶ のルール #1ボックスで最初
の項目を定義しますc選択rウレ。

b.

選択条件の追加。

c.

左ルール #1 の条件ダイアログボックスで、次のように入力しま
す。$.IsHelloWorldExample下可変。

d.

選択が等しい下演算子。

e.

選択ブール定数下Value[] を選択してから、本当ドロップダウンリストから選択します。

f.

選択条件の保存。

g.

次のことを確認してください。次に、次の状態は次のとおりです。ドロップダウンリストにはは
いが選択されています。

h.

選択新しい選択肢ルールの追加[] を選択してから、条件の追加。左ルール #2ボックスで、2 番目
の項目を定義します。Choice ルールがのときIsHelloWorldExample6.c から 6.e のサブステッ
プを繰り返すことで、変数の値が false になります。ステップ 6.e で、偽の代わりに本当。

i.

左ルール #2[] ボックスを選択します。Noからの次に、次の状態は次のとおりです。ドロップダウ
ンリストを使用します。

j.

左デフォルトのルール[] ボックスをクリックします。 既定の定義を指定します。Choice ルール[]
を選択してから、はいドロップダウンリストから選択します。

追加するWait後の状態Yes Pass州を挙げて、名前を挙げてWait 3 sec。次に、次の手順を実行し
て、待機時間を 3 秒に設定します。
a.

[]Options[] を選択した場合は、デフォルトのを選択したままにします。一定の間隔を待つ。

b.

[]Seconds[] を選択した場合は、秒を入力してくださいを選択し、次のように入力します。3[]
ボックスで。

変更後Wait 3 sec状態、追加するParallel状態。さらに 2 つ以上の Pass 状態を 2 つのブランチ
に追加します。最初の名前を挙げてPassstateHello。2番目の名前を付けてPassstateWorld。
完了したワークフローは次のようになります。
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ステップ 3: 自動生成された Amazon States 言語定義
を確認する
ステートをドラッグ & ドロップするとフローパネルをキャンバス上に表示すると、Workflow Studio が自
動的にAmazon ステートメント言語 (p. 25)ワークフローをリアルタイムで定義できます。この定義は、必
要に応じて編集できます。
1.

(オプション) [] を選択します。定義でInspector[] パネルを表示し、ステートマシンのワークフローを
表示します。
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次のサンプルコードは、自動生成された Amazon States 言語定義を示していま
す。IsHelloWorldExampleステートマシン。-ChoiceWorkflow Studio で追加した状態は、に基づ
いて実行フローを決定するために使用されます。ステップ 2 で定義した分岐ロジック (p. 191)。
{

"Comment": "A Hello World example of the Amazon States Language using Pass states",
"StartAt": "Pass",
"States": {
"Pass": {
"Type": "Pass",
"Next": "IsHelloWorldExample",
"Comment": "A Pass state passes its input to its output, without performing work.
Pass states are useful when constructing and debugging state machines."
},
"IsHelloWorldExample": {
"Type": "Choice",
"Comment": "A Choice state adds branching logic to a state machine. Choice rules
can implement 16 different comparison operators, and can be combined using And, Or,
and Not\"",
"Choices": [
{
"Variable": "$.IsHelloWorldExample",
"BooleanEquals": false,
"Next": "No"
},
{
"Variable": "$.IsHelloWorldExample",
"BooleanEquals": true,
"Next": "Yes"
}
],
"Default": "Yes"
},
"No": {
"Type": "Fail",
"Cause": "Not Hello World"
},
"Yes": {
"Type": "Pass",
"Next": "Wait 3 sec"
},
"Wait 3 sec": {
"Type": "Wait",
"Seconds": 3,
"Next": "Parallel"
},
"Parallel": {
"Type": "Parallel",
"End": true,
"Branches": [
{
"StartAt": "Hello",
"States": {
"Hello": {
"Type": "Pass",
"End": true
}
}
},
{
"StartAt": "World",
"States": {
"World": {
"Type": "Pass",
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}

}

}

]

}

}

}

"End": true

2.

[Next] (次へ) を選択します。

3.

リポジトリの []生成されたコードの確認ページで、ステートマシンの Amazon ステート言語定義を確
認します。必要に応じて、[] で追加の変更を行うことができます。定義。

4.

[Next] (次へ) を選択します。

5.

ワークフローの名前を入力します。例えば、HelloWorld と入力します。

6.

[]アクセス許可で、新しい IAM ロールの作成。
ステートマシンを作成するときは、実行中にステートマシンにアクセス許可を与えるリソースを定義
する IAM ロールを選択します。以下のオプションのいずれかを選択します。
• [Create a new IAM role] (新しい IAM ロールを作成する) — Step Functions でステートマシンの定義
とその設定の詳細に基づいて、新しい IAM ロールを作成する場合は、このオプションを選択しま
す。
• [Choose an existing role] (既存のロールを選択する) — Step Functions の IAM ロールを以前に作成
していて、ステートマシンに正しい許可がある場合は、このオプションを選択します。
• ロールを入力する ARN— Step Functions に使用したい IAM ロールに対する ARN がわかっている場
合は、このオプションを選択します。

7.

Create State Machine（ステートマシンの作成）を選択します。

ステップ 4: 新しい実行のスタート
ステートマシンの実行は、ワークフローを実行してタスクを実施するインスタンスです。
1.

リポジトリの []HelloWorld[] ページで [] を選択します実行開始。

2.

(オプション) 実行を識別するには、[] コマンドの名前を名前ボックスに移動するとそのように表示さ
れます。デフォルトでは、Step Functions は自動的に一意の実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ名
を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon CloudWatch では機能しません。確実に追
跡できるよう CloudWatch メトリクスでは、ASCII 文字のみを使用する名前を選択します。
3.

実行時入力領域で、実行の入力値を JSON 形式で入力します。あなたの入力に基づい
て、IsHelloWorldExample変数は、どのステートマシンフローが実行されるかを決定します。ここ
では、次の入力値を使用します。
{
}

"IsHelloWorldExample": true
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Note
実行入力の指定はオプションですが、このチュートリアルでは、上記の入力例と同様の実行
入力を指定する必要があります。この入力値は、Choiceいつの状態を君が走るステートマシ
ン。
4.

[Start execution] (実行のスタート) を選択します。

5.

Step Functions コンソールから、実行 ID のタイトルがついたページが表示されます。このページで
は、新しい実行結果を確認できます。[]の詳細をクリックすると、実行 ARN と実行が成功したかどう
かを示すステータスが表示されます。また、実行がスタートおよび終了したときのタイムスタンプも
確認できます。実行結果を表示するには、[] を選択します。実行出力。このチュートリアルでは、の
入力値を入力した場合"IsHelloWorldExample": trueすると、次のような出力が表示されます。
{
},
{
}

"IsHelloWorldExample": true
"IsHelloWorldExample": true

ステップ 5: ステートマシンを更新する
ステートマシンを更新すると、更新は結果に整合します。しばらくすると、新しくスタートしたすべての
実行は、ステートマシンの更新された定義を反映し、roleARN。現在実行中のすべての実行は、前の定義
に基づいて完了するまで実行され、roleARN更新する前に。
このステップでは、ステートマシンをResult[] フィールドで []Pass州の名前を付けたWorld。
1.

実行 ID のタイトルのページで、[Edit state machine] (ステートマシンの編集) を選択します。

2.

リポジトリの []編集HelloWorld[] ページ、定義[] 領域を選択します。Workflow Studio。

3.

[Pass州の名前を付けたWorldキャンバス上で、出力。

4.

左結果ボックスに「」と入力します。"World has been updated!"。

5.

選択適用して終了する[] をクリックして変更を保存し、編集HelloWorldページで.

6.

（オプション）定義[] 領域で、ワークフローの更新された Amazon ステート言語定義を表示します。
{

"Type": "Parallel",
"End": true,
"Branches": [
{
"StartAt": "Hello",
"States": {
"Hello": {
"Type": "Pass",
"End": true
}
}
},
{
"StartAt": "World",
"States": {
"World": {
"Type": "Pass",
"Result": "World has been updated!",
"End": true
}
}
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}

]

}

7.

[Save] (保存)、[Start execution] (実行のスタート) の順に選択します。

8.

Step Functions コンソールには、次のメッセージが表示されます。
ステートマシンを変更すると、どのリソースにアクセスする必要があるかに影響がでる可能性があり
ます。ステートマシンに適切なアクセス許可を付与するには、現在の IAM ロールを編集するか、新し
いロールを作成するか、別のロールを選択する必要があります。
このメッセージはスタンダードです。[Save anyway] (とにかく保存する) を選択します。

9.

[Start execution] (実行のスタート) を選択します。左実行開始ダイアログボックスで、実行を特定し、
次の入力値を入力エリア:
{
}

"IsHelloWorldExample": true

10. 選択実行の開始をクリックします。
11. （オプション）ビジュアルワークフローパネルで、各ステップを選択して、その詳細、入力、および
出力をの詳細,ステップ入力そしてステップ出力タブをそれぞれ選択します。たとえば、ビジュアル
ワークフローパネルで、World[] を選択してから、[] を選択します。ステップ出力。この出力世界が更
新されました！
12. (オプション) ワークフローのグラフを SVG または PNG ファイルにエクスポートするには、エクス
ポート。

ステップ 6: クリーンアップ
ステートマシンを削除するには
1.

ナビゲーションメニューから、[State machines] (ステートマシン) を選択します。

2.

リポジトリの []ステートマシン[] ページで [] を選択しますHelloWorld[] を選択してから、削除。

3.

Step Functions コンソールに、次のメッセージが表示されます。
ステートマシンを削除しようとしています。続行しますか?
このメッセージはスタンダードです。[Delete state machine] (ステートマシンの削除) を選択します。
削除が成功すると、緑色のステータスバーが画面の上部に表示されます。緑色のステータスバーに
は、ステートマシンが削除対象としてマークされていると書かれています。すべての実行が停止する
と、ステートマシンは削除されます。

実行ロールを削除するには
1.

IAM 用 [Roles] (ロール) ページを開きます。

2.

Step Functions がユーザー用に作成した IAM ロールを選択します。ステップ関数-HelloWorld-役割例。

3.

[Delete role] (ロールの削除) を選択します。

4.

[Yes, delete] (はい、削除します) を選択します。
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Workflow Studio を使用する場合の既知の制限事項
Workflow Studio で作業する場合、注意すべきいくつかの制限があります。

Workflow Studio はダイナミックリソース ID をサポー
トしていません
the section called “タスク” (p. 40) 状態の Resource セクションでダイナミック ARN を使用できません。
その代わり、ダイナミック ARN をタスク状態の適切な Parameters フィールドに入力できます。例え
ば、ダイナミック ARN ${my-input} がある場合、次のように、 フィールドに追加できます。

Note
AWS CloudFormation リファレンスを含むとするステートマシンの定義は保存できません。ただ
し、別の場所で使用するために、定義をコピーまたはエクスポートできます。
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Workflow Studio はワークフローを自動的に保存しま
せん
現在、Workflow Studio はワークフローを自動的に保存しません。の場合AWSコンソールがタイムアウト
すると、作業が失われる可能性があります。したがって、ワークフローを保存するか、Amazon States 言
語定義を頻繁にエクスポートすることをお勧めします。
コンソールでは、ワークフローの作成後にワークフローを保存したり、既存のワークフローに加えた更新
を編集ページで保存したりできます。どちらのシナリオでも、ステートマシン定義を保存するには有効な
状態マシン定義が必要です。
コンソールセッションの有効期限については、を参照してください。AWS Management Consoleよくある
質問。

Workflow Studio は Internet Explorer 11 をサポートし
ていません
Internet Explorer 11 は、Workflow Studio でサポートされていません。Internet Explorer 11 を使用してお
り、Workflow Studio を使用して問題が発生した場合は、別のブラウザをお試しください。
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Step Functions チュートリアル
このセクションのチュートリアルは、AWS Step Functions を使用した作業のさまざまな側面を理解するの
に役立ちます。
これら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。AWS アカウントをまだ作成して
いない場合は、https://aws.amazon.com/ に移動し、AWS アカウントの作成 を選択します。
トピック
• Lambda を使用する Step Functions ステートマシンの作成 (p. 199)
• Step Functions ステートマシンを使用してエラー条件を処理する (p. 203)
• インラインマップステートを使用してアクションを繰り返す (p. 206)
• EventBridge を使用して定期的にステートマシンの実行を開始する (p. 209)
• Amazon S3 イベント発生時にステートマシンの実行をスタートする (p. 211)
• API Gateway を使用した Step Functions API の作成 (p. 214)
• AWS SAM を使用して Step Functions ステートマシンを作成 (p. 220)
• Step Functions を使用してアクティビティステートマシンを作成する (p. 224)
• Lambda を使用してループを反復する (p. 229)
• 長時間実行されるワークフロー実行を新規実行として継続する (p. 235)
• コードスニペットを使用して Amazon SNS メッセージを送信する状態を作成する (p. 245)
• 人間による承諾プロジェクト例をデプロイする (p. 249)
• Step Functions で X-Ray によるトレースを表示する (p. 260)
• AWS SDK のサービス統合を使用して Amazon S3 バケット情報を収集する (p. 266)

Lambda を使用する Step Functions ステートマシン
の作成
このチュートリアルでは、AWS Step FunctionsAWS Lambda関数を呼び出すためのシングルステップワー
クフローを作成します。

Note
Step Functions では、ワークフローはステートマシンと呼ばれ、一連のイベント駆動型ステップ
です。ワークフローの各ステップはステートと呼ばれます。Task状態は、AWSAWS Lambdaな
どの別のサービスが実行する作業単位を表します。TaskAWSステートは任意のサービスまたは
API を呼び出すことができます。詳細については、次を参照してください。
• AWS Step Functions とは? (p. 1)
• その他の AWS のサービスを呼び出す (p. 339)
Lambda 関数はサーバーレスで記述も簡単なので、LambdaTask はステートに適しています。AWS
Management Console や使い慣れたエディタでコードを作成できます。関数用のコンピューティング環境
を提供して実行する細かい部分は AWS が処理します。
トピック
• ステップ 1: Lambda 関数を作成する (p. 200)
• ステップ 2: Lambda 関数をテストする (p. 200)
• ステップ 3: ステートマシンを作成する (p. 201)

199

AWS Step Functions デベロッパーガイド
ステップ 1: Lambda 関数を作成する

• ステップ 4: 新しい実行をスタートする (p. 202)

ステップ 1: Lambda 関数を作成する
Lambda 関数はイベントデータを受け取り、グリーティングメッセージを返します。

Important
Lambda 関数がステートマシンと同じ AWS アカウントと AWS リージョンの下にあることを確認
します。
1.

Lambda コンソールを開き、[関数の作成] を選択します。

2.

[Create function] ページで、[Author from scratch] を選択します。

3.

[Basic information] (ベーシックな情報) セクションで、Lambda 関数を構成:
a.

[Function name] (関数名) に HelloFunction と入力します。

b.

「ランタイム」では、Node.js 14.x を選択します。

c.

[Change a new role with basic Lambda permissions] で、[Create a new role with basic Lambda
permissions] を選択します。

d.

[Create function] (関数の作成) を選択します。

e.

Lambda 関数が作成されたら、ページの右上隅に表示されている関数の Amazon リソースネーム
(ARN) をコピーします。ARN をコピーするには、をクリックします
ます。

。ARN の例を以下に示し

arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:HelloFunction

4.

Lambda HelloFunction関数の次のコードをページのコードソースセクションにコピーします。
exports.handler = (event, context, callback) => {
callback(null, "Hello from " + event.who + "!");
};

このコードは、関数に渡された event オブジェクトから提供された入力データの who フィールドを
使用して、挨拶をアセンブルします。後で新しい実行をスタート (p. 202)するときに、この関数の
入力データを追加します。callback メソッドによって、関数からアセンブルされた挨拶が返されま
す。
5.

[Deploy] (デプロイ) をクリックします。

ステップ 2: Lambda 関数をテストする
Lambda 関数をテストしてオペレーションを確認します。
1.

[Test] (テスト) を選択します。

2.

[テストイベントの設定] ダイアログボックスで、[イベント名]HelloEvent ボックスに入力します。

3.

データ例を以下に置き換えます。
{
}

"who": "AWS Step Functions"

"who" エントリは Lambda 関数の event.who フィールドに対応し、挨拶を完了させます。ステート
マシンを実行するときも同じ入力データを入力します。
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4.

[作成] を選択します。

5.

HelloFunctionページで [テスト] を選択し、新しいデータを使用して Lambda 関数をテストしま
す。
テストの結果は [実行結果] タブに表示されます。

6.

[実行結果] タブを選択して出力を確認します。

ステップ 3: ステートマシンを作成する
Step Functions コンソールを使用して、ステップ 1 で以前に作成した Lambda 関数を呼び出すステートマ
シンを作成します (p. 200)。
1.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成)] を選択します。

Important
ステートマシンが、前に作成した Lambda 関数と同じ AWS アカウントおよびリージョンに
あることを確認します。
2.

「作成方法の選択」 ページで、「ワークフローを視覚的にデザインする」を選択します。

3.

「タイプ」では、デフォルトの選択である「標準」のままにします。

4.

[Next] (次へ) を選択します。これにより、Workflow Studio が開きます。

5.

左側のステートブラウザから、アクションパネルを選択します。
•

6.

AWS LambdaInvoke API を「最初の状態をここにドラッグ」というラベルの付いた空の状態にド
ラッグアンドドロップします。

右側のInspector パネルで、Lambda 関数とその名前を設定します。
a.

[構成] を選択し、必要に応じて州名を編集します。

b.

API パラメータセクションで、関数名のドロップダウンリストで以前に作成した
Lambda (p. 200) 関数を選択します。

c.

ペイロードドロップダウンリストのデフォルト選択のままにします。

7.

[Next] (次へ) を選択します。

8.

生成コードの確認ページで、アクションとInspector パネルでの選択に基づいて自動的に生成されるス
テートマシンの Amazon States Language (ASL) 定義を確認します。

9.

[Next] (次へ) を選択します。

10. [Name for your state machine] (ステートマシンの名前) に、例えば LambdaStateMachine と入力し
ます。

Note
ステートマシン、実行、アクティビティ名は 1～80 文字で、アカウントと AWS リージョン
が一意である必要があり、以下のものを含めることはできません。
• 空白
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• ワイルドカード文字 (? *)
• 角かっこ (< > { } [ ])
• 特殊文字 (: ; , \ | ^ ~ $ # % & ` ")
• 制御文字 (\\u0000 - \\u001f または \\u007f - \\u009f)
ステートマシンのタイプが Express の場合、ステートマシンを複数回実行する際に同じ名前
を指定できます。Step Functions は、複数の実行が同じ名前であっても、Express ステート
マシンの実行ごとに一意の実行 ARN を生成します。
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ
名を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しません CloudWatch。
CloudWatch メトリクスを確実に追跡できるようにするには、ASCII 文字のみを使用する名前
を選択します。
11. 「実行ロール」の「権限」セクションで、「新しいロールの作成」を選択します。
12. Create State Machine（ステートマシンの作成）を選択します。

ステップ 4: 新しい実行をスタートする
ステートマシンを作成した後、実行をスタートします。
1.

LambdaStateMachineページで、[実行開始] を選択します。
[Start execution] (実行開始) ダイアログボックスが表示されます。

2.

(オプション) 実行を識別するには、[Name] (名前) ボックスに、実行を識別します。デフォルトで
は、Step Functions は自動的に一意な実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ
名を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しません CloudWatch。
CloudWatch メトリクスを確実に追跡できるようにするには、ASCII 文字のみを使用する名前
を選択します。
3.

実行入力領域で、サンプルデータを以下で置き換えます。
{
}

"who" : "AWS Step Functions"

"who" は Lambda 関数が挨拶する相手の名前を取得するために使用するキー名です。
4.

[Start Execution] (実行のスタート) を選択します。
ステートマシンの新しい実行がスタートされ、実行中の実行が表示されている新しいページが表示さ
れます。

5.

実行結果を表示するには、[Execution output] (実行出力) タブを選択します。

Note
ステートマシンから Lambda を呼び出す際にペイロードを渡すこともできま
す。Parametersフィールドにペイロードを渡して Lambda を呼び出す方法の詳細と例について
は、を参照してくださいStep Functions で Lambda を呼び出す (p. 369)。
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Step Functions ステートマシンを使用してエラー条
件を処理する
このチュートリアルでは、Catch フィールドを使用する AWS Step Functions ステートマシンを作成しま
す。-Catch[] フィールドではAWS Lambda関数を使用して、エラーメッセージのタイプに基づいて条件付
きロジックを使用して応答します。これは、関数エラー処理と呼ばれるテクニックです。
詳細については、AWS Lambda デベロッパーガイドの関数エラーの処理を参照してください。

Note
タイムアウトで Retry を使用して再試行するステートマシンや、Catch を使用してエラーやタ
イムアウトが発生したときに特定の状態に移行するステートマシンを作成することもできます。
これらのエラー処理方法の例については、Retry の使用例と Catch の使用例 (p. 155)を参照してく
ださい。
トピック
• ステップ 1: 失敗する Lambda 関数を作成します (p. 203)
• ステップ 2: Lambda 関数をテストする (p. 204)
• ステップ 3: Catch フィールドを使用するステートマシンの作成 (p. 204)
• ステップ 4: 新しい実行のスタート (p. 205)

ステップ 1: 失敗する Lambda 関数を作成します
Lambda 関数を使用してエラー条件をシミュレートします。

Important
Lambda 関数がステートマシンと同じ AWS アカウントと AWS リージョンの下にあることを確認
します。
1.

AWS Lambda コンソール (https://console.aws.amazon.com/lambda/) を開きます。
[関数の作成] を選択します。

2.

選択設計図の使用「」と入力します。step-functionsフィルタに入力し、ステップ関数エラー設計
図。

3.
4.

[Configure] (設定) を選択します。
[Basic information] (基本情報) セクションで、Lambda 関数を構成:
a.
b.

5.

[Name] (名前) に「FailFunction」と入力します。
[Role] で、[Create a new role with basic Lambda permissions] を選択します。

次のコードが [Lambda function cod] (関数コード) ペインに表示されます。
exports.handler = async (event, context) => {
function CustomError(message) {
this.name = 'CustomError';
this.message = message;
}
CustomError.prototype = new Error();
};

throw new CustomError('This is a custom error!');

context オブジェクトはエラーメッセージ This is a custom error! を返します。
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6.

[Create function] (関数の作成) を選択します。
Lambda 関数が作成されたら、ページの右上隅に表示されている関数の Amazon リソースネーム
(ARN) をコピーします。ARN をコピーするには、

。ARN の例を以下に示します。

arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:FailFunction

7.

[Deploy] (デプロイ) をクリックします。

ステップ 2: Lambda 関数をテストする
Lambda 関数をテストしてオペレーションを確認します。
1.

FailFunction ページで、[Test] (テスト) を選択します。

2.

[Configure test event] (テストイベントを設定) ダイアログボックスで、[Event name] (イベント名) に
FailFunction と入力して、[Create] (作成) を選択します。

3.

リポジトリの []FailFunction[] ページでTest[Lambda 関数をテストします。
テストの結果 (シミュレートしたエラー) が新しいタブに表示されます実行結果。

ステップ 3: Catch フィールドを使用するステートマシ
ンの作成
Step Functions コンソールにより、Task 状態で Catch フィールドを使用するステートマシンを作成しま
す。Task ステートに Lambda 関数へのリファレンスを追加します。Lambda 関数が呼び出され、実行中
に失敗します。Step Functions は、再試行間のエクスポネンシャルパックオフを使用して、関数を 2 回再
試行します。
1.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成)] を選択します。

2.

リポジトリの []オーサリング方法の選択[] ページでワークフローをコードに記述する。

3.

を使用する場合タイプの場合は、デフォルトの選択を保持します。つまり、Standard。

4.

左定義[] ペインで、次のコードを貼り付けますが、の ARN を置き換えます先ほど作成した Lambda
関数 (p. 203)のResourceフィールド。
{

"Comment": "A Catch example of the Amazon States Language using an AWS Lambda
function",
"StartAt": "CreateAccount",
"States": {
"CreateAccount": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:FailFunction",
"Catch": [ {
"ErrorEquals": ["CustomError"],
"Next": "CustomErrorFallback"
}, {
"ErrorEquals": ["States.TaskFailed"],
"Next": "ReservedTypeFallback"
}, {
"ErrorEquals": ["States.ALL"],
"Next": "CatchAllFallback"
} ],
"End": true
},
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}

}

"CustomErrorFallback": {
"Type": "Pass",
"Result": "This is a fallback from a custom Lambda function exception",
"End": true
},
"ReservedTypeFallback": {
"Type": "Pass",
"Result": "This is a fallback from a reserved error code",
"End": true
},
"CatchAllFallback": {
"Type": "Pass",
"Result": "This is a fallback from any error code",
"End": true
}

これは、Amazon ステートメント言語を使用したステートマシンの説明です。CreateAccount とい
う名前の単一の Task 状態を定義します。詳細については、State Machine Structure (p. 27) を参照し
てください。
Retry フィールドの構文の詳細については、Retry の使用例と Catch の使用例 (p. 155) を参照してく
ださい。

Note
Lambda での未処理のエラーは、エラー出力で Lambda.Unknown として報告さ
れます。具体的には次のとおりです。 out-of-memory エラーと関数のタイムアウ
ト。Lambda.Unknown、States.ALL、または States.TaskFailed を一致させて、
こういったエラーに処理できます。Lambda が最大呼び出し数に達すると、エラーは
Lambda.TooManyRequestsException となります。Lambda 関数のエラーの詳細につい
ては、「」を参照してください。エラー処理と自動再試行のAWS Lambdaデベロッパーガイ
ド。
5.

[Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー) ペインのグラフを使用して、Amazon ステートメント言
語コードでステートマシンが正しく記述されていることをチェックします。
グラフが表示されない場合は、[Visual Workflow] ペインの

を選択します。

6.

[次へ] を選択します。

7.

「」と入力します。[Name] (名前)[Name your state machine] (Catchfailure。

8.

In (イン)アクセス許可で、新規ロールの作成。

9.

Create State Machine（ステートマシンの作成）を選択します。

ステップ 4: 新しい実行のスタート
ステートマシンを作成した後、実行をスタートできます。
1.

リポジトリの []######[] ページで実行開始。
-実行開始[] ダイアログボックスが表示されます。

2.

(オプション) 実行を識別するために、[Name] (実行名) を[Name] (名前)ボックスに移動するとそのよう
に表示されます。デフォルトでは、Step Functions は自動的に一意の実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ名
を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon CloudWatch では機能しません。確実に追
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跡できるよう CloudWatch メトリクスの場合は、ASCII 文字のみを使用する名前を選択しま
す。
3.

[Start Execution] (実行のスタート) を選択します。
ステートマシンの新しい実行がスタートされ、実行中の実行が表示されている新しいページが表示さ
れます。

4.

に移動します。実行出力[] タブで、ワークフローの出力を表示します。

5.

カスタムエラーメッセージを表示するには、CreateAccountのグラフインスペクターペインを選択
し、ステップ出力[] タブ。

Note
状態入力とエラーを保持するには、ResultPath を使用します。「エラーと入力の両方を
ResultPath Catch (p. 111)」を参照してください。

インラインマップステートを使用してアクションを
繰り返す
このチュートリアル通りに、Mapインラインモードでステートの使用を開始できます。アクションを繰り
返し実行するには、ワークフローのインラインマップステートを使用します。インラインモードの詳細に
ついては、「インラインモードでのマップステート (p. 65)」を参照してください。
このチュートリアルでは、インラインマップステートを使用して、バージョン 4 のユニバーサルユニーク
識別子 (v4 UUID) を繰り返し生成します。まず、Workflow Studio で 2パス (p. 39) つのステートと 1 つの
インラインマップステートを含むワークフローを作成します。次に、Mapステートの入力 JSON 配列を含
む入力と出力を設定します。Mapステートは、入力配列の各項目に対して生成された v4 UUID を含む出力
配列を返します。
目次
• ステップ 1: ワークフロープロトタイプを作成する (p. 207)
• ステップ 2: 入力と出力を構成する (p. 207)
• ステップ 3: 自動生成された Amazon States 言語定義を確認する (p. 208)
• ステップ 4: 新しい実行をスタートする (p. 209)
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ステップ 1: ワークフロープロトタイプを作成する
このステップでは、Workflow Studio を使用してワークフローのプロトタイプを作成します。Workflow
Studio は Step Functions コンソールで使用できる視覚的なワークフローデザイナーです。「フロー」タブ
から必要なステートを選択し、Workflow Studio のドラッグアンドドロップ機能を使用してワークフロープ
ロトタイプを作成します。
1.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成)] を選択します。

2.

「作成方法の選択」 ページで、「ワークフローを視覚的にデザインする」と「標準」をデフォルトの
ままにして、「次へ」を選択します。

3.

Workflow Studioの「フロー」タブから「合格」ステートをドラッグし、「最初のステートをここにド
ラッグ」というラベルの付いた空のステートにドロップします。

4.

マップステートをドラッグして、パスステートの下にドロップします。Map demoマップステートの
名前をに変更します。

5.

Pass ステートをドラッグして、Map デモステート内にドロップします。

6.

Generate UUIDパスステートの名前をに変更します。

ステップ 2: 入力と出力を構成する
このステップでは、ワークフロープロトタイプのすべてのステートの入力と出力を設定します。まず、最
初の Pass ステートを使用してワークフローに固定データを挿入します。この Pass ステートは、このデー
タを Map デモステートへの入力として渡します。この入力内で、Map デモステートが反復処理する必要
がある入力配列を含むノードを指定します。次に、マップデモステートが v4 UUID を生成するために繰り
返す必要があるステップを定義します。最後に、繰り返しごとに出力が返されるように構成します。
1.

ワークフロープロトタイプの最初の Pass 状態を選択します。「出力」タブの「結果」に次のように
入力します。
{

}

2.

"foo": "bar",
"colors": [
"red",
"green",
"blue",
"yellow",
"white"
]

合格状態を選択し、「構成」タブで次の操作を行います。
a.

[アイテム配列へのパスを指定] を選択します。

b.

次の参照パスを指定して (p. 84)、入力配列を含むノードを選択します。
$.colors

3.

「UUID を生成」状態を選択し、「入力」タブで次の操作を行います。
a.

[入力をパラメータで変換] を選択します。

b.

次の JSON 入力を入力して、各入力配列項目の v4 UUID を生成します。States.UUID組み込み
関数を使用して UUID を生成します。
{

"uuid.$": "States.UUID()"
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}

4.

「UUID を生成」状態の場合は、「出力」タブを選択し、次の操作を行います。
a.

[出力のフィルタ処理] を選択します OutputPath。

b.

次の参照パスを入力して、出力配列項目を含む JSON ノードを選択します。
$.uuid

ステップ 3: 自動生成された Amazon States 言語定義
を確認する
フローパネルからキャンバスにステートをドラッグアンドドロップすると、Workflow Studio はワークフ
ローの Amazon States Language (p. 25) 定義をリアルタイムで自動的に作成します。この定義は必要に応
じて編集できます。
1.

(オプション)Inspector (p. 167) パネルで [定義] を選択し、ステートマシンの定義を表示します。
次の例は、ワークフロー用に自動的に生成された Amazon States 言語定義を示しています。
{

"Comment": "Using Map state in Inline mode",
"StartAt": "Pass",
"States": {
"Pass": {
"Type": "Pass",
"Next": "Map demo",
"Result": {
"foo": "bar",
"colors": [
"red",
"green",
"blue",
"yellow",
"white"
]
}
},
"Map demo": {
"Type": "Map",
"ItemsPath": "$.colors",
"ItemProcessor": {
"ProcessorConfig": {
"Mode": "INLINE"
},
"StartAt": "Generate UUID",
"States": {
"Generate UUID": {
"Type": "Pass",
"End": true,
"Parameters": {
"uuid.$": "States.UUID()"
},
"OutputPath": "$.uuid"
}
}
},
"End": true
}
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}

}

2.

[Next] (次へ) を選択します。

3.

生成コードの確認ページで、ワークフローの Amazon States 言語定義を確認します。必要に応じて、
「定義」でさらに変更を加えることができます。

4.

[Next] (次へ) を選択します。

5.

ワークフローの名前を入力します。たとえば、InlineMapDemoと入力します。

6.

「ステートマシン設定の指定」ページのデフォルト設定をすべてそのまま使用し、「ステートマシン
の作成」を選択します。

ステップ 4: 新しい実行をスタートする
ステートマシンの実行は、ワークフローを実行してタスクを実施するインスタンスです。
1.

InlineMapDemoページで、[実行開始] を選択します。

2.

(オプション) 実行を識別するには、[Name] (名前) ボックスに ID を指定できます。Step Functions は
自動的に名前を入力しない場合、一意な実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、アクティビティ、お
よびラベルの名前を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しません
CloudWatch。 CloudWatch メトリクスを確実に追跡できるようにするには、ASCII 文字のみ
を使用する名前を選択します。
3.

[Start execution] (実行のスタート) を選択します。

4.

Step Functions コンソールから実行 ID のタイトルがついたページが表示されます。このページでは、
新しい実行結果を確認できます。[Details] (詳細) をクリックすると、実行 ARN とステートマシンの実
行ステータスが表示されます。実行の入力と出力を表示するには side-by-side、[実行の入力と出力] を
選択します。[出力] に、Mapステートによって返される出力配列が表示されます。以下に出力配列の
例を示します。
[

]

"a85cbc7b-4e65-4ac2-97af-80ed504adc1d",
"b05bca11-d481-414e-aa9a-88285ec6590d",
"f42d59f7-bd32-480f-b270-caddb518ce2a",
"15f18616-517d-4b69-b7c3-bf22222d2efd",
"690bcfee-6d58-408c-a6b4-1995ccafdbd2"

EventBridge を使用して定期的にステートマシンの
実行を開始する
次のコマンドを実行することができます。AWS Step Functionsステートマシンは、イベントパターンに応
じて、または Amazon を使用してスケジュールに従って行われます。EventBridge。このチュートリアル
では、ステートマシンをターゲットとして設定する方法を説明します。EventBridge定義したスケジュール
に基づいて、ステートマシンの定期的な実行を開始するルール。
トピック
• ステップ 1: ステートマシンの作成 (p. 210)
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• ステップ 2: を作成するEventBridgeルール (p. 210)
• 実行入力の例 (p. 211)

ステップ 1: ステートマシンの作成
設定する前にEventBridgetarget で、ステートマシンを作成する必要があります。
• 基本的なステートマシンを作成するには、入門 (p. 11)チュートリアルを使用します。
• 既にステートマシンをお持ちの場合は、次のステップに進みます。

ステップ 2: を作成するEventBridgeルール
ステートマシンを作成した後、EventBridge ルールを作成できます。
1.

に移動します。アマゾンEventBridgeコンソールを選択し、ルールの作成。
または、アマゾンEventBridgeコンソールで、ルール[] を選択してから、ルールの作成。

2.

リポジトリの []ステップ 1 ルールの詳細を定義する[] ページで、ルールの名前と説明を入力します。

Note
ルールには、同じリージョン内および同じイベントバス上の別のルールと同じ名前を付ける
ことはできません。
3.

[Event bus] (イベントバス) では、このルールに関連付けるイベントバスを選択します。このルールを
アカウントからのイベントと一致させるには、デフォルト。アカウントの AWS サービスがイベント
を発行すると、常にアカウントのデフォルトのイベントバスに移動します。

4.

[Rule type] (ルールタイプ) では、[Schedule] (スケジュール) を選択します。

5.

[Next] (次へ) を選択します。

6.

リポジトリの []ステップ 2 スケジュールを定義するページで、スケジュールパターン[] で、次のいず
れかを実行します。
• Cron 式を使用してスケジュールを定義するには、午前 8 時など、特定の時間に実行されるきめ細か
いスケジュールを選択します。毎月最初の月曜日の PST に、cron 式を入力します。
• Rate 式を使用してスケジュールを定義するには、10 分ごとなど、通常レートで実行されるスケ
ジュールを選択し、Rate 式を入力します。

7.

[Next] (次へ) を選択します。

8.

リポジトリの []ステップ 3 ターゲットの選択ページで、ターゲットタイプで、AWSサービス。

9.

を使用する場合ターゲットを選択します。で、Step Functions ステートマシン。

10. を使用する場合ステートマシン[] で、定期的に実行するステートマシンを選択します。
11. を使用する場合実行ロール[] で、次のいずれかを実行します。
• 自動的に IAM ロールを作成するには、[この特定のリソースに対して新しいロールを作成する] を選
択します。
• 以前に作成した IAM ロールを使用するには、[] を選択します。既存のロールを使用する[] を選択し
てから、ドロップダウンリストから既存のロールを選択します。
12. [Next] (次へ) を選択します。
13. （オプション）ステップ 4 タグを設定する[] ページで、ルールの 1 つ以上のタグを入力します。
14. [Next] (次へ) を選択します。
15. リポジトリの []ステップ 5 確認して作成する[] ページで、ルールの詳細を確認し、[] を選択しま
す。ルールの作成。
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実行入力の例
以下の例に示しているのは、ステートマシン実行への一般的な入力です。
{

}

"version": "0",
"id": "6c540ad4-0671-9974-6511-756fb789fced",
"detail-type": "Scheduled Event",
"source": "aws.events",
"account": "123456789012",
"time": "2022-03-26T00:01:02Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:sm:::rule/my-state-machine"
],
"detail": {}

Amazon S3 イベント発生時にステートマシンの実
行をスタートする
以下のコマンドを実行することができます。AWS Step Functionsアマゾンに反応するステートマシン
EventBridge または予定通りに。
このチュートリアルでは、Amazon のターゲットとしてステートマシンを設定する方法を説明します。
EventBridge ルール。このルールは、Amazon SSimple Storage Service (Amazon S3) バケットにファイル
が追加されるとステートマシンの実行を開始します。
実際のアプリケーションでは、バケットに追加したファイルに対してオペレーションを時刻するステート
マシンを起動できます。イメージやビデオファイルに対するサムネイルの作成や Amazon Rekognition 分
析の実行などです。
このチュートリアルでは、HelloworldAmazon S3 バケットにファイルをアップロードすることによって
ステートマシン。次に、その実行の入力例を確認して、に送信される Amazon S3 イベント通知からの入
力に含まれる情報を特定します。 EventBridge。
トピック
• 前提条件: ステートマシンの作成 (p. 211)
• ステップ 1: Amazon S3 バケットを作成する (p. 212)
• ステップ 2: Amazon S3 イベント通知の有効化 EventBridge (p. 212)
• ステップ 3: Amazon を作成する EventBridge ルール (p. 212)
• ステップ 4: ルールをテストする (p. 213)
• 実行入力の例 (p. 213)

前提条件: ステートマシンの作成
ステートマシンを Amazon として設定する前に EventBridge target、ステートマシンを作成する必要があ
ります。
• 基本的なステートマシンを作成するには、入門 (p. 11)チュートリアルを使用します。
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• 既に Helloworld ステートマシンがある場合は、次のステップに進みます。

ステップ 1: Amazon S3 バケットを作成する
今、あなたはHelloworldステートマシン、ファイルを保存する Amazon S3 バケットを作成する必
要があります。このチュートリアルのステップ 3 で、バケットにファイルがアップロードされると
EventBridge ステートマシンの実行がトリガーされます。
1.

に移動します。Amazon S3 コンソール]バケットを作成するをクリックして、ファイルを保存するバ
ケットを作成し、Amazon S3 イベントルールをトリガーします。

2.

[Bucket name] (バケット名) を入力します (例: username-sfn-tutorial)。

Note
バケット名は必ず、Amazon S3 のすべての AWS リージョン内の既存バケット名の中で一意
になるようにします。この名前を一意にするには、自分の#######を使用します。すべての
リソースは同じ AWS リージョン内に作成する必要があります。
3.

ページ上のすべてのデフォルト選択を保持し、バケットを作成する。

ステップ 2: Amazon S3 イベント通知の有効化
EventBridge
Amazon S3 バケットを作成した後で、 EventBridge ファイルのアップロードなど、特定のイベントが S3
バケットで発生する。
1.

[Amazon S3 console] (Amazon S3 のコンソール) に移動します。

2.

[Buckets (バケット)] リストで、イベントを有効にするバケットの名前を選択します。

3.

[プロパティ] を選択します。

4.

ページを下にスクロールしてイベント通知]]]]]]編集のアマゾン EventBridgeサブセクション。

5.

[]Amazon に通知を送る EventBridge このバケットのすべてのイベント、選択On。

6.

[変更の保存] をクリックします。

Note
有効にした後 EventBridge、変更が適用されるまで約 5 分かかります。

ステップ 3: Amazon を作成する EventBridge ルール
ステートマシンが用意され、Amazon S3 バケットを作成して、にイベント通知を送信するように設定した
ら EventBridge、作成する EventBridge ルール。

Note
設定する必要があります EventBridge 同じルールでAWSAmazon S3 バケットとしてのリージョ
ン。

ルールを作成するには
1.

に移動します。アマゾン EventBridge コンソール、選択ルールの作成。

2.

と入力します。[Name] (名前)あなたのルール (例えば、S3StepFunctions) をクリックし、オプショ
ンで a を入力します。説明ルールのために。
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3.

ページ上のすべてのデフォルト選択を保持し、次。

4.

リポジトリの []イベントパターンを作成する]]]]]]]]]イベントパターン]]]]]]
a.

を使用する場合イベントソース、デフォルトの選択をそのままにします。

b.
c.

を使用する場合AWSService、」Simple Storage Service (S3)。
を使用する場合イベントタイプ、選択Amazon S3 イベント通知。

d.

選択特定のオペレーション]オブジェクトの作成。

e.

選択名前別の特定のバケットで作成したバケット名を入力しますステップ
1 (p. 212)(username-sfn-tutorial) をクリックしてファイルを保存します。

f.

[次へ] を選択します。

ターゲットを作成するには
1.
2.

In (イン)ターゲット 1、AWSサービスが選択されています。
左ターゲットを選択します。ドロップダウンリストで、Step Functions ステートマシン。

3.

左ステートマシンリストで、で作成したステートマシンを選択しますステップ
1 (p. 212)(Helloworld).

4.

ページ上のすべてのデフォルト選択を保持し、次。

5.

選択次もう一度ルールの詳細を確認します。確認と作成ページで.

6.

[ルールの作成] を選択します。
ルールが作成され、ルールページが表示されてすべてのAmazonがリストされます EventBridge ルー
ル。

ステップ 4: ルールをテストする
すべて準備ができたので、Amazon S3 バケットへのファイルの追加をテストして、ステートマシンが実行
された結果の入力を確認します。
1.

Amazon S3 バケットにファイルを追加します。
に移動します。Amazon S3 コンソールで、ファイルを保存するために作成したバケットを選択します
(username-sfn-tutorial)]アップロード。

2.

たとえば、ファイルを追加するtest.png]アップロード。

3.

これによりステートマシンの実行が起動され、AWS CloudTrail からの情報が入力として渡されます。
ステートマシンの実行をチェックします。
に移動します。Step Functions コンソール Amazon で使用されているステートマシンを選択します。
EventBridge ルール (Helloworld)。

4.

そのステートマシンの細心の実行を選択して、実行入力セクションに追加します。
この入力には、バケット名やオブジェクト名などの情報が含まれています。実際のユースケースで
は、この入力を使用してステートマシンがそのオブジェクトに対してアクションを実行できます。

実行入力の例
以下の例に示しているのは、ステートマシン実行への一般的な入力です。
{

"version": "0",
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}

"id": "6c540ad4-0671-9974-6511-756fbd7771c3",
"detail-type": "Object Created",
"source": "aws.s3",
"account": "123456789012",
"time": "2022-02-19T01:36:58Z",
"region": "us-east-2",
"resources": [
"arn:aws:s3:::username-sfn-tutorial"
],
"detail": {
"version": "0",
"bucket": {
"name": "username-sfn-tutorial"
},
"object": {
"key": "test.png",
"size": 800704,
"etag": "f31d8546bb67845b4d3048cde533b937",
"sequencer": "00621049BA9A8C712B"
},
"request-id": "79104EXAMPLEB723",
"requester": "123456789012",
"source-ip-address": "200.0.100.11",
"reason": "PutObject"
}

API Gateway を使用した Step Functions API の作
成
Amazon API Gateway を使用して、AWS Step Functions API Gateway API メソッドと関連付けることが
できます。HTTPS リクエストが API メソッドに送信されると、API Gateway は Step Functions API アク
ションを呼び出します。
このチュートリアルでは、1 つのリソースと POST メソッドを使用して StartExecution API アクショ
ンとやり取りする API を作成する方法を示します。AWS Identity and Access Management (IAM) コン
ソールを使用して API Gateway 用のロールを作成します。次に、API Gateway コンソールを使用して API
Gateway API を作成し、リソースとメソッドを作成して、メソッドを StartExecution API アクション
にマッピングします。最後に、API をデプロイしてテストします。この API アクションの詳細について
は、AWS Step Functions API リファレンスの StartExecution を参照してください。

Note
StartExecution を呼び出して Amazon API Gateway は Step Functions 実行をスタートできま
すが、結果を取得するには DescribeExecution を呼び出す必要があります。
トピック
• ステップ 1: API Gateway 用の IAM ロールを作成する (p. 214)
• ステップ 2: API Gateway API を作成する (p. 215)
• ステップ 3: API Gateway API のテストとデプロイ (p. 218)

ステップ 1: API Gateway 用の IAM ロールを作成する
API Gateway API を作成する前に、API Gateway 許可を与えて Step Functions API アクションを呼び出す
必要があります。
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API Gateway の許可を設定するには
1.

IAM コンソールにサインインして、[Roles] (ロール)、[Create role] (ロールの作成) の順に選択しま
す。

2.

リポジトリの []信頼されたエンティティのタイプを選択ページ、下AWSサービス[] を選択しAPI
Gateway[] リストから [] を選択します。次へ: アクセス許可.

3.

リポジトリの [][アタッチされたアクセスポリシー][] ページで []次へ: タグ

4.

（オプション）のタグを追加する[] ページで、追加するタグを入力し、次へ: 確認.

5.

[Review] (確認) ページで、 [Role Name] (ロール名) に APIGatewayToStepFunctions と入力
し、[Create role] (ロールの作成) を選択します。
ロールのリストで、IAM ロールが表示されます。

6.

次の例に示すように、お客様のロールの名前を選択し、[Role ARN] (ロール ARN) をメモします。
arn:aws:iam::123456789012:role/APIGatewayToStepFunctions

IAM ロールにポリシーを添付するには
1.

[Roles] (ロール) ページで、ロール (APIGatewayToStepFunctions) を検索して選択します。

2.

[Permissions] (許可) タブで [Attach Policy] (ポリシーを添付) を選択します。

3.

[Attach Policy] (ポリシーを添付) ページで AWSStepFunctionsFullAccess を検索し、ポリシーを
選択して、[Attach Policy] (ポリシーを添付) を選択します。

ステップ 2: API Gateway API を作成する
IAM ロールを作成した後、カスタムの API Gateway API を作成できます。

API を作成するには
1.

Amazon API Gateway コンソールを開きます。

2.

REST API ボックスで、[Build] (構築) を選択します。

3.

[New API] (新しい API) を選択します。

4.

[Settings] (設定) セクションで、[API name] (API名) に StartExecutionAPI と入力し、[Create API]
(API を作成) を選択します。

リソースを作成するには
1.

StartExecutionAPI # [Resources] (リソース) ページで、[Actions] (アクション)、[Create
Resource] (リソースの作成) の順に選択します。

2.

[New Child Resource] (新しい子リソース) ページで、[Resource Name] (リソース名) に execution
と入力し、[Create Resource] (リソースを作成) を選択します。

POST メソッドを作成するには
1.

[/execution Methods] (/execution メソッド) ページで、[Actions] (アクション)、[Create Method] (メ
ソッドの作成) の順に選択します。

2.

リストから POST を選択し、チェックマークをオンにします。
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メソッドの統合ポイントを設定するには
1.

[/execution - POST - Setup] (/execution - POST - 設定) ページでは、[Integration Type] (統合タイプ) で
あれば、[AWS Service] ( のサービス) を選択します。

2.

AWS[Region] (リージョン) でリストからリージョンを選択します。

Note
現在 Step Functions をサポートしているリージョンについては、[Supported Regions] (p. 7)
(サポートされているリージョン) を参照してください。
3.

[AWS Service] ( のサービス) の場合、リストから Step Functions を選択します。

4.

[HTTP Method] (HTTP メソッド) でリストから POST を選択します。

Note
すべての Step Functions API アクションは HTTP POST メソッドを使用します。
5.

[Action Type] (アクションタイプ) で、[Use action name] (アクション名を使用する) を選択します。

6.

[Action] (アクション) に StartExecution と入力します。

7.

次の例に示すように、[Execution Role] (実行ロール) の場合は、前に作成した IAM ロールのロール
ARN (p. 215) を入力します。
arn:aws:iam::123456789012:role/APIGatewayToStepFunctions
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8.

[Save] (保存) を選択します。
API Gateway および Step Functions 間の視覚的なマッピングは [/execution - POST - Method
Execution] (/execution - POST - メソッドの実行) ページに表示されます。
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ステップ 3: API Gateway API のテストとデプロイ
API を作成したら、テストしてデプロイします。

API Gateway と Step Functions 間の通信をテストするには
1.

[/execution - POST - Method Execution] (/execution - POST - メソッドの実行) ページで、[Test] (テス
ト) を選択します。

2.

[/execution - POST - Method Test] (/execution - POST - メソッドのテスト) ページで、次のリクエス
トパラメータを、既存のステートマシン (または新しいステートマシンを作成) の ARN を使用して
[Request Body] (p. 11) (本文のリクエスト) セクションにコピーし、[Test] (テスト) を選択します。
{

}

"input": "{}",
"name": "MyExecution",
"stateMachineArn": "arn:aws:states:us-east-1:123456789012:stateMachine:HelloWorld"

Note
詳細については、[AWS Step Functions API Reference] (API リファレンス)
のStartExecutionリクエストの構文を参照してください。
ステートマシンの ARN を API Gateway 呼び出しの本文に含めない場合は、次の例に示すよ
うに、body-mapping template を設定できます。
{

"input": "$util.escapeJavaScript($input.json('$'))",
"stateMachineArn": "arn:aws:states:useast-1:123456789012:stateMachine:HelloWorld"
}

このアプローチを使用することで、開発ステージ (例えば、dev、test、prod) に基づいて
異なるステートマシンを使用できます。更新をリリースするには、次の例に示すように、ス
テージ変数を変更するだけです。
{

"input": "$util.escapeJavaScript($input.json('$'))",
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"stateMachineArn":
"$util.escapeJavaScript($stageVariables.get(arn:aws:states:useast-1:123456789012:stateMachine:HelloWorld))"
}

3.

実行がスタートされ、実行 ARN とそのエポック日が [Response Body] (レスポンス本文) の下に表示
されます。
{

"executionArn": "arn:aws:states:useast-1:123456789012:execution:HelloWorld:MyExecution",
"startDate": 1486768956.878
}

Note
AWS Step Functions コンソールでステートマシンを選択することで、実行を確認できます。

API をデプロイするには
1.

StartExecutionAPI の [Resources] (リソース) ページで、[Actions] (アクション)、[Deploy API]
(API のデプロイ) の順に選択します。

2.

[Deploy API] (API のデプロイ) ダイアログボックスで、[Deployment stage] (デプロイステージ) リ
ストから [New Stage] (新しいステージ) を選択し、[Stage name] (ステージ名) に alpha を入力し
て、[Deploy] (デプロイ) を選択します。

デプロイをテストするには
1.

StartExecutionAPI の [Stages] (ステージ) ページで、alpha、/、/execution、POST を展開しま
す。

2.

[alpha - POST - /execution] (alpha - POST - /execution) ページで、次の例に示すように、[Invoke URL]
(呼び出し URL) をメモします。
https://a1b2c3d4e5.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/alpha/execution

3.

コマンドラインから、ステートマシンの ARN を使用して curl コマンドを実行し、次の例に示すよ
うにデプロイの URL を呼び出します。
curl -X POST -d '{"input": "{}","name": "MyExecution","stateMachineArn":
"arn:aws:states:us-east-1:123456789012:stateMachine:HelloWorld"}' https://
a1b2c3d4e5.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/alpha/execution

次の例に示すように、実行 ARN とそのエポック日付が返されます。
{"executionArn":"arn:aws:states:useast-1:123456789012:execution:HelloWorld:MyExecution","startDate":1.486772644911E9}
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AWS SAM を使用して Step Functions ステートマ
シンを作成
このガイドでは、AWS Step Functions ステートマシンを含むサンプル AWS SAM アプリケーションをダ
ウンロード、ビルド、デプロイします。このアプリケーションは、事前定義されたスケジュールで実行さ
れるモック株式取引ワークフローを作成します (スケジュールは手数料の発生を避けるためにデフォルト
で無効になっています)。
以下の図は、このアプリケーションのコンポーネントを示しています。

以下は、サンプルアプリケーションを作成するために実行するコマンドのプレビューです。各コマンドの
詳細については、このページの後半のセクションを参照してください。
# Step 1 - Download a sample application. For this tutorial you
#
will follow the prompts to select an AWS Quick Start Template
#
called 'Multi-step workflow'
sam init
# Step 2 - Build your application
cd project-directory
sam build
# Step 3 - Deploy your application
sam deploy --guided
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前提条件
このガイドは、ご使用の OS で AWS SAM CLI のインストールのステップを完了していることを前提とし
ています。また、以下を完了していることを前提としています。
1. AWS アカウントを作成します。
2. IAM 許可を設定する
3. Homebrew のインストール。[Note:] (メモ:) Homebrew は、Linux と macOS の唯一の前提条件です。
4. AWS SAM CLI のインストール。[Note:] (メモ:) バージョン 0.52.0 以降を使用していることを確認して
ください。コマンド sam --version を実行すると、使用しているバージョンをチェックできます。

ステップ 1: Download SampleAWS SAMアプリケー
ション
実行するコマンド:
sam init

画面の指示に従って、次の項目を選択します。
1. テンプレート: AWS クイックスタートテンプレート
2. 言語: Python、Ruby、NodeJS、Go、Java、または .NET
3. [Project name:] (プロジェクト名:) (任意の名前 - デフォルトは sam-app)
4. クイックスタートアプリケーション: マルチステップワークフロー
AWS SAM が実行する事柄:
このコマンドにより、プロジェクト名プロンプトとして指定した名前のディレクトリが作成されます (デ
フォルトは sam-app)。ディレクトリの特定の内容は、選択した言語によって異なります。
Python ランタイムの 1 つを選択したときのディレクトリの内容は次のとおりです。
###
###
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
###
#
###
###

README.md
functions
### __init__.py
### stock_buyer
#
### __init__.py
#
### app.py
#
### requirements.txt
### stock_checker
#
### __init__.py
#
### app.py
#
### requirements.txt
### stock_seller
### __init__.py
### app.py
### requirements.txt
statemachine
### stock_trader.asl.json
template.yaml
tests
### unit
### __init__.py
### test_buyer.py
### test_checker.py
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### test_seller.py

表示できる 2 つの特に興味深いファイルがあります:
• AWS: アプリケーションの AWS SAM リソースを定義する template.yaml テンプレートが含まれま
す。
• statemachine/stockTrader.asl.json: アプリケーションのステートマシン定義が含まれます。こ
の定義は、Amazon ステートメント言語 (p. 25) で記述されています。
template.yaml ファイル内に次のエントリが表示されます。このエントリは、ステートマシン定義ファ
イルを指しています。
Properties:
DefinitionUri: statemachine/stock_trader.asl.json

ステートマシン定義をAWS SAMテンプレート。たとえば、テンプレートに定義を含めないと、ステート
マシン定義の変更を追跡しやすくなります。Workflow Studio を使用してステートマシン定義を作成および
管理し、テンプレートにマージせずにコンソールから Amazon States Language 仕様ファイルに定義を直
接エクスポートできます。
サンプルアプリケーションの詳細については、プロジェクトディレクトリの README.md ファイルを参照
してください。

ステップ 2: アプリケーションを構築します。
実行するコマンド:
まず、プロジェクトディレクトリ (サンプルアプリケーションの template.yaml ファイルが置かれてい
るディレクトリ。デフォルトは sam-app です) に変更してから、次のコマンドを実行します。
sam build

出力例:
Build Succeeded
Built Artifacts
Built Template

: .aws-sam/build
: .aws-sam/build/template.yaml

Commands you can use next
=========================
[*] Invoke Function: sam local invoke
[*] Deploy: sam deploy --guided

AWS SAM が実行する事柄:
AWS SAM CLI には、依存関係を構築するための Lambda ランタイムの抽象化が多数含まれており、す
べてのビルドアーティファクトをステージングフォルダにコピーして、すべてをパッケージ化してデプ
ロイできるようにします。sam build コマンドは、アプリケーションが持つすべての依存関係を構築
し、.aws-sam/build のフォルダにビルドアーティファクトをコピーします。

ステップ 3: アプリケーションをAWSCloud
実行するコマンド:
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sam deploy --guided

画面に表示されるプロンプトに従ってください。Enter で応答するだけで、インタラクティブな形式で提
供されるデフォルトのオプションを受け入れることができます。
AWS SAM が実行する事柄:
このコマンドは、アプリケーションを AWS クラウドにデプロイします。sam build コマンドで構築した
デプロイアーティファクトを取得し、パッケージ化して、AWS SAM CLI で作成された Amazon S3 バケッ
トにアップロードして AWS CloudFormation を使用してアプリケーションをデプロイします。デプロイコ
マンドの出力では、AWS CloudFormation スタックに加えられた変更を確認できます。
Step Functions ステートマシンの例が、次のこれらのステップに従って、正常にデプロイされたことを確
認できます。
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/states/ で、Step
Functions コンソールを開きます。

2.

左側のナビゲーションで、[State machines] (ステートマシン) を選択します。

3.

リストから新しいステートマシンを見つけて選択します。名前が付けられます
StockTradingStateMachine-<unique-hash>。
[Definition] (定義) タブを選択します。

4.

これで、ステートマシンのビジュアル表現が表示されます。ビジュアル表現が、プロジェクトディレクト
リの statemachine/stockTrader.asl.json ファイルにあるステートマシン定義と一致していること
を確認できます。

トラブルシューティング
SAM CLI エラー: "no such option: --guided"
sam deploy の実行時に、以下のエラーが表示されます。

Error: no such option: --guided

これは、--guided パラメータをサポートしていない古いバージョンの AWS SAM CLI を使用している
ことを意味します。これを修正するには、AWS SAM CLI のバージョンを 0.33.0 以降に更新するか、-guided コマンドから sam deploy パラメータを削除します。

SAM CLI エラー: 「管理対象リソースを作成できませんでした:
認証情報を見つけることができません」
sam deploy の実行時に、以下のエラーが表示されます。

Error: Failed to create managed resources: Unable to locate credentials

これは、AWS 認証情報をセットアップして、AWS SAM CLI が AWS のサービスの呼び出せるようにして
いないことを意味します。これを修正するには、AWS 認証情報をセットアップする必要があります。詳
細については、AWS Serverless Application Model デベロッパーガイドのコンソールを使用した AWS の設
定を参照してください。
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クリーンアップ
このチュートリアルを実行して作成した AWS リソースが不要になった場合は、デプロイした AWS
CloudFormation スタックを削除することでそれらを削除できます。
AWS Management Console を使用してこのチュートリアルで作成した AWS CloudFormation スタックを
削除するには、以下のステップを実行します。
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS CloudFormation コンソール (https://
console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。

2.

左のナビゲーションペインで [Stacks] (スタック) をクリックします。

3.

スタックのリストで、[sam-app] (または作成したスタックの名前) を選択します。

4.

[Delete] (削除) を選択します。

完了すると、スタックのステータスが DELETE_COMPLETE に変わります。
または、次の AWS CLI コマンドを実行して AWS CloudFormation スタックを削除することもできます。
aws cloudformation delete-stack --stack-name sam-app --region region

削除されたスタックを確認する
どちらの方法でも、AWS CloudFormation スタックが削除されていることを確認するには、https://
console.aws.amazon.com/cloudformation にアクセスして、左側のナビゲーションペインで [Stacks] (ス
タック) を選択し、検索テキストボックスの右側のドロップダウンで [Deleted] (削除済み) を選択します。
削除されたスタックのリストに、スタック名 [sam-app] (または作成したスタックの名前) が表示されま
す。

Step Functions を使用してアクティビティステート
マシンを作成する
このチュートリアルでは、Java と AWS Step Functions を使用してアクティビティベースのステートマシ
ンを作成する方法について説明します。アクティビティにより、ステートマシンの別の場所で実行される
ワーカーコードを制御できます。アクティビティ (p. 46) の概要については、Step Functions 仕組み (p. 20)
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、以下が必要です。
• SDK for Java。このチュートリアルのサンプルアクティビティは、AWS SDK for Java を使用して AWS
と通信する Java アプリケーションです。
• 環境または標準 AWS 設定ファイルの AWS 認証情報。詳細については、[AWS SDK for Java Developer
Guide] (デベロッパーガイド) の [Set Up Your AWS Credentials] (認証情報の設定) を参照してください。
トピック
• ステップ 1: アクティビティを作成する (p. 225)
• ステップ 2: ステートマシンを作成する (p. 225)
• ステップ 3: ワーカーを実装する (p. 226)
• ステップ 4: 実行をスタートする (p. 228)
• ステップ 5: ワーカーを実行して停止する (p. 229)
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ステップ 1: アクティビティを作成する
Step Functions に、作成したい[worker] (ワーカー) (プログラム) の [activity] (アクティビティ) を認識させ
る必要があります。Step Functions は、アクティビティのアイデンティティを確立する Amazon リソース
ネーム (ARN) で応答します。このアイデンティティを使用して、ステートマシンとワーカー間で渡される
情報を調整します。

Important
アクティビティタスクはステートマシンと同じ AWS アカウントの下にあることを確認します。
1.

Step Functions コンソール内、左のナビゲーションペインで、[Activities] (アクティビティ) を選択し
ます。

2.

[Create activity] (アクティビティの作成) を選択します。

3.

[Activity Name] (アクティビティ名) に入力し (get-greeting など)、[Create Activity] (アクティビ
ティの作成) を選択します。

4.

次の例に示すように、アクティビティタスクが作成されたら、その ARN を記録します。
arn:aws:states:us-east-1:123456789012:activity:get-greeting

ステップ 2: ステートマシンを作成する
アクティビティがいつ呼び出されるかと、ワーカーがいつプライマリ作業を実行して、その結果を収集
し、結果を戻すべきかを判断するステートマシンを作成します。
1.

Step Functions コンソール内、左のナビゲーションペインで、[State machines] (ステートマシン) を選
択します。

2.

[State machines] (ステートマシン) ページで、[Create state machine] (ステートマシンの作成) を
選択し、[Author with code snippets] (コードスニペットで作成) を選択します。[Type] (タイプ) で
[Standard] (標準) を選択し、ステートマシンの名前 (ActivityStateMachine) など) を入力しま
す。

Note
ステートマシン、実行、アクティビティ名は 1 ～ 80 文字で、アカウントと AWS リージョン
が一意である必要があり、以下のものを含めることはできません。
• 空白
• ワイルドカード文字 (? *)
• 角かっこ (< > { } [ ])
• 特殊文字 (: ; , \ | ^ ~ $ # % & ` ")
• 制御文字 (\\u0000 - \\u001f または \\u007f - \\u009f)
ステートマシンのタイプが Express の場合、ステートマシンを複数回実行する際に同じ名前
を指定できます。Step Functions は、複数の実行が同じ名前であっても、Express ステート
マシンの実行ごとに一意の実行 ARN を生成します。
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ
名を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しません CloudWatch。
CloudWatch メトリクスを確実に追跡できるようにするには、ASCII 文字のみを使用する名前
を選択します。
[State machine definition] (ステートマシンの定義) に、次のコードを入力し、Resource フィールド
に前に作成したアクティビティタスク (p. 225)の ARN を追加します。以下に例を示します。
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{

}

"Comment": "An example using a Task state.",
"StartAt": "getGreeting",
"Version": "1.0",
"TimeoutSeconds": 300,
"States":
{
"getGreeting": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:us-east-1:123456789012:activity:get-greeting",
"End": true
}
}

これは、Amazon ステートメント言語を使用したステートマシンの説明です。getGreeting という
名前の単一の Task 状態を定義します。詳細については、State Machine Structure (p. 27) を参照して
ください。
3.

[Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー) ペインのグラフを使用して、Amazon ステートメント言
語コードでステートマシンが正しく記述されていることをチェックします。

グラフが表示されない場合は、[Visual Workflow] ペインの
4.

[Next] (次へ) を選択します。

5.

IAM ロールを作成または入力:

を選択します。

• Step Functions の IAM ロールを作成するには、[Create an IAM role for me] (自分用 IAM ロールを作
成する) を選択し、あなたのロールの [Name] (名前) を入力します。
• ステートマシン用に正しい許可のある IAM ロールを以前に作成した (p. 616)のであれば、[Choose
an existing IAM role] (既存のIAM ロールを選択する) を選択します。リストからロールを選択する
か、そのロールの ARN を指定します。

Note
Step Functions が作成した IAM ロールを削除すると、Step Functions を後で再作成するこ
とはできません。同様に、ロールを変更すると (例えば、IAM ポリシーのプリンシパルから
Step Functions を削除するなど)、後で Step Functions でそれを元の設定に復元することはで
きません。
6.

[Create state machine] (ステートマシンの作成) を選択します。

ステップ 3: ワーカーを実装する
ワーカーを作成します。ワーカーは、次の処理を行うプログラムです。
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• GetActivityTask API アクションを使用したアクティビティの Step Functions のポーリング。
• コードを使用したアクティビティの作業の実行 (次のコードの getGreeting() メソッドなど)。
• SendTaskSuccess、SendTaskFailure、SendTaskHeartbeat API アクションを使用して結果を返
す。

Note
アクティビティワーカーの詳細な例については、例アクティビティRuby のワーカー (p. 47) を参
照してください この例により、アクティビティワーカーのリファレンスとして使用できるベス
トプラクティスに基づく実装が提供されます。このコードには、ポーラーおよびアクティビティ
ワーカー用に構成可能な数のスレッドを含む、コンシューマー/プロデューサーパターンが実装さ
れています。

ワーカーを実装するには
1.

GreeterActivities.java という名前のファイルを作成します。

2.

次のコードを追加します。
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.ClientConfiguration;
com.amazonaws.auth.EnvironmentVariableCredentialsProvider;
com.amazonaws.regions.Regions;
com.amazonaws.services.stepfunctions.AWSStepFunctions;
com.amazonaws.services.stepfunctions.AWSStepFunctionsClientBuilder;
com.amazonaws.services.stepfunctions.model.GetActivityTaskRequest;
com.amazonaws.services.stepfunctions.model.GetActivityTaskResult;
com.amazonaws.services.stepfunctions.model.SendTaskFailureRequest;
com.amazonaws.services.stepfunctions.model.SendTaskSuccessRequest;
com.amazonaws.util.json.Jackson;
com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;
java.util.concurrent.TimeUnit;

public class GreeterActivities {
public String getGreeting(String who) throws Exception {
return "{\"Hello\": \"" + who + "\"}";
}
public static void main(final String[] args) throws Exception {
GreeterActivities greeterActivities = new GreeterActivities();
ClientConfiguration clientConfiguration = new ClientConfiguration();
clientConfiguration.setSocketTimeout((int)TimeUnit.SECONDS.toMillis(70));
AWSStepFunctions client = AWSStepFunctionsClientBuilder.standard()
.withRegion(Regions.US_EAST_1)
.withCredentials(new EnvironmentVariableCredentialsProvider())
.withClientConfiguration(clientConfiguration)
.build();
while (true) {
GetActivityTaskResult getActivityTaskResult =
client.getActivityTask(
new
GetActivityTaskRequest().withActivityArn(ACTIVITY_ARN));
if (getActivityTaskResult.getTaskToken() != null) {
try {
JsonNode json =
Jackson.jsonNodeOf(getActivityTaskResult.getInput());
String greetingResult =
greeterActivities.getGreeting(json.get("who").textValue());
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client.sendTaskSuccess(
new SendTaskSuccessRequest().withOutput(
greetingResult).withTaskToken(getActivityTaskResult.getTaskToken()));
} catch (Exception e) {
client.sendTaskFailure(new SendTaskFailureRequest().withTaskToken(
getActivityTaskResult.getTaskToken()));
}
} else {
Thread.sleep(1000);
}
}
}

}

Note
この例の EnvironmentVariableCredentialsProvider クラスで
は、AWS_ACCESS_KEY_ID (または AWS_ACCESS_KEY) および AWS_SECRET_KEY (または
AWS_SECRET_ACCESS_KEY) 環境変数が設定されていることを前提としています。必要な認
証情報をファクトリに提供する方法の詳細についてはAWSCredentialsProvider、AWS SDK
for Java開発者ガイドの「AWS SDK for JavaAPI リファレンス」と「AWS認証情報と開発
リージョンの設定」を参照してください。
デフォルトでは、AWS SDK は任意のオペレーションでサーバーからデータを受信するまで
最大 50 秒待機します。GetActivityTask オペレーションは、次に使用可能なタスクま
で最大 60 秒待機するロングポーリングオペレーションです。SocketTimeoutException
SocketTimeout エラーが表示されないようにするには、70 秒に設定してください。
3.

GetActivityTaskRequest().withActivityArn() コンストラクタのパラメータリスト
で、ACTIVITY_ARN 値を、以前に作成したアクティビティタスク (p. 225)の ARN に置き換えま
す。

ステップ 4: 実行をスタートする
ステートマシンの実行をスタートすると、ワーカーがアクティビティの Step Functions をポーリングし
て、その作業を実行し (指定した入力を使用)、その結果を返します。
1.

ActivityStateMachineページで、[実行開始] を選択します。

2.

[New execution] (新しい実行) ページが表示されます。
(オプション) 実行を識別できるようにするには、[Name] (名前) ボックスに 1 名を指定できます。デ
フォルトでは、Step Functions は自動的に一意の execution name を生成します。

Note

3.

Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ
名を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しません CloudWatch。
CloudWatch メトリクスを確実に追跡できるようにするには、ASCII 文字のみを使用する名前
を選択します。
実行入力領域で、サンプルデータを以下で置き換えます。
{
}

4.

"who" : "AWS Step Functions"

[Start Execution] (実行のスタート) を選択します。
ステートマシンの新しい実行がスタートされ、実行中の実行が表示されている新しいページが表示さ
れます。
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5.

[Execution Details] (実行の詳細) セクションで、[Info] (情報) タブを選択して [Execution Status] (実行
ステータス) および [Started] (開始済み) と [Closed] (終了済み) のタイムスタンプを確認します。

6.

[Execution Details] (実行の詳細) セクションで、[Output] (出力) セクションを展開して、ワークフロー
の出力を表示します。

ステップ 5: ワーカーを実行して停止する
ワーカーにアクティビティのステートマシンをポーリングさせるには、ワーカーを実行する必要がありま
す。
1.

コマンドラインで、GreeterActivities.java を作成したディレクトリに移動します。

2.

AWS SDK を使用するには、lib と third-party ディレクトリの完全パスをビルドファイルの依
存関係と、Java CLASSPATH に追加します。詳細については、[AWS SDK for Java Developer Guide]
( デベロッパーガイド) の SDK をダウンロードして抽出するを参照してください。

3.

ファイルをコンパイルします。
$ javac GreeterActivities.java

4.

ファイルを実行します。
$ java GreeterActivities

5.

Step Functions コンソールで、[Execution Details] (実行の詳細) ページに移動します。

6.
7.

実行が完了したら、[Output] (出力) を選択して実行の結果を確認します。
ワーカーを停止します。

Lambda を使用してループを反復する
このチュートリアルでは、ステートマシンと AWS Lambda 関数を使用してループを一定回数反復する設
計パターンを実装します。
必要に応じて、この設計パターンを随時使用し、ステートマシンのループ数を追跡できます。この実装を
使用すると、大規模なタスクや時間がかかる実行を小さいチャンクに分割したり、特定のイベント数の後
で実行を終了させたりできます。同様の実装を使用して、時間がかかる実行を定期的に終了して再起動す
ることで、AWS Step Functions や AWS Lambda などの AWS のサービスでサービスクォータ超過を防止
できます。
開始する前に、Lambda を使用する Step Functions ステートマシンの作成 (p. 199)チュートリアルに目
を通し、Lambda と Step Functions の併用方法を理解したことを確認します。
トピック
• ステップ 1: Lambda 関数を作成してカウントを反復する (p. 229)
• ステップ 2: Lambda 関数をテストする (p. 230)
• ステップ 3: ステートマシンを作成する (p. 231)
• ステップ 4: 新しい実行をスタートする (p. 234)

ステップ 1: Lambda 関数を作成してカウントを反復す
る
Lambda 関数を使用することで、ステートマシンでのループの反復回数を追跡できます。次の Lambda 関
数は、count、index、step の入力値を受け取ります。次に、更新された index と、continue とい
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うブール値を持つこれらの値を返します。index が count 未満の場合、Lambda 関数は continue を
true に設定します。
その後、ステートマシンは、continue が true の場合に Choice 状態を実装し、false の場合に終了し
ます。

Lambda 関数を作成するには
1.

[Lambda console] (Lambda コンソール) にサインインし、[Create function] (関数の作成) を選択しま
す。

2.

[Create function] ページで、[Author from scratch] を選択します。

3.

[Basic information] (ベーシック情報) セクションで、以下のように Lambda 関数を設定します。
a.

[Function name] (関数名) に Iterator と入力します。

b.

「ランタイム」では、Node.js 14.x を選択します。

c.

[既定の実行ロールを変更] で、[Create a new role with basic Lambda permissions] を選択しま
す。

d.

[Create function] (関数の作成) を選択します。

e.

Lambda 関数が作成されたら、ページの右上隅に表示されている関数の Amazon リソースネーム
(ARN) をコピーします。ARN をコピーするには、をクリックします
す。

。ARN の例を次に示しま

arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:Iterator

4.

Lambda 関数の次のコードを Iterator ページのコードソースセクションにコピーします。
exports.handler = function iterator (event, context, callback) {
let index = event.iterator.index
let step = event.iterator.step
let count = event.iterator.count
index = index + step

}

callback(null, {
index,
step,
count,
continue: index < count
})

このコードは、count、index、step の入力値を受け入れています。index を step の値増分し、
それらの値とブール値 continue を返します。index が count 未満の場合、continue の値は
true です。
5.

[Deploy] (デプロイ) をクリックします。

ステップ 2: Lambda 関数をテストする
数値を使用して Lambda 関数を実行し、関数のオペレーションを確認します。Lambda 関数の反復を表す
入力値を指定し、入力値別にどんな出力となったか確認できます。

Lambda 関数をテストします。
1.

[Test] (テスト) を選択します。
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2.

[テストイベントの設定] ダイアログボックスで、[イベント名]TestIterator ボックスに入力しま
す。

3.

データ例を以下に置き換えます。
{

}

"Comment": "Test my Iterator function",
"iterator": {
"count": 10,
"index": 5,
"step": 1
}

これらの値は、反復でステートマシンから返される値を表します。Lambda 関数はインデックスを
増分し、continue を true として返します。インデックスが count 以上になると、continue
を false として返します。このテストでは、インデックスは既に 5 に増分されています。結果で
は、index が 6 に増分され、continue が true に設定されます。
4.

[作成] を選択します。

5.

########## [テスト] を選択して Lambda 関数をテストします。
テストの結果は [実行結果] タブに表示されます。

6.

[実行結果] タブを選択して出力を確認します。
{

}

"index": 6,
"step": 1,
"count": 10,
"continue": true

Note
このテストで index を 9 に設定した場合、index が 10 に増分され、continue が false
になります。

ステップ 3: ステートマシンを作成する
Step Functions コンソールを使用して以下のステートを含むステートマシンを作成し、ステップ 1 で先に
作成した Lambda 関数を呼び出します (p. 230)。
• ConfigureCount – count、index、step のデフォルト値を設定します。
• Iterator – 前に作成した Lambda 関数を参照し、ConfigureCount で設定した値を渡します。
• IsCountReached – Iterator Lambda 関数から返される ブール値に応じて、作業例を再実行する
か、Done に移行するかに分岐する選択状態。
• ExampleWork – 実行で達成したい作業のスタブ。この例では Pass 状態です。実際の実装では、これは
Task 状態になります。
• Done – 実行の最終状態。

1.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成) を選択します。
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Important
ステートマシンが、前に作成した Lambda 関数と同じ AWS アカウントおよびリージョンに
あることを確認します。
2.

「作成方法の選択」 ページで、「ワークフローをコードで記述する」を選択します。

3.

「タイプ」では、デフォルトの選択である「標準」のままにします。

4.

定義ペインに次のコードを貼り付けます。ただし、Resourceフィールドで以前に作成した Lambda
関数の (p. 230) ARN を置き換えます。
{

"Comment": "Iterator State Machine Example",
"StartAt": "ConfigureCount",
"States": {
"ConfigureCount": {
"Type": "Pass",
"Result": {
"count": 10,
"index": 0,
"step": 1
},
"ResultPath": "$.iterator",
"Next": "Iterator"
},
"Iterator": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:Iterate",
"ResultPath": "$.iterator",
"Next": "IsCountReached"
},
"IsCountReached": {
"Type": "Choice",
"Choices": [
{
"Variable": "$.iterator.continue",
"BooleanEquals": true,
"Next": "ExampleWork"
}
],
"Default": "Done"
},
"ExampleWork": {
"Comment": "Your application logic, to run a specific number of times",
"Type": "Pass",
"Result": {
"success": true
},
"ResultPath": "$.result",
"Next": "Iterator"
},
"Done": {
"Type": "Pass",
"End": true

}

}

}

上の ARN を更新しIterator、前に作成した Lambda 関数を参照するようにします (p. 230)。
5.

[Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー) ペインのグラフを使用して、Amazon ステートメント言
語コードでステートマシンが正しく記述されていることをチェックします。
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次の図は、上記のステートマシンコードで表現されたロジックを示しています。

Amazon ステートメント言語の詳細については、[State Machine Structure] (p. 27) (ステートマシンの
構造) を参照してください。
グラフが表示されない場合は、[Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー) ペインの
す。
6.

[Next] (次へ) を選択します。

7.

ステートマシンの名前を入力します (例:)IterateCount。

を選択しま

Note
ステートマシン、実行、アクティビティの名前は 1～80 文字で、アカウントと AWS リー
ジョンが一意である必要があり、以下のものを含めることはできません。
• 空白
• ワイルドカード文字 (? *)
• 角かっこ (< > { } [ ])
• 特殊文字 (: ; , \ | ^ ~ $ # % & ` ")
• 制御文字 (\\u0000 - \\u001f または \\u007f - \\u009f)
ステートマシンのタイプが Express の場合、ステートマシンを複数回実行する際に同じ名前
を指定できます。Step Functions は、複数の実行が同じ名前であっても、Express ステート
マシンの実行ごとに一意の実行 ARN を生成します。
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ
名を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しません CloudWatch。
CloudWatch メトリクスを確実に追跡できるようにするには、ASCII 文字のみを使用する名前
を選択します。
8.

「権限」で、「新規ロールの作成」を選択します。

9.

Create State Machine（ステートマシンの作成）を選択します。
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ステップ 4: 新しい実行をスタートする
ステートマシンを作成した後、実行をスタートできます。
1.

IterateCountページで、[実行開始] を選択します。
[Start execution] ダイアログボックスが表示されます。

2.

(オプション) 実行を識別できるように名前ボックスに、名前を指定できます。デフォルトでは、Step
Functions は自動的に一意な実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ
名を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しません CloudWatch。
CloudWatch メトリクスを確実に追跡できるようにするには、ASCII 文字のみを使用する名前
を選択します。
3.

[Start Execution] (実行のスタート) を選択します。
ステートマシンの新しい実行がスタートされ、進行中の実行が表示されます。

実行は、Lambda 関数を使用してカウントを追跡しながら段階的に増分されます。反復ごとに、ス
テートマシンの ExampleWork 状態で参照されている作業例が実行されます。
4.

(オプション)「詳細」タブで、実行ステータス、実行の開始時刻と終了時刻のタイムスタンプを表示
します。
カウントがステートマシンの ConfigureCount 状態で設定した数に到達すると、実行が反復を完了
して終了します。
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長時間実行されるワークフロー実行を新規実行とし
て継続する
AWS Step Functions は一定の期間とステップ数のあるワークフローを実行するように設計されています。
実行の期間は最大 1 年間で、そのイベント数は最大 25,000 です (クォータ (p. 572) を参照してくださ
い)。
実行時間が長い場合は、実行イベント履歴のエントリ数がハードクォータの 25,000 エントリに達しない
ようにするため、新しいワークフロー実行をTaskステートマシンの状態。これにより、ワークフローをよ
り小さなステートマシンに分割し、進行中の作業を新しい実行で続けることができます。これらのワーク
フローの実行を開始するには、StartExecutionあなたからの API アクションTask必要なパラメータを
記述して渡します。
別の方法として、新しいステートマシンの実行をスタートする Lambda 関数を使用した 1 つのパターンを
実装し、実行中の作業を複数のワークフロー実行に分割することもできます。
このチュートリアルでは、サービスクォータを超えずにワークフローの実行を継続するための両方のアプ
ローチを紹介します。
トピック
• Step Functions API アクションを使用して新しい実行を続行する (推奨) (p. 235)
• Lambda 関数を使用して新しい実行を続行する (p. 237)

Step Functions API アクションを使用して新しい実行
を続行する (推奨)
Step Functions は、独自の API をとして呼び出して、ワークフロー実行をスタートできます。統合サービ
ス (p. 339)。長時間実行してもサービスクォータを超えないように、この方法を使用することをお勧めし
ます。
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ステップ 1: 長時間稼働ステートマシンを作成する
実行時間の長いステートマシンを作成して、そこから起動したいTask別のステートマシンの状態。この
チュートリアルでは、Lambda 関数を使用するステートマシン (p. 199)。

Note
後で使用できるように、このステートマシンの名前と Amazon リソースネームを必ずテキスト
ファイルにコピーしてください。

ステップ 2: Step Functions API アクションを呼び出すステート
マシンを作成する
からワークフロー実行を開始するにはTaskstate
1.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成)] を選択します。

2.

にオーサリング方法の選択ページでは、デフォルトの選択をそのまま使用して、次。

3.

開始元アクションタブでドラッグStartExecutionAPI アクションを実行して、ラベルが付いた空のス
テートにドロップしますここに最初の州をドラッグ。

4.

を選択してくださいStartExecution以下を記述して実行してください設定タブ:
a.

ステートを次のように変更しますStart nested execution。

b.

にとって統合タイプ、選択してくださいAWSSDK-新しいドロップダウンリストから。

c.

In (イン)API パラメータ、にとってStateMachineArn、ステートマシンのAmazonリソース
ネームを入力します。たとえば、の ARN を入力します。Lambda を使用するステートマシ
ン (p. 199)。

d.

にとってInput既存のプレースホルダーテキストを次の値に置き換えます。
"Comment": "Starting workflow execution using a Step Functions API action"

e.

入力内容を確認してくださいAPI パラメータこれは次のようになります。
{

"StateMachineArn": "arn:aws:states:useast-2:123456789012:stateMachine:LambdaStateMachine",
"Input": {
"Comment": "Starting workflow execution using a Step Functions API action",
"AWS_STEP_FUNCTIONS_STARTED_BY_EXECUTION_ID.$": "$$.Execution.Id"
}

f.

[Next] (次へ) を選択します。

5.

(ワークフローの自動生成された Amazon ステートメント言語の定義を確認して、次。

6.

にステートマシンの設定を指定ページに、ステートマシンの名前を入力しま
す。ParentStateMachine[]、[] の順に選択しますステートマシンを作成。

ステップ 3: IAM ポリシーの更新
ステートマシンに実行を開始する権限があることを確認するにはLambda 関数を使用するステートマシ
ン (p. 199)の場合、ステートマシンの IAM ロールにインラインポリシーを添付する必要があります。
詳細については、[IAM User Guide] (IAM ユーザーガイド) の [Embedding Inline Policies] (インラインポリ
シーの埋め込み) を参照してください。
1.

ステートマシンの名前のタイトルのページで（ParentStateMachine) を選択し、IAM ロール
ARNIAM に移動するロールステートマシンのページ
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2.

に適切な権限を割り当てるParentStateMachineステートマシンのIAMロールは、別のステートマシ
ンの実行をスタートします。アクセス許可を割り当てるには、以下を実行します。
a.

IAM でロールページ、選択アクセス許可を追加する[]、[] の順に選択しますインラインポリシーの
作成。

b.

[Create policy] (ポリシーの作成) ページで、[JSON] タブを選択します。

c.

既存のテキストを次のポリシーに置き換えます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"states:StartExecution"
],
"Resource": [
"arn:aws:states:useast-2:123456789012:stateMachine:LambdaStateMachine"
]
}
]
}

d.

[Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。

e.

ポリシーの名前を指定して、ポリシーの作成。

ステップ 4: 新しい実行のスタート
1.

にParentStateMachineページ、選択実行の開始。
-実行の開始ダイアログボックスが表示されます。

2.

[Start execution] (実行のスタート) を選択します。

3.

を開きますLambdaStateMachineステートマシンページを開いて、新しい実行がトリガーされてい
ることに注意してくださいParentStateMachine。

Lambda 関数を使用して新しい実行を続行する
現在の実行を終了させる前に、新しい実行をスタートする Lambda 関数を使用するステートマシンを作成
できます。この方法を使用して、進行中の作業を新しい実行で続けると、大きなジョブを小さなワークフ
ローに分割できるステートマシンや、無期限に実行されるステートマシンを持つことができます。
このチュートリアルは、Lambda を使用してループを反復する (p. 229) チュートリアルで説明し
た、ワークフローを変更する外部 Lambda 関数を使用する概念に基づいています。同じ Lambda 関数
(Iterator) を使用して、特定の回数ループを繰り返します。また、別の Lambda 関数を作成し、新しい
ワークフローの実行をスタートしたり、新しい実行をスタートするたびにカウントを減少させることがで
きます。入力の実行回数を設定することにより、このステートマシンは終了し、指定された回数だけ実行
を再開します。
作成するステートマシンは、次の状態を実装します。
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状態

目的

ConfigureCount

Pass (p. 39) 状態は、作業の反復を進めるステップ Iterator
Lambda 関数で使用される、count、index、および step 値を設定し
ます。

Iterator

Task (p. 40) 状態は、Iterator Lambda 関数を参照します。

IsCountReached

あるChoice (p. 53)からのブール値を使用する州Iteratorステート
マシンがサンプル作業を続けるべきか、それともステートマシンに移動
すべきかを決定する関数ShouldRestart状態。

ExampleWork

あるPassを代表するステータスTask実際の実装で処理を実行すると述
べています。

ShouldRestart

あるChoice (p. 53)を使用する州executionCount1 つの実行を終
了し、別の実行をスタートするか、または単に終了するかを決定する

Restart

新しいステートマシンの実行をスタートする Lambda 関数を使用した
Task (p. 40)状態。また、Iterator 関数と同様に、この関数はカウ
ントを減らします。-Restartstate は、カウントの減分値を新しい実行
の入力に渡します。

前提条件
開始する前に、Lambda を使用する Step Functions ステートマシンの作成 (p. 199)チュートリアルで
は、Lambda と Step Functions を一緒に使用することに慣れていることを確認してください。
トピック
• ステップ 1: Create a Lambda function to iterate a count (p. 238)
• ステップ 2: Lambda の再起動関数を作成して新しいStep Functions 実行を開始する (p. 240)
• ステップ 3: ステートマシンを作成する (p. 241)
• ステップ 4: IAM ポリシーを変更する (p. 243)
• ステップ 5: 実行を実行する (p. 243)

ステップ 1: Create a Lambda function to iterate a count
Note
Lambda を使用してループを反復する (p. 229) チュートリアルを完了している場合は、このス
テップをスキップして、その Lambda 関数を使用することができます。
このセクションと、Lambda を使用してループを反復する (p. 229)チュートリアル、ステートマシン内の
ループの反復回数を追跡する Lambda 関数をどのように使用できるかを示します。
次の Lambda 関数は、count、index、step の入力値を受け取ります。これらの値を、更新された
index と、continue というブール値を使用して返します。index が count 未満の場合、Lambda 関数
は continue を true に設定します。
その後、ステートマシンは、continue が true の場合に、アプリケーションロジックを実行する
Choice 状態を実装し、continue が false の場合に、ShouldRestart に移行します。

反復処理 Lambda 関数を作成する
1.

Lambda コンソールを開き、[Create function] (関数の作成) を選択します。
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2.

[Create function] ページで、[Author from scratch] を選択します。

3.

[Basic information] (ベーシック情報) セクションで、以下のように Lambda 関数を設定します。
a.

[Function name] (関数名) に Iterator と入力します。

b.

にとってランタイム、選択してくださいNode.js 16。

c.

ページ上のデフォルト選択をすべてそのままにして、関数の作成。
Lambda 関数が作成されたら、ページの右上隅に表示されている Amazon リソースネーム (ARN)
を記録します。例:
arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:Iterator

4.

以下の Lambda 関数のコードを、コードソースのセクション#####Lambda コンソールで Lambda コ
ンソールで。
exports.handler = function iterator (event, context, callback) {
let index = event.iterator.index;
let step = event.iterator.step;
let count = event.iterator.count;
index = index + step;

}

callback(null, {
index,
step,
count,
continue: index < count
})

このコードは、count、index、step の入力値を受け入れています。index を step の値増分し、
それらの値とブール値 continue を返します。index が count 未満の場合、continue の値は
true です。
5.

選択デプロイコードをデプロイします。

反復処理 Lambda 関数をテストする
Iterate 関数の動作を確認するには、関数を数値で実行します。Lambda 関数の反復を表す入力値を指定
し、入力値別の出力を確認できます。

Lambda 関数をテストします。
1.

[Configure test event] (テストイベントの設定) ダイアログボックスで、[Create new test event] (新規テ
ストイベントを作成) を選択し、[Event name] (イベント名) に TestIterator と入力します。

2.

データ例を以下に置き換えます。
{

}

"Comment": "Test my Iterator function",
"iterator": {
"count": 10,
"index": 5,
"step": 1
}

これらの値は、反復でステートマシンから返される値を表します。Lambda 関数はインデックスを
増分し、continue を true として返します。インデックスが count 以上になると、continue
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を false として返します。このテストでは、インデックスは既に 5 に増分されています。結果で
は、index が 6 に増分され、continue が true に設定されます。
3.

[作成] を選択します。

4.

に#####Lambda コンソールのページ、必ず確認してくださいTestIteratorがリストに表示され、次に
選択してくださいテスト。
テストの結果がページの上部に表示されます。[Details] (詳細) を選択し、結果を確認します。
{

}

"index": 6,
"step": 1,
"count": 10,
"continue": true

Note
このテストで index を 9 に設定した場合、index が 10 に増分され、continue が false
になります。

ステップ 2: Lambda の再起動関数を作成して新しいStep
Functions 実行を開始する
1.

Lambda コンソールを開き、[Create function] (関数の作成) を選択します。

2.

[Create function] ページで、[Author from scratch] を選択します。

3.

[Basic information] (ベーシック情報) セクションで、以下のように Lambda 関数を設定します。

4.

a.

[Function name] (関数名) に Restart と入力します。

b.

にとってランタイム、選択してくださいNode.js 16。

ページ上のデフォルト選択をすべてそのままにして、関数の作成。
Lambda 関数が作成されたら、ページの右上隅に表示されている Amazon リソースネーム (ARN) を記
録します。例:
arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:Iterator

5.

以下の Lambda 関数のコードを、コードソースのセクションrestartLambda コンソールで Lambda
コンソールで。
次のコードは、実行回数を減らし、減少した値を含め、ステートマシンの新しい実行をスタートしま
す。
var aws = require('aws-sdk');
var sfn = new aws.StepFunctions();
exports.restart = function(event, context, callback) {
let StateMachineArn = event.restart.StateMachineArn;
event.restart.executionCount -= 1;
event = JSON.stringify(event);
let params = {
input: event,
stateMachineArn: StateMachineArn
};
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sfn.startExecution(params, function(err, data) {
if (err) callback(err);
else callback(null,event);
});
}

6.

選択デプロイコードをデプロイします。

ステップ 3: ステートマシンを作成する
これで 2 つの Lambda 関数を作成したので、ステートマシンを作成します。このステートマシン
で、ShouldRestart および Restart 状態は、複数の実行で作業を分割する方法を示します。

Example ShouldRestart 選択状態
このステートマシンの抜粋は、ShouldRestartChoice (p. 53)状態。この状態は、実行を再開すべき
かどうかを決定します。
"ShouldRestart": {
"Type": "Choice",
"Choices": [
{
"Variable": "$.restart.executionCount",
"NumericGreaterThan": 1,
"Next": "Restart"
}
],

この $.restart.executionCount 値は、最初の実行の入力に含まれています。これは、Restart 関数
が呼び出されるたびに 1 ずつ減らされ、それ以降の実行ごとに、入力に配置されます。

Example Restart タスク状態
このステートマシンの抜粋は、RestartTask (p. 40)状態。この状態では、前のステップで作成した
Lambda 関数を使用して、実行を再開し、カウントを減らして、スタートする残りの実行数を追跡しま
す。
"Restart": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:Restart",
"Next": "Done"
},

1.

にStep Functions コンソール、選択してくださいステートマシンの作成。

Important
ステートマシンが、前に作成した Lambda 関数と同じ AWS アカウントおよびリージョンに
あることを確認します。
2.
3.

次のコードをに貼り付けますDefinitionペイン。
{

"Comment": "Continue-as-new State Machine Example",
"StartAt": "ConfigureCount",
"States": {
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}

}

"ConfigureCount": {
"Type": "Pass",
"Result": {
"count": 100,
"index": -1,
"step": 1
},
"ResultPath": "$.iterator",
"Next": "Iterator"
},
"Iterator": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:Iterator",
"ResultPath": "$.iterator",
"Next": "IsCountReached"
},
"IsCountReached": {
"Type": "Choice",
"Choices": [
{
"Variable": "$.iterator.continue",
"BooleanEquals": true,
"Next": "ExampleWork"
}
],
"Default": "ShouldRestart"
},
"ExampleWork": {
"Comment": "Your application logic, to run a specific number of times",
"Type": "Pass",
"Result": {
"success": true
},
"ResultPath": "$.result",
"Next": "Iterator"
},
"ShouldRestart": {
"Type": "Choice",
"Choices": [
{
"Variable": "$.restart.executionCount",
"NumericGreaterThan": 0,
"Next": "Restart"
}
],
"Default": "Done"
},
"Restart": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:Restart",
"Next": "Done"
},
"Done": {
"Type": "Pass",
"End": true
}

4.

以前に作成したそれぞれの Lambda 関数をリファレンスする Restart および Iterator 状態の
Resource 文字列を更新します。

5.

[Next] (次へ) を選択します。

6.

に詳細の指定ページに、ステートマシンの名前を入力します。例: ContinueAsNew。

7.

ページの他のオプションはデフォルトのままにし、ステートマシンの作成。
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8.

このステートマシンの Amazon リソースネーム (ARN) をテキストファイルに保存します。新しい
Step Functions の実行を開始するには、Lambda 関数にアクセス許可を与えると同時に ARN を指定す
る必要があります。

ステップ 4: IAM ポリシーを変更する
Lambda 関数に新しい Step Functions 実行をスタートする権限が確実にあるようにするには、Restart
Lambda 関数で使用する IAM ロールにインラインポリシーを添付します。詳細については、[IAM User
Guide] (IAM ユーザーガイド) の [Embedding Inline Policies] (インラインポリシーの埋め込み) を参照して
ください。

Note
前の例の Resource 行を更新して、ContinueAsNew ステートマシンの ARN を参照することが
できます。これは、特定のステートマシンの実行のみをスタートできるようにポリシーを制限し
ます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"states:StartExecution"
],
"Resource": "arn:aws:states:us-east-2:123456789012stateMachine:ContinueAsNew"
}
]

}

ステップ 5: 実行を実行する
実行をスタートするには、ステートマシンの ARN と、新しい実行をスタートする回数 executionCount
を含む入力を指定します。
1.

にContinueAsNewページ、選択実行の開始。
-実行の開始ダイアログボックスが表示されます。

2.

(オプション) 実行を識別するために、実行を識別する[Name] (名前)ボックス。デフォルトでは、Step
Functions は自動的に一意の実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ名
を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しません CloudWatch。追跡でき
るようにするには CloudWatch metrics、ASCII 文字のみを使用する名前を選択します。
3.

の中に入力セクションの実行の開始ダイアログボックスで、実行の入力として以下を入力します。
{

"restart": {
"StateMachineArn": "arn:aws:states:useast-1:123456789012:stateMachine:ContinueAsNew",
"executionCount": 4
}
}
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4.

ContinueAsNew ステートマシンの ARN を使用して、StateMachineArn フィールドを更新しま
す。

5.

[Start Execution] (実行のスタート) を選択します。

[Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー) グラフに、4 回のうちの最初の実行が表示されます。完了す
る前に、Restart 状態がそのまま渡され、新しい実行をスタートします。

この実行が完了すると、実行中の次の実行を確認できます。を選択しますContinueAsNew上部のリンク
で、実行のリストを確認します。最近閉じた実行と、Restart Lambda 関数が開始した継続的なの実行の
両方が表示されるはずです。

すべての実行が完了すると、リストに 4 つの成功した実行が表示されます。最初の実行がスタートされる
と、選択した名前が表示され、その後の実行には生成された名前が付けられます。
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コードスニペットを使用して Amazon SNS メッ
セージを送信する状態を作成する
AWS Step Functions特定のものと統合するAWS のサービスAmazon Simple Notification Service (Amazon
SNS) など このチュートリアルでは、Amazon SNS を使用して SMS 対応デバイスにテキストメッセージ
を送信するコードスニペットを生成します。ステートマシン定義から Amazon SNS に直接パラメータを渡
します。
Step Functions が他のAWS のサービスAmazon ステートメント言語から直接、以下を参照してください。
• 他のサービスでの使用 (p. 339)
• コードスニペット (p. 366)
• サービス API にパラメータを渡す (p. 364)
トピック
• 前提条件 (p. 245)
• ステップ 1: コードスニペットの生成 (p. 245)
• ステップ 2: ステートマシン定義を更新する (p. 247)
• ステップ 3: 実行の開始 (p. 249)

前提条件
• SMS メッセージを送信する送信先電話番号を追加して検証します。これを行う方法については、「」
を参照してください。SMS サンドボックスでの電話番号の追加と確認のAmazon Simple Notification
Service デベロッパーガイド。

ステップ 1: コードスニペットの生成
コードスニペットを生成するには、ステートマシン定義の編集からスタートする必要があります。
1.

AWS Management Console にサインインして、[Step Functions] コンソールを開きます。

2.

選択ワークフローをコードで記述する。

3.

を使用する場合タイプ、デフォルトのを選択したままにしますStandard。
デフォルトのHelloWorldステートマシンは下に表示されます定義。
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4.

の [] からコードスニペットの生成ドロップダウンリストで、Amazon SNS: メッセージを発行する。
[Generate SNS Publish task state] (SNS Publish タスク状態を生成する) ウィンドウが表示されます。

5.

[]送信先、選択電話番号[] ページで、電話番号を入力します。

6.

選択電話番号を入力表示されたドロップダウンリストで、下のボックスに電話番号を入力します。
[+][country code][subscriber number including area code] の形式を使用します。例:
+12065550123。

7.

[Message] (メッセージ) で、[Enter message] (メッセージを入力) を選択し、SMS メッセージとして
送信するテキストを入力します。

Note
[Specify message at runtime with state input] (実行時に状態の入力を使用してメッセージを指
定する) を選択することもできます。このオプションを使用すると、参照パスを使用して、ス
テートマシン実行の入力からメッセージを選択できます。詳細については、次を参照してく
ださい。
• Step Functions の入出力処理 (p. 82)
• リファレンスパス (p. 84)
• パスを使用して状態入力をパラメータとして渡す (p. 365)
でオプションを設定するとSNS Publish タスク状態を生成しますの [] ページで、プレビューセクション
が、Amazonの州の言語コードで更新されますTask必要なオプションで述べてください。
例えば、これらのオプションを選択します。
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これらのオプションが選択された場合、[Preview] (プレビュー) 領域に表示される生成されたコードスニ
ペットは次のようになります。
"Amazon SNS: Publish a message": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::sns:publish",
"Parameters": {
"Message": "Hello from Step Functions!",
"PhoneNumber": "+12065550123"
},
"Next": "NEXT_STATE"
}

Note
[Task state options] (タスク状態のオプション) セクションで、Retry、Catch、および
TimeoutSeconds の各オプションも設定できます。Step Functions のエラー処理 (p. 150) を参照
してください。

ステップ 2: ステートマシン定義を更新する
Amazon SNS オプションを設定したので、生成されたコードスニペットをステートマシン定義に貼り付
け、既存の Amazon ステートメント言語コードを更新します。
1.

[Preview] (プレビュー) セクションのコードを確認したら、[Copy to clipboard] (クリップボードにコ
ピー) を選択します。

2.

ステートマシン定義の HelloWorld 状態の閉じ括弧の後ろにカーソルを置きます。
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カンマを入力し、Enterをクリックして新しい行を開始します。コードスニペットをステートマシン定
義に貼り付けます。
3.

Amazon SNS: Publish a message 状態の最期の行を、"Next": "NEXT_STATE" から "End":
true に変更します。

4.

HelloWorld 状態の最期の行を、"End": true から "Next": "Amazon SNS: Publish a
message" に変更します。

5.

6.

[Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー) ペインの
を選択します。ビジュアルワークフローを
チェックして、新しい状態が含まれていることをチェックします。

(オプション) 読みやすくするために JSON をインデントします。ステートマシン定義は次のようにな
ります。
{

"StartAt":"HelloWorld",
"States":{
"HelloWorld":{
"Type":"Pass",
"Result":"Hello World!",
"Next":"Amazon SNS: Publish a message"
},
"Amazon SNS: Publish a message":{
"Type":"Task",
"Resource":"arn:aws:states:::sns:publish",
"Parameters":{
"Message":"Hello from Step Functions!",
"PhoneNumber":"+12065550123"
},
"End":true
}
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}

}

7.

[Next] (次へ) を選択します。

8.

ステートマシンの名前を入力します。例えば、using-code-snippetsです。

9.

を使用する場合アクセス許可、デフォルトのを選択したままにします新規ロールの作成。

10. Create State Machine（ステートマシンの作成）を選択します。

ステップ 3: 実行の開始
ステートマシンを作成した後、実行をスタートします。
1.

Amazon リソースネーム (ARN)、関連する IAM ARN、ステートマシン定義など、ステートマシンの詳
細を確認します。

2.

リポジトリの []using-code-snippetsページで実行の開始。
-実行の開始ダイアログボックスが表示されます。

3.

(省略可能) 実行を識別するために、[] ページで名前を指定できます。[Name] (名前)ボックスに移動す
るとそのように表示されます。デフォルトでは、Step Functions は自動的に一意の実行名を生成しま
す。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ名
を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しません CloudWatch。確実に追
跡できるようにするため CloudWatch メトリクスの場合は、ASCII 文字のみを使用する名前
を選択します。

Note
Amazon SNS コードスニペットを作成時に、[Specify message at runtime with state input]
(状態入力を使ってランタイム にメッセージの指定) を選択した場合、[Input - optional] (入力 オプション) にメッセージを含めます。ここでは、デフォルトの状態入力を使用します。
4.

[Start Execution] (実行のスタート) を選択します。
ステートマシンの新しい実行がスタートされ、実行中の実行が表示されている新しいページが表示さ
れます。

コードスニペットで検証済みの電話番号を指定した場合、ステートマシンの実行によって直接トリガーさ
れた Amazon SNS からのテキストメッセージを受信します。

人間による承諾プロジェクト例をデプロイする
このチュートリアルでは、AWS Step Functions がタスク中に実行を停止し、ユーザーが E メールに返答
するまで待機することができる人間による承諾プロジェクトをデプロイする方法を説明します。ユーザー
によってタスクの進行が承認されてから、ワークフローは次の状態に進みます。
このチュートリアルに含まれている AWS CloudFormation スタックをデプロイすると、以下を含めてすべ
ての必要なリソースが作成されます。
• Amazon API Gateway リソース
• AWS Lambda 関数
• AWS Step Functions ステートマシン
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• Amazon Simple Notification Service eメールトピック
• 関連する AWS Identity and Access Management ロールとアクセス権限

Note
AWS CloudFormation スタックを作成するときにアクセスできる有効な E メールアドレスを提供
する必要があります。
詳細については、次を参照してください。の使用 CloudFormation テンプレー
トとAWS::StepFunctions::StateMachine内のリソースAWS CloudFormationユーザーガイド。
トピック
• ステップ 1: を作成するAWS CloudFormationテンプレート (p. 250)
• ステップ 2: スタックの作成 (p. 250)
• ステップ 3: Amazon SNS サブスクリプションの承認 (p. 251)
• ステップ 4: 実行を稼働する (p. 251)
• AWS CloudFormation テンプレートソースコード (p. 253)

ステップ 1: を作成するAWS CloudFormationテンプ
レート
1.

AWS CloudFormation テンプレートソースコード (p. 253) セクションからサンプルコードをコピー
します。

2.

AWS CloudFormation テンプレートのソースをローカルマシン上のファイルに貼り付けます。
この例では、ファイルは human-approval.yaml という名前です。

ステップ 2: スタックの作成
1.

AWS CloudFormation コンソール にログインします。

2.

選択スタックの作成[] を選択して [] を選択します。新しいリソースの使用 (標準)。

3.

リポジトリの []スタックの作成[] ページで、以下の操作を実行します。
a.

左前提条件-テンプレートを準備する[] セクション、次を確認してください。Template is ready
(テンプレートの準備ができています)が選択されています。

b.

左テンプレートを指定[] セクションで、Upload a template file (テンプレートファイルのアップ
ロード)[] を選択します。[ファイルを選択][] をアップロードするにはhuman-approval.yaml以
前に作成したファイルに次のものが含まれています。テンプレートソースコード (p. 253)。

4.

[Next] (次へ) を選択します。

5.

[Specify stack details] (スタック詳細の指定) ページで、以下を実行します。
a.

を使用する場合スタックの名前[] に、スタックの名前を入力します。
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b.

[]パラメータ[] には、有効なメールアドレスを入力します。この E メールアドレスを使用し
て、Amazon SNS トピックにサブスクライブします。

6.

選択次[] を選択して [] を選択します。次をクリックします。

7.

[Review] (確認) ページで、AWS CloudFormation による IAM リソース作成の可能性があることを認め
る を選択し、[Create] (作成) を選択します。
AWS CloudFormation はスタックの作成をスタートし、CREATE_IN_PROGRESS のステータスが表
示されます。プロセスが完了すると、AWS CloudFormation に CREATE_COMPLETE ステータスが表
示されます。

8.

(省略可能) スタックのリソースを表示するには、スタックを選択して [Resources] (リソース) タブを
選択します。

ステップ 3: Amazon SNS サブスクリプションの承認
Amazon SNS トピックが作成されると、サブスクリプションの確認を求める E メールが届きます。
1.

AWS CloudFormation スタックを作成した際に指定した E メールアカウントを開きます。

2.

no-reply@sns.amazonaws.com からの AWS 通知を開く - サブスクリプションの確認メッセージを開
きます
E メールは Amazon SNS トピックの Amazon リソースネームと確認用のリンクを表示します。

3.

[confirm subscription] (サブスクリプションの確認) リンクを選択します。

ステップ 4: 実行を稼働する
1.

Step Functions コンソールにサインインします。
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2.

リポジトリの []ステートマシン[] ページで []HumanApprovalLambdaStateMachine。

3.

[Start execution] (実行のスタート) を選択します。

4.

実行名前を入力します (ApprovalTest など)。

5.

(オプション) 一部を実行するため入力します。
{
}

6.

"Comment": "Testing the human approval tutorial."

[Start execution] (実行のスタート) を選択します。
-ApprovalTestステートマシンの実行が開始され、Lambda コールバック仕事。

7.

以前に Amazon SNS トピックに使用した E メールアカウントで、[Required approval from AWS Step
Functions] ( からの承認要請) という件名のメッセージを開きます。
このメッセージには、[Approve] (承認) 用と [Reject] (拒否) 用に別々の URL が含まれています。

8.

[Approve] (承認) URL を選択します。
選択に基づいてワークフローが続行されます。
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AWS CloudFormation テンプレートソースコード
この AWS CloudFormation テンプレートを使用して、人間による承諾プロセスワークフローのサンプルを
デプロイします。
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: "AWS Step Functions Human based task example. It sends an email with an HTTP
URL for approval."
Parameters:
Email:
Type: String
AllowedPattern: "^[a-zA-Z0-9_.+-]+@[a-zA-Z0-9-]+\\.[a-zA-Z0-9-.]+$"
ConstraintDescription: Must be a valid email address.
Resources:
# Begin API Gateway Resources
ExecutionApi:
Type: "AWS::ApiGateway::RestApi"
Properties:
Name: "Human approval endpoint"
Description: "HTTP Endpoint backed by API Gateway and Lambda"
FailOnWarnings: true
ExecutionResource:
Type: 'AWS::ApiGateway::Resource'
Properties:
RestApiId: !Ref ExecutionApi
ParentId: !GetAtt "ExecutionApi.RootResourceId"
PathPart: execution
ExecutionMethod:
Type: "AWS::ApiGateway::Method"
Properties:
AuthorizationType: NONE
HttpMethod: GET
Integration:
Type: AWS
IntegrationHttpMethod: POST
Uri: !Sub "arn:aws:apigateway:${AWS::Region}:lambda:path/2015-03-31/functions/
${LambdaApprovalFunction.Arn}/invocations"
IntegrationResponses:
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- StatusCode: 302
ResponseParameters:
method.response.header.Location: "integration.response.body.headers.Location"
RequestTemplates:
application/json: |
{
"body" : $input.json('$'),
"headers": {
#foreach($header in $input.params().header.keySet())
"$header": "$util.escapeJavaScript($input.params().header.get($header))"
#if($foreach.hasNext),#end
#end
},
"method": "$context.httpMethod",
"params": {
#foreach($param in $input.params().path.keySet())
"$param": "$util.escapeJavaScript($input.params().path.get($param))"
#if($foreach.hasNext),#end
#end
},
"query": {
#foreach($queryParam in $input.params().querystring.keySet())
"$queryParam":
"$util.escapeJavaScript($input.params().querystring.get($queryParam))"
#if($foreach.hasNext),#end
}

#end

}
ResourceId: !Ref ExecutionResource
RestApiId: !Ref ExecutionApi
MethodResponses:
- StatusCode: 302
ResponseParameters:
method.response.header.Location: true
ApiGatewayAccount:
Type: 'AWS::ApiGateway::Account'
Properties:
CloudWatchRoleArn: !GetAtt "ApiGatewayCloudWatchLogsRole.Arn"
ApiGatewayCloudWatchLogsRole:
Type: 'AWS::IAM::Role'
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service:
- apigateway.amazonaws.com
Action:
- 'sts:AssumeRole'
Policies:
- PolicyName: ApiGatewayLogsPolicy
PolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- "logs:*"
Resource: !Sub "arn:${AWS::Partition}:logs:*:*:*"
ExecutionApiStage:
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DependsOn:
- ApiGatewayAccount
Type: 'AWS::ApiGateway::Stage'
Properties:
DeploymentId: !Ref ApiDeployment
MethodSettings:
- DataTraceEnabled: true
HttpMethod: '*'
LoggingLevel: INFO
ResourcePath: /*
RestApiId: !Ref ExecutionApi
StageName: states
ApiDeployment:
Type: "AWS::ApiGateway::Deployment"
DependsOn:
- ExecutionMethod
Properties:
RestApiId: !Ref ExecutionApi
StageName: DummyStage
# End API Gateway Resources
# Begin
# Lambda that will be invoked by API Gateway
LambdaApprovalFunction:
Type: 'AWS::Lambda::Function'
Properties:
Code:
ZipFile:
Fn::Sub: |
const AWS = require('aws-sdk');
var redirectToStepFunctions = function(lambdaArn, statemachineName,
executionName, callback) {
const lambdaArnTokens = lambdaArn.split(":");
const partition = lambdaArnTokens[1];
const region = lambdaArnTokens[3];
const accountId = lambdaArnTokens[4];
console.log("partition=" + partition);
console.log("region=" + region);
console.log("accountId=" + accountId);
const executionArn = "arn:" + partition + ":states:" + region + ":" +
accountId + ":execution:" + statemachineName + ":" + executionName;
console.log("executionArn=" + executionArn);
const url = "https://console.aws.amazon.com/states/home?region=" + region +
"#/executions/details/" + executionArn;
callback(null, {
statusCode: 302,
headers: {
Location: url
}
});
};
exports.handler = (event, context, callback) => {
console.log('Event= ' + JSON.stringify(event));
const action = event.query.action;
const taskToken = event.query.taskToken;
const statemachineName = event.query.sm;
const executionName = event.query.ex;
const stepfunctions = new AWS.StepFunctions();
var message = "";
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Action."});

if (action === "approve") {
message = { "Status": "Approved! Task approved by ${Email}" };
} else if (action === "reject") {
message = { "Status": "Rejected! Task rejected by ${Email}" };
} else {
console.error("Unrecognized action. Expected: approve, reject.");
callback({"Status": "Failed to process the request. Unrecognized
}

stepfunctions.sendTaskSuccess({
output: JSON.stringify(message),
taskToken: event.query.taskToken
})
.promise()
.then(function(data) {
redirectToStepFunctions(context.invokedFunctionArn, statemachineName,
executionName, callback);
}).catch(function(err) {
console.error(err, err.stack);
callback(err);
});
}
Description: Lambda function that callback to AWS Step Functions
FunctionName: LambdaApprovalFunction
Handler: index.handler
Role: !GetAtt "LambdaApiGatewayIAMRole.Arn"
Runtime: nodejs12.x
LambdaApiGatewayInvoke:
Type: "AWS::Lambda::Permission"
Properties:
Action: "lambda:InvokeFunction"
FunctionName: !GetAtt "LambdaApprovalFunction.Arn"
Principal: "apigateway.amazonaws.com"
SourceArn: !Sub "arn:aws:execute-api:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:
${ExecutionApi}/*"
LambdaApiGatewayIAMRole:
Type: "AWS::IAM::Role"
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Action:
- "sts:AssumeRole"
Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- "lambda.amazonaws.com"
Policies:
- PolicyName: CloudWatchLogsPolicy
PolicyDocument:
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- "logs:*"
Resource: !Sub "arn:${AWS::Partition}:logs:*:*:*"
- PolicyName: StepFunctionsPolicy
PolicyDocument:
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- "states:SendTaskFailure"
- "states:SendTaskSuccess"
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Resource: "*"
# End Lambda that will be invoked by API Gateway
# Begin state machine that publishes to Lambda and sends an email with the link for
approval
HumanApprovalLambdaStateMachine:
Type: AWS::StepFunctions::StateMachine
Properties:
RoleArn: !GetAtt LambdaStateMachineExecutionRole.Arn
DefinitionString:
Fn::Sub: |
{
"StartAt": "Lambda Callback",
"TimeoutSeconds": 3600,
"States": {
"Lambda Callback": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:
${AWS::Partition}:states:::lambda:invoke.waitForTaskToken",
"Parameters": {
"FunctionName": "${LambdaHumanApprovalSendEmailFunction.Arn}",
"Payload": {
"ExecutionContext.$": "$$",
"APIGatewayEndpoint": "https://${ExecutionApi}.execute-api.
${AWS::Region}.amazonaws.com/states"
}
},
"Next": "ManualApprovalChoiceState"
},
"ManualApprovalChoiceState": {
"Type": "Choice",
"Choices": [
{
"Variable": "$.Status",
"StringEquals": "Approved! Task approved by ${Email}",
"Next": "ApprovedPassState"
},
{
"Variable": "$.Status",
"StringEquals": "Rejected! Task rejected by ${Email}",
"Next": "RejectedPassState"
}
]
},
"ApprovedPassState": {
"Type": "Pass",
"End": true
},
"RejectedPassState": {
"Type": "Pass",
"End": true
}
}
}
SNSHumanApprovalEmailTopic:
Type: AWS::SNS::Topic
Properties:
Subscription:
Endpoint: !Sub ${Email}
Protocol: email
LambdaHumanApprovalSendEmailFunction:
Type: "AWS::Lambda::Function"
Properties:

257

AWS Step Functions デベロッパーガイド
テンプレートソースコード
Handler: "index.lambda_handler"
Role: !GetAtt LambdaSendEmailExecutionRole.Arn
Runtime: "nodejs12.x"
Timeout: "25"
Code:
ZipFile:
Fn::Sub: |
console.log('Loading function');
const AWS = require('aws-sdk');
exports.lambda_handler = (event, context, callback) => {
console.log('event= ' + JSON.stringify(event));
console.log('context= ' + JSON.stringify(context));
const executionContext = event.ExecutionContext;
console.log('executionContext= ' + executionContext);
const executionName = executionContext.Execution.Name;
console.log('executionName= ' + executionName);
const statemachineName = executionContext.StateMachine.Name;
console.log('statemachineName= ' + statemachineName);
const taskToken = executionContext.Task.Token;
console.log('taskToken= ' + taskToken);
const apigwEndpint = event.APIGatewayEndpoint;
console.log('apigwEndpint = ' + apigwEndpint)
const approveEndpoint = apigwEndpint + "/execution?action=approve&ex=" +
executionName + "&sm=" + statemachineName + "&taskToken=" + encodeURIComponent(taskToken);
console.log('approveEndpoint= ' + approveEndpoint);
const rejectEndpoint = apigwEndpint + "/execution?action=reject&ex=" +
executionName + "&sm=" + statemachineName + "&taskToken=" + encodeURIComponent(taskToken);
console.log('rejectEndpoint= ' + rejectEndpoint);
const emailSnsTopic = "${SNSHumanApprovalEmailTopic}";
console.log('emailSnsTopic= ' + emailSnsTopic);
var emailMessage = 'Welcome! \n\n';
emailMessage += 'This is an email requiring an approval for a step
functions execution. \n\n'
emailMessage += 'Please check the following information and click "Approve"
link if you want to approve. \n\n'
emailMessage += 'Execution Name -> ' + executionName + '\n\n'
emailMessage += 'Approve ' + approveEndpoint + '\n\n'
emailMessage += 'Reject ' + rejectEndpoint + '\n\n'
emailMessage += 'Thanks for using Step functions!'
const sns = new AWS.SNS();
var params = {
Message: emailMessage,
Subject: "Required approval from AWS Step Functions",
TopicArn: emailSnsTopic
};
sns.publish(params)
.promise()
.then(function(data) {
console.log("MessageID is " + data.MessageId);
callback(null);
}).catch(
function(err) {
console.error(err, err.stack);
callback(err);
});
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}
LambdaStateMachineExecutionRole:
Type: "AWS::IAM::Role"
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service: states.amazonaws.com
Action: "sts:AssumeRole"
Policies:
- PolicyName: InvokeCallbackLambda
PolicyDocument:
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- "lambda:InvokeFunction"
Resource:
- !Sub "${LambdaHumanApprovalSendEmailFunction.Arn}"
LambdaSendEmailExecutionRole:
Type: "AWS::IAM::Role"
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service: lambda.amazonaws.com
Action: "sts:AssumeRole"
Policies:
- PolicyName: CloudWatchLogsPolicy
PolicyDocument:
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- "logs:CreateLogGroup"
- "logs:CreateLogStream"
- "logs:PutLogEvents"
Resource: !Sub "arn:${AWS::Partition}:logs:*:*:*"
- PolicyName: SNSSendEmailPolicy
PolicyDocument:
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- "SNS:Publish"
Resource:
- !Sub "${SNSHumanApprovalEmailTopic}"
# End state machine that publishes to Lambda and sends an email with the link for approval
Outputs:
ApiGatewayInvokeURL:
Value: !Sub "https://${ExecutionApi}.execute-api.${AWS::Region}.amazonaws.com/states"
StateMachineHumanApprovalArn:
Value: !Ref HumanApprovalLambdaStateMachine
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Step Functions で X-Ray によるトレースを表示す
る
このチュートリアルでは、X-Ray を使用してステートマシンの実行時に発生するエラーを追跡する方法に
ついて説明します。AWS X-Ray を使用して、ステートマシンのコンポーネントの視覚化、パフォーマン
スのボトルネックの特定、およびエラーの原因となったリクエストのトラブルシューティングを行うこと
ができます。このチュートリアルでは、ランダムにエラーを生成する Lambda 関数をいくつか作成し、XRay を使用してトレースおよび分析します。
Lambda を使用する Step Functions ステートマシンの作成 (p. 199) チュートリアルでは、 Lambda関数
を呼び出すステートマシンを作成する手順について説明します。このチュートリアルを完了済みである場
合は、[Step 2] (p. 262) (ステップ 2) に進み、前に作成したAWS Identity and Access Management (IAM)
ロールを使用してください。
トピック
• ステップ 1: Lambda 用にIAM ロールを作成する (p. 260)
• ステップ 2: Lambda 関数を作成する (p. 261)
• ステップ 3: さらに 2 つの Lambda 関数を作成する (p. 261)
• ステップ 4: ステートマシンを作成する (p. 262)
• ステップ 5: 新しい実行をスタートする (p. 264)

ステップ 1: Lambda 用にIAM ロールを作成する
AWS Lambda と AWS Step Functions はどちらもコードを実行して AWS リソース (Amazon S3 バケッ
トに保存されているデータなど) にアクセスできます。セキュリティを維持するために、Lambda および
Step Functions にこれらのリソースへのアクセスを付与する必要があります。
Lambda 関数を作成する際に AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを割り当てる必要があり
ます。これは、ステートマシンを作成する際に Step Functions から、IAM ロールの割り当てを求められる
のと同じ方法です。
IAM コンソールを使用して、サービスにリンクされたロールを作成できます。

ロールを作成するには (コンソール)
1.

AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/
iam/) を開きます。

2.

IAM コンソールのナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。次に、[Create role] (ロー
ルの作成) を選択します。

3.

[AWS Service] ( のサービス) ロールタイプを選択してから、Lambda を選択します。

4.

ユースケースに [Lambda] を選択します。ユースケースは、サービスに必要な信頼ポリシーを含める
ように定義されています。次に、[Next: Permissions] (次へ: 許可) を選択します。

5.

ロールにアタッチするアクセス許可ポリシーを 1 つ以上選択します (例:
AWSLambdaBasicExecutionRole)。AWS Lambda アクセス許可モデルを参照してください。
ロールに許可するアクセス許可を割り当てるポリシーの横にあるボックスを選択し、[Next: Review]
(次へ: レビュー) をクリックします。

6.

[Role name] (ロール名) に入力します。

7.

(オプション) [Role description] (ロールの説明) で、サービスにリンクされた新しいロールの説明を編
集します。
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8.

ロールを確認し、[Create role] (ロールの作成) を選択します。

ステップ 2: Lambda 関数を作成する
Lambda 関数はエラーまたはタイムアウトをランダムにスローし、X-Ray で表示するサンプルデータを生
成します。

Important
Lambda 関数がステートマシンと同じ AWS アカウントと AWS リージョンの下にあることを確認
します。
1.

Lambda コンソールを開き、[関数の作成] を選択します。

2.

[Create function] (関数の作成) セクションで、[Author from scratch] (一から作成) を選択します。

3.

[Basic information] (ベーシックな情報) セクションで、Lambda 関数を構成:
a.

[Function name] (関数名) に TestFunction1 と入力します。

b.

[Runtime] (ランタイム) で [Node.js 12.x] を選択します。

c.

[Role] (ロール) で、[Choose an existing role] (既存のロールを選択) を選択します。

d.

[Existing role] (既存のロール) で、前に作成した Lambda ロール (p. 260)を選択します。

Note

e.

作成した IAM ロールがリストに表示されない場合は、そのロールが Lambda に伝達され
るまであと数分かかる場合があります。
[Create function] (関数の作成) を選択します。
Lambda 関数が作成されたら、ページの右上隅に表示されているその Amazon リソースネーム
(ARN) を記録します。例:
arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:TestFunction1

4.

Lambda 関数の次のコードを TestFunction1 ページの「関数コード」セクションにコピーします。
function getRandomSeconds(max) {
return Math.floor(Math.random() * Math.floor(max)) * 1000;
}
function sleep(ms) {
return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
}
exports.handler = async (event, context) => {
if(getRandomSeconds(4) === 0) {
throw new Error("Something went wrong!");
}
let wait_time = getRandomSeconds(5);
await sleep(wait_time);
return { 'response': true }
};

5.

このコードは、時間切れの障害をランダムに作成します。これは、X-Ray トレースを使用して表示お
よび分析できるステートマシンでエラーの例を生成するために使用されます。
[Save] (保存) を選択します。

ステップ 3: さらに 2 つの Lambda 関数を作成する
さらに 2 つの Lambda 関数を作成します。
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1.

ステップ 2 を繰り返して、さらに 2 つの Lambda 関数を作成します。次の関数については、[Function
name] (関数名) に TestFunction2 を入力します。最後の関数については、[Function name] (関数名)
に TestFunction3 を入力します。

2.

Lambda コンソールで、TestFunction1、TestFunction2、TestFunction3 の 3 つの Lambda
関数があることをチェックします

ステップ 4: ステートマシンを作成する
Step Functions コンソールで、Task 状態を使用してステートマシンを作成します。各 Task 状態 は 3 つ
の Lambda 関数のうちの 1 つをリファレンスします。
1.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成) を選択します。

2.

[Define state machine] (ステートマシンの定義) ページで、[Author with code snippets] (コードスニ
ペットで作成) を選択します。[Type] (タイプ) で、[Standard] (標準) を選択します。

Note
ステートマシン、実行、アクティビティ名は 1～80 文字で、アカウントと AWS リージョン
が一意である必要があり、以下のものを含めることはできません。
• 空白
• ワイルドカード文字 (? *)
• 角かっこ (< > { } [ ])
• 特殊文字 (: ; , \ | ^ ~ $ # % & ` ")
• 制御文字 (\\u0000 - \\u001f または \\u007f - \\u009f)
ステートマシンのタイプが Express の場合、ステートマシンを複数回実行する際に同じ名前
を指定できます。Step Functions は、複数の実行が同じ名前であっても、Express ステート
マシンの実行ごとに一意の実行 ARN を生成します。
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ
名を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しません CloudWatch。
CloudWatch メトリクスを確実に追跡できるようにするには、ASCII 文字のみを使用する名前
を選択します。
3.

[State machine definition] (ステートマシンの定義) ペインで、例を次のステートマシン定義に置き換え
ます。各 Task タスクの状態については、次の例に示すように、以前に作成した対応する Lambda 関
数 (p. 261)の ARN を使用します。
{

"StartAt": "CallTestFunction1",
"States": {
"CallTestFunction1": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:test-function1",
"Catch": [
{
"ErrorEquals": [
"States.TaskFailed"
],
"Next": "AfterTaskFailed"
}
],
"Next": "CallTestFunction2"
},
"CallTestFunction2": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:test-function2",
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}

}

"Catch": [
{
"ErrorEquals": [
"States.TaskFailed"
],
"Next": "AfterTaskFailed"
}
],
"Next": "CallTestFunction3"
},
"CallTestFunction3": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:test-function3",
"TimeoutSeconds": 5,
"Catch": [
{
"ErrorEquals": [
"States.Timeout"
],
"Next": "AfterTimeout"
},
{
"ErrorEquals": [
"States.TaskFailed"
],
"Next": "AfterTaskFailed"
}
],
"Next": "Succeed"
},
"Succeed": {
"Type": "Succeed"
},
"AfterTimeout": {
"Type": "Fail"
},
"AfterTaskFailed": {
"Type": "Fail"
}

これは、Amazon ステートメント言語を使用したステートマシンの説明で
す。Task、CallTestFunction1 および CallTestFunction2 という名前の 3 つの
CallTestFunction3 状態を定義します。それぞれが 3 つの Lambda 関数のうちの 1 つを呼び出し
ます。詳細については、State Machine Structure (p. 27) を参照してください。
[Next] (次へ) を選択します。
4.

[Name] (名前) を入力します (例: TraceFunctions)。

5.

IAM ロールを作成または入力:
• Step Functions の IAM ロールを作成するには、[Create an IAM role for me] (自分用 IAM ロールを作
成する) を選択し、あなたのロールの [Name] (名前) を入力します。
• ステートマシン用に正しい許可のある IAM ロールを以前に作成した (p. 616)のであれば、[Choose
an existing IAM role] (既存のIAM ロールを選択する) を選択します。リストからロールを選択する
か、そのロールの ARN を指定します。

Note
Step Functions が作成した IAM ロールを削除すると、Step Functions を後で再作成するこ
とはできません。同様に、ロールを変更すると (例えば、IAM ポリシーのプリンシパルから
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Step Functions を削除するなど)、後で Step Functions でそれを元の設定に復元することはで
きません。
6.

[Tracing] (トレース) ペインで、[Enable X-Ray] (X-Ray を有効にする) トレースが選択されています。
こうすると、ステートマシンの X-Ray トレースを表示できます。

7.

[Create state machine] (ステートマシンの作成) を選択します。

ステップ 5: 新しい実行をスタートする
ステートマシンを作成した後、実行をスタートします。
1.

TraceFunctionsページで、[実行開始] を選択します。
[New execution] (新しい実行) ページが表示されます。

2.

(オプション) 実行を識別しやすくするために、[Name] (名を) ボックスに 1 名を指定できます。デフォ
ルトでは、Step Functions は自動的に一意実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ
名を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しません CloudWatch。
CloudWatch メトリクスを確実に追跡できるようにするには、ASCII 文字のみを使用する名前
を選択します。
3.

[Start Execution] (実行のスタート) を選択します。
ステートマシンの新しい実行がスタートされ、実行中の実行が表示されている新しいページが表示さ
れます。複数の (少なくとも 3 つ) の実行を行います。

4.

実行が終了した後、[X-Ray trace map] (X-Ray トレースマップ) リンクに従います。実行中であって
も、トレースを表示できますが、X-Ray トレースマップを表示する前に、実行結果を確認したくなる
かもしれません。

5.

サービスマップを表示して、エラーの発生場所、高レイテンシーの接続、失敗したリクエス
トのトレースを識別します。この例では、各関数が受信しているトラフィック量を確認できま
す。TestFunction2 の呼び出し回数は TestFunction3 よりも多く、TestFunction1 の呼び出し
回数は TestFunction2 の 2 倍を超えました。
このサービスマップは、各ノードの状態をエラーと障害に対する正常な呼び出しの比率に基づいて色
分けしたものです。
• 緑は、正常な呼び出し
• 赤は、サーバー障害 (500 系のエラー)
• 黄は、クライアントエラー (400 系のエラー)
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• 紫は、スロットリングエラー (429 リクエストが多すぎる)

そのノードのリクエスト、または 2 つのノード間のエッジを表示するサービスノードを選択して、そ
の接続でやりとりされたリクエストを表示できます。
6.

X-Ray トレースマップを表示して、実行ごとに何が起こったかを確認します。タイムラインビューに
は、セグメントとサブセグメントの階層を表示します。リスト内の最初のエントリは、1 回のリクエ
ストに対してサービスによって記録されたすべてのデータを表すセグメントです。セグメントの下に
サブセグメントがあります。この例では、Lambda 関数によって記録されたサブセグメントを表示し
ています。

X-Ray トレースを理解し、Step Functions を使って X-Ray を使用する方法の詳細については、AWS XRay および Step Functions (p. 599) を参照
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AWS SDK のサービス統合を使用して Amazon S3
バケット情報を収集する
このチュートリアルでは、1 台のスタンダードステートマシンと 1 台の Express ステートマシンを作成
し、それぞれ同じ定義を持たせる AWS SDK 統合 (p. 342)プロジェクトのデプロイ方法を示します。こ
れらは Amazon S3 バケットに関する情報を収集し、現在のリージョンの各バケットのバージョン情報と
ともにバケットを一覧表示します。
このチュートリアルに含まれている AWS CloudFormation スタックをデプロイすると、以下を含めてすべ
ての必要なリソースが作成されます。
• AWS Step Functions スタンダードステートマシン
• AWS Step Functions Express ステートマシン
• 関連する AWS Identity and Access Management ロールとアクセス権限
詳細については、[Working with CloudFormation Templates] (Working with CloudFormation
の使用テンプレート) と [AWS CloudFormation User Guide] (ユーザーガイド) の
AWS::StepFunctions::StateMachine リソースを参照してください。
トピック
• ステップ 1: を作成するAWS CloudFormationテンプレート (p. 266)
• ステップ 2: スタックの作成 (p. 267)
• ステップ 3: Workflow Studio でステートマシンを表示する (p. 267)
• ステップ 4: スタンダードステートマシンを実行する (p. 268)
• ステップ 5: Express ステートマシンを実行する (p. 269)
• AWS CloudFormation テンプレートソースコード (p. 270)

ステップ 1: を作成するAWS CloudFormationテンプ
レート
1.

AWS CloudFormation テンプレートソースコード (p. 270) セクションからサンプルコードをコピー
します。

2.

AWS CloudFormation テンプレートのソースをローカルマシン上のファイルに貼り付けます。
この例では、ファイルは aws-sdk.yaml という名前です。
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ステップ 2: スタックの作成
1.

AWS CloudFormation コンソール にログインします。

2.

[Create Stack] (スタックの作成) を選択します。

3.

[Choose a template] (テンプレートを選択) で、[Upload a template to Amazon S3] (Amazon S3 にテン
プレートをアップロード)、[Choose File] (ファイルを選択) の順に選択します。

4.

以前に作成した aws-sdk.yaml ファイルから テンプレートソースコード (p. 270) が含まれている
ものを開きます。

5.

[Open] (開く)、[Next] (次へ) の順に選択します。

6.

[Specify Details] (詳細の指定) で [Stack name] (スタック名) を入力します。

7.

[Options] (オプション) ページで、下にスクロールして [Next] (次へ) を選択します。

8.

[Review] (確認) ページで、以下を選択:
AWS CloudFormation によって IAM リソースが作成される場合があることを承認します。
AWS CloudFormation によってカスタム名がついた IAM リソースが作成される場合があることを承認
します。
それを認めるAWS CloudFormation次の機能が必要になる場合がありま
す。CAPABILITY_AUTO_EXPAND

9.

[Create] (作成) を選択すると、AWS CloudFormation はスタックの作成をスタート
し、CREATE_IN_PROGRESS ステータスが表示されます。プロセスが完了すると、AWS
CloudFormation に CREATE_COMPLETE ステータスが表示されます。

10. (省略可能) スタックのリソースを表示するには、スタックを選択して [Resources] (リソース) タブを
選択します。

ステップ 3: Workflow Studio でステートマシンを表示
する
1.

Step Functions コンソールにサインインします。

2.

[Gather-S3-Bucket-Info-Standard] または [Gather-S3-Bucket-Info-Express] という新しいステートマシ
ンのうち、一方を選択します。
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3.

[Edit] を選択します。
ステートマシンの定義が表示されます。

4.

[Workflow Studio] (ワークフロースタジオ) を選択します。Step Functions Workflow Studio でステート
マシンを表示および編集できます。

ステップ 4: スタンダードステートマシンを実行する
1.

Step Functions コンソールにまだサインインしていない場合は、サインインします。

2.

[State machines] (ステートマシン) ページでは、Gather-S3-Bucket-Info-Standard を選択します。

3.

[Start execution] (実行のスタート) を選択します。

4.

(オプション) 一部を実行するため入力します。
{
}

5.

"Comment": "Testing the AWS SDK tutorial."

[Start execution] (実行のスタート) を選択します。
[Gather-S3-Bucket-Info-Standard] 実行がスタートされます。

6.

実行が終了した後、[Execution output] (実行出力) で結果を表示できます。
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ステップ 5: Express ステートマシンを実行する
1.

Step Functions コンソールにまだサインインしていない場合は、サインインします。

2.

[State machines] (ステートマシン) ページでは、[Gather-S3-Bucket-Info-Express] を選択します。

3.

[Start execution] (実行のスタート) を選択します。

4.

(オプション) 一部を実行するため入力します。
{
}

5.

"Comment": "Testing the AWS SDK Express tutorial."

[Start execution] (実行のスタート) を選択します。
[Gather-S3-Bucket-Info-Express] 実行がスタートします。

6.

実行が終了した後、[Details] (詳細) の [Execution output] (実行出力) セクションの結果を表示します。
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AWS CloudFormation テンプレートソースコード
この AWS CloudFormation テンプレートを使用し、AWS Step Functions の AWS SDK 統合例をデプロイ
します。
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: "An example of using Aws-SDK service integrations to gather info on S3
buckets"
Resources:
ApplicationRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- states.amazonaws.com
Action:
- "sts:AssumeRole"
Policies:
- PolicyName: AppPolicy
PolicyDocument:
Version: 2012-10-17
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Statement:
Effect: Allow
Action:
- xray:PutTraceSegments
- xray:PutTelemetryRecords
- xray:GetSamplingRules
- xray:GetSamplingTargets
- s3:ListAllMyBuckets
- s3:ListBucket
- s3:GetBucketVersioning
- s3:GetBucketLocation
Resource: '*'
StateMachineGetS3BucketInfoStandard:
Type: AWS::Serverless::StateMachine
Properties:
Type: "STANDARD"
Name: "Gather-S3-Bucket-Info-Standard"
Role: !GetAtt ApplicationRole.Arn
Definition:
Comment: An example of using Aws-SDK service integrations to gather info on S3
buckets
StartAt: ListBuckets
States:
ListBuckets:
Type: Task
Parameters: {}
Resource: arn:aws:states:::aws-sdk:s3:listBuckets
Next: Map
Retry:
- ErrorEquals:
- States.ALL
BackoffRate: 1
IntervalSeconds: 1
MaxAttempts: 3
Map:
Type: Map
Iterator:
StartAt: GetBucketLocation
States:
GetBucketLocation:
Type: Task
Parameters:
Bucket.$: "$.Name"
Resource: arn:aws:states:::aws-sdk:s3:getBucketLocation
ResultPath: "$.BucketLocationInfo"
Next: Is In Current Region?
Retry:
- ErrorEquals:
- States.ALL
BackoffRate: 1
IntervalSeconds: 1
MaxAttempts: 3
Is In Current Region?:
Type: Choice
Choices:
- And:
- Variable: "$.BucketLocationInfo.LocationConstraint "
IsPresent: true
- Variable: "$.BucketLocationInfo.LocationConstraint "
StringEquals: ca-central-1
Next: GetBucketVersioning
Default: Add Unknown Version Info
Add Unknown Version Info:
Type: Pass
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End: true
ResultPath: "$.BucketVersioningInfo"
Result:
Status: Unknown
GetBucketVersioning:
Type: Task
End: true
Parameters:
Bucket.$: "$.Name"
Resource: arn:aws:states:::aws-sdk:s3:getBucketVersioning
ResultPath: "$.BucketVersioningInfo"
Retry:
- ErrorEquals:
- States.ALL
BackoffRate: 1
IntervalSeconds: 1
MaxAttempts: 3
End: true
ItemsPath: "$.Buckets"
StateMachineGetS3BucketInfoExpress:
Type: AWS::Serverless::StateMachine
Properties:
Type: "EXPRESS"
Name: "Gather-S3-Bucket-Info-Express"
Role: !GetAtt ApplicationRole.Arn
Definition:
Comment: An example of using Aws-SDK service integrations to gather info on S3
buckets
StartAt: ListBuckets
States:
ListBuckets:
Type: Task
Parameters: {}
Resource: arn:aws:states:::aws-sdk:s3:listBuckets
Next: Map
Retry:
- ErrorEquals:
- States.ALL
BackoffRate: 1
IntervalSeconds: 1
MaxAttempts: 3
Map:
Type: Map
Iterator:
StartAt: GetBucketLocation
States:
GetBucketLocation:
Type: Task
Parameters:
Bucket.$: "$.Name"
Resource: arn:aws:states:::aws-sdk:s3:getBucketLocation
ResultPath: "$.BucketLocationInfo"
Next: Is In Current Region?
Retry:
- ErrorEquals:
- States.ALL
BackoffRate: 1
IntervalSeconds: 1
MaxAttempts: 3
Is In Current Region?:
Type: Choice
Choices:
- And:
- Variable: "$.BucketLocationInfo.LocationConstraint "
IsPresent: true
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- Variable: "$.BucketLocationInfo.LocationConstraint "
StringEquals: ca-central-1
Next: GetBucketVersioning
Default: Add Unknown Version Info
Add Unknown Version Info:
Type: Pass
End: true
ResultPath: "$.BucketVersioningInfo"
Result:
Status: Unknown
GetBucketVersioning:
Type: Task
End: true
Parameters:
Bucket.$: "$.Name"
Resource: arn:aws:states:::aws-sdk:s3:getBucketVersioning
ResultPath: "$.BucketVersioningInfo"
Retry:
- ErrorEquals:
- States.ALL
BackoffRate: 1
IntervalSeconds: 1
MaxAttempts: 3
End: true
ItemsPath: "$.Buckets"
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デベロッパーツール
次のリソースには、サーバーレスワークフローの構築とステートマシンの操作に関する追加情報が含まれ
ています。
• AWS CDK
• AWS Toolkit for VS Code
以下のトピックには、ステートマシンの作成、テスト、およびデバッグ方法を教えるリソースが含まれて
います。
トピック
• 開発オプション (p. 274)
• AWS Step Functions および AWS SAM (p. 281)
• AWS CloudFormation を使用して Step Functions 用の Lambda ステートマシンを作成する (p. 283)
• AWS CDK を使用してStep Functions 用の Lambda ステートマシンを作成 (p. 291)
• を使用して同期エクスプレスステートマシンを使用した API Gateway REST API の作成AWS
CDK (p. 300)
• AWS Step Functions Data Science SDK for Python (p. 313)
• Step Functions ステートマシンのローカルテスト (p. 313)

開発オプション
AWS Step Functions ステートマシンは、コンソール、SDK、またはテストと開発のためのローカルバー
ジョンを使用するなど、いくつかの方法で実装できます。
トピック
• Step Functions コンソール (p. 274)
• AWS SDK (p. 275)
• 標準ワークフローと Express ワークフロー (p. 275)
• HTTPS サービス API (p. 275)
• [Development environments]（開発環境） (p. 275)
• エンドポイント (p. 276)
• AWS CLI (p. 276)
•
•
•
•

Step Functions Local (p. 276)
AWS Toolkit for Visual Studio Code (p. 276)
AWS Serverless Application Model および Step Functions (p. 276)
定義形式のサポート (p. 277)

Step Functions コンソール
ステートマシンは Step Functions コンソールを使用して定義できます。 を使用してタスクのコードを入力
し、 コンソールで を使用してステートマシンを定義することで、ローカルの開発環境を使用せずにクラウ
ド内に複雑なステートマシンを作成できます。記述したら Step Functions コンソールで Amazon ステート
メント言語を使用してステートマシンの定義ができます。
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Lambda ステートマシンの作成 (p. 199)チュートリアルでは、この方法を使用してシンプルなステートマ
シンを作成し、それを実行して結果を確認します。

データフローシミュレータ
Step Functions コンソールでワークフローを設計、実装、およびデバッグできます。入出力処理を
使用してJsonPath、ワークフロー内のデータフローを制御することもできます。Step Functions
コンソールのデータフローシミュレータを使用して、状態から状態への情報の流れを学び、日付を
フィルタリングして操作する方法を理解します。このツールを使用すると、Step Functions が 使用し
て、InputPath、Parameters、ResultSelector、OutputPath、ResultPathなどのデータを処理
する各フィールド (p. 82)をシミュレーションできます。

AWS SDK
Step Functions は、AWS SDKs for Java、.NET、Ruby、PHP、Python (Boto 3)、JavaScript、Go、およ
び C++ でサポートされています。これらの SDK は、さまざまなプログラミング言語で Step Functions
HTTPS API アクションを使用する便利な方法を提供します。
これらの SDK ライブラリで公開されている API アクションを使用して、ステートマシン、アクティビ
ティ、ステートマシンスターターを開発できます。また、これらのライブラリを使用して可視性オペレー
ションにアクセスし、独自の Step Functions のモニタリングおよびレポートツールを開発できます。
Step Functions を他の AWS のサービスで使用するには、現行の AWS SDK のリファレンスドキュメント
および Amazon Web Services のツール を参照してください。

Note
Step Functions は HTTPS エンドポイントのみをサポートしています。

標準ワークフローと Express ワークフロー
新しいステートマシンを作成するときは、Type に標準または Express のいずれかを選択する必要があり
ます。どちらの場合も、Amazon ステートメント言語を使用してステートマシンを定義します。ステート
マシンの実行の動作は、選択したタイプによって異なります。ステートマシンが作成された後は、選択し
たタイプを変更することはできません。
詳細については、 CloudWatch Logs を使用したログ記録 (p. 595) を参照してください。

HTTPS サービス API
Step Functions は HTTPS リクエスト経由でアクセス可能なサービスオペレーションを提供します。これ
らのオペレーションを使用して Step Functions と直接通信したり、HTTPS を介して Step Functions と通
信できる任意の言語で独自のライブラリを開発したりできます。
サービス API アクションを使用するステートマシン、ワーカー、ステートマシンスターターを開発でき
ます。また、API アクションを介して可視性オペレーションにアクセスし、独自のモニタリングおよびレ
ポートツールを開発できます。
API アクションの詳細については、AWS Step Functions API リファレンスを参照してください。

[Development environments]（開発環境）
使用するプログラミング言語に適した開発環境を設定する必要があります。
例えば、Java を使用して Step Function に開発する場合、Java 開発環境 (AWS SDK for Java など) を各
開発ワークステーションにインストールする必要があります。Java 開発者が Eclipse IDE を使用する場合
は、AWS Toolkit for Eclipse もインストールする必要があります。この Eclipse プラグインによって AWS
の開発に役立つ機能が追加されます。
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プログラミング言語にランタイム環境が必要な場合は、これらのプロセスを実行する各コンピュータに環
境を設定する必要があります。

エンドポイント
レイテンシーを軽減し要件を満たす場所にデータを保存するために、Step Functions では異なる AWS
リージョンのエンドポイントが用意されています。
Step Functions の各エンドポイントは完全に独立しています。ステートマシンまたはアクティビティ
は、それが作成されたリージョン内にのみ存在します。あるリージョンで作成されたステートマシ
ンおよびアクティビティは、別のリージョンで作成されたものとデータや属性を共有しません。たと
えば、2STATES-Flows-1 つの異なるリージョンで名前が付けられたステートマシンを登録できま
す。STATES-Flows-1あるリージョンのステートマシンは、STATES-Flow-1もう一方のリージョンのス
テートマシンとデータや属性を共有しません。
Step Functions エンドポイントのリストについては、AWS 全般のリファレンスのAWS Step Functions
リージョンとエンドポイント: を参照してください。

AWS CLI
AWS Command Line Interface (AWS CLI) からの多くの Step Functions の特徴にアクセスできます。AWS
CLI は、Step Functions コンソールの使用、または場合によっては Step Functions API アクションを使用
したプログラミングの代替手段を提供します。例えば、AWS CLI を使用してステートマシンを作成し、そ
の後ステートマシンを一覧表示できます。
AWS CLI の Step Functions コマンドを使用して、実行、アクティビティのポーリング、タスクハートビー
トの記録などをスタートおよび管理を有効にできます。Step Functions コマンドの完全なリストと使用可
能な引数、および使用方法を示す例については、AWS CLI コマンドリファレンスを参照してください。
コマンドは Amazon ステートメント言語 に密接に従うため、AWS CLI を使用して Step Functions API ア
クションについて習得できます。また、既存の API の知識を使用して、コマンドラインからコードのプロ
トタイプを作成したり Step Functions アクションを実行したりできます。

Step Functions Local
テストと開発のため、ローカルマシンで Step Functions をインストールおよび実行できます。Step
Functions Local を使って、任意のマシンで実行をスタートできます。
ローカルバージョンの Step Functions は、AWS およびローカルの実行で AWS Lambda 関数を呼び出すこ
とができます。また、他の サポートされている AWS のサービス (p. 339)を調整することもできます。
(詳しくは、「Step Functions ステートマシンのローカルテスト (p. 313)」を参照してください。)

AWS Toolkit for Visual Studio Code
VS コードを使用して、リモートステートマシンとやり取りし、ローカルでステートマシンを開発できま
す。ステートマシンの作成や更新、既存のステートマシンの一覧表示、実行およびダウンロードを行うこ
とができます。VS Code を使用して、テンプレートから新しいステートマシンを作成したり、ステートマ
シンを可視化したり、コードスニペット、コード補完、コード検証を行ったりすることもできます。
詳細については、AWS Toolkit for Visual Studio Code ユーザーガイドを参照してください。

AWS Serverless Application Model および Step
Functions
Step Functions は AWS Serverless Application Model と統合されています。これにより、ワークフローを
Lambda 関数、API、イベントと統合して、サーバーレスアプリケーションを作成できます。
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統合エクスペリエンスの一部として、AWS SAM CLI を AWS Toolkit for Visual Studio Code と組み合わせ
て使用することもできます。
詳細については、AWS Step Functions および AWS SAM (p. 281) を参照してください。

定義形式のサポート
Step Functions には、さまざまな形式でステートマシン定義を提供できるさまざまなツールが用意されて
います。ステートマシンの詳細を指定する Amazon ステートメント言語 (ASL) 定義は、文字列形式で、ま
たは JSON または YAML を使用してシリアル化されたオブジェクトとして提供できます。

Note
YAML は単一行のコメントを許可します。テンプレートのステートマシン定義部分で提供される
YAML コメントは、作成されたリソースの定義には転送されません。代わりに、ステートマシン
定義内の Comment プロパティを使用できます。詳細については、ステートマシン構造 (p. 27) の
ページを参照してください。
次の表で、どのツールが ASL ベースの定義をサポートしているかを示します。

ツールによる定義フォーマットのサポート
JSON

Step Functions
コンソー
ル (p. 274)

YAML

Amazon ステー
トメント言語の
文字列

✓

HTTPS サービ
ス API

✓

AWS
CLI (p. 276)

✓

Step Functions
Local (p. 276)

✓

AWS Toolkit for ✓
Visual Studio
Code (p. 276)

✓

AWS
SAM (p. 276)

✓

✓

AWS
✓
CloudFormation (p. 283)

✓

✓

Note
AWS CloudFormation と AWS SAM も、ステートマシンの定義を JSON または YAML 形式で
Amazon S3 にアップロードし、テンプレートで定義の Amazon S3 のロケーションを提供も許可
できます。これにより、ステートマシンの定義が複雑な場合に、テンプレートの読みやすさを向
上できます。詳細については、AWS::StepFunctions::StateMachine S3Location ページを参照して
ください。
次の例 AWS CloudFormation テンプレートは、異なる入力形式を使用して同じステートマシン定義を提供
する方法を示しています。
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JSON with Definition
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "AWS Step Functions sample template.",
"Resources": {
"MyStateMachine": {
"Type": "AWS::StepFunctions::StateMachine",
"Properties": {
"RoleArn": {
"Fn::GetAtt": [ "StateMachineRole", "Arn" ]
},
"TracingConfiguration": {
"Enabled": true
},
"Definition": {
"StartAt": "HelloWorld",
"States": {
"HelloWorld": {
"Type": "Pass",
"End": true
}
}
}
}
},
"StateMachineRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"sts:AssumeRole"
],
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"states.amazonaws.com"
]
}
}
]
},
"ManagedPolicyArns": [],
"Policies": [
{
"PolicyName": "StateMachineRolePolicy",
"PolicyDocument": {
"Statement": [
{
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
}
]
}
}
]
}
}
},
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}

"Outputs": {
"StateMachineArn": {
"Value": {
"Ref": "MyStateMachine"
}
}
}

JSON with DefinitionString
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "AWS Step Functions sample template.",
"Resources": {
"MyStateMachine": {
"Type": "AWS::StepFunctions::StateMachine",
"Properties": {
"RoleArn": {
"Fn::GetAtt": [ "StateMachineRole", "Arn" ]
},
"TracingConfiguration": {
"Enabled": true
},
"DefinitionString": "{\n \"StartAt\": \"HelloWorld\",\n \"States\": {\n
\"HelloWorld\": {\n
\"Type\": \"Pass\",\n
\"End\": true\n
}\n }\n}"
}
},
"StateMachineRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"sts:AssumeRole"
],
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"states.amazonaws.com"
]
}
}
]
},
"ManagedPolicyArns": [],
"Policies": [
{
"PolicyName": "StateMachineRolePolicy",
"PolicyDocument": {
"Statement": [
{
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
}
]
}
}
]
}
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}

}
},
"Outputs": {
"StateMachineArn": {
"Value": {
"Ref": "MyStateMachine"
}
}
}

YAML with Definition
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: AWS Step Functions sample template.
Resources:
MyStateMachine:
Type: 'AWS::StepFunctions::StateMachine'
Properties:
RoleArn: !GetAtt
- StateMachineRole
- Arn
TracingConfiguration:
Enabled: true
Definition:
# This is a YAML comment. This will not be preserved in the state machine
resource's definition.
Comment: This is an ASL comment. This will be preserved in the state machine
resource's definition.
StartAt: HelloWorld
States:
HelloWorld:
Type: Pass
End: true
StateMachineRole:
Type: 'AWS::IAM::Role'
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Action:
- 'sts:AssumeRole'
Effect: Allow
Principal:
Service:
- states.amazonaws.com
ManagedPolicyArns: []
Policies:
- PolicyName: StateMachineRolePolicy
PolicyDocument:
Statement:
- Action:
- 'lambda:InvokeFunction'
Resource: "*"
Effect: Allow
Outputs:
StateMachineArn:
Value:
Ref: MyStateMachine

YAML with DefinitionString
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
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Description: AWS Step Functions sample template.
Resources:
MyStateMachine:
Type: 'AWS::StepFunctions::StateMachine'
Properties:
RoleArn: !GetAtt
- StateMachineRole
- Arn
TracingConfiguration:
Enabled: true
DefinitionString: |
{
"StartAt": "HelloWorld",
"States": {
"HelloWorld": {
"Type": "Pass",
"End": true
}
}
}
StateMachineRole:
Type: 'AWS::IAM::Role'
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Action:
- 'sts:AssumeRole'
Effect: Allow
Principal:
Service:
- states.amazonaws.com
ManagedPolicyArns: []
Policies:
- PolicyName: StateMachineRolePolicy
PolicyDocument:
Statement:
- Action:
- 'lambda:InvokeFunction'
Resource: "*"
Effect: Allow
Outputs:
StateMachineArn:
Value:
Ref: MyStateMachine

AWS Step Functions および AWS SAM
統合エクスペリエンスの一部として AWS SAM CLI を AWS Toolkit for Visual Studio Code と組み合わせ
て使用して、ステートマシンをローカルに作成できます。AWS SAM を使用してサーバーレスアプリケー
ションを構築し、VS Code IDE でステートマシンを構築できます。その後、リソースを検証、パッケージ
化、デプロイできます。オプションで、にパブリッシュすることもできますAWS Serverless Application
Repository。

Step Functions を AWS SAM で使う理由
Step Functions を AWS SAM とともに使用する場合、以下を実行できます。
• AWS SAM サンプルテンプレートを使用して数分で開始します。
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• ステートマシンをサーバーレスアプリケーションにビルドします。
• 変数置換を使用して、デプロイ時に ARN をステートマシンに置き換えます。
• AWS SAM ポリシーテンプレートを使用して、ステートマシンロールの指定を簡素化します。
• API Gateway、Eventbridge イベントと共に、または AWS SAM テンプレート内のスケジュールにおい
てステートマシンの実行をトリガーします。

Step Functions と AWS SAM 仕様 との統合
使用可能な AWS SAM ポリシーテンプレート を使用すると、ステートマシンにアクセス許可を簡単に追加
できます。これらを使用すると、Lambda 関数やその他の AWS リソースをオーケストレートして、複雑
で堅牢なワークフローを形成を有効にできます。

SAM CLI との Step Functions の統合
Step Functions を AWS SAM CLI と統合。これを使用して、ステートマシンをサーバーレスアプリケー
ションにすばやく開発します。
AWS SAM を使用して Step Functions ステートマシンを作成 (p. 220) チュートリアルを試して、AWS
SAM を使用してステートマシンを作成する方法を学びます。
サポートされる AWS SAM CLI 関数は次のとおりです。
CLI コマンド

説明

sam init

AWS SAM テンプレートを使用してサーバーレス
アプリケーションを初期化します。Step Functions
用の SAM テンプレートで使用できます。

sam validate

AWS SAM テンプレートを検証します。

sam package

AWS SAM アプリケーションをパッケージ化し
ます。コードと依存関係の ZIP ファイルを作
成し、Amazon S3 にアップロードします。次
に、AWS SAM テンプレートのコピーを返し、
ローカルのアーティファクトへの参照を、コマ
ンドがアーティファクトをアップロードした
Amazon S3 の場所に置き換えます。

sam deploy

AWS SAM アプリケーションをデプロイします。

sam publish

AWS SAM アプリケーションを AWS Serverless
Application Repository に公開します。このコマ
ンドは、パッケージ化された AWS SAM テンプ
レートを受け取り、指定されたリージョンにアプ
リケーションを公開します。

Note
AWS SAM ローカルを使用すると、Lambda および API Gateway をローカルでエミュレートでき
ます。ただし、AWS SAM を使用して Step Functions をローカルでエミュレートすることはでき
ません。
Step Functions の使用方法について詳しくはAWS SAM、次のリソースをご覧ください。
• AWS SAM を使用して Step Functions ステートマシンを作成 (p. 220)チュートリアルを完了して、AWS
SAMでステートマシンを作成してください。
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• AWS::Serverless::StateMachine リソースを指定します。
• 使用する AWS SAM ポリシーテンプレート を検索します。
• Step Functions と共に AWS Toolkit for Visual Studio Code を使用
• で利用できる機能の詳細については、AWS SAMCLI リファレンスをご覧くださいAWS SAM。

AWS CloudFormation を使用して Step Functions
用の Lambda ステートマシンを作成する
このチュートリアルでは、AWS CloudFormation を使用して基本的な AWS Lambda 関数を作成する方法
を示します。スタック (IAM ロール、Lambda 関数、およびステートマシン) の作成には コンソールおよび
YAML テンプレートを使用します。その後、AWS Step Functions コンソールを使用してステートマシンの
実行を開始します。
詳細については、AWS CloudFormationユーザーガイドの CloudFormation テンプレートの使用と
AWS::StepFunctions::StateMachine リソースを参照してください。
トピック
• ステップ 1: AWS CloudFormation テンプレートのセットアップ (p. 283)
• ステップ 2: AWS CloudFormation テンプレートを使用して Lambda ステートマシンを作成す
る (p. 287)
• ステップ 3: ステートマシンの実行をスタートする (p. 290)

ステップ 1: AWS CloudFormation テンプレートのセッ
トアップ
サンプルテンプレート (p. 287)を使用する前に、AWS CloudFormation テンプレートのさまざまな部分を
宣言する方法を理解しておく必要があります。
トピック
• Lambda 用に IAM ロールを作成するには (p. 283)
• Lambda 関数を作成するには (p. 284)
• ステートマシンの実行用の IAM ロールを作成するには (p. 285)
• Lambda ステートマシンを作成するには (p. 286)

Lambda 用に IAM ロールを作成するには
Lambda 関数の IAM ロールに関連付けられた信頼ポリシーを定義します。次の例では、YAML または
JSON を使用して信頼ポリシーを定義します。
YAML
LambdaExecutionRole:
Type: "AWS::IAM::Role"
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service: lambda.amazonaws.com
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Action: "sts:AssumeRole"

JSON
"LambdaExecutionRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "lambda.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
}
}

Lambda 関数を作成するには
Hello World というメッセージを印刷する Lambda 関数の以下のプロパティを定義します。

Important
Lambda 関数がステートマシンと同じ AWS アカウントと AWS リージョンの下にあることを確認
します。
YAML
MyLambdaFunction:
Type: "AWS::Lambda::Function"
Properties:
Handler: "index.handler"
Role: !GetAtt [ LambdaExecutionRole, Arn ]
Code:
ZipFile: |
exports.handler = (event, context, callback) => {
callback(null, "Hello World!");
};
Runtime: "nodejs12.x"
Timeout: "25"

JSON
"MyLambdaFunction": {
"Type": "AWS::Lambda::Function",
"Properties": {
"Handler": "index.handler",
"Role": {
"Fn::GetAtt": [
"LambdaExecutionRole",
"Arn"
]
},
"Code": {
"ZipFile": "exports.handler = (event, context, callback) => {\n
callback(null, \"Hello World!\");\n};\n"
},
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},

}

"Runtime": "nodejs12.x",
"Timeout": "25"

ステートマシンの実行用の IAM ロールを作成するには
ステートマシンの実行の IAM ロールに関連付けられた信頼ポリシーを定義します。
YAML
StatesExecutionRole:
Type: "AWS::IAM::Role"
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- !Sub states.${AWS::Region}.amazonaws.com
Action: "sts:AssumeRole"
Path: "/"
Policies:
- PolicyName: StatesExecutionPolicy
PolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- "lambda:InvokeFunction"
Resource: "*"

JSON
"StatesExecutionRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
{
"Fn::Sub": "states.
${AWS::Region}.amazonaws.com"
}
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
},
"Path": "/",
"Policies": [
{
"PolicyName": "StatesExecutionPolicy",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
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{

},

}

]

}

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": "*"

Lambda ステートマシンを作成するには
Lambda ステートマシンを定義します。
YAML
MyStateMachine:
Type: "AWS::StepFunctions::StateMachine"
Properties:
DefinitionString:
!Sub
- |{
"Comment": "A Hello World example using an AWS Lambda function",
"StartAt": "HelloWorld",
"States": {
"HelloWorld": {
"Type": "Task",
"Resource": "${lambdaArn}",
"End": true
}
}
}
- {lambdaArn: !GetAtt [ MyLambdaFunction, Arn ]}
RoleArn: !GetAtt [ StatesExecutionRole, Arn ]

JSON
"MyStateMachine": {
"Type": "AWS::StepFunctions::StateMachine",
"Properties": {
"DefinitionString": {
"Fn::Sub": [
"{\n \"Comment\": \"A Hello World example using an AWS Lambda
function\",\n \"StartAt\": \"HelloWorld\",\n \"States\": {\n
\"HelloWorld\": {\n
\"Type\": \"Task\",\n
\"Resource\": \"${lambdaArn}\",\n
\"End\": true\n
}\n }\n}",
{
"lambdaArn": {
"Fn::GetAtt": [
"MyLambdaFunction",
"Arn"
]
}
}
]
},
"RoleArn": {
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}

}

}

"Fn::GetAtt": [
"StatesExecutionRole",
"Arn"
]

ステップ 2: AWS CloudFormation テンプレートを使用
して Lambda ステートマシンを作成する
AWS CloudFormation テンプレートのさまざまなパートを理解した後、それらをひとつにまとめてテンプ
レートを使用し AWS CloudFormation スタックを作成できます。

Lambda ステートマシンを作成するには
1.

以下のサンプルデータを YAML 例の MyStateMachine.yaml、あるいは JSON の
MyStateMachine.json という名前のファイルにコピーします。
YAML
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: "An example template with an IAM role for a Lambda state machine."
Resources:
LambdaExecutionRole:
Type: "AWS::IAM::Role"
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service: lambda.amazonaws.com
Action: "sts:AssumeRole"
MyLambdaFunction:
Type: "AWS::Lambda::Function"
Properties:
Handler: "index.handler"
Role: !GetAtt [ LambdaExecutionRole, Arn ]
Code:
ZipFile: |
exports.handler = (event, context, callback) => {
callback(null, "Hello World!");
};
Runtime: "nodejs12.x"
Timeout: "25"
StatesExecutionRole:
Type: "AWS::IAM::Role"
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- !Sub states.${AWS::Region}.amazonaws.com
Action: "sts:AssumeRole"
Path: "/"
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Policies:
- PolicyName: StatesExecutionPolicy
PolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- "lambda:InvokeFunction"
Resource: "*"
MyStateMachine:
Type: "AWS::StepFunctions::StateMachine"
Properties:
DefinitionString:
!Sub
- |{
"Comment": "A Hello World example using an AWS Lambda function",
"StartAt": "HelloWorld",
"States": {
"HelloWorld": {
"Type": "Task",
"Resource": "${lambdaArn}",
"End": true
}
}
}
- {lambdaArn: !GetAtt [ MyLambdaFunction, Arn ]}
RoleArn: !GetAtt [ StatesExecutionRole, Arn ]

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "An example template with an IAM role for a Lambda state
machine.",
"Resources": {
"LambdaExecutionRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "lambda.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
}
}
},
"MyLambdaFunction": {
"Type": "AWS::Lambda::Function",
"Properties": {
"Handler": "index.handler",
"Role": {
"Fn::GetAtt": [
"LambdaExecutionRole",
"Arn"
]
},
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"Code": {
"ZipFile": "exports.handler = (event, context, callback) => {\n
callback(null, \"Hello World!\");\n};\n"
},
"Runtime": "nodejs12.x",
"Timeout": "25"
}
},
"StatesExecutionRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
{
"Fn::Sub": "states.
${AWS::Region}.amazonaws.com"
}
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
},
"Path": "/",
"Policies": [
{
"PolicyName": "StatesExecutionPolicy",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": "*"
}
]
}
}
]
}
},
"MyStateMachine": {
"Type": "AWS::StepFunctions::StateMachine",
"Properties": {
"DefinitionString": {
"Fn::Sub": [
"{\n \"Comment\": \"A Hello World example using
an AWS Lambda function\",\n \"StartAt\": \"HelloWorld\",\n \"States\":
{\n
\"HelloWorld\": {\n
\"Type\": \"Task\",\n
\"Resource\":
\"${lambdaArn}\",\n
\"End\": true\n
}\n }\n}",
{
"lambdaArn": {
"Fn::GetAtt": [
"MyLambdaFunction",
"Arn"
]
}
}
]
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}

}

}

}

},
"RoleArn": {
"Fn::GetAtt": [
"StatesExecutionRole",
"Arn"
]
}

2.

AWS CloudFormation コンソールを開き、[Create Stack] (スタックの作成) を選択します。

3.

[Select Template] (テンプレートを選択) ページで、[Upload a template to Amazon S3] (Amazon S3 に
テンプレートをアップロード) を選択します。MyStateMachine ファイルを選択し、[Next] (次へ) を
選択します。

4.

[Specify Details] (詳細の指定) ページで、[Stack name] (スタック名) に MyStateMachine を入力して
から、[Next] (次へ) を選択します。

5.

[Options] (オプション) ページで、[Next] (次へ) を選択します。

6.

[Review] (レビュー) ページで、[I acknowledge that AWS CloudFormation might create resources] ( に
よるIAM リソース作成の可能性があることを認める) を選択し、[Create] (作成) を選択します。
AWS CloudFormation は MyStateMachine スタックの作成を開始し、CREATE_IN_PROGRESS の
ステータスが表示されます。プロセスが完了すると、AWS CloudFormation に CREATE_COMPLETE
ステータスが表示されます。

7.

(省略可能) スタックのリソースを表示するには、スタックを選択して [Resources] (リソース) タブを
選択します。

ステップ 3: ステートマシンの実行をスタートする
Lambda ステートマシンを作成した後、実行をスタートします。

ステートマシンの実行をスタートするには
1.

Step Functions コンソール を開き、AWS CloudFormation を使用して作製したステートマシンを選択
します。

2.

MyStateMachine-ABCDEFGHIJ1K ページで、[New execution] (新しい実行) を選択します。
[New execution] (新しい実行) ページが表示されます。
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3.

(オプション) 実行を識別しやすくするために、[Enter an execution name] (実行名を入力) ボックスに
ID を指定できます。デフォルトでは、Step Functions は自動的に一意の実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビ
ティ名を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon CloudWatch では機能しませ
ん。CloudWatch メトリクスを確実に追跡できるようにするには、ASCII 文字のみを使用する
名前を選択します。
4.

[Start Execution] (実行のスタート) を選択します。
ステートマシンの新しい実行がスタートされ、実行中の実行が表示されている新しいページが表示さ
れます。

5.

(オプション) [Execution Details] (実行の詳細) で、[Execution Status] (実行ステータス) および
[Started] (開始済み) と [Closed] (終了済み) のタイムスタンプをレビューします。

6.

実行結果を表示するには、[Output] (出力) タブを選択します。

AWS CDK を使用してStep Functions 用の Lambda
ステートマシンを作成
このチュートリアルでは、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) を使用する AWS Lambda 関数を含む
AWS Step Functions ステートマシンの作成方法を示します。AWS CDK は、本格的なプログラミング言語
を使用して、AWS インフラストラクチャを定義することができるコードとしての Infrastructure as Code
(IAC) フレームワークです。CDK でサポートされている言語のいずれかで、1 つ以上のスタックが含まれ
るアプリケーションを記述できます。次に、それを AWS CloudFormation テンプレートに合成して、AWS
にリソースをデプロイします。これを使用して、AWS Lambda 関数を含む AWS Step Functions ステート
マシンを定義しAWS Management Console を使用して実行をスタートします。
このチュートリアルを開始する前に、「はじめにAWS CDK-前提条件」AWS CDK の説明に従って開発
環境をセットアップする必要があります。次に、次のコマンドを使用してをインストールしますAWS
CLI。AWS CDK
npm install -g aws-cdk

このチュートリアルでは、基本的に the section called “AWS CloudFormation を使用して Lambda ス
テートマシンを作成する” (p. 283) と同じ結果を生みます。ただし、このチュートリアルでは、からは
IAMAWS CDKAWS CDK ロールの作成は求められず、からは作成が求められます。AWS CDK バージョン
には、ステートマシンにさらにステップを追加する方法を説明する成功ステップも含まれています。
トピック
• ステップ 1:AWS CDK プロジェクトを設定する (p. 291)
• ステップ 2: AWS CDK を使用して Lambda ステートマシンを作成する (p. 294)
• ステップ 3: ステートマシンの実行をスタートする (p. 299)
• ステップ 4: クリーンアップする (p. 299)
• 次のステップ (p. 300)

ステップ 1:AWS CDK プロジェクトを設定する
まず、新しい AWS CDK アプリケーションのディレクトリを作成し、プロジェクトを初期化します。
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Note
必ずディレクトリの名前はディレクトリ step としてください。AWS CDK アプリケーションテ
ンプレートは、ディレクトリ名を使用し、ソースファイルとクラスの名前を生成します。別の名
前を使用する場合は、アプリはこのチュートリアルと一致しません。
TypeScript
mkdir step
cd step
cdk init --language typescript

JavaScript
mkdir step
cd step
cdk init --language javascript

Python
mkdir step
cd step
cdk init --language python

プロジェクトが初期化されたら、プロジェクトの仮想環境をアクティブにし、AWS CDK のベースラ
インの依存関係をインストールします。
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt

Java
mkdir step
cd step
cdk init --language java

C#
mkdir step
cd step
cdk init --language csharp

今すぐ、AWS Lambda と AWS Step Functions のコンストラクトライブラリモジュールをインストールし
ます。
TypeScript
npm install @aws-cdk/aws-lambda @aws-cdk/aws-stepfunctions @aws-cdk/aws-stepfunctionstasks

JavaScript
npm install @aws-cdk/aws-lambda @aws-cdk/aws-stepfunctions @aws-cdk/aws-stepfunctionstasks
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Python
python -m pip install aws-cdk.aws-lambda aws-cdk.aws-stepfunctions
python -m pip install aws-cdk.aws-stepfunctions-tasks

Java
構築するには、mvn compile を使用するか、Java IDEの構築するコマンドを使用します。
C#
dotnet add src\Step package Amazon.CDK.AWS.Lambda
dotnet add src\Step package Amazon.CDK.AWS.Stepfunctions
dotnet add src\Step package Amazon.CDK.AWS.Stepfunctions.Tasks

また、Visual Studio NuGet GUIを使用して、示されたパッケージをインストールすることもできま
す。ツール > NuGet パッケージマネージャー > ソリューションの NuGet パッケージの管理の手順で
可能です。
モジュールをインストールすると、次のパッケージをインポートして、AWS CDK アプリケーションでモ
ジュールを使用できます。
TypeScript
@aws-cdk/aws-lambda
@aws-cdk/aws-stepfunctions
@aws-cdk/aws-stepfunctions-tasks

JavaScript
@aws-cdk/aws-lambda
@aws-cdk/aws-stepfunctions
@aws-cdk/aws-stepfunctions-tasks

Python
aws_cdk.aws_lambda
aws_cdk.aws_stepfunctions
aws_cdk.aws_stepfunctions_tasks

Java
software.amazon.awscdk.services.lambda
software.amazon.awscdk.services.stepfunctions
software.amazon.awscdk.services.stepfunctions.tasks

C#
Amazon.CDK.AWS.Lambda
Amazon.CDK.AWS.StepFunctions
Amazon.CDK.AWS.StepFunctions.Tasks
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ステップ 2: AWS CDK を使用して Lambda ステート
マシンを作成する
まず、Lambda 関数と Step Functions ステートマシンを定義する個々のコードを提示し、 アプリケーショ
ンにまとめる方法を説明します。次に、AWS CDKそれらをアプリにまとめる方法を説明します。次に、
これらのリソースを合成してデプロイする方法を見ていきます。

Lambda 関数を作成するには
これは、Lambda 関数を定義する AWS CDK コードで、ソースコードをインラインで提供します。
TypeScript
const helloFunction = new lambda.Function(this, 'MyLambdaFunction', {
code: lambda.Code.fromInline(`
exports.handler = (event, context, callback) => {
callback(null, "Hello World!");
};
`),
runtime: lambda.Runtime.NODEJS_12_X,
handler: "index.handler",
timeout: cdk.Duration.seconds(25)
});

JavaScript
const helloFunction = new lambda.Function(this, 'MyLambdaFunction', {
code: lambda.Code.fromInline(`
exports.handler = (event, context, callback) => {
callback(null, "Hello World!");
};
`),
runtime: lambda.Runtime.NODEJS_12_X,
handler: "index.handler",
timeout: cdk.Duration.seconds(25)
});

Python
hello_function = lambda_.Function(self, "MyLambdaFunction",
code=lambda_.Code.from_inline("""
exports.handler = (event, context, callback) => {
callback(null, "Hello World!");
}"""),
runtime=lambda_.Runtime.NODEJS_12_X,
handler="index.handler",
timeout=cdk.Duration.seconds(25))

Java
Function helloFunction = Function.Builder.create(this, "MyLambdaFunction")
.code(Code.fromInline(
"exports.handler = (event, context, callback) => { callback(null,
'Hello World!' );}"))
.runtime(Runtime.NODEJS_12_X)
.handler("index.handler")
.timeout(Duration.seconds(25))
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.build();

C#
var helloFunction = new Function(this, "MyLambdaFunction", new FunctionProps
{
Code = Code.FromInline(@"`
exports.handler = (event, context, callback) => {
callback(null, 'Hello World!');
}"),
Runtime = Runtime.NODEJS_12_X,
Handler = "index.handler",
Timeout = Duration.Seconds(25)
});

この短いコードで見ることができます:
• 関数の論理名 MyLambdaFunction。
• AWS CDK アプリケーションのソースコードに文字列として埋め込まれている関数のソースコード。
• 使用するランタイム (Node 12.x)、関数のエントリポイント、タイムアウトなど、その他の関数属性。

Lambda ステートマシンを作成するには
ステートマシンには、Lambda 関数タスクと成功の状態の 2 つの状態があります。この関数では、関数を
呼び出す Step Functions the section called “タスク” (p. 40) を作成した後、ステートマシンの第 1 ステッ
プとして使用する必要があります。このタスク状態は、ステートマシンの最初のステップとして使用さ
れます。成功状態は、next()そのタスクのを使用してステートマシンに追加されます。次のコードで
はMyLambdaTask、関数を呼び出し、next()次にメソッドを使用して成功状態を次のように設定しま
す。GreetedWorld
TypeScript
const stateMachine = new sfn.StateMachine(this, 'MyStateMachine', {
definition: new tasks.LambdaInvoke(this, "MyLambdaTask", {
lambdaFunction: helloFunction
}).next(new sfn.Succeed(this, "GreetedWorld"))
});

JavaScript
const stateMachine = new sfn.StateMachine(this, 'MyStateMachine', {
definition: new tasks.LambdaInvoke(this, "MyLambdaTask", {
lambdaFunction: helloFunction
}).next(new sfn.Succeed(this, "GreetedWorld"))
});

Python
state_machine = sfn.StateMachine(self, "MyStateMachine",
definition=tasks.LambdaInvoke(self, "MyLambdaTask",
lambda_function=hello_function).next(
sfn.Succeed(self, "GreetedWorld")))

Java
StateMachine stateMachine = StateMachine.Builder.create(this, "MyStateMachine")
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.definition(LambdaInvoke.Builder.create(this, "MyLambdaTask")
.lambdaFunction(helloFunction)
.build()
.next(new Succeed(this, "GreetedWorld")))
.build();

C#
var stateMachine = new StateMachine(this, "MyStateMachine", new StateMachineProps {
Definition = new LambdaInvoke(this, "MyLambdaTask", new LambdaInvokeProps
{
LambdaFunction = helloFunction
}).next(new Succeed(this, "GreetedWorld"))
});

AWS CDK アプリケーションを構築してデプロイするには
作成した AWS CDK プロジェクトで、スタック定義を含むファイルを次の例のいずれかと同様に編集しま
す。上から Lambda 関数と Step Functions ステートマシンの定義を認識します。
TypeScript
以下のコマンドを使用して、lib/step-stack.ts を更新します。
import * as cdk from '@aws-cdk/core';
import * as lambda from '@aws-cdk/aws-lambda';
import * as sfn from '@aws-cdk/aws-stepfunctions';
import * as tasks from '@aws-cdk/aws-stepfunctions-tasks';
export class StepStack extends cdk.Stack {
constructor(scope: cdk.Construct, id: string, props?: cdk.StackProps) {
super(scope, id, props);
const helloFunction = new lambda.Function(this, 'MyLambdaFunction', {
code: lambda.Code.fromInline(`
exports.handler = (event, context, callback) => {
callback(null, "Hello World!");
};
`),
runtime: lambda.Runtime.NODEJS_12_X,
handler: "index.handler",
timeout: cdk.Duration.seconds(3)
});

}

}

const stateMachine = new sfn.StateMachine(this, 'MyStateMachine', {
definition: new tasks.LambdaInvoke(this, "MyLambdaTask", {
lambdaFunction: helloFunction
}).next(new sfn.Succeed(this, "GreetedWorld"))
});

JavaScript
以下のコマンドを使用して、lib/step-stack.js を更新します。
const cdk = require('@aws-cdk/core');
const lambda = require('@aws-cdk/aws-lambda');
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const sfn = require('@aws-cdk/aws-stepfunctions');
const tasks = require('@aws-cdk/aws-stepfunctions-tasks');
class StepStack extends cdk.Stack {
constructor(scope: cdk.Construct, id: string, props?: cdk.StackProps) {
super(scope, id, props);
const helloFunction = new lambda.Function(this, 'MyLambdaFunction', {
code: lambda.Code.fromInline(`
exports.handler = (event, context, callback) => {
callback(null, "Hello World!");
};
`),
runtime: lambda.Runtime.NODEJS_12_X,
handler: "index.handler",
timeout: cdk.Duration.seconds(25)
});

}

}

const stateMachine = new sfn.StateMachine(this, 'MyStateMachine', {
definition: new tasks.LambdaInvoke(this, "MyLambdaTask", {
lambdaFunction: helloFunction
}).next(new sfn.Succeed(this, "GreetedWorld"))
});

module.exports = { StepStack }

Python
以下のコマンドを使用して、step/step_stack.py を更新します。
from aws_cdk import core as cdk
from aws_cdk import aws_lambda as lambda_
from aws_cdk import aws_stepfunctions as sfn
from aws_cdk import aws_stepfunctions_tasks as tasks
class StepStack(cdk.Stack):
def __init__(self, scope: cdk.Construct, construct_id: str, **kwargs) -> None:
super().__init__(scope, construct_id, **kwargs)
hello_function = lambda_.Function(self, "MyLambdaFunction",
code=lambda_.Code.from_inline("""
exports.handler = (event, context, callback) => {
callback(null, "Hello World!");
}"""),
runtime=lambda_.Runtime.NODEJS_12_X,
handler="index.handler",
timeout=cdk.Duration.seconds(25))
state_machine = sfn.StateMachine(self, "MyStateMachine",
definition=tasks.LambdaInvoke(self,
"MyLambdaTask",
lambda_function=hello_function).next(
sfn.Succeed(self, "GreetedWorld")))

Java
以下のコマンドを使用して、src/main/java/com.myorg/StepStack.java を更新します。
package com.myorg;
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import
import
import
import

software.amazon.awscdk.core.Construct;
software.amazon.awscdk.core.Stack;
software.amazon.awscdk.core.StackProps;
software.amazon.awscdk.core.Duration;

import
import
import
import
import
import

software.amazon.awscdk.services.lambda.Function;
software.amazon.awscdk.services.lambda.Code;
software.amazon.awscdk.services.lambda.Runtime;
software.amazon.awscdk.services.stepfunctions.StateMachine;
software.amazon.awscdk.services.stepfunctions.Succeed;
software.amazon.awscdk.services.stepfunctions.tasks.LambdaInvoke;

public class StepStack extends Stack {
public StepStack(final Construct scope, final String id) {
this(scope, id, null);
}
public StepStack(final Construct scope, final String id, final StackProps props) {
super(scope, id, props);
Function helloFunction = Function.Builder.create(this, "MyLambdaFunction")
.code(Code.fromInline(
"exports.handler = (event, context, callback) =>
{ callback(null, 'Hello World!' );"))
.runtime(Runtime.NODEJS_12_X)
.handler("index.handler")
.timeout(Duration.seconds(25))
.build();

}

}

StateMachine stateMachine = StateMachine.Builder.create(this, "MyStateMachine")
.definition(LambdaInvoke.Builder.create(this, "MyLambdaTask")
.lambdaFunction(helloFunction)
.build()
.next(new Succeed(this, "GreetedWorld")))
.build();

C#
以下のコマンドを使用して、scr/Step/StepStack.cs を更新します。
using
using
using
using

Amazon.CDK;
Amazon.CDK.AWS.Lambda;
Amazon.CDK.AWS.StepFunctions;
Amazon.CDK.AWS.StepFunctions.Tasks;

namespace Step
{
public class StepStack : Stack
{
internal StepStack(Construct scope, string id, IStackProps props = null) :
base(scope, id, props)
{
var helloFunction = new Function(this, "MyLambdaFunction", new
FunctionProps
{
Code = Code.FromInline(@"`
exports.handler = (event, context, callback) => {
callback(null, 'Hello World!');
}"),
Runtime = Runtime.NODEJS_12_X,
Handler = "index.handler",
Timeout = Duration.Seconds(25)
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});
var stateMachine = new StateMachine(this, "MyStateMachine", new
StateMachineProps {
Definition = new LambdaInvoke(this, "MyLambdaTask", new
LambdaInvokeProps
{
LambdaFunction = helloFunction
}).Next(new Succeed(this, "GreetedWorld"))
});

}

}

}

ソースファイルを保存し、アプリケーションのメインディレクトリで cdk synth コマンドを実行しま
す。AWS CDK でアプリケーションを実行し、そのアプリケーションから AWS CloudFormation テンプ
レートを合成し、テンプレートを表示します。AWS CDK次に、テンプレートが表示されます。
Lambda 関数と Step Functions ステートマシンを実際に AWS アカウントにデプロイするには、cdk
deploy を発行します。AWS CDK が生成されたIAM ポリシーを承認するよう求められます。

ステップ 3: ステートマシンの実行をスタートする
&LAM; ステートマシンを作成した後、実行を開始できます。

ステートマシンの実行をスタートするには
1.

Step Functions コンソールを開いて、AWS CDK を使用して作成したステートマシンの名前を選択し
ます。

2.

MyStateMachine-ABCDEFGHIJ1K ページで、[New execution] (新しい実行) を選択します。
[New execution] (新しい実行) ページが表示されます。

3.

(オプション) 実行を識別しやすくするために、[Enter an execution name] (実行名を入力) ボックスに
ID を指定できます。デフォルトでは、Step Functions は自動的に一意な実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビ
ティ名を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon CloudWatch では機能しませ
ん。CloudWatch メトリクスを確実に追跡できるようにするには、ASCII 文字のみを使用する
名前を選択します。
4.

[Start Execution] (実行のスタート) を選択します。
ステートマシンの新しい実行がスタートされ、実行中の実行が表示されている新しいページが表示さ
れます。

5.

(オプション) [Execution Details] (実行の詳細) で、[Execution Status] (実行ステータス) および
[Started] (開始済み) と [Closed] (終了済み) のタイムスタンプをレビューします。

6.

実行結果を表示するには、[Output] (出力) タブを選択します。

ステップ 4: クリーンアップする
ステートマシンをテストしたら、ステートマシンと関連する Lambda 関数の両方を削除して、内のリソー
スを解放することをお勧めしますAWS アカウント。cdk destroyアプリケーションのメインディレクト
リでコマンドを実行し、ステートマシンを削除します。
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次のステップ
AWS CDK を使用して AWS インフラストラクチャの開発の詳細については、AWS CDK デベロッパーガ
イドを参照してください。
お好みの言語で AWS CDK アプリケーションを書く方法についての情報は、以下を参照してください:
TypeScript
TypeScript で AWS CDK を操作
JavaScript
JavaScript で AWS CDK を操作
Python
Python で AWS CDK を捜査
Java
Java で AWS CDK を操作
C#
C# で AWS CDK を操作
このチュートリアルで使用する AWS ライブラリモジュールの構築についての詳細は、以下に示す AWS
CDK API リファレンスの概要を参照してください。
• aws-lambda
• aws-stepfunctions
• aws-stepfunctions-tasks

を使用して同期エクスプレスステートマシンを使用
した API Gateway REST API の作成AWS CDK
このチュートリアルでは、同期エクスプレスステートマシンをバックエンドインテグレーションとして
API Gateway REST API を作成する方法を説明しますAWS Cloud Development Kit (AWS CDK)。この
チュートリアルでは、StepFunctionsRestApiこのコンストラクトを使用してステートマシンを API
Gateway に接続します。StepFunctionsRestApiこのコンストラクトは、必要な権限と HTTP「ANY」
メソッドを使用して、デフォルトの入出力マッピングと API Gateway REST API を設定します。AWS
CDK は、本格的なプログラミング言語を使用して、AWS インフラストラクチャを定義することができる
コードとしての Infrastructure as Code (IAC) フレームワークです。CDK でサポートされている言語の 1 つ
でアプリケーションを書き込み、1 つ以上のスタックを含め、それを AWS CloudFormation テンプレート
に合成し、リソースを AWS アカウントにデプロイします。これを使用して、バックエンドとして同期エ
クスプレスステートマシンと統合されている API Gateway REST API を定義し、を使用して実行を開始し
ます。AWS Management Console
このチュートリアルを開始する前に、AWS CDK-前提条件で開始方法での説明にあるように、AWS CDK
開発環境 を設定し、それから発行してAWS CDKをインストール:
npm install -g aws-cdk

トピック
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• ステップ 1:AWS CDK プロジェクトを設定する (p. 301)
• ステップ 2: シンクロナス・エクスプレス・ステートマシンのバックエンドインテグレーションを使用
して API Gateway REST API を作成するAWS CDK (p. 303)
• ステップ 3: API Gateway をテストする (p. 310)
• ステップ 4: クリーンアップする (p. 313)

ステップ 1:AWS CDK プロジェクトを設定する
まず、新しい AWS CDK アプリケーションのディレクトリを作成し、プロジェクトを初期化します。
TypeScript
mkdir stepfunctions-rest-api
cd stepfunctions-rest-api
cdk init --language typescript

JavaScript
mkdir stepfunctions-rest-api
cd stepfunctions-rest-api
cdk init --language javascript

Python
mkdir stepfunctions-rest-api
cd stepfunctions-rest-api
cdk init --language python

プロジェクトが初期化されたら、プロジェクトの仮想環境をアクティブにし、AWS CDK のベースラ
インの依存関係をインストールします。
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt

Java
mkdir stepfunctions-rest-api
cd stepfunctions-rest-api
cdk init --language java

C#
mkdir stepfunctions-rest-api
cd stepfunctions-rest-api
cdk init --language csharp

Go
mkdir stepfunctions-rest-api
cd stepfunctions-rest-api
cdk init --language go
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Note
必ずディレクトリの名前はディレクトリ stepfunctions-rest-api としてください。AWS
CDK アプリケーションテンプレートは、ディレクトリ名を使用し、ソースファイルとクラスの名
前を生成します。別の名前を使用する場合は、アプリはこのチュートリアルと一致しません。
今すぐ、Amazon API GatewayAWS Step Functions のコンストラクトライブラリモジュールをインストー
ルします。
TypeScript
npm install @aws-cdk/aws-stepfunctions @aws-cdk/aws-apigateway

JavaScript
npm install @aws-cdk/aws-stepfunctions @aws-cdk/aws-apigateway

Python
python -m pip install aws-cdk.aws-stepfunctions
python -m pip install aws-cdk.aws-apigateway

Java
プロジェクトの pom.xml を編集し、既存の <dependencies>コンテナ 内に、以下の依存関係を追
加します。
<dependency>
<groupId>software.amazon.awscdk</groupId>
<artifactId>stepfunctions</artifactId>
<version>${cdk.version}</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>software.amazon.awscdk</groupId>
<artifactId>apigateway</artifactId>
<version>${cdk.version}</version>
</dependency>

Mavenは、次回アプリケーションを構築するときに、これらの依存関係を自動的にインストールしま
す。構築するには、mvn compile を使用するか、Java IDEの構築するコマンドを使用します。
C#
dotnet add src\StepfunctionsRestApi package Amazon.CDK.AWS.Stepfunctions
dotnet add src\StepfunctionsRestApi package Amazon.CDK.AWS.APIGateway

また、Visual Studio NuGet GUGIを使用して、示されたPackage をインストールすることもできま
す。ツール > NuGet パッケージマネージャー > NuGet ソリューションのパッケージの管理の手順で
可能です。
モジュールをインストールすると、次のパッケージをインポートして、AWS CDK アプリケーションでモ
ジュールを使用できます。
TypeScript
@aws-cdk/aws-stepfunctions
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@aws-cdk/aws-apigateway

JavaScript
@aws-cdk/aws-stepfunctions
@aws-cdk/aws-apigateway

Python
aws_cdk.aws_stepfunctions
aws_cdk.aws_apigateway

Java
software.amazon.awscdk.services.apigateway.StepFunctionsRestApi
software.amazon.awscdk.services.stepfunctions.Pass
software.amazon.awscdk.services.stepfunctions.StateMachine
software.amazon.awscdk.services.stepfunctions.StateMachineType

C#
Amazon.CDK.AWS.StepFunctions
Amazon.CDK.AWS.APIGateway

Go
importstepfunctions-rest-api.go内部に以下を追加してください。
"github.com/aws/aws-cdk-go/awscdk/awsapigateway"
"github.com/aws/aws-cdk-go/awscdk/awsstepfunctions"

ステップ 2: シンクロナス・エクスプレス・ステート
マシンのバックエンドインテグレーションを使用して
API Gateway REST API を作成するAWS CDK
まず、同期エクスプレスステートマシンと API Gateway REST API を定義する個々のコードを提示
し、AWS CDKアプリケーションにまとめる方法を説明します。次に、これらのリソースを合成してデプ
ロイする方法を見ていきます。

Note
ここで紹介するステートマシンは、Passステート付きのシンプルなステートマシンです。

エクスプレスステートマシンを作成するには
これは、AWS CDK状態を持つ単純なステートマシンを定義するコードです。Pass
TypeScript
const machineDefinition = new sfn.Pass(this, 'PassState', {
result: {value:"Hello!"},
})
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const stateMachine = new stepfunctions.StateMachine(this, 'MyStateMachine', {
definition: machineDefinition,
stateMachineType: stepfunctions.StateMachineType.EXPRESS,
});

JavaScript
const machineDefinition = new sfn.Pass(this, 'PassState', {
result: {value:"Hello!"},
})
const stateMachine = new stepfunctions.StateMachine(this, 'MyStateMachine', {
definition: machineDefinition,
stateMachineType: stepfunctions.StateMachineType.EXPRESS,
});

Python
machine_definition = sfn.Pass(self,"PassState",
result = sfn.Result("Hello"))
state_machine = sfn.StateMachine(self, 'MyStateMachine',
definition = machine_definition,
state_machine_type = sfn.StateMachineType.EXPRESS)

Java
Pass machineDefinition = Pass.Builder.create(this, "PassState")
.result(Result.fromString("Hello"))
.build();
StateMachine stateMachine = StateMachine.Builder.create(this, "MyStateMachine")
.definition(machineDefinition)
.stateMachineType(StateMachineType.EXPRESS)
.build();

C#
var machineDefinition = new Pass(this, "PassState", new PassProps
{
Result = Result.FromString("Hello")
});
var stateMachine = new StateMachine(this, "MyStateMachine", new StateMachineProps
{
Definition = machineDefinition,
StateMachineType = StateMachineType.EXPRESS
});

Go
var machineDefinition = awsstepfunctions.NewPass(stack, jsii.String("PassState"),
&awsstepfunctions.PassProps
{
Result: awsstepfunctions.NewResult(jsii.String("Hello")),
})
var stateMachine = awsstepfunctions.NewStateMachine(stack, jsii.String("StateMachine"),
&awsstepfunctions.StateMachineProps
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Definition: machineDefinition,
StateMachineType: awsstepfunctions.StateMachineType_EXPRESS,

この短いスニペットで見ることができます:
• PassStateという名前のマシン定義。PassこれはStateです。
• ステートマシンの論理名MyStateMachine。
• マシン定義はステートマシン定義として使用されます。
• ステートマシンタイプは、Synchronous ExpressEXPRESSStepFunctionsRestApi ステートマシンの
みを許可する理由として設定されています。

StepFunctionsRestApiコンストラクトを使用して API
Gateway REST API を作成するには
StepFunctionsRestApiconstruct を使用して、必要な権限とデフォルトの入出力マッピングを備えた
API Gateway REST API を作成します。
TypeScript
const api = new apigateway.StepFunctionsRestApi(this,
'StepFunctionsRestApi', { stateMachine: stateMachine });

JavaScript
const api = new apigateway.StepFunctionsRestApi(this,
'StepFunctionsRestApi', { stateMachine: stateMachine });

Python
api = apigw.StepFunctionsRestApi(self, "StepFunctionsRestApi",
state_machine = state_machine)

Java
StepFunctionsRestApi api = StepFunctionsRestApi.Builder.create(this,
"StepFunctionsRestApi")
.stateMachine(stateMachine)
.build();

C#
var api = new StepFunctionsRestApi(this, "StepFunctionsRestApi", new
StepFunctionsRestApiProps
{
StateMachine = stateMachine
});

Go
awsapigateway.NewStepFunctionsRestApi(stack, jsii.String("StepFunctionsRestApi"),
&awsapigateway.StepFunctionsRestApiProps
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StateMachine = stateMachine,

AWS CDK アプリケーションを構築してデプロイするには
作成したAWS CDKプロジェクトで、スタックの定義を含むファイルを編集して、以下のコードのように
します。Step Functions ステートマシンと API Gateway の定義を認識します。
TypeScript
以下のように lib/stepfunctions-rest-api-stack.ts を更新します。
import * as cdk from '@aws-cdk/core';
import * as stepfunctions from '@awscdk/aws-stepfunctions';
import * as apigateway from '@aws-cdk/aws-apigateway';
export class StepfunctionsRestApiStack extends cdk.Stack {
constructor(scope: cdk.Construct, id: string, props?: cdk.StackProps) {
super(scope, id, props);
const machineDefinition = new stepfunctions.Pass(this, 'PassState', {
result: {value:"Hello!"},
})
const stateMachine = new stepfunctions.StateMachine(this, 'MyStateMachine', {
definition: machineDefinition,
stateMachineType: stepfunctions.StateMachineType.EXPRESS,
});
const api = new apigateway.StepFunctionsRestApi(this,
'StepFunctionsRestApi', { stateMachine: stateMachine });
}

}

JavaScript
以下のように lib/stepfunctions-rest-api-stack.js を更新します。
const cdk = require('@aws-cdk/core');
const stepfunctions = require('@awscdk/aws-stepfunctions');
const apigateway = require('@aws-cdk/aws-apigateway');
class StepfunctionsRestApiStack extends cdk.Stack {
constructor(scope: cdk.Construct, id: string, props?: cdk.StackProps) {
super(scope, id, props);
const machineDefinition = new stepfunctions.Pass(this, "PassState", {
result: {value:"Hello!"},
})
const stateMachine = new stepfunctions.StateMachine(this, 'MyStateMachine', {
definition: machineDefinition,
stateMachineType: stepfunctions.StateMachineType.EXPRESS,
});
const api = new apigateway.StepFunctionsRestApi(this,
'StepFunctionsRestApi', { stateMachine: stateMachine });
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}

}

module.exports = { StepStack }

Python
以下のように stepfunctions_rest_api/stepfunctions_rest_api_stack.py を更新しま
す。
from aws_cdk import core as cdk
from aws_cdk import aws_stepfunctions as sfn
from aws_cdk import aws_apigateway as apigw
class StepfunctionsRestApiStack(cdk.Stack):
def __init__(self, scope: cdk.Construct, construct_id: str, **kwargs) -> None:
super().__init__(scope, construct_id, **kwargs)
machine_definition = sfn.Pass(self,"PassState",
result = sfn.Result("Hello"))
state_machine = sfn.StateMachine(self, 'MyStateMachine',
definition = machine_definition,
state_machine_type = sfn.StateMachineType.EXPRESS)
api = apigw.StepFunctionsRestApi(self,
"StepFunctionsRestApi",
state_machine = state_machine)

Java
以下のように src/main/java/com.myorg/StepfunctionsRestApiStack.java を更新しま
す。
package com.myorg;
import
import
import
import
import
import
import

software.amazon.awscdk.core.Construct;
software.amazon.awscdk.core.Stack;
software.amazon.awscdk.core.StackProps;
software.amazon.awscdk.services.stepfunctions.Pass;
software.amazon.awscdk.services.stepfunctions.StateMachine;
software.amazon.awscdk.services.stepfunctions.StateMachineType;
software.amazon.awscdk.services.apigateway.StepFunctionsRestApi;

public class StepfunctionsRestApiStack extends Stack {
public StepfunctionsRestApiStack(final Construct scope, final String id) {
this(scope, id, null);
}
public StepfunctionsRestApiStack(final Construct scope, final String id, final
StackProps props) {
super(scope, id, props);
Pass machineDefinition = Pass.Builder.create(this, "PassState")
.result(Result.fromString("Hello"))
.build();
StateMachine stateMachine = StateMachine.Builder.create(this, "MyStateMachine")
.definition(machineDefinition)
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.stateMachineType(StateMachineType.EXPRESS)
.build();

StepFunctionsRestApi api = StepFunctionsRestApi.Builder.create(this,
"StepFunctionsRestApi")
.stateMachine(stateMachine)
.build();
}

}

C#
以下のように scr/StepfunctionsRestApi/StepfunctionsRestApiStack.cs を更新します。
using Amazon.CDK;
using Amazon.CDK.AWS.StepFunctions;
using Amazon.CDK.AWS.APIGateway;
namespace StepfunctionsRestApi
{
public class StepfunctionsRestApiStack : Stack
{
internal StepfunctionsRestApi(Construct scope, string id, IStackProps props =
null) : base(scope, id, props)
{
var machineDefinition = new Pass(this, "PassState", new PassProps
{
Result = Result.FromString("Hello")
});
var stateMachine = new StateMachine(this, "MyStateMachine", new
StateMachineProps
{
Definition = machineDefinition,
StateMachineType = StateMachineType.EXPRESS
});
var api = new StepFunctionsRestApi(this, "StepFunctionsRestApi", new
StepFunctionsRestApiProps
{
StateMachine = stateMachine
});

}

}

}

Go
以下のように stepfunctions-rest-api.go を更新します。
package main
import (
"github.com/aws/aws-cdk-go/awscdk"
"github.com/aws/aws-cdk-go/awscdk/awsapigateway"
"github.com/aws/aws-cdk-go/awscdk/awsstepfunctions"
"github.com/aws/constructs-go/constructs/v3"
"github.com/aws/jsii-runtime-go"
)
type StepfunctionsRestApiGoStackProps struct {
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awscdk.StackProps

}

func NewStepfunctionsRestApiGoStack(scope constructs.Construct, id string, props
*StepfunctionsRestApiGoStackProps) awscdk.Stack {
var sprops awscdk.StackProps
if props != nil {
sprops = props.StackProps
}
stack := awscdk.NewStack(scope, &id, &sprops)
// The code that defines your stack goes here
var machineDefinition = awsstepfunctions.NewPass(stack, jsii.String("PassState"),
&awsstepfunctions.PassProps
{
Result: awsstepfunctions.NewResult(jsii.String("Hello")),
})
var stateMachine = awsstepfunctions.NewStateMachine(stack,
jsii.String("StateMachine"), &awsstepfunctions.StateMachineProps{
Definition: machineDefinition,
StateMachineType: awsstepfunctions.StateMachineType_EXPRESS,
});
awsapigateway.NewStepFunctionsRestApi(stack, jsii.String("StepFunctionsRestApi"),
&awsapigateway.StepFunctionsRestApiProps{
StateMachine = stateMachine,
})
return stack

}

func main() {
app := awscdk.NewApp(nil)
NewStepfunctionsRestApiGoStack(app, "StepfunctionsRestApiGoStack",
&StepfunctionsRestApiGoStackProps{
awscdk.StackProps{
Env: env(),
},
})
}

app.Synth(nil)

// env determines the AWS environment (account+region) in which our stack is to
// be deployed. For more information see: https://docs.aws.amazon.com/cdk/latest/guide/
environments.html
func env() *awscdk.Environment {
// If unspecified, this stack will be "environment-agnostic".
// Account/Region-dependent features and context lookups will not work, but a
// single synthesized template can be deployed anywhere.
//--------------------------------------------------------------------------return nil
// Uncomment if you know exactly what account and region you want to deploy
// the stack to. This is the recommendation for production stacks.
//--------------------------------------------------------------------------// return &awscdk.Environment{
// Account: jsii.String("123456789012"),
// Region: jsii.String("us-east-1"),
// }
// Uncomment to specialize this stack for the AWS Account and Region that are
// implied by the current CLI configuration. This is recommended for dev
// stacks.
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}

//--------------------------------------------------------------------------// return &awscdk.Environment{
// Account: jsii.String(os.Getenv("CDK_DEFAULT_ACCOUNT")),
// Region: jsii.String(os.Getenv("CDK_DEFAULT_REGION")),
// }

ソースファイルを保存し、cdk synth アプリケーションのメインディレクトリで発行します。AWS CDK
でアプリケーションを実行し、そのアプリケーションから AWS CloudFormation テンプレートを合成し、
テンプレートを表示します。
Amazon API GatewayAWS Step Functions とステートマシンを AWS アカウントに実際にデプロイするに
は、cdk deployを発行します。AWS CDK が生成されたIAM ポリシーを承認するよう求められます。作
成中のポリシーは以下のようになります。

ステップ 3: API Gateway をテストする
同期エクスプレスステートマシンをバックエンド統合として使用して API Gateway REST API を作成した
ら、API Gateway をテストできます。
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Note
このチュートリアルでは、POST HTTP メソッドをテストします。

API ゲートウェイコンソールを使用してデプロイされた API
Gateway をテストするには
1.

Amazon API Gateway コンソールを開いてサインインします。

2.

という名前の REST API を選択しますStepFunctionsRestApi。

3.

[リソース] ペインで、テストするメソッドを選択します。このチュートリアルでは、ANYこの方法を
使用します。
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4.

[メソッドの実行] ペインの [クライアント] ボックスで、[テスト] を選択します。

5.

「メソッド」ドロップダウンメニューから「POST」を選択します。リクエストボディに値を入力し
ます。コンソールには、メソッドリクエストにこれらの値がデフォルトの application/json 形式で含ま
れています。このチュートリアルでは、リクエストボディに以下を入力します。
{
}

6.

"key": "Hello"

[Test (テスト)] を選択します。次の情報が表示されます。
• [リクエスト]: メソッド用に呼び出されたリソースのパスです。
• [ステータス]: 応答の HTTP ステータスコードです。
• [レイテンシー]: 発信者からリクエストを受信してから応答を返すまでの時間です。
• [レスポンス本文]: HTTP 応答の本文です。
• [レスポンス本文]: HTTP 応答のヘッダーです。
• [ログ] はシミュレートされた Amazon CloudWatch Logs エントリで、このメソッドが API Gateway
コンソール外で呼び出された場合は書き込まれています。

Note
[ CloudWatch ログ] エントリはシミュレートされていますが、メソッドの呼び出しの結果
は現実のものです。
レスポンスボディの出力は以下のようになります。
"Hello"

Tip
API Gateway をさまざまなメソッドと無効な入力で試して、エラー出力を確認してください。ス
テートマシンを変更して特定のキーを検索し、テスト中に間違ったキーを入力してステートマシ
ンの実行に失敗し、レスポンスボディ出力にエラーメッセージを生成したい場合があります。

cURL を使用して デプロイされた API をテストするには
1.

ターミナルウィンドウを開きます。

2.

次の cURL コマンドをコピーしてターミナルウィンドウに貼り付け、<api-id> を API の API ID
に、<region> を API がデプロイされているリージョンに置き換えます。
curl -X POST\
'https://<api-id>.execute-api.<region>.amazonaws.com/prod' \
-d '{"key":"Hello"}' \
-H 'Content-Type: application/json'

レスポンスボディの出力は以下のようになります。
"Hello"

Tip
API Gateway をさまざまなメソッドと無効な入力で試して、エラー出力を確認してください。ス
テートマシンを変更して特定のキーを検索し、テスト中に間違ったキーを入力してステートマシ
ンの実行に失敗し、レスポンスボディ出力にエラーメッセージを生成したい場合があります。
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ステップ 4: クリーンアップする
API Gateway を試練が終わったら、ステートマシンと API Gateway の両方AWS ティアダウンできます。
問題 cdk destroy をアプリケーションのメインディレクトリでを発行します。

AWS Step Functions Data Science SDK for Python
AWS Step FunctionsData Science SDK は、データサイエンティスト向けのオープンソースライブラリ
です。この SDK を使用すると、SageMaker と Step Functions を使用して機械学習モデルを処理および
公開するワークフローを作成できます。AWS のサービスを個別にプロビジョンおよび統合する必要な
く、AWS インフラストラクチャを大規模に調整する Python の複数ステップの機械学習ワークフローを作
成できます。
AWS Step Functions データサイエンス SDK は、Step Functions ワークフローを作成して呼び出すことが
できる Python API を提供します。これらのワークフローは、Python や Jupyter ノートブックで直接管理
および実行できます。
AWS Step Functions Data Science SDK では、本番環境に対応したワークフローを Python で直接作成で
きるだけでなく、そのワークフローをコピーし、新しいオプションを試して、洗練されたワークフローを
実稼働環境に配置することもできます。
AWS Step Functions Data Science SDK の詳細については、以下を参照してください。
• GitHub のプロジェクト
• SDK ドキュメント
• 以下の [Example notebooks] (サンプルノートブック)。これは SageMaker コンソールと関連する GitHub
プロジェクトの Jupyter ノートブックインスタンスで利用できます。
• hello_world_workflow.ipynb
• machine_learning_workflow_abalone.ipynb
• training_pipeline_pytorch_mnist.ipynb

Step Functions ステートマシンのローカルテスト
AWSStep Functions Local は Step Functions のダウンロード可能なバージョンで、独自の開発環境で実行
されている Step Functions のバージョンを使用してアプリケーションを開発およびテストできます。ロー
カルバージョンの Step Functions は、AWS およびローカルの実行で AWS Lambda 関数を呼び出すことが
できます。また、他の サポートされている AWS のサービス (p. 339)を調整することもできます。
Step Functions Local を実行中に、次のいずれかの方法を使用してサービス統合を呼び出すことができま
す。
• AWS Lambdaおよびその他のサービスのローカルエンドポイントを設定します。サポートされているエ
ンドポイントの詳細については、「Step Functions ローカル設定オプション (p. 315)」をご参照くださ
い。
• Step FunctionsAWS ローカルからサービスに直接呼び出しを行う。
• サービスインテグレーションからの応答をあざける。Step Functions サービス統合の詳細について
は、モックサービス統合の使用 (p. 321) を参照してください。
AWSStep Functions Local は JAR パッケージとして、または Microsoft Windows、Linux、macOS、およ
び Java または Docker をサポートするその他のプラットフォームで実行される自己完結型の Docker イ
メージとして利用できます。
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Warning
ダウンロード可能なバージョンの AWS Step Functions は、テストにのみ使用することを意図し
たものであり、機密情報を処理するためには使用しないでください。
以下のトピックでは、AWS Serverless Application Model (AWS SAM) CLI Local、AWS Lambdaまたは他
のサポートされているサービスと連携するよう Step Functions Local を実行して Step Functions Local を
実行する方法について説明します。
トピック
• Step Functions Local (ダウンロード可能バージョン) のセットアップ (p. 314)
• Step Functions Local (ダウンロード可能バージョン) のセットアップ (p. 314)
• Step Functions ローカル設定オプション (p. 315)
• Step Functions をローカルコンピュータで実行する (p. 317)
• Step Functions テストとAWS SAMCLI Local (p. 318)
• モックサービス統合の使用 (p. 321)

Step Functions Local (ダウンロード可能バージョン)
のセットアップ
Step Functions Local Docker イメージでは、Docker イメージを必要なすべての依存関係とともに使用し
て、Step Functions Local の使用をすぐにスタートできます。この Docker イメージでは、Step Functions
Local を継続的統合テストの一部としてコンテナ化されたビルドに組み込むことができます。
Step Functions Local の Docker イメージを取得するには、https://hub.docker.com/r/amazon/awsstepfunctions-local を参照するか、Docker pull コマンドを入力します。
docker pull amazon/aws-stepfunctions-local

ダウンロード可能なバージョンの Step Functions を Docker でスタートするには、以下を実行します。
docker run -p 8083:8083 amazon/aws-stepfunctions-local

AWS Lambda またはサポートされている他のサービスとやり取りするには、最初に認証情報と他の設定オ
プションを指定する必要があります。詳細については、次のトピックを参照してください。
• Step Functions ローカル設定オプション (p. 315)
• Docker の認証情報と設定 (p. 316)

Step Functions Local (ダウンロード可能バージョン)
のセットアップ
ダウンロード可能なバージョンの AWS Step Functions が、実行可能な .jar ファイルおよび Docker イメー
ジとして提供されています。Java アプリケーションは、Windows、Linux、macOS、および Java をサ
ポートする他のプラットフォームで動作します。Java に加えて、AWS Command Line Interface (AWS
CLI) のインストールも必要です。AWS CLIのインストールおよび設定情報については、AWS Command
Line Interface ユーザーガイドを参照してください。

コンピュータで Step Functions をセットアップして実行するには
1.

次のリンクを使用して Step Functions をダウンロードします。

314

AWS Step Functions デベロッパーガイド
Step Functions ローカル設定オプション

ダウンロードリンク

チェックサム

.tar.gz

.tar.gz.md5

.zip

.zip.md5

2.

.zip ファイルを抽出します。

3.

ダウンロードをテストし、バージョン情報を表示します。
$ java -jar StepFunctionsLocal.jar -v
Step Function Local
Version: 1.0.0
Build: 2019-01-21

4.

(オプション) 使用可能なコマンドのリストを表示します。
$ java -jar StepFunctionsLocal.jar -h

5.

コンピュータで Step Functions をスタートするには、コマンドプロンプトウィンドウを開
き、StepFunctionsLocal.jar を展開したディレクトリに移動し、次のコマンドを入力します。
java -jar StepFunctionsLocal.jar

6.

ローカルで実行中の Step Functions にアクセスするには、--endpoint-url パラメータを使用しま
す。例えば、AWS CLI を使用して Step Functions コマンドを次のように指定します。
aws stepfunctions --endpoint-url http://localhost:8083 command

Note
デフォルトでは、Step Functions Local はフェイクアカウントと認証情報を使用し、AWS リー
ジョンは 米国東部 (バージニア北部) に設定されます。AWS Lambda と共に Step Functions Local
を使用またはその他のサポートされているサービスで使用するには、認証情報とリージョンを設
定する必要があります。
Express ワークフローを Step Functions Local で使用すると、実行履歴は CloudWatch Logs には
記録されず、ログファイルに保存されます。CloudWatch Logs に記録されません。ログファイル
のパスは、ローカルステートマシンの作成時に指定された CloudWatch Logs ロググループ ARN
に基づきます。ログファイルは、Step Functions Local を実行しているロケーションに相対的な
/aws/states/log-group-name/${execution_arn}.log に保存されます。例えば、実行
ARN が以下であるとします。
arn:aws:states:us-east-1:123456789012:express:test:example-ExpressLogGroupwJalrXUtnFEMI

ログファイルは以下のようになります。
aws/states/log-group-name/arn:aws:states:useast-1:123456789012:express:test:example-ExpressLogGroup-wJalrXUtnFEMI.log

Step Functions ローカル設定オプション
JAR ファイルを起動して AWS Step Functions Local を使用するには、AWS Command Line Interface
(AWS CLI) を使用するか、システム環境に含めて、設定オプションを指定できます。Docker の場合、Step
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Functions Local を起動するときに、リファレンスにするファイルでこれらのオプションを指定する必要が
あります。

設定オプション
オプション

コマンドライン

環境

アカウント

-account,--aws-account

AWS_ACCOUNT_ID

リージョン

-region,--aws-region

AWS_DEFAULT_REGION

待機タイムスケール

-waitTimeScale,--wait-time-scale

WAIT_TIME_SCALE

Lambda エンドポイント

-lambdaEndpoint,--lambdaendpoint

LAMBDA_ENDPOINT

バッチエンドポイント

-batchEndpoint,--batch-endpoint

BATCH_ENDPOINT

DynamoDB エンドポイント

-dynamoDBEndpoint,-dynamodb-endpoint

DYNAMODB_ENDPOINT

ECS エンドポイント

-ecsEndpoint,--ecs-endpoint

ECS_ENDPOINT

Glue エンドポイント

-glueEndpoint,--glue-endpoint

GLUE_ENDPOINT

SageMaker エンドポイント

-sageMakerEndpoint,-sagemaker-endpoint

SAGE_MAKER_ENDPOINT

SQS エンドポイント

-sqsEndpoint,--sqs-endpoint

SQS_ENDPOINT

SNS エンドポイント

-snsEndpoint,--sns-endpoint

SNS_ENDPOINT

Step Functions エンドポイント

-stepFunctionsEndpoint,--ステッ
プ-関数-エンドポイント

STEP_FUNCTIONS_ENDPOINT

Docker の認証情報と設定
Step Functions Local for Docker を設定するには、次のファイル aws-stepfunctions-localcredentials.txt を作成します。
このファイルには、認証情報および次のような他の設定オプションが含まれています。awsstepfunctions-local-credentials.txt以下はファイルの作成時にテンプレートとして使用できま
す。
AWS_DEFAULT_REGION=AWS_REGION_OF_YOUR_AWS_RESOURCES
AWS_ACCESS_KEY_ID=YOUR_AWS_ACCESS_KEY
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=YOUR_AWS_SECRET_KEY
WAIT_TIME_SCALE=VALUE
LAMBDA_ENDPOINT=VALUE
BATCH_ENDPOINT=VALUE
DYNAMODB_ENDPOINT=VALUE
ECS_ENDPOINT=VALUE
GLUE_ENDPOINT=VALUE
SAGE_MAKER_ENDPOINT=VALUE
SQS_ENDPOINT=VALUE
SNS_ENDPOINT=VALUE
STEP_FUNCTIONS_ENDPOINT=VALUE
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認証情報と設定オプションを aws-stepfunctions-local-credentials.txt で設定したら、次のコ
マンドを使用して Step Functions を起動します。
docker run -p 8083:8083 --env-file aws-stepfunctions-local-credentials.txt amazon/awsstepfunctions-local

Note
ホストが使用する内部 IP アドレス (など) に解決される特殊な DNShost.docker.internal
名を使用することをお勧めしますhttp://host.docker.internal:8000。詳細について
は、Mac用とWindows用のDockerドキュメントをそれぞれ参照してください。Mac用Dockerデス
クトップのネットワーク機能およびWindows用のDockerデスクトップのネットワーク機能をそれ
ぞれ参照してください。

Step Functions をローカルコンピュータで実行する
ローカルバージョンの SFN を使用して、コンピュータでステートマシンを設定、開発、およびテストしま
す。

HelloWorld ステートマシンをローカルで実行する
Step Functions を AWS Command Line Interface (AWS CLI) でローカルに実行したら、ステートマシンの
実行をスタートできます。
1.

ステートマシン定義をエスケープして、AWS CLI からステートマシンを作成します。
aws stepfunctions --endpoint-url http://localhost:8083 create-state-machine -definition "{\
\"Comment\": \"A Hello World example of the Amazon States Language using a Pass state
\",\
\"StartAt\": \"HelloWorld\",\
\"States\": {\
\"HelloWorld\": {\
\"Type\": \"Pass\",\
\"End\": true\
}\
}}" --name "HelloWorld" --role-arn "arn:aws:iam::012345678901:role/DummyRole"

Note
role-arn は Step Functions Local には使用されませんが、適切な構文に含める必要があり
ます。前の例の Amazon リソースネーム (ARN) を使用できます。
ステートマシンを正常に作成すると、Step Functions は作成日とステートマシンの ARN で応答しま
す。
{
}

2.

"creationDate": 1548454198.202,
"stateMachineArn": "arn:aws:states:us-east-1:123456789012:stateMachine:HelloWorld"

作成したステートマシンの ARN を使用して実行を開始します。
aws stepfunctions --endpoint-url http://localhost:8083 start-execution --state-machinearn arn:aws:states:us-east-1:123456789012:stateMachine:HelloWorld
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AWS SAM CLI Local 付きStep Functions
ローカルバージョンの AWS Lambda を、ローカルバージョンの Step Functions で使用できます。これを
設定するには、AWS SAM をインストールして設定する必要があります。
AWS SAM の設定と実行の詳細については、以下を参照してください。
• AWS SAM のセットアップ
• AWS SAM CLI Local の起動
ローカルシステムで Lambda が実行されたら、Step Functions Local をスタートできます。Step Functions
ローカル JAR ファイルを展開したディレクトリから Step Functions Local を起動し、ローカル Lambda エ
ンドポイントを設定します。
java -jar StepFunctionsLocal.jar --lambda-endpoint http://127.0.0.1:3001 command

AWS Lambda との Step Functions Local の実行の詳細については、Step Functions テストとAWS SAMCLI
Local (p. 318) を参照してください。

Step Functions テストとAWS SAMCLI Local
ローカルマシンで AWS Step Functions および AWS Lambda の両方が実行されている状態で、コードを
AWS にデプロイすることなく、ステートマシンと Lambda 関数をテストできます。
詳細については、以下を参照してください。トピック:
• Step Functions ステートマシンのローカルテスト (p. 313)
• AWS SAM のセットアップ
トピック
• ステップ 1: AWS SAM のセットアップ (p. 318)
• ステップ 2: TestAWS SAMCLI Local (p. 319)
• ステップ 3: を起動AWS SAMCLI Local (p. 319)
• ステップ 4: Step Functions (p. 320)
• ステップ 5: を参照するステートマシンを作成するAWS SAMCLI Local 関数 (p. 320)
• ステップ 6: ローカルステートマシンの実行を開始する (p. 321)

ステップ 1: AWS SAM のセットアップ
AWS Serverless Application Model (AWS SAM) CLI Local では、AWS Command Line Interface、AWS
SAM、および Docker をインストールする必要があります。
1.

AWS SAM CLI をインストールします。

Note
AWS SAM CLI をインストールする前に、AWS CLI および Docker をインストールする必要
があります。AWS SAM CLI インストールについては、[Prerequisites] (前提条件) を参照。
2.

AWS SAM クイックスタートドキュメントをひととおり確認してください。必ず、以下のステップに
従います。
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1. アプリケーションの初期化
2. アプリケーションのローカルテスト

これにより、sam-app ディレクトリが作成され、Python ベースの Hello World Lambda 関数を含む環
境が構築されます。

ステップ 2: TestAWS SAMCLI Local
これで、がインストールされました。AWS SAMおよび Hello World Lambda 関数を作成し、以下の操作を
実行できます。テスト関数。左sam-appディレクトリで、次のように入力します。コマンド:
sam local start-api

これにより、Lambda 関数のローカルインスタンスが起動されます。により、以下のような出力が表示さ
れます。
2019-01-31 16:40:27 Found credentials in shared credentials file: ~/.aws/credentials
2019-01-31 16:40:27 Mounting HelloWorldFunction at http://127.0.0.1:3000/hello [GET]
2019-01-31 16:40:27 You can now browse to the above endpoints to invoke your functions.
You do not need to restart/reload SAM CLI while working on your functions changes will be
reflected instantly/automatically. You only need to restart SAM CLI if you update your AWS
SAM template
2019-01-31 16:40:27 * Running on http://127.0.0.1:3000/ (Press CTRL+C to quit)

ブラウザを開き、次のように入力します。:
http://127.0.0.1:3000/hello

これにより、次のようなレスポンスが出力されます。
{"message": "hello world", "location": "72.21.198.66"}

Ctrl+C キーを押して、Lambda API を終了します。

ステップ 3: を起動AWS SAMCLI Local
関数が機能することをテストしたので、AWS SAM CLI Local を起動します。左sam-appディレクトリ
で、次のように入力します。コマンド:
sam local start-lambda

これが始まるAWS SAMCLI Local を使用して、使用するエンドポイントを提供します。により、以下のよ
うな出力が生成されます。:
2019-01-29
2019-01-29
Functions
2019-01-29

15:33:32 Found credentials in shared credentials file: ~/.aws/credentials
15:33:32 Starting the Local Lambda Service. You can now invoke your Lambda
defined in your template through the endpoint.
15:33:32 * Running on http://127.0.0.1:3001/ (Press CTRL+C to quit)
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ステップ 4: Step Functions
JAR ファイル
使用している API.jarファイルバージョンのStep Functions ローカル、開始Step Functionsと指定しま
す。Lambda エンドポイント。を抽出したディレクトリで.jarファイルで、次のように入力します。コマ
ンド:
java -jar StepFunctionsLocal.jar --lambda-endpoint http://localhost:3001

Step Functions Local がスタートすると、環境に続いて、~/.aws/credentials ファイルで設定した認
証情報がチェックされます。デフォルトでは、を使用して起動します。架空のユーザー ID、としてリスト
表示されます。region us-east-1。
2019-01-29 15:38:06.324: Failed to load credentials from environment because Unable to load
AWS credentials from environment variables (AWS_ACCESS_KEY_ID (or AWS_ACCESS_KEY) and
AWS_SECRET_KEY (or AWS_SECRET_ACCESS_KEY))
2019-01-29 15:38:06.326: Loaded credentials from profile: default
2019-01-29 15:38:06.326: Starting server on port 8083 with account 123456789012, region useast-1

Docker
Docker バージョンの Step Functions Local を使用している場合、次のコマンドを使用して Step Functions
を起動します。:
docker run -p 8083:8083 amazon/aws-stepfunctions-local

Docker バージョンの Step Functions のインストールについては、Step Functions Local (ダウンロード可能
バージョン) のセットアップ (p. 314) を参照してください。

Note
または .jar ファイルから Step Functions を起動する場合は環境変数を設定することで、コマン
ドラインを通じて、エンドポイントを指定できます。Docker バージョンの場合は、エンドポイン
トと認証情報をテキストファイルに指定する必要があります。Step Functions ローカル設定オプ
ション (p. 315) を参照してください。

ステップ 5: を参照するステートマシンを作成するAWS SAMCLI
Local 関数
Step Functions Local が実行されたら、を参照するステートマシンを作成します。HelloWorldFunction
で初期化したことステップ 1: AWS SAM のセットアップ (p. 318)。
aws stepfunctions --endpoint http://localhost:8083 create-state-machine --definition "{\
\"Comment\": \"A Hello World example of the Amazon States Language using an AWS Lambda
Local function\",\
\"StartAt\": \"HelloWorld\",\
\"States\": {\
\"HelloWorld\": {\
\"Type\": \"Task\",\
\"Resource\": \"arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:HelloWorldFunction\",\
\"End\": true\
}\
}\
}\
}}" --name "HelloWorld" --role-arn "arn:aws:iam::012345678901:role/DummyRole"
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これによりステートマシンが作成され、実行をスタートするために使用できる Amazon リソースネーム
(ARN) が提供されます。
{
}

"creationDate": 1548805711.403,
"stateMachineArn": "arn:aws:states:us-east-1:123456789012:stateMachine:HelloWorld"

ステップ 6: ローカルステートマシンの実行を開始する
ステートマシンを作成した後、実行をスタートします。。以下を使用する場合は、エンドポイントとス
テートマシン ARN を参照する必要があります。aws stepfunctionsコマンド:
aws stepfunctions --endpoint http://localhost:8083 start-execution --state-machine
arn:aws:states:us-east-1:123456789012:stateMachine:HelloWorld --name test

これにより、実行が開始されます。名前付きtest のHelloWorldステートマシン。
{
}

"startDate": 1548810641.52,
"executionArn": "arn:aws:states:us-east-1:123456789012:execution:HelloWorld:test"

これで Step Functions がローカルに実行されたので、AWS CLI を使用して操作することができます。たと
えば、この実行に関する情報を取得するには、以下を使用します。コマンド:
aws stepfunctions --endpoint http://localhost:8083 describe-execution --execution-arn
arn:aws:states:us-east-1:123456789012:execution:HelloWorld:test

呼び出しdescribe-execution実行のためにより完全な詳細が提供されます。により、以下のような出
力が生成されます。
{

"status": "SUCCEEDED",
"startDate": 1549056334.073,
"name": "test",
"executionArn": "arn:aws:states:us-east-1:123456789012:execution:HelloWorld:test",
"stateMachineArn": "arn:aws:states:us-east-1:123456789012:stateMachine:HelloWorld",
"stopDate": 1549056351.276,
"output": "{\"statusCode\": 200, \"body\": \"{\\\"message\\\": \\\"hello world\\\", \\
\"location\\\": \\\"72.21.198.64\\\"}\"}",
"input": "{}"
}

モックサービス統合の使用
Step Functions Local では、モックサービス統合を使用して、統合サービスを実際に呼び出すことなく、ス
テートマシンの実行パスをテストできます。モックサービス統合を使用するようにステートマシンを設定
するには、モック設定ファイルを作成します。このファイルでは、サービス統合の望ましい出力をモック
レスポンスとして定義し、モックレスポンスを使用して実行パスをテストケースとしてシミュレートする
実行を定義します。
モック設定ファイルをに提供します。ステップ関数ローカル。実際のサービス統合呼び出しを行う代わり
に、テストケースで指定されたモック応答を使用するステートマシンを実行して、サービス統合呼び出し
をテストできます。
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Note
例えばDon'tモック設定ファイルにモックサービス統合レスポンスを指定すると、Step Functions
Local はAWSStep Functions Local の設定中に構成したエンドポイントを使用したサービス統
合。Step Functions Local のエンドポイントの設定については、を参照してください。Step
Functions ローカル設定オプション (p. 315)。
トピック
• このトピックの主な概念 (p. 322)
• ステップ 1: モック設定ファイルでのモックサービス統合の指定 (p. 322)
• ステップ 2: モック設定ファイルをStep Functions ローカルに提供する (p. 326)
• ステップ 3: 模擬サービス統合テストの実行 (p. 327)
• モックサービス統合の設定ファイル (p. 329)

このトピックの主な概念
このトピックでは、次のリストで定義されているいくつかの概念を使用します。
• Mocked Service Integrations-実際のサービスコールを実行する代わりに、モックされた応答を使用する
ように構成されたタスクの状態を指します。
• モックレスポンス-タスク状態が使用するように構成できるモックデータを指します。
• テストケース-モックサービス統合を使用するように構成されたステートマシンの実行を参照します。
• モック設定ファイル-モックサービス統合、モックレスポンス、およびテストケースを定義する JSON を
含むモック設定ファイルを指します。

ステップ 1: モック設定ファイルでのモックサービス統合の指定
以下の操作を実行できます。テストステップ関数AWSStep Functions Local を使用した SDK および最適
化されたサービス統合。次の図は、[ステートマシン定義] タブで定義されたステートマシンを示していま
す。

これを行うには、で定義されているセクションを含むモック設定ファイルを作成する必要がありま
す。モック構成の構造の導入 (p. 330)。
1.

という名前のファイルを作成します。MockConfigFile.jsonモックサービス統合でテストを構成し
ます。
次の例は、名前の 2 つの定義済みステートを持つステートマシンを参照するモック設定ファイルを示
しています。LambdaStateそしてSQSState。
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Mock configuration file example
以下は、モック設定ファイルの例です。これは、からの応答をモックする方法を示し
ていますLambda 関数の呼び出し (p. 369)そしてAmazon SQS にメッセージを送信す
る (p. 379)。この例では、LambdaSQSIntegration (p. 331)ステートマシンには、とい
う名前の 3 つのテストケースが含まれていますHappyPath,RetryPath, およびHybridPath
どのモックですかTask という名前の州LambdaStateそしてSQSState。これらの州
は、MockedLambdaSuccess,MockedSQSSuccess, およびMockedLambdaRetryモックされた
サービス応答。これらのモックされたサービス応答は、MockedResponsesファイルのセクショ
ン。
{

"StateMachines":{
"LambdaSQSIntegration":{
"TestCases":{
"HappyPath":{
"LambdaState":"MockedLambdaSuccess",
"SQSState":"MockedSQSSuccess"
},
"RetryPath":{
"LambdaState":"MockedLambdaRetry",
"SQSState":"MockedSQSSuccess"
},
"HybridPath":{
"LambdaState":"MockedLambdaSuccess"
}
}
}
},
"MockedResponses":{
"MockedLambdaSuccess":{
"0":{
"Return":{
"StatusCode":200,
"Payload":{
"StatusCode":200,
"body":"Hello from Lambda!"
}
}
}
},
"LambdaMockedResourceNotReady":{
"0":{
"Throw":{
"Error":"Lambda.ResourceNotReadyException",
"Cause":"Lambda resource is not ready."
}
}
},
"MockedSQSSuccess":{
"0":{
"Return":{
"MD5OfMessageBody":"3bcb6e8e-7h85-4375-b0bc-1a59812c6e51",
"MessageId":"3bcb6e8e-8b51-4375-b0bc-1a59812c6e51"
}
}
},
"MockedLambdaRetry":{
"0":{
"Throw":{
"Error":"Lambda.ResourceNotReadyException",
"Cause":"Lambda resource is not ready."
}
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}

}

}

},
"1-2":{
"Throw":{
"Error":"Lambda.TimeoutException",
"Cause":"Lambda timed out."
}
},
"3":{
"Return":{
"StatusCode":200,
"Payload":{
"StatusCode":200,
"body":"Hello from Lambda!"
}
}
}

State machine definition
以下は、と呼ばれるステートマシン定義の例です。LambdaSQSIntegrationという名前の 2 つ
のサービス統合タスクの状態を定義します。LambdaStateそしてSQSState。LambdaStateに
基づく再試行ポリシーが含まれています。States.ALL。
{

}

"Comment":"This state machine is called: LambdaSQSIntegration",
"StartAt":"LambdaState",
"States":{
"LambdaState":{
"Type":"Task",
"Resource":"arn:aws:states:::lambda:invoke",
"Parameters":{
"Payload.$":"$",
"FunctionName":"HelloWorldFunction"
},
"Retry":[
{
"ErrorEquals":[
"States.ALL"
],
"IntervalSeconds":2,
"MaxAttempts":3,
"BackoffRate":2
}
],
"Next":"SQSState"
},
"SQSState":{
"Type":"Task",
"Resource":"arn:aws:states:::sqs:sendMessage",
"Parameters":{
"QueueUrl":"https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/123456789012/myQueue",
"MessageBody.$":"$"
},
"End": true
}
}
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以下の操作を実行できます。LambdaSQSIntegration次のいずれかのテストケースを使用して、
モック設定ファイルで参照されるステートマシン定義。
• HappyPath-このテストは、LambdaStateそしてSQSStateを使用しま
すMockedLambdaSuccessそしてMockedSQSSuccessそれぞれ。
• -LambdaStateは、次の値を返します。
"0":{
"Return":{
"StatusCode":200,
"Payload":{
"StatusCode":200,
"body":"Hello from Lambda!"
}
}
}

• -SQSStateは、次の値を返します。
"0":{
"Return":{
"MD5OfMessageBody":"3bcb6e8e-7h85-4375-b0bc-1a59812c6e51",
"MessageId":"3bcb6e8e-8b51-4375-b0bc-1a59812c6e51"
}
}

• RetryPath-このテストは、LambdaStateそしてSQSStateを使用しますMockedLambdaRetryそ
してMockedSQSSuccessそれぞれ。また、LambdaStateは、4 回の再試行を実行するように構成
されています。これらの試行のモックされた応答は、MockedLambdaRetry状態。
• 最初の試行は、次の例に示すように、原因とエラーメッセージを含むタスク失敗で終了します。
"0":{
"Throw": {
"Error": "Lambda.ResourceNotReadyException",
"Cause": "Lambda resource is not ready."
}
}

• 最初の再試行と 2 回目の再試行は、次の例に示すように、原因とエラーメッセージを含むタスク
失敗で終了します。
"1-2":{
"Throw": {
"Error": "Lambda.TimeoutException",
"Cause": "Lambda timed out."
}
}

• 3 回目の再試行は、モックされた Lambda レスポンスのペイロードセクションからの状態結果を
含むタスクの成功で終了します。
"3":{
"Return": {
"StatusCode": 200,
"Payload": {
"StatusCode": 200,
"body": "Hello from Lambda!"
}
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}

}

Note
• 再試行ポリシーが設定されている状態の場合、Step Functions Local は、成功応答を受
信するまで、ポリシーで設定された再試行を使い果たします。つまり、連続した試行
番号を持つ再試行のモックを示す必要があり、成功レスポンスを返す前にすべての再
試行をカバーする必要があります。
• 特定の再試行に対してモックされたレスポンスを指定しない場合、たとえば、「3" を
再試行すると、ステートマシンの実行は失敗します。
• HybridPath-このテストは、LambdaState。AfterLambdaState正常に実行され、モックされた
データを応答として受け取り、SQSStateは、実稼働環境に指定されたリソースに対して実際の
サービスコールを実行します。
モックサービス統合を使用してテストの実行を開始する方法の詳細については、「」ステップ 3: 模擬
サービス統合テストの実行 (p. 327)。
2.

次のことを確認してください。ということはモックされたレスポンス'構造は、統合サービスコールを
行うときに受け取る実際のサービス応答の構造に準拠しています。モック応答の構造要件の詳細につ
いては、「」モックサービス統合の設定 (p. 333)。
左前モック設定ファイルの例、で定義されたモックレスポンスMockedLambdaSuccessそし
てMockedLambdaRetry呼び出しから返される実際のレスポンスの構造に従うHelloFromLambda。

Important
AWSサービス応答は、サービスによって構造が異なる場合があります。Step Functions Local
は、モックされたレスポンス構造が実際のサービス応答構造に適合しているかどうかを検証
しません。テストする前に、モックされたレスポンスが実際の応答に準拠していることを確
認する必要があります。操作レビューサービスレスポンスの構造については、Step Functions
を使用して実際のサービスコールを実行するか、ドキュメントを参照できます。にとってそ
れらのサービス。

ステップ 2: モック設定ファイルをStep Functions ローカルに提
供する
モック設定ファイルを Step Functions Local に提供できます。に以下のいずれかの方法を使用します。
Docker

Note
Docker バージョンの Step Functions Local を使用している場合、環境変数のみを使用して
モック設定ファイルを指定できます。さらに、最初のサーバー起動時に Step Functions ロー
カルコンテナにモック設定ファイルをマウントする必要があります。
モック設定ファイルを任意のディレクトリにマウントする以内にStep Functions ローカルコンテ。次
に、という名前の環境変数を設定します。SFN_MOCK_CONFIG にはが含まれていますモック設定ファ
イルへのパスにコンテナ。この方法環境変数にファイルパスと名前が含まれている限り、モック設定
ファイルに任意の名前を付けることができます。
次のコマンドを使用します。に、Docker イメージを開始するための形式を示します。
docker run -p 8083:8083
--mount type=bind,readonly,source={absolute path to mock config file},destination=/
home/StepFunctionsLocal/MockConfigFile.json
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-e SFN_MOCK_CONFIG="/home/StepFunctionsLocal/MockConfigFile.json" amazon/awsstepfunctions-local

次の例では、コマンドを使用して Docker イメージを起動します。
docker run -p 8083:8083
--mount type=bind,readonly,source=/Users/admin/Desktop/workplace/
MockConfigFile.json,destination=/home/StepFunctionsLocal/MockConfigFile.json
-e SFN_MOCK_CONFIG="/home/StepFunctionsLocal/MockConfigFile.json" amazon/awsstepfunctions-local

JAR File
モック設定ファイルを Step Functions Local に提供するには、次のいずれかの方法を使用します。
• モック設定ファイルを、と同じディレクトリに配置します。Step FunctionsLocal.jar。
このメソッドを使用する場合は、モック設定ファイルに名前を付ける必要があります。
MockConfigFile.json。
• Step Functions Local を実行しているセッションで、という名前の環境変数を設定しま
す。SFN_MOCK_CONFIG、モック設定ファイルのフルパスへのパスを指定します。この方法を
使用します。環境変数にファイルパスと名前が含まれている限り、モック設定ファイルに任意
の名前を付けることができます。次の例で、SFN_MOCK_CONFIG変数は、という名前のモック設
定ファイルを指すように設定されています。EnvSpecifiedMockConfig.json(と)。/home/
workspaceディレクトリ。
export SFN_MOCK_CONFIG="/home/workspace/EnvSpecifiedMockConfig.json"

Note
• 環境変数を指定しない場合SFN_MOCK_CONFIGStep Functions Local では、
デフォルトでは、という名前のモック設定ファイルを読み込もうとしま
す。MockConfigFile.json「Step Functions」をローカルで起動したディレクトリにあ
ります。
• モック設定ファイルをと同じディレクトリに配置すると、Step
FunctionsLocal.jarそして環境変数を設定するSFN_MOCK_CONFIGでは、Step
Functions Local は環境変数で指定されたファイルを読み込みます。

ステップ 3: 模擬サービス統合テストの実行
After作成して提供するモック設定ファイルを Step Functions Local に設定し、モックされたサービス統合
を使用してモック設定ファイルで設定されたステートマシンを実行します。次に、API アクションを使用
して実行結果を確認します。
1.

前述の定義に基づいて、ステートマシンを作成します。モック設定ファイル (p. 322)。
aws stepfunctions create-state-machine \
--endpoint http://localhost:8083 \
--definition "{\"Comment\":\"Thisstatemachineiscalled:LambdaSQSIntegration
\",\"StartAt\":\"LambdaState\",\"States\":{\"LambdaState\":{\"Type\":\"Task\",
\"Resource\":\"arn:aws:states:::lambda:invoke\",\"Parameters\":{\"Payload.$\":\"$\",
\"FunctionName\":\"arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:HelloWorldFunction
\"},\"Retry\":[{\"ErrorEquals\":[\"States.ALL\"],\"IntervalSeconds\":2,\"MaxAttempts
\":3,\"BackoffRate\":2}],\"Next\":\"SQSState\"},\"SQSState\":{\"Type\":\"Task\",
\"Resource\":\"arn:aws:states:::sqs:sendMessage\",\"Parameters\":{\"QueueUrl\":
\"https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/123456789012/myQueue\",\"MessageBody.$\":\"$\"},
\"End\":true}}}" \
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--name "LambdaSQSIntegration" --role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/servicerole/LambdaSQSIntegration"

2.

Runそのモックサービス統合を使用するステートマシン。
モック設定ファイルを使用するには、StartExecutionモック設定ファイルで設定されたステートマ
シンでの API 呼び出し。これを行うには、サフィックスを追加します。#test_name(と) が使用する
ステートマシン ARNStartExecution。test_nameはテストケースであり、同じモック設定ファイ
ル内のステートマシンに対して設定されます。
以下に示すのは、LambdaSQSIntegrationステートマシンとモック設定。この例で
は、LambdaSQSIntegrationステートマシンは、HappyPathで定義されたテストステップ 1:
モック設定ファイルでのモックサービス統合の指定 (p. 322)。-HappyPathtest には、に実行す
るための構成が含まれています。扱うモックサービス統合は、LambdaStateそしてSQSState州
は、MockedLambdaSuccessそしてMockedSQSSuccessモックされたサービス応答。
aws stepfunctions start-execution \
--endpoint http://localhost:8083 \
--name executionWithHappyPathMockedServices \
--state-machine arn:aws:states:useast-1:123456789012:stateMachine:LambdaSQSIntegration#HappyPath

3.

ステートマシンの実行レスポンスを表示します。
呼び出しに対する応答StartExecutionモックサービス統合テストの使用は、呼び出しに対する応答
と同じですStartExecution通常は、実行 ARN と開始日を返します。
以下に、を呼び出した場合の応答の例を示します。StartExecutionモックサービス統合テストの使
用:
{

"startDate":"2022-01-28T15:03:16.981000-05:00",
"executionArn":"arn:aws:states:useast-1:123456789012:execution:LambdaSQSIntegration:executionWithHappyPathMockedServices"
}

4.

をチェックします。実行の結果をすることでListExecutions,DescribeExecution, また
はGetExecutionHistoryAPI コール。
aws stepfunctions get-execution-history \
--endpoint http://localhost:8083 \
--execution-arn arn:aws:states:useast-1:123456789012:execution:LambdaSQSIntegration:executionWithHappyPathMockedServices

次の例で、呼び出しに対する応答の一部を示します。GetExecutionHistoryからの実行 ARN を
使用するステップ 2 に示した応答の例。この例では、LambdaStateそしてSQSStateモックデータ
はで定義されているのですかMockedLambdaSuccessそしてMockedSQSSuccessのモック設定ファ
イル (p. 322)。さらに、モックされたデータは、実際のサービス統合呼び出しを実行して返され
たデータと同じ方法で使用されます。Asoとなる。この例では、からの出力LambdaStateに渡され
るSQSState入力として。
{

"events": [
...
{
"timestamp": "2021-12-02T19:39:48.988000+00:00",
"type": "TaskStateEntered",
"id": 2,
"previousEventId": 0,
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},
...
{

\"\"}",

},
...

\"\"}",

},
...
{

"stateEnteredEventDetails": {
"name": "LambdaState",
"input": "{}",
"inputDetails": {
"truncated": false
}
}

"timestamp": "2021-11-25T23:39:10.587000+00:00",
"type": "LambdaFunctionSucceeded",
"id": 5,
"previousEventId": 4,
"lambdaFunctionSucceededEventDetails": {
"output": "{\"statusCode\":200,\"body\":\"\\\"Hello from Lambda!\\

}

"outputDetails": {
"truncated": false
}

"timestamp": "2021-12-02T19:39:49.464000+00:00",
"type": "TaskStateEntered",
"id": 7,
"previousEventId": 6,
"stateEnteredEventDetails": {
"name": "SQSState",
"input": "{\"statusCode\":200,\"body\":\"\\\"Hello from Lambda!\\

}

"inputDetails": {
"truncated": false
}

"timestamp": "2021-11-25T23:39:10.652000+00:00",
"type": "TaskSucceeded",
"id": 10,
"previousEventId": 9,
"taskSucceededEventDetails": {
"resourceType": "sqs",
"resource": "sendMessage",
"output": "{\"MD5OfMessageBody\":\"3bcb6e8e-7h85-4375b0bc-1a59812c6e51\",\"MessageId\":\"3bcb6e8e-8b51-4375-b0bc-1a59812c6e51\"}",
"outputDetails": {
"truncated": false
}
}
},
...
]
}

モックサービス統合の設定ファイル
モックサービス統合を使用するには、まずという名前のモック設定ファイルを作成する必要がありま
す。MockConfigFile.jsonモック設定を含んでいる。次に、モック設定ファイルを使用して Step
Functions Local を指定します。この設定ファイルは、モックされたサービス統合応答を使用するモック状
態を含むテストケースを定義します。次のセクションでは、モック状態とモック応答を含むモック設定の
構造について説明します。
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トピック
• モック構成の構造の導入 (p. 330)
• モックサービス統合の設定 (p. 333)

モック構成の構造の導入
モック設定は、次のトップレベルフィールドを含む JSON オブジェクトです。
• StateMachines-このオブジェクトのフィールドは、モックサービス統合を使用するように構成された
ステートマシンを表します。
• MockedResponse-このオブジェクトのフィールドは、サービス統合呼び出しのモックされたレスポン
スを表します。
モック設定ファイルの例を次に示します。これは含まれているStateMachine定義とMockedResponse。
{

"StateMachines":{
"LambdaSQSIntegration":{
"TestCases":{
"HappyPath":{
"LambdaState":"MockedLambdaSuccess",
"SQSState":"MockedSQSSuccess"
},
"RetryPath":{
"LambdaState":"MockedLambdaRetry",
"SQSState":"MockedSQSSuccess"
},
"HybridPath":{
"LambdaState":"MockedLambdaSuccess"
}
}
}
},
"MockedResponses":{
"MockedLambdaSuccess":{
"0":{
"Return":{
"StatusCode":200,
"Payload":{
"StatusCode":200,
"body":"Hello from Lambda!"
}
}
}
},
"LambdaMockedResourceNotReady":{
"0":{
"Throw":{
"Error":"Lambda.ResourceNotReadyException",
"Cause":"Lambda resource is not ready."
}
}
},
"MockedSQSSuccess":{
"0":{
"Return":{
"MD5OfMessageBody":"3bcb6e8e-7h85-4375-b0bc-1a59812c6e51",
"MessageId":"3bcb6e8e-8b51-4375-b0bc-1a59812c6e51"
}
}
},
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}

}

"MockedLambdaRetry":{
"0":{
"Throw":{
"Error":"Lambda.ResourceNotReadyException",
"Cause":"Lambda resource is not ready."
}
},
"1-2":{
"Throw":{
"Error":"Lambda.TimeoutException",
"Cause":"Lambda timed out."
}
},
"3":{
"Return":{
"StatusCode":200,
"Payload":{
"StatusCode":200,
"body":"Hello from Lambda!"
}
}
}
}

モック設定フィールドのリファレンス
以下のセクションでは、モック設定で定義する必要がある最上位レベルのオブジェクトフィールドについ
て説明します。
• StateMachines (p. 331)
• モックレスポンス (p. 332)

StateMachines
-StateMachinesオブジェクトは、モックサービス統合を使用するステートマシンを定義します。各
ステートマシンの設定は、のトップレベルフィールドとして表されます。StateMachines。フィー
ルド名はステートマシンの名前で、value はという名前の単一のフィールドを含むオブジェクトで
す。TestCases。そのフィールドはそのステートマシンのテストケースを表している。
次の構文は、2 つのテストケースを持つステートマシンを示しています。
"MyStateMachine": {
"TestCases": {
"HappyPath": {
...
},
"SadPath": {
...
}
}

テストケース
のフィールドTestCasesステートマシンの個々のテストケースを表します。各テストケースの名前はス
テートマシンごとに一意でなければならず、各テストケースの値は、ステートマシンのタスク状態に使用
するモックレスポンスを指定するオブジェクトです。
次の例はTestCaseリンク2Task状態は2つになるMockedResponses:
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"HappyPath": {
"SomeTaskState": "SomeMockedResponse",
"AnotherTaskState": "AnotherMockedResponse"
}

モックレスポンス
MockedResponsesは、一意のフィールド名を持つ複数のモックされたレスポンスオブジェクトを含むオ
ブジェクトです。モックされたレスポンスオブジェクトは、モックされた Task 状態の呼び出しごとに成
功した結果またはエラー出力を定義します。呼び出し番号は、「0」、「1」、「2」、「3」などの個々の
整数文字列、または「0-1」、「2-3」などの整数を含む範囲を使用して指定します。
Task をモックするときは、呼び出しごとにモックされたレスポンスを指定する必要があります。レスポン
スには、という名前のフィールドが 1 つ含まれていなければなりません。ReturnまたはThrowモックさ
れた Task 呼び出しの結果またはエラー出力は誰の値ですか。モックレスポンスを指定しないと、ステー
トマシンの実行は失敗します。
の例を次に示します。MockedResponseとThrowそしてReturnオブジェクト。この例では、ステートマ
シンが最初の 3 回実行され、応答はで指定します。"0-2"が返され、ステートマシンが 4 回目の実行時
に、で指定された応答"3"が返されます。
"SomeMockedResponse": {
"0-2": {
"Throw": {
...
}
},
"3": {
"Return": {
...
}
}
}

Note
を使用している場合Mapを述べて、予測可能な応答を確保したいMap状態、の値を設定しま
す。maxConcurrency[1. 1 より大きい値を設定すると、Step Functions Local は複数の反復を同
時に実行するため、反復間の状態の全体的な実行順序が予測不能になります。これにより、Step
Functions Local は、実行ごとに反復状態に対して異なるモック応答を使用する可能性がありま
す。

return
Returnのフィールドとして表される。MockedResponseオブジェクト。モックされた Task 状態の成功
結果を指定します。
の例を次に示します。Return呼び出し用のモックレスポンスを含むオブジェクトInvokeLambda 関数で
以下を実行します。
"Return": {
"StatusCode": 200,
"Payload": {
"StatusCode": 200,
"body": "Hello from Lambda!"
}
}
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throw
Throwのフィールドとして表される。MockedResponseオブジェクト。これは、エラー出力 (p. 150)失敗
したタスクの。の価値Throwを含むオブジェクトでなければなりません。ErrorそしてCause文字列値を
持つフィールド。さらに、で指定した文字列値ErrorのフィールドMockConfigFile.jsonで処理された
エラーと一致する必要があります。RetryそしてCatchステートマシンのセクション。
の例を次に示します。Throw呼び出し用のモックレスポンスを含むオブジェクトInvokeLambda 関数で以
下を実行します。
"Throw": {
"Error": "Lambda.TimeoutException",
"Cause": "Lambda timed out."
}

モックサービス統合の設定
Step Functions Local を使用して、任意のサービス統合をモックできます。ただし、Step Functions Local
は、モックが実際の API と同じになるように強制しません。モックされたタスクはサービスエンドポイン
トを呼び出さない。モックレスポンスを指定しない場合、Task はサービスエンドポイントを呼び出そう
とします。さらに、Step Functions Local は、Task をモックすると、タスクトークンを自動的に生成しま
す。.waitForTaskToken。
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Step Functions のベストプラクティ
ス
AWS Step Functions ワークフローを実装するための以下のベストプラクティスを使用すると、実装のパ
フォーマンスを最適化できます。
トピック
• タイムアウトを使用して実行のスタックを回避する (p. 334)
• ラージペイロードを渡す代わりに Amazon S3 ARNs を使用する (p. 334)
• 履歴のクォータに到達しないようにする (p. 336)
• Lambda サービスの例外を処理する (p. 336)
• アクティビティタスクのポーリング時のレイテンシーを回避する (p. 337)
• 標準ワークフローまたは Express ワークフローの選択 (p. 337)
• アマゾン CloudWatch ログリソースポリシーのサイズ制限 (p. 338)

タイムアウトを使用して実行のスタックを回避する
デフォルトでは、Amazon States Language はステートマシンの定義にタイムアウトを指定しません。明
示的なタイムアウトが設定されていないと、Step Functions は多くの場合、アクティビティのワーカー
からのレスポンスでしか、タスクが完了したことを知ることができません。何かがうまくいかなかった
らTimeoutSecondsにフィールドが指定されていませんActivityまたはTask状態、決して来ない応答を
待って実行が行き詰まっている。
このような状況を避けるには、作成時に適切なタイムアウトを指定してくださいTaskステートマシンで。
例:
"ActivityState": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:us-east-1:123456789012:activity:HelloWorld",
"TimeoutSeconds": 300,
"HeartbeatSeconds": 60,
"Next": "NextState"
}

詳細については、Amazon States Language ドキュメントの タスク (p. 40) を参照してください。

Note
Amazon States Language の定義の TimeoutSeconds フィールドを使用してステートマシンの
タイムアウトを設定できます。詳細については、「ステートマシン構造 (p. 27)」を参照してくだ
さい。

ラージペイロードを渡す代わりに Amazon S3
ARNs を使用する
状態間でデータの大きいペイロードを渡す実行を終了できます。ステートの間で渡すデータが 262,144 バ
イトを超える場合、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) を使用してデータを保存し、バケット
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名とキーバリューを取得するため、Payload パラメータでバケットの Amazon リソースネーム (ARN) を
解析します。または、実行時に小さいペイロードを渡すように実装を調整します。
次の例では、ステートマシンは入力をAWS LambdaAmazon S3 バケット内の JSON ファイルを処理す
る。このステートマシンを実行すると、Lambda 関数は JSON ファイルの内容を読み取り、ファイルの内
容を出力として返します。
Lambda 関数を作成する
次の Lambda 関数という名前pass-large-payload特定の Amazon S3 バケットに格納されている
JSON ファイルのコンテンツを読みします。

Note
この Lambda 関数を作成したら、その IAM ロールに Amazon S3 バケットから読み取るための適
切なアクセス権限を必ず与えてください。たとえば、amazonS3ReadOnlyAccessLambda 関数の
ロールへの許可。
import
import
import
import

json
boto3
io
os

s3 = boto3.client('s3')
def lambda_handler(event, context):
event = event['Input']
final_json = str()
s3 = boto3.resource('s3')
bucket = event['bucket'].split(':')[-1]
filename = event['key']
directory = "/tmp/{}".format(filename)
s3.Bucket(bucket).download_file(filename, directory)
with open(directory, "r") as jsonfile:
final_json = json.load(jsonfile)
os.popen("rm -rf /tmp")
return final_json

ステートマシンを作成する
次のステートマシンは、以前に作成した Lambda 関数を呼び出します。
{

"StartAt":"Invoke Lambda function",
"States":{
"Invoke Lambda function":{
"Type":"Task",
"Resource":"arn:aws:states:::lambda:invoke",
"Parameters":{
"FunctionName":"arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:pass-largepayload",
"Payload":{
"Input.$":"$"
}
},
"OutputPath": "$.Payload",
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}

}

}

"End":true

大量のデータを入力で渡すのではなく、そのデータを Amazon S3 バケットに保存し、バケット名でバ
ケット名を渡します。Payloadパラメータを使用してバケット名とキー値を取得します。Lambda 関数
はその ARN を使用してデータに直接、アクセスできます。以下に示しているステートマシン実行の入力
例では、データが格納されていますdata.jsonという名前の Amazon S3 バケットでlarge-payloadjson。
{
}

"key": "data.json",
"bucket": "arn:aws:s3:::large-payload-json"

履歴のクォータに到達しないようにする
AWS Step Functions実行イベント履歴には 25,000 エントリのハードクォータがあります。長時間実行し
てもこのクォータに達しないようにするには、ステートマシンから直接新しいステートマシンの実行を開
始できます。Task実行中の実行の状態。このようなネストされたワークフロー実行を開始するには、Step
Functions' を使用してくださいStartExecution親ステートマシンでの API アクションと必要なパラメー
タ。ネストワークフローの使用方法の詳細については、「」を参照してください。タスク状態からワー
クフロー実行を開始する (p. 128)またはStep Functions API アクションを使用して新しい実行を続行す
る (p. 235)チュートリアル
を使用するパターンを実装することもできますAWS Lambdaステートマシンの実行をスタートして、進行
中の作業を複数のワークフロー実行に分割します。詳細については、Lambda 関数を使用して新しい実行
を続行する (p. 237) のチュートリアルを参照してください。

Lambda サービスの例外を処理する
AWS Lambda では、サービスエラーが発生することがあります。この場合、Lambda を呼び出す
と、ServiceException、AWSLambdaException、または SdkClientException などの 500 エラー
が生じます。ベストプラクティスとしては、Lambda 関数を呼び出す Retry、あるいはエラーを Catch
するために、ステートマシンでのこのような例外を事前に処理します。
Lambda エラーは、Lambda.ErrorName として報告されます。Lambda サービス例外エラーを再試行す
るには、次の Retry コードを使用します。
"Retry": [ {
"ErrorEquals": [ "Lambda.ServiceException", "Lambda.AWSLambdaException",
"Lambda.SdkClientException"],
"IntervalSeconds": 2,
"MaxAttempts": 6,
"BackoffRate": 2
} ]

Note
Lambda での未処理のエラーは、エラー出力で Lambda.Unknown として報告さ
れます。具体的には次のとおりです。 out-of-memory エラーと関数のタイムアウ
ト。Lambda.Unknown、States.ALL、または States.TaskFailed を一致させて、
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こういったエラーに処理できます。Lambda が最大呼び出し数に達すると、エラーは
Lambda.TooManyRequestsException となります。Lambda 関数エラーの詳細については、
「」を参照してください。エラー処理と自動再試行()AWS Lambdaデベロッパーガイド。
詳細については、次を参照してください。
• エラー後の再試行 (p. 152)
• Step Functions ステートマシンを使用してエラー条件を処理する (p. 203)
• Lambda 呼び出しエラー

アクティビティタスクのポーリング時のレイテン
シーを回避する
GetActivityTask API は、taskToken を 1 回のみ提供するように設計されています。アクティビティ
ワーカーと通信している間に taskToken がドロップされた場合、GetActivityTask がタイムアウトす
るまで、レスポンスの待機のため複数の GetActivityTask リクエストが 60 秒ブロックされます。
レスポンス待ちのポーリングが少数しかない場合、ブロックされたリクエストの後ろにすべてのリクエス
トが追加され、停止する可能性があります。ただし、各アクティビティ Amazon リソースネーム (ARN) に
多数の未処理のポーリングがあり、リクエストの一部が待機中のままになる場合、taskToken を取得し
て処理の実行を開始するリクエストがさらにたくさんあります。
本番稼働用システムでは、それぞれのアクティビティ ARN の各時点で少なくとも 100 のオープンポーリ
ングを推奨します。1 つのポーリングがブロックされ、それらのポーリングの一部がその後ろに並んでい
る場合、GetActivityTask のリクエストがブロックされている間に処理を実行するための taskToken
を受け取るさらに多くのリクエストがあります。
タスクのポーリング時に、これらのレイテンシーの問題を回避する方法。
• アクティビティワーカーの実装の作業とは別のスレッドとしてポーラーを実装します。
• 各時点でのアクティビティ ARN あたり、少なくとも 100 のオープンポーリングが必要です。

Note
ARN あたり 100 のオープンポーリングにスケーリングすると、コストが高くなる可能性があり
ます。例えば、ARN あたり 100 の Lambda 関数でポーリングする場合、1 つの Lambda 関数
で 100 のポーリングスレッドを実行するよりも 100 倍コストが高くなります。レイテンシーを
短縮しながらコストを最小限に抑えるには、非同期 I/O を使用する言語により、ワーカーごと
に複数のポーリングスレッドを実装します。ポーラースレッドとワークスレッドが異なるアク
ティビティワーカーの例については、例アクティビティRuby のワーカー (p. 47) を参照してく
ださい
アクティビティおよびアクティビティワーカーの詳細については、アクティビティ (p. 46) を参照してくだ
さい

標準ワークフローまたは Express ワークフローの
選択
AWS Step Functions では、デフォルトのワークフロータイプとして標準ワークフローが提供されるととも
に、Express ワークフローを選択するオプションがあります。
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長時間実行され、耐久性が高く、監査可能なワークフローが必要な場合は、スタンダードなワークフロー
を選択できます。または、ハイボリュームのイベント処理ワークロードの場合に Express Workflow を選択
できます。ステートマシンの実行の動作は、選択した Type によって異なります。ステートマシンが作成
された後は、選択した Type を変更することはできません。
• 標準ワークフローと Express ワークフローの違いの詳細については、「」を参照してください。標準
ワークフロー対 Express ワークフロー (p. 20)。
• Step Functions を使用してサーバーレスワークフローを構築する際のコストの最適化については、以下
を参照してください。エクスプレスワークフローを使用したコスト最適化 (p. 23)。

アマゾン CloudWatch ログリソースポリシーのサイ
ズ制限
CloudWatch ログリソースポリシーは 5120 文字に制限されています。メトリック CloudWatch Logs は、
ポリシーがこのサイズ制限に近づいていることを検出すると、でスタートするロググループを自動的に有
効にします。/aws/vendedlogs/。
ログが有効なステートマシンを作成する場合、Step Functions は、 CloudWatch 指定したロググルー
プでリソースポリシーをログに記録します。届かないようにするには CloudWatch ログリソースポ
リシーのサイズ制限、プレフィックス CloudWatch ロググループ名を次の形式で記録します/aws/
vendedlogs/。Step Function コンソールでロググループを作成すると、ロググループ名に /aws/
vendedlogs/states のプレフィックスが付きます。詳細については、の特定の AWS のサービスからロ
グ記録を有効にするを参照してください。

338

AWS Step Functions デベロッパーガイド
その他の AWS のサービスを呼び出す

他のサービスで AWS Step Functions
を使用する
AWS を使用した他の AWS Step Functions のサービスの調整について説明します。
トピック
• その他の AWS のサービスを呼び出す (p. 339)
• AWS SDK のサービスの統合 (p. 342)
• サービス統合パターン (p. 359)
• サービス API にパラメータを渡す (p. 364)
• コードスニペット (p. 366)
• Step Functions 用統合最適化 (p. 367)
• サポートされているのログの変更AWSSDK 統合 (p. 423)

その他の AWS のサービスを呼び出す
AWS Step Functions と AWS のサービスを統合し、ワークフローから各サービスの API アクションを呼び
出すことができます。Step Functions AWS SDK 統合 (p. 342)を使用して、200 を超える AWS のサービ
スのいずれかをしてーとマシンから直接呼び出して、9,000 を超えるの API アクションにアクセスできる
ようにします。または、それぞれがワークフローに特別な機能を提供するようにカスタマイズされた Step
Functions の最適化統合 (p. 367)を使用できます。一部の API アクションは、両方のタイプの統合で使用
できます。この場合は、最適化された統合を使用することをお勧めします。
Amazon ステートメント言語で Task 状態からこれらのサービスを直接調整します。例えば、Step
Functions を使用して他のサービスを呼び出すことができます。
• AWS Lambda 関数を呼び出す
• AWS Batch ジョブを実行後、結果に基づき、別のアクションを実行する
• Amazon DynamoDB から項目を挿入するか、項目を取得する
• Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) タスクを実行し、完了するまで待機します。
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) でトピックを発行します。
• Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) にメッセージを送信します。
• AWS Glue SageMakerまたはAmazonの求人情報を管理しましょう。
• Amazon EMR ジョブを実行するためのワークフローを構築します。
• AWS Step Functions ワークフロー実行を起動します。

最適化された統合
最適化された統合は、ワークフローコンテキストに特別な機能を提供するために Step Functions によっ
てカスタマイズされています。例えば、Lambda (p. 369) は、API 出力をエスケープされた JSON から
JSONInvoke オブジェクトに変換します。 AWS BatchSubmitJob (p. 371)ジョブが完了するまで実行
を一時停止できます。2018 年に最適化された統合が初めてリリースされ、現在 50 以上の API がありま
す。
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AWS SDK 統合
AWS SDK 統合は、AWS SDK を使ったスタンダード API 呼び出しとまったく同じように機能します。こ
れらは、200 を超える AWS のサービスにある 9,000 を超える API をステートマシン定義 AWS から直接
呼び出す能力を提供します。SDK 統合は 2021 年にリリースされました。

統合パターンのサポート
[Standard Workflows] (スタンダードワークフロー) と [Express Workflows] (エキスプレス ワークフロー)
は、同じ統合をサポートしますが、同じ統合パターンはサポートしていません。エクスプレスワークフ
ローは、Job 実行 (.sync) またはコールバック待機 (. waitForTaskトークン)。最適化された統合パター
ンのサポートは、各統合ごとに異なります。詳細については、「標準ワークフロー対 Express ワークフ
ロー (p. 20)」を参照してください。
Standard Workflows

サポートされているサービス統合

最適化された統合

サービス

レスポンスのリク
エスト (p. 360)

Lambda (p. 369)

✓

AWS
Batch (p. 371)

✓

ジョブの実行
(.sync) (p. 360)

コールバッ
クまで待機
(.waitForTaskToken) (p. 361)
✓

✓

DynamoDB (p. 373) ✓
Amazon
ECSAWS
Fargate (p. 375)

✓

Amazon
SNS (p. 377)

✓

✓

Amazon
SQS (p. 379)

✓

✓

AWS
Glue (p. 380)

✓

✓

SageMaker (p. 381) ✓

✓

Amazon
EMR (p. 388)

✓

✓

Amazon EMR on
EKS (p. 396)

✓

✓

CodeBuild (p. 398) ✓

✓

Athena (p. 401)

✓

✓

Amazon
EKS (p. 403)

✓

✓

API
Gateway (p. 413)

✓
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サービス

レスポンスのリク
エスト (p. 360)

ジョブの実行
(.sync) (p. 360)

AWS Glue
DataBrew (p. 418)

✓

✓

アマゾン
✓
EventBridge (p. 419)

AWS SDK 統合

AWS Step
Functions (p. 420)

✓

200 以
上 (p. 343)

✓

コールバッ
クまで待機
(.waitForTaskToken) (p. 361)

✓
✓

✓
✓

Express Workflows

サポートされているサービス統合

最適化された統合

サービス

レスポンスのリク
エスト (p. 360)

Lambda (p. 369)

✓

AWS
Batch (p. 371)

✓

DynamoDB (p. 373) ✓
Amazon
ECSAWS
Fargate (p. 375)

✓

Amazon
SNS (p. 377)

✓

Amazon
SQS (p. 379)

✓

AWS
Glue (p. 380)

✓

SageMaker (p. 381) ✓
Amazon
EMR (p. 388)

✓

Amazon EMR on
EKS (p. 396)

✓

CodeBuild (p. 398) ✓
Athena (p. 401)

✓

Amazon
EKS (p. 403)

✓
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サービス

レスポンスのリク
エスト (p. 360)

API
Gateway (p. 413)

✓

AWS Glue
DataBrew (p. 418)

✓

ジョブの実行
(.sync) (p. 360)

コールバッ
クまで待機
(.waitForTaskToken) (p. 361)

アマゾン
✓
EventBridge (p. 419)

AWS SDK 統合

AWS Step
Functions (p. 420)

✓

200 以
上 (p. 343)

✓

クロスアカウントアクセス
Step Functions を使用すると、AWS アカウントワークフロー内で異なる設定のリソースにクロスアカウン
トでアクセスできます。Step Functions サービスインテグレーションを使用すると、AWSAWS のサービ
スリソースベースのポリシーやクロスアカウントコールがサポートされていない場合でも、任意のクロス
アカウントリソースを呼び出すことができます。
詳細については、「AWS アカウントワークフロー内の他のリソースへのアクセス (p. 620)」を参照して
ください。

AWS SDK のサービスの統合
AWS Step Functionsはと統合しAWS のサービス、ワークフローから各サービスの API アクションを呼び
出せます。Step Functions の AWSSDK インテグレーションを使用すると (p. 342)、ステートマシンから
ほとんどすべてのAWS のサービス API アクションを呼び出すことができます。それぞれがワークフロー
に特別な機能を提供するようにカスタマイズされた Step Functions の最適化統合 (p. 367)を使用できま
す。
一部のサービスまたは SDK は、一時的または永続的に、AWS SDK の統合として利用できません。最近リ
リースされたサービスでは、後で更新されるまで SDK インタラクションを利用できない場合があります。
一部のサービスでは、顧客固有のエンドポイントの指定など、カスタマイズされた構成が必要であり、最
適化された統合に適しています。他の SDK は、オーディオやビデオのストリーミングなど、ワークフロー
での使用には適していません。最後に、一部のサービスは Step Functions によって実行される特定の内部
検証に合格するまで保留される場合があります。
トピック
• AWSSDK のサービスの統合 (p. 343)
• サポートされているAWS SDK のサービスの統合 (p. 343)
• サポートされているサービスでサポートされない API アクション (p. 358)
• 非推奨のAWS SDK のサービスの統合 (p. 359)
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AWSSDK のサービスの統合
AWSSDK 統合を使用するには、サービス名と API コール、オプションでサービス統合パター
ン (p. 359)を指定します。

Note
API アクションは常にキャメルケースで、パラメータ名は Pascal ケースです。例え
ば、Step Functions startSyncExecution API アクションを使用して、パラメーター
StateMachineArn を指定できます。
タスクの状態の Resource フィールドで、AWS SDK サービスを Amazon ステートメント言語から直接呼
び出すことができます。このためには、次の構文を使用します。
arn:aws:states:::aws-sdk:serviceName:apiAction.[serviceIntegrationPattern]
例えば、Amazon EC2 では、arn:aws:states:::aws-sdk:ec2:describeInstances を使用できま
す。これは、Amazon EC2 describeInstances API コールで定義されているような出力を返します。
もし AWS SDK 統合でエラーが発生した場合、結果の [Error] (エラー) フィールドは、サービス名とエラー
名で構成され、ピリオド文字で区切られます: ServiceName.ErrorName。サービス名とエラー名は両方
とも Pascal ケースです。サービス名は、［Task] (リソース) フィールドに小文字で表示されます。ター
ゲットサービスの API リファレンスドキュメントで潜在的なエラー名が見つかります。
例えば、arn:aws:states:::aws-sdk:acmpca:deleteCertificateAuthority
AWS SDK 統合を使用できます。AWS Private Certificate AuthorityAPI リファレンスに
は、DeleteCertificateAuthority API アクションによってResourceNotFoundException、
たとえば、という結果になる可能性があることが示されています。このエラーを処理するに
は、AcmPca.ResourceNotFoundException タスク状態の Retry またはCatcher で Error を指定しま
す。Step Functions 内のエラー処理の詳細については、Step Functions のエラー処理 (p. 150) を参照して
ください。
Step Functions では AWS SDK 統合用 IAM ポリシーを自動生成できません。ステートマシンを作成した
後、IAM コンソールに移動してロールポリシーを設定する必要があります。詳細については、統合サービ
スの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。
AWS SDK 統合の使用方法の例については、AWS SDK のサービス統合を使用して Amazon S3 バケット情
報を収集する (p. 266) チュートリアルを参照してください。

サポートされているAWS SDK のサービスの統合
次の表は、Step Functions がサポートするAWS SDK サービスインテグレーションの一覧です。Task状態
リソース列には、左側の [サービス名] 列で指定されたサービスの統合を使用するときに特定の API アク
ションを呼び出す構文が一覧表示されます。「サポート日」列には、サービス統合がサポートされた日付
に関する情報が表示されます。さらに、右側の例外プレフィックス列には、各サービスインテグレーショ
ンの例外プレフィックスが表示されます。これらの例外プレフィックスは、AWS SDK サービスを Step
Functions と誤って統合したときに生成される例外に含まれています。

Note
*** マークの付いたサービスには、現時点では Step Functions ではサポートされていない API ア
クションがあります。サービスでサポートされていないアクションについては、サポートされて
いるサービスでサポートされない API アクション (p. 358)表を参照してください。

Note
AWSSDK 統合のサポートを拡大するためにリリースごとに行われる更新については、を参照して
くださいサポートされているのログの変更AWSSDK 統合 (p. 423)。
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サービス名

Task ステートリソース

サポートされた日付

例外プレフィックス

AWS Account
Management

arn:aws:states:::awssdk:account:[apiAction]

2022 年 4 月 19 日

アカウント

AWS Amplify

arn:aws:states:::awssdk:amplify:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

Amplify

AWS App Mesh

arn:aws:states:::awssdk:appmesh:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

AppMesh

AWS App Runner

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:apprunner:[apiAction]

AppRunner

AWS AppConfig

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:appconfig:[apiAction]

AppConfig

AWS AppConfig Data arn:aws:states:::aws2022 年 4 月 19 日
sdk:appconfigdata:[apiAction]

AppConfigData

AWS AppSync

arn:aws:states:::awssdk:appsync:[apiAction]

AppSync

AWS Application
Discovery Service

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:applicationdiscovery:[apiAction]

ApplicationDiscovery

AWS Audit Manager

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:auditmanager:[apiAction]

AuditManager

AWS Auto Scaling
Plans

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:autoscalingplans:[apiAction]

AutoScalingPlans

AWS Backup

arn:aws:states:::awssdk:backup:[apiAction]

AWS Backup
gateway

2022 年 4 月 19 日
arn:aws:states:::awssdk:backupgateway:[apiAction]

AWS Batch

arn:aws:states:::awssdk:batch:[apiAction]

AWS Billing
Conductor

2022 年 7 月 27 日
arn:aws:states:::awssdk:billingconductor:[apiAction]

AWS Budgets

arn:aws:states:::awssdk:budgets:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

予算

AWS Certificate
Manager

arn:aws:states:::awssdk:acm:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

ACM

AWS Private
Certificate Authority

arn:aws:states:::awssdk:acmpca:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

AcmPca

AWS Cloud Map

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:servicediscovery:[apiAction]

AWS Cloud9

arn:aws:states:::awssdk:cloud9:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

*** (p. 358)
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サービス名

Task ステートリソース

サポートされた日付

AWS
CloudFormation

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:cloudformation:[apiAction]

AWS CloudHSM

arn:aws:states:::awssdk:cloudhsm:[apiAction]

AWS CloudHSM

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:cloudhsmv2:[apiAction]

CloudHsmV2

AWS CloudTrail

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:cloudtrail:[apiAction]

CloudTrail

AWSCloud Control

2022 年 4 月 19 日
arn:aws:states:::awssdk:cloudcontrol:[apiAction]

CloudControl

AWS CodeBuild

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:codebuild:[apiAction]

CodeBuild

AWS CodeCommit

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:codecommit:[apiAction]

CodeCommit

AWS CodeDeploy

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:codedeploy:[apiAction]

CodeDeploy

AWS CodePipeline

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:codepipeline:[apiAction]

CodePipeline

AWS CodeStar

arn:aws:states:::awssdk:codestar:[apiAction]

AWS CodeStar

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:codestarnotifications:[apiAction]

CodestarNotifications

AWS CodeStar

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:codestarconnections:[apiAction]

CodeStarConnections

AWS Compute
Optimizer

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:computeoptimizer:[apiAction]

ComputeOptimizer

AWS Config

arn:aws:states:::awssdk:config:[apiAction]

AWS Cost Explorer
Service

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:costexplorer:[apiAction]

CostExplorer

AWS Cost and
Usage Report

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:costandusagereport:[apiAction]

CostAndUsageReport

AWS Data Exchange

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:dataexchange:[apiAction]

DataExchange

AWS Data Pipeline

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:datapipeline:[apiAction]

DataPipeline

AWS DataSync

arn:aws:states:::awssdk:datasync:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

例外プレフィックス
CloudFormation
CloudHsm

*** (p. 358)
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サービス名

Task ステートリソース

サポートされた日付

例外プレフィックス

AWS Database
Migration Service

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:databasemigration:[apiAction]

DatabaseMigration

AWS Device Farm

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:devicefarm:[apiAction]

DeviceFarm

AWS Direct Connect

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:directconnect:[apiAction]

DirectConnect

AWS Directory
Service

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:directory:[apiAction]

ディレクトリ

AWS EC2 インスタ
ンス Connect

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:ec2instanceconnect:[apiAction]

EcInstanceConnect

AWS Elastic
Beanstalk

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:elasticbeanstalk:[apiAction]

ElasticBeanstalk

AWS Elemental
MediaLive

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:medialive:[apiAction]

MediaLive

AWS Elemental
MediaPackage

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:mediapackage:[apiAction]

MediaPackage

AWS Elemental
MediaPackage VOD

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:mediapackagevod:[apiAction]

MediaPackageVod

AWS Elemental
MediaStore

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:mediastore:[apiAction]

MediaStore

AWS Fault Injection
Simulator

arn:aws:states:::awssdk:fis:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

魚

AWS Firewall
Manager

arn:aws:states:::awssdk:fms:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

FMS

AWS Glue

arn:aws:states:::awssdk:glue:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

接着語

AWS Glue DataBrew

arn:aws:states:::awssdk:databrew:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

DataBrew

AWS IoT Greengrass

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:greengrass:[apiAction]

Greengrass

AWS Ground Station

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:groundstation:[apiAction]

GroundStation

AWS Identity and
Access Management

arn:aws:states:::awssdk:iam:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

Iam

AWS IoT

arn:aws:states:::awssdk:iot:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

IoT

*** (p. 358)

*** (p. 358)

*** (p. 358)
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サービス名

Task ステートリソース

サポートされた日付

例外プレフィックス

AWS IoT 1-Click

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:iot1clickprojects:[apiAction]

IoTClickProjects

AWS IoT Analytics

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:iotanalytics:[apiAction]

IoTAnalytics

AWS IoT Core
Device Advisor

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:iotdeviceadvisor:[apiAction]

IotDeviceAdvisor

AWS IoT Events

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:iotevents:[apiAction]

IotEvents

AWS IoT Events
Data

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:ioteventsdata:[apiAction]

IotEventsData

AWS IoT Fleet Hub

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:iotfleethub:[apiAction]

IoTFleetHub

AWS IoT Greengrass
Version 2

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:greengrassv2:[apiAction]

GreengrassV2

AWS IoTジョブデー
タプレーン

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:iotjobsdataplane:[apiAction]

IotJobsDataPlane

AWS IoT セキュアト
ンネリング

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:iotsecuretunneling:[apiAction]

IoTSecureTunneling

AWS IoT SiteWise

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:iotsitewise:[apiAction]

IoTSiteWise

AWS IoT Things
Graph

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:iotthingsgraph:[apiAction]

IoTThingsGraph

AWS IoTワイヤレス

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:iotwireless:[apiAction]

IotWireless

AWS Key
Management Service

arn:aws:states:::awssdk:kms:[apiAction]

AWS Lake Formation

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:lakeformation:[apiAction]

AWS Lambda

arn:aws:states:::awssdk:lambda:[apiAction]

*** (p. 358)

2021 年 9 月 30 日

2021 年 9 月 30 日

kms
LakeFormation
Lambda

*** (p. 358)

AWS License
Manager

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:licensemanager:[apiAction]

LicenseManager

AWS Marketplace

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:marketplacecatalog:[apiAction]

MarketplaceCatalog

AWS Marketplace
Commerce Analytics

2021 年 9 月 30 日
MarketplaceCommerceAnalytics
arn:aws:states:::awssdk:marketplacecommerceanalytics:[apiAction]

AWS Marketplace
Entitlement Service

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:marketplaceentitlement:[apiAction]
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サービス名

Task ステートリソース

サポートされた日付

例外プレフィックス

AWS Elemental
MediaTailor

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:mediatailor:[apiAction]

MediaTailor

AWS Migration Hub

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:migrationhub:[apiAction]

MigrationHub

AWS Migration Hub
Config

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:migrationhubconfig:[apiAction]

MigrationHubConfig

AWS Migration Hub
戦略の推奨事項

2022 年 4 月 19 日
arn:aws:states:::awssdk:migrationhubstrategy:[apiAction]

MigrationHubStrategy

AWS モバイル

arn:aws:states:::awssdk:mobile:[apiAction]

AWS Network
Firewall

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:networkfirewall:[apiAction]

AWS OpsWorks

arn:aws:states:::awssdk:opsworks:[apiAction]

AWS OpsWorks CM

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:opsworkscm:[apiAction]

OpsWorksCm

AWS Organizations

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:organizations:[apiAction]

Organizations

AWS Outposts

arn:aws:states:::awssdk:outposts:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

Outposts

AWS Panorama

arn:aws:states:::awssdk:panorama:[apiAction]

2022 年 4 月 19 日

Panorama

Amazon Relational
Database Service の
Performance Insights

arn:aws:states:::awssdk:pi:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

パイ

AWS の料金表

arn:aws:states:::awssdk:pricing:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

料金

Amazon Relational
Database Service

arn:aws:states:::awssdk:rdsdata:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

RdsData

AWS Resilience Hub

2022 年 4 月 19 日
arn:aws:states:::awssdk:resiliencehub:[apiAction]

AWS Resource
Access Manager

arn:aws:states:::awssdk:ram:[apiAction]

AWS Resource
Groups

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:resourcegroups:[apiAction]

ResourceGroups

AWS Resource
Groups Tagging API

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:resourcegroupstaggingapi:[apiAction]

ResourceGroupsTaggingApi

AWS RoboMaker

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:robomaker:[apiAction]

RoboMaker

2021 年 9 月 30 日

2021 年 9 月 30 日

NetworkFirewall
OpsWorks

*** (p. 358)
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サポートされた日付

例外プレフィックス

AWS IAM Identity
2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awsCenter (successor to sdk:identitystore:[apiAction]
AWS Single Sign-On)

アイデンティティス
トア

IAM Identity Center

arn:aws:states:::awssdk:ssooidc:[apiAction]

SsoOidc

AWS Secrets
Manager

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:secretsmanager:[apiAction]

AWS Security Token
Service

arn:aws:states:::awssdk:sts:[apiAction]

AWS Security Hub

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:securityhub:[apiAction]

AWS Server
Migration Service

arn:aws:states:::awssdk:sms:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

2021 年 9 月 30 日

SecretsManager
セット

*** (p. 358)

2021 年 9 月 30 日

SecurityHub
SMS

AWS Service Catalog arn:aws:states:::aws2021 年 9 月 30 日
sdk:servicecatalog:[apiAction]

ServiceCatalog

AWS Service Catalog arn:aws:states:::aws2021 年 9 月 30 日
アプリケーションレ
sdk:servicecatalogappregistry:[apiAction]
ジストリ

ServiceCatalogAppRegistry

AWS Shield

arn:aws:states:::awssdk:shield:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

Shield

AWS Signer

arn:aws:states:::awssdk:signer:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

Signer

IAM Identity Center

arn:aws:states:::awssdk:sso:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

SSO

IAM Identity Center
管理者

arn:aws:states:::awssdk:ssoadmin:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

SsoAdmin

AWS Step Functions

arn:aws:states:::awssdk:sfn:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

SFN

AWS Storage
Gateway

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:storagegateway:[apiAction]

AWS Support

arn:aws:states:::awssdk:support:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

サポート

AWS Transfer Family

arn:aws:states:::awssdk:transfer:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

転送

AWS WAF

arn:aws:states:::awssdk:waf:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

Waf

AWS WAF リージョ
ン別

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:wafregional:[apiAction]

*** (p. 358)
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サービス名

Task ステートリソース

サポートされた日付

例外プレフィックス

AWS WAFV2

arn:aws:states:::awssdk:wafv2:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

Wafv

AWS WellArchitected Tool

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:wellarchitected:[apiAction]

AWS X-Ray

arn:aws:states:::awssdk:xray:[apiAction]

AWS Marketplace
Metering Service

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:marketplacemetering:[apiAction]

AWS Serverless
Application
Repository

2021 年 9 月 30 日
ServerlessApplicationRepository
arn:aws:states:::awssdk:serverlessapplicationrepository:[apiAction]

AWS Identity and
Access Management
Access Analyzer

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:accessanalyzer:[apiAction]

AccessAnalyzer

Alexa for Business

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:alexaforbusiness:[apiAction]

AlexaForBusiness

Amazon API
Gateway

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:apigateway:[apiAction]

ApiGateway

Amazon API
Gateway

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:apigatewayv2:[apiAction]

ApiGatewayV2

アマゾン
AppIntegrations

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:appintegrations:[apiAction]

AppIntegrations

アマゾン AppStream
2.0

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:appstream:[apiAction]

AppStream

Amazon AppFlow

arn:aws:states:::awssdk:appflow:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

アプリフロー

Amazon Athena

arn:aws:states:::awssdk:athena:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

Athena

Amazon Augmented
AI

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:sagemakera2iruntime:[apiAction]

Amazon Braket

arn:aws:states:::awssdk:braket:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

Braket

Amazon Chime

arn:aws:states:::awssdk:chime:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

Chime

Amazon Chime 会議

2022 年 4 月 19 日
arn:aws:states:::awssdk:chimesdkmeetings:[apiAction]

ChimeSdkMeetings

Amazon Cloud
Directory

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:clouddirectory:[apiAction]

CloudDirectory

Amazon CloudFront

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:cloudfront:[apiAction]

CloudFront
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Amazon
CloudSearch

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:cloudsearch:[apiAction]

CloudSearch

Amazon CloudWatch

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:cloudwatch:[apiAction]

CloudWatch

Amazon CloudWatch
Application Insights

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:applicationinsights:[apiAction]

ApplicationInsights

CloudWatch 明らか
に

2022 年 4 月 19 日
arn:aws:states:::awssdk:evidently:[apiAction]

Evidently

Amazon CloudWatch
Logs

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:cloudwatchlogs:[apiAction]

CloudWatchLogs

CloudWatch アマゾ
ンラム

arn:aws:states:::awssdk:rum:[apiAction]

Amazon CloudWatch
Synthetics

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:synthetics:[apiAction]

Synthetics

Amazon CodeGuru
Profiler

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:codeguruprofiler:[apiAction]

CodeGuruProfiler

Amazon CodeGuru
Reviewer

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:codegurureviewer:[apiAction]

CodeGuruReviewer

Amazon Cognito

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:cognitoidentity:[apiAction]

CognitoIdentity

Amazon Cognito
Identity Provider

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:cognitoidentityprovider:[apiAction]

CognitoIdentityProvider

Amazon Cognito
Sync

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:cognitosync:[apiAction]

CognitoSync

Amazon
Comprehend

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:comprehend:[apiAction]

Comprehend

Amazon
Comprehend Medical

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:comprehendmedical:[apiAction]

ComprehendMedical

Amazon Connect
Contact Lens

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:connectcontactlens:[apiAction]

ConnectContactLens

Amazon Connect
Participant Service

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:connectparticipant:[apiAction]

ConnectParticipant

Amazon Connect

arn:aws:states:::awssdk:connect:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

接続

Amazon Connect
Voice ID

arn:aws:states:::awssdk:voiceid:[apiAction]

2022 年 4 月 19 日

VoiceId

Amazon Connect
Wisdom

arn:aws:states:::awssdk:wisdom:[apiAction]

2022 年 4 月 19 日

Wisdom

2022 年 4 月 19 日

例外プレフィックス

ラム

*** (p. 358)
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サポートされた日付
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Amazon Data
Lifecycle Manager

arn:aws:states:::awssdk:dlm:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

DLM

Amazon Detective

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:detective:[apiAction]

Detective

Amazon DevOps
Guru

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:devopsguru:[apiAction]

DevOpsGuru

Amazon
DocumentDB
(with MongoDB
compatibility)

arn:aws:states:::awssdk:docdb:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

DocDb

Amazon DynamoDB

arn:aws:states:::awssdk:dynamodb:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

DynamoDb

Amazon DynamoDB
Streams

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:dynamodbstreams:[apiAction]

Amazon EC2
Container Registry

arn:aws:states:::awssdk:ecr:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

ECR

Amazon EC2
Container Service

arn:aws:states:::awssdk:ecs:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

ECS

Amazon EC2
Systems Manager

arn:aws:states:::awssdk:ssm:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

Ssm

Amazon EMR

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:emrcontainers:[apiAction]

EmrContainers

Amazon ElastiCache

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:elasticache:[apiAction]

ElastiCache

Amazon Elastic
Inference

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:elasticinference:[apiAction]

ElasticInference

DynamoDbStreams

*** (p. 358)

Amazon Elastic Block arn:aws:states:::awsStore
sdk:ebs:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

Ebs

Amazon Elastic
Compute Cloud

arn:aws:states:::awssdk:ec2:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

Ec

Amazon Elastic
Container Registry
Public

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:ecrpublic:[apiAction]

Amazon Elastic File
System

arn:aws:states:::awssdk:efs:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

Efs

Amazon Elastic
Kubernetes Service

arn:aws:states:::awssdk:eks:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

Eks

EcrPublic

*** (p. 358)
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Amazon EMR

arn:aws:states:::awssdk:emr:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

EMR

Amazon Elastic
Transcoder

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:elastictranscoder:[apiAction]

ElasticTranscoder

Amazon OpenSearch
Service

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:elasticsearch:[apiAction]

Elasticsearch

Amazon OpenSearch
Service

2022 年 4 月 19 日
arn:aws:states:::awssdk:opensearch:[apiAction]

OpenSearch

Amazon EventBridge

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:eventbridge:[apiAction]

EventBridge

Amazon FSx

arn:aws:states:::awssdk:fsx:[apiAction]

Amazon Forecast ク
エリ

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:forecastquery:[apiAction]

予測クエリ

Amazon Forecast
サービス

arn:aws:states:::awssdk:forecast:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

Forecast

Amazon Fraud
Detector

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:frauddetector:[apiAction]

Amazon GameLift

arn:aws:states:::awssdk:gamelift:[apiAction]

アマゾン
GameSparks

2022 年 7 月 27 日
arn:aws:states:::awssdk:gamesparks:[apiAction]

Amazon S3 Glacier

arn:aws:states:::awssdk:glacier:[apiAction]

Amazon GuardDuty

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:guardduty:[apiAction]

GuardDuty

Amazon HealthLake

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:healthlake:[apiAction]

HealthLake

Amazon Honeycode

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:honeycode:[apiAction]

Honeycode

Amazon Inspector

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:inspector:[apiAction]

Inspector

Amazon Inspector V2

2022 年 4 月 19 日
arn:aws:states:::awssdk:inspector2:[apiAction]

インスペクター 2

Amazon Interactive
Video Service

arn:aws:states:::awssdk:ivs:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

IVS

Amazon Kendra

arn:aws:states:::awssdk:kendra:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

Kendra

*** (p. 358)

353

2021 年 9 月 30 日

2021 年 9 月 30 日

2021 年 9 月 30 日

FSx

FraudDetector
GameLift
GameSparks
Glacier

AWS Step Functions デベロッパーガイド
サポートされているサービス

サービス名

Task ステートリソース

サポートされた日付
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Amazon Kinesis

arn:aws:states:::awssdk:kinesis:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

Kinesis

*** (p. 358)

Amazon Kinesis
Analytics

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:kinesisanalytics:[apiAction]

KinesisAnalytics

Amazon Kinesis
Analytics V2

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:kinesisanalyticsv2:[apiAction]

KinesisAnalyticsV2

Amazon Kinesis
Firehose

arn:aws:states:::awssdk:firehose:[apiAction]

Amazon Kinesis
Video Signaling
Channels

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:kinesisvideosignaling:[apiAction]

KinesisVideoSignaling

Amazon Kinesis
Video Streams

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:kinesisvideo:[apiAction]

KinesisVideo

Amazon Kinesis
Video Streams
Archived Media

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:kinesisvideoarchivedmedia:[apiAction]

KinesisVideoArchivedMedia

Amazon Kinesis
video stream

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:kinesisvideomedia:[apiAction]

KinesisVideoMedia

Amazon Lex Model
Building Service

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:lexmodelbuilding:[apiAction]

LexModelBuilding

Amazon Lex Model
Building Service V2

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:lexmodelsv2:[apiAction]

LexModelsV2

Amazon Lex

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:lexruntime:[apiAction]

LexRuntime

Amazon Lex Runtime
V2

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:lexruntimev2:[apiAction]

LexRuntimeV2

Amazon Lightsail

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:lightsail:[apiAction]

Lightsail

Amazon Location
Service

arn:aws:states:::awssdk:location:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

Location

Amazon Lookout for
Metrics

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:lookoutmetrics:[apiAction]

LookoutMetrics

Amazon Lookout for
Vision

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:lookoutvision:[apiAction]

LookoutVision

Amazon MQ

arn:aws:states:::awssdk:mq:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

Amazon Macie

arn:aws:states:::awssdk:macie:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

2021 年 9 月 30 日

Firehose

*** (p. 358)
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Amazon Macie 2

arn:aws:states:::awssdk:macie2:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

メイシー 2

Amazon Managed
Blockchain

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:managedblockchain:[apiAction]

Amazon Managed
Grafana

arn:aws:states:::awssdk:grafana:[apiAction]

2022 年 4 月 19 日

Grafana

Amazon Managed
Service for
Prometheus

arn:aws:states:::awssdk:amp:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

アンプ

Amazon Managed
Streaming for
Apache Kafka

arn:aws:states:::awssdk:kafka:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

Kafka

Amazon MSK
Connect

2022 年 4 月 19 日
arn:aws:states:::awssdk:kafkaconnect:[apiAction]

Amazon Managed
Workflows for
Apache Airflow

arn:aws:states:::awssdk:mwaa:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

ムワア

Amazon Mechanical
Turk

arn:aws:states:::awssdk:mturk:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

MTurk

Amazon MemoryDB
for Redis

arn:aws:states:::awssdk:memorydb:[apiAction]

2022 年 4 月 19 日

メモリDB

Amazon Neptune

arn:aws:states:::awssdk:neptune:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

Neptune

Amazon Personalize

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:personalize:[apiAction]

Personalize

Amazon Personalize
Events

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:personalizeevents:[apiAction]

PersonalizeEvents

Amazon Personalize
Runtime

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:personalizeruntime:[apiAction]

PersonalizeRuntime

Amazon Pinpoint

arn:aws:states:::awssdk:pinpoint:[apiAction]

Amazon Pinpoint E
メールサービス

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:pinpointemail:[apiAction]

PinpointEmail

Amazon Pinpoint
SMS および音声サー
ビス

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:pinpointsmsvoice:[apiAction]

PinpointSmsVoice

Amazon Pinpoint
SMS および音声 V2
サービス

2022 年 7 月 27 日
arn:aws:states:::awssdk:pinpointsmsvoicev2:[apiAction]

PinpointSmsVoiceV2

Amazon Polly

arn:aws:states:::awssdk:polly:[apiAction]
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Amazon QLDB

arn:aws:states:::awssdk:qldb:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

クイーンズランド州

Amazon QLDB セッ
ション

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:qldbsession:[apiAction]

QldbSession

Amazon QuickSight

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:quicksight:[apiAction]

QuickSight

Amazon Redshift

arn:aws:states:::awssdk:redshift:[apiAction]

Amazon Redshift
Data API

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:redshiftdata:[apiAction]

RedshiftData

Amazon Rekognition

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:rekognition:[apiAction]

Rekognition

Amazon Relational
Database Service

arn:aws:states:::awssdk:rds:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

レッズ

Amazon Route 53

arn:aws:states:::awssdk:route53:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

Route53

Amazon Route 53
Recovery Control
Config

2021 年 9 月 30 日
ルート
arn:aws:states:::awssdk:route53recoverycontrolconfig:[apiAction] 53RecoveryControlConfig

Amazon Route 53 ド
メイン

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:route53domains:[apiAction]

ルート 53 ドメイン

Amazon Route 53
Resolver

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:route53resolver:[apiAction]

ルート 53 リゾル
バー

Amazon S3 on
Outposts

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:s3outposts:[apiAction]

S3 アウトポスト

Amazon SageMaker
Feature Store ランタ
イム

2021 年 9 月 30 日
SageMakerFeatureStoreRuntime
arn:aws:states:::awssdk:sagemakerfeaturestoreruntime:[apiAction]

Amazon SageMaker
ランタイム

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:sagemakerruntime:[apiAction]

SageMakerRuntime

アマゾン SageMaker

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:sagemaker:[apiAction]

SageMaker

Amazon SageMaker
Edge マネージャー

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:sagemakeredge:[apiAction]

SagemakerEdge

Amazon Simple
Email Service

arn:aws:states:::awssdk:ses:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

セット

Amazon Simple
Email Service V2

arn:aws:states:::awssdk:sesv2:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

SESv2

Amazon Simple
Notification Service

arn:aws:states:::awssdk:sns:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

Sns
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Amazon Simple
Queue Service

arn:aws:states:::awssdk:sqs:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

Sqs

Amazon Simple
Storage Service

arn:aws:states:::awssdk:s3:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

S3

Amazon Simple
Workflow Service

arn:aws:states:::awssdk:swf:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

Swf

Amazon Textract

arn:aws:states:::awssdk:textract:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

Textract

Amazon Transcribe

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:transcribe:[apiAction]

Transcribe

Amazon Translate

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:translate:[apiAction]

[Translate] (変換)

Amazon WorkDocs

arn:aws:states:::awssdk:workdocs:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

WorkDocs

Amazon WorkMail

arn:aws:states:::awssdk:workmail:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

WorkMail

Amazon WorkMail
Message Flow

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:workmailmessageflow:[apiAction]

*** (p. 358)

WorkMailMessageFlow

Amazon WorkSpaces arn:aws:states:::aws2021 年 9 月 30 日
sdk:workspaces:[apiAction]

WorkSpaces

WorkSpaces アマゾ
ンウェブ

2022 年 4 月 19 日
arn:aws:states:::awssdk:workspacesweb:[apiAction]

WorkSpacesWeb

Amplify

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:amplifybackend:[apiAction]

AmplifyBackend

Amplify UI Builder

2022 年 4 月 19 日
arn:aws:states:::awssdk:amplifyuibuilder:[apiAction]

AmplifyUiBuilder

Application Auto
Scaling

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:applicationautoscaling:[apiAction]

ApplicationAutoScaling

Amazon EC2 Auto
Scaling

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:autoscaling:[apiAction]

Auto Scaling

CodeArtifact

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:codeartifact:[apiAction]

コードアーティファ
クト

DynamoDB
Accelerator

arn:aws:states:::awssdk:dax:[apiAction]

EC2 Image Builder

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:imagebuilder:[apiAction]

Elastic Disaster
Recovery

arn:aws:states:::awssdk:drs:[apiAction]

357

2021 年 9 月 30 日

2022 年 4 月 19 日

ダックス
イメージビルダー
Drs

AWS Step Functions デベロッパーガイド
サポートされているサービスで
サポートされない API アクション

サービス名

Task ステートリソース

サポートされた日付

例外プレフィックス

Elastic Load
Balancing

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:elasticloadbalancing:[apiAction]

ElasticLoadBalancing

Elastic Load
Balancing V2

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:elasticloadbalancingv2:[apiAction]

ElasticLoadBalancingV2

MediaConnect

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:mediaconnect:[apiAction]

MediaConnect

Network Manager

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:networkmanager:[apiAction]

Amazon S3 コント
ロール

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:s3control:[apiAction]

Amazon EBS のごみ
箱

arn:aws:states:::awssdk:rbin:[apiAction]

Savings Plans

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:savingsplans:[apiAction]

貯蓄計画

Amazon EventBridge
Schema Registry

arn:aws:states:::awssdk:schemas:[apiAction]

2021 年 9 月 30 日

スキーマ

Service Quotas

2021 年 9 月 30 日
arn:aws:states:::awssdk:servicequotas:[apiAction]

AWS Snowball

arn:aws:states:::awssdk:snowball:[apiAction]

S3 コントロール

*** (p. 358)

2022 年 4 月 19 日

2021 年 9 月 30 日

ロビン

ServiceQuotas
Snowball

サポートされているサービスでサポートされない API
アクション
サポートされないAWS SDK のサービスの統合 API アクションの一覧を以下の表に示しています。右側の
列には、左側の列にリストされているサービスで現在サポートされていない API アクションが含まれてい
ます。
サービス名

Unsupported API アクション

AWS Application Discovery Service

• DescribeExportConfigurations
• ExportConfigurations

AWS CodeDeploy

• BatchGetDeploymentInstances
• GetDeploymentInstance
• ListDeploymentInstances
• SkipWaitTimeForInstanceTermination

Amazon Comprehend Medical

DetectEntities

AWS Direct Connect

• AllocateConnectionOnInterconnect
• DescribeConnectionLoa
• DescribeConnectionsOnInterconnect
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サービス名

Unsupported API アクション
• DescribeInterconnectLoa

Amazon Elastic File System

CreateTags

Amazon Elastic Transcoder

TestRole

Amazon EMR

DescribeJobFlows

AWS IoT

• AttachPrincipalPolicy
• ListPrincipalPolicies
• DetachPrincipalPolicy
• ListPolicyPrincipals
• DetachPrincipalPolicy

AWS IoT Core Device Advisor

ListTestCases

Amazon Kinesis

SubscribeToShard

AWS Lambda

InvokeAsync

Amazon Lex Runtime V2

StartConversation

AWS Elemental MediaPackage

RotateChannelCredentials

Amazon Relational Database Service

ExecuteSql

Amazon Simple Storage Service

SelectObjectContent

Amazon S3 コントロール

SelectObjectContent

AWS Shield

DeleteSubscription

AWS Security Token Service

• AssumeRole
• AssumeRoleWithSAML
• AssumeRoleWithWebIdentity

非推奨のAWS SDK のサービスの統合
以下のAWS SDK のサービスの統合が非推奨となりました。
• AWS モバイル
• Amazon Macie

サービス統合パターン
AWS Step Functions は、Amazon ステートメント言語で直接サービスを統合します。3 つの異なるサービ
ス統合パターンを使用して、これらの AWS のサービスを制御できます。
• サービスを呼び出し、Step Functions が HTTP レスポンスを取得した直後に次の状態に進むことができ
るようにします。
• サービスを呼び出し、ジョブが完了するまで Step Functions が待機するようにします。
• タスクトークンでサービスを呼び出し、トークンがペイロードとともに返されるまで Step Functions が
待機するようにします。
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これらの各サービス統合パターンは、[task definition] (p. 40) (タスク定義) の "Resource" フィールドで
URI を作成する方法によって制御されます。
統合されたサービスを呼び出す方法
• レスポンスのリクエスト (p. 360)
• ジョブの実行 (.sync) (p. 360)
• タスクトークンのコールバックまで待機する (p. 361)
統合されたサービス用に AWS Identity and Access Management (IAM) を設定する方法については、統合
サービスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

レスポンスのリクエスト
タスク状態の "Resource" 文字列でサービスを指定する時にリソースを提供するだけで、Step Functions
は HTTP レスポンスがあるまで待機した後、次の状態に進みます。Step Functions は、ジョブが完了する
まで待機しません。
次の例は Amazon SNS トピックを発行する方法を示しています。
"Send message to SNS":{
"Type":"Task",
"Resource":"arn:aws:states:::sns:publish",
"Parameters":{
"TopicArn":"arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:myTopic",
"Message":"Hello from Step Functions!"
},
"Next":"NEXT_STATE"
}

この例では、Amazon SNS の Publish API を参照しています。Publish API の呼び出し後、ワークフロー
は次の状態に進みます。

ジョブの実行 (.sync)
AWS Batch や Amazon ECS など統合サービスの場合、Step Functions は次の状態に進む前にリクエスト
が完了するまで待機します。Step Functions を待機させるには、タスクの状態定義で "Resource" フィー
ルドを指定し、リソース URI の後に .sync サフィックスを追加します。
例えば、AWS Batch ジョブを送信する場合には、この例で示すように、次のステートマシン定義の
"Resource" フィールドを使用します。
"Manage Batch task": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::batch:submitJob.sync",
"Parameters": {
"JobDefinition": "arn:aws:batch:us-east-2:123456789012:job-definition/
testJobDefinition",
"JobName": "testJob",
"JobQueue": "arn:aws:batch:us-east-2:123456789012:job-queue/testQueue"
},
"Next": "NEXT_STATE"
}

リソース Amazon リソースネーム (ARN) に追加される .sync 部分があるため、ジョブが完了するまで
Step Functions が待機します。AWS Batch submitJob の呼び出し後、ワークフローは停止します。ジョ
ブが完了すると、Step Functions は次の状態に進みます。詳細については、AWS Batch の バッチジョブ
(AWS Batch、Amazon SNS) の管理 (p. 437) サンプルプロジェクトを参照してください。

360

AWS Step Functions デベロッパーガイド
タスクトークンのコールバックまで待機する

この (.sync) サービス統合パターンを使用するタスクが中止となり、Step Functions がタスクをキャンセ
ルできない場合、統合サービスから追加料金が発生する可能性があります。タスクは次の場合に中断でき
ます。
• ステートマシンの実行を停止するには
• 並行状態の別のブランチは、キャッチされないエラーで失敗します。
• マップ状態の反復は、キャッチされないエラーで失敗します。
Step Functions は、ベストエフォートでタスクをキャンセルしようとします。例えば、Step Functions
states:startExecution.sync タスクが中断されれば、Step Functions StopExecution API アク
ションを呼び出します。ただし、Step Functions がタスクをキャンセルできない可能性があります。考え
られる理由を次に示します (ただし、これらに限定されるものではありません)。
• IAM 実行ロールには、対応する API コールを行う許可がありません。
• 一時的なサービス停止が発生しました。
どの統合されたサービスでジョブの完了の待機 (.sync) がサポートされているかのリストについて
は、Step Functions 用統合最適化 (p. 367) を参照してください。

Note
.sync を使用するサービス統合には追加の IAM 許可が必要です。詳細については、「統合サービ
スの IAM ポリシー (p. 629)」を参照してください。

タスクトークンのコールバックまで待機する
コールバックタスクは、タスクトークンが返されるまでワークフローを待機させる方法を提供します。タ
スクには、人間による承認、サードパーティーとの統合、あるいはレガシーシステムの呼び出しまで待機
することが必要になる場合があります。このようなタスクでは、 を無期限に停止して、外部のプロセスあ
るいはワークフローが完了するまで待機させることができます このような状況に対して、Step Functions
からは、タスクトークンをAWS SDK サービス統合、および一部の最適化サービス統合に渡す許可がでま
す。SendTaskSuccess あるいは SendTaskFailure 呼び出しでタスクがタスクトークンを受け取るま
で、このタスクは停止します。
Taskコールバックタスクトークンを使用するステートがタイムアウトすると、新しいランダムトークンが
生成されます。タスク・トークンにはコンテキスト・オブジェクトからアクセスできます (p. 117)。

Note
タスクトークンには少なくとも 1 文字が含まれている必要があり、最大 1024 文字を含めること
ができます。
.waitForTaskToken を AWS SDK 統合と共に使用するため、使用する API には、タスクトークンを配
置するパラメータフィールドが必要です。

Note
AWS同じアカウント内のプリンシパルからタスクトークンを渡す必要があります。AWS別のアカ
ウントのプリンシパルからトークンを送信した場合、トークンは機能しません。
どの統合されたサービスでタスクトークンの待機 (.waitForTaskToken) がサポートされているかのリス
トについては、Step Functions 用統合最適化 (p. 367) を参照してください。
トピック
• タスクトークンの例 (p. 362)
• コンテキストオブジェクトからトークンを取得する (p. 363)
• 待機中のタスクにハートビートタイムアウトを設定する (p. 364)
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タスクトークンの例
この例では、承認ワークフローの一部としてクレジットチェックを実行するために、外部のマイクロサー
ビスを Step Functions ワークフローに統合する必要があります。Step Functions は、タスクトークンを含
む Amazon SQS メッセージをメッセージの一部として公開します。1 つの外部システムが Amazon SQS
に統合され、キューからメッセージを引き出します。これが完了すると、結果および元のタスクトークン
が返されます。それから、Step Functions は ワークフローを続けます。

Amazon SQS を参照するタスク定義の "Resource" フィールドには、末尾に追加された
.waitForTaskToken が含まれています。
"Send message to SQS": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::sqs:sendMessage.waitForTaskToken",
"Parameters": {
"QueueUrl": "https://sqs.us-east-2.amazonaws.com/123456789012/myQueue",
"MessageBody": {
"Message": "Hello from Step Functions!",
"TaskToken.$": "$$.Task.Token"
}
},
"Next": "NEXT_STATE"
}

これにより、Step Functions にタスクトークンを一時停止して待機するようにという指示がでま
す。.waitForTaskToken を使用してリソースを指定する場合、状態定義の "Parameters" フィールド
で特別なパス指定 ($$.Task.Token) を使用して、タスクトークンにアクセスすることができます。最初
の $$. は、そのパスアクセスにコンテキストオブジェクト (p. 363)を指定し、現在実行中のタスクのタ
スクトークンを取得します。
完了すると、外部サービスが taskToken が含まれる SendTaskSuccess または SendTaskFailure を
呼び出します。この時点でのみ、ワークフローが次の状態へと続行します。
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Note
プロセスが SendTaskSuccess または SendTaskFailure とともにタスクトークンを送信する
ことに失敗した場合に無期限に待機することを回避するには、待機中のタスクにハートビートタ
イムアウトを設定する (p. 364) を参照してください。

コンテキストオブジェクトからトークンを取得する
コンテキストオブジェクトは、実行に関する情報が含まれた内部の JSON オブジェクトです。状態の入力
と同様に、実行中に "Parameters" フィールドからパスを使用してこれにアクセスできます。タスクの
定義内からアクセスすると、これにはタスクトークンを含めた特定の実行に関する情報が含まれます。
{

"Execution": {
"Id": "arn:aws:states:useast-1:123456789012:execution:stateMachineName:executionName",
"Input": {
"key": "value"
},
"Name": "executionName",
"RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role...",
"StartTime": "2019-03-26T20:14:13.192Z"
},
"State": {
"EnteredTime": "2019-03-26T20:14:13.192Z",
"Name": "Test",
"RetryCount": 3
},
"StateMachine": {
"Id": "arn:aws:states:us-east-1:123456789012:stateMachine:stateMachineName",
"Name": "name"
},
"Task": {
"Token": "h7XRiCdLtd/83p1E0dMccoxlzFhglsdkzpK9mBVKZsp7d9yrT1W"
}
}

タスク定義の "Parameters" フィールド内から特別なパスを使用して、タスクトークンにアクセスでき
ます。入力あるいはコンテキストオブジェクトにアクセスするには、.$ をパラメータ名に追加してパラ
メータがパスになるようにまず指定します。以下では、"Parameters" 仕様内で入力およびコンテキスト
オブジェクトからのノードを指定します。
"Parameters": {
"Input.$": "$",
"TaskToken.$": "$$.Task.Token"
},

いずれの場合でも、.$ をパラメータ名に追加することで、Step Functions がパスを予期するように指示し
ます。最初のケースでは、"$" は入力全体を含むパスです。後者のケースでは、$$. はパスがコンテキス
トオブジェクトにアクセスすることを指定し、また、$$.Task.Token は稼働している実行のコンテキス
トオブジェクト内のタスクトークンの値に対してパラメータを設定します。
Amazon SQS の例では、"Resource" フィールド内の .waitForTaskToken によって、タスクトークン
が返されるまで待機するように指示されます。"TaskToken.$": "$$.Task.Token" パラメータは、こ
のトークンを Amazon SQS メッセージの一部として渡します。
"Send message to SQS": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::sqs:sendMessage.waitForTaskToken",
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}

"Parameters": {
"QueueUrl": "https://sqs.us-east-2.amazonaws.com/123456789012/myQueue",
"MessageBody": {
"Message": "Hello from Step Functions!",
"TaskToken.$": "$$.Task.Token"
}
},
"Next": "NEXT_STATE"

コンテキストオブジェクトの詳細については、このガイドの 入力および出力処理 (p. 82) セクションの
Context オブジェクト (p. 116) を参照してください。

待機中のタスクにハートビートタイムアウトを設定する
タスクトークンを待っているタスクは、実行が 1 年間のサービスクォータに達するまで待機します (状態
のスロットリングに関連するクォータ (p. 573) を参照)。実行のスタックを回避するには、ステートマシ
ン定義でハートビートタイムアウト間隔を設定できます。HeartbeatSeconds (p. 40) フィールドを使用
して、タイムアウト間隔を指定します。
{

}

"StartAt": "Push to SQS",
"States": {
"Push to SQS": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::sqs:sendMessage.waitForTaskToken",
"HeartbeatSeconds": 600,
"Parameters": {
"MessageBody": { "myTaskToken.$": "$$.Task.Token" },
"QueueUrl": "https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/123456789012/push-based-queue"
},
"ResultPath": "$.SQS",
"End": true
}
}

このステートマシン定義では、1 つのタスクがメッセージを Amazon SQS にプッシュし、外部プロセス
が指定したタスクトークンとともにコールバックするまで待機します。"HeartbeatSeconds": 600
フィールドは、ハートビートタイムアウト間隔を 10 分に設定しています。タスクは、タスクトークンが
次のいずれかの API アクションとともに返されるまで待機します。
• SendTaskSuccess
• SendTaskFailure
• SendTaskHeartbeat
待機しているタスクが 10 分以内に有効なタスクトークンを受信しない場合、タスクは States.Timeout
エラー名で失敗します。
詳細については、コールバックタスクサンプルプロジェクト コールバックパターンの例 (Amazon
SQS、Amazon SNS、Lambda) (p. 452) を参照してください。

サービス API にパラメータを渡す
サービス API に渡されるパラメータを管理するには、"Parameters" フィールドを Task 状態で使用しま
す。
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静的 JSON をパラメータとして渡す
JSON オブジェクトをパラメータとしてリソースに渡すには、ステートマシン定義に直接含めます。
例えば、RetryStrategy API の SubmitJob パラメータを AWS Batch 用に設定するには、次のようにパ
ラメータに含めます。
"RetryStrategy": {
"attempts": 5
}

また、静的 JSON を使用して複数のパラメータを渡すこともできます。より複雑な例として、Amazon
SNS トピックを 発行するタスクの仕様の "Resource" フィールドおよび "Parameters" フィールドを
以下に示します。
"Resource": "arn:aws:states:::sns:publish",
"Parameters": {
"TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:myTopic",
"Message": "test message",
"MessageAttributes": {
"my attribute no 1": {
"DataType": "String",
"StringValue": "value of my attribute no 1"
},
"my attribute no 2": {
"DataType": "String",
"StringValue": "value of my attribute no 2"
}
}
},

パスを使用して状態入力をパラメータとして渡す
状態の入力の一部をパラメータに渡すには、パス (p. 84)を使用します。パスは $ で始まる文字列です。こ
れを使用して JSON テキスト内でコンポーネントを識別できます。Step Functions パスは JsonPath 構文
を使用します。
パラメータでパスを使用して入力内の JSON ノードを参照するように指定するには、パラメータ名の末尾
を .$ で終了します。例えば、message という名前のノードに状態入力のテキストがある場合、そのパス
で入力 JSON を参照することでパラメータに渡すことができます。
次の状態入力を使用します。
{

}

"comment": "A message in the state input",
"input": {
"message": "foo",
"otherInfo": "bar"
},
"data": "example"

次のようにして、メッセージ foo をパラメータとして渡すことができます。
"Parameters": {"Message.$": "$.input.message"},

Step Functions のパラメータの使用の詳細については、以下を参照してください。
• 入力および出力処理 (p. 82)
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• InputPath、パラメータ、 ResultSelector (p. 85)

コンテキストオブジェクトノードをパラメータとして
渡す
静的コンテンツおよび状態の入力からのノードに加えて、コンテキストオブジェクトからノードをパラ
メータとして渡すことができます。コンテキストオブジェクトは、ステートマシンの実行中に存在する動
的な JSON データです。これにはステートマシンと現在の実行に関する情報が含まれます。コンテキスト
オブジェクトにアクセスするには、状態の定義の "Parameters" フィールド内のパスを使用できます。
コンテキストオブジェクトに関する詳細と "Parameters" フィールドからデータにアクセスする方法に
ついては、次を参照してください。
• Context オブジェクト (p. 116)
• コンテキストオブジェクトへのアクセス (p. 117)
• コンテキストオブジェクトからトークンを取得する (p. 363)

コードスニペット
AWS Step Functions では、コードスニペットは、ステートマシン定義で新しい状態のオプションを簡単に
設定する方法です。ステートマシンを編集または作成する場合、コードペインの最上部に [Generate code
snippet] (コードスニペットの生成) メニューが含まれます。[Generate code snippet] (コードスニペットの
生成) メニューでオプションを選択すると、その状態に固有のパラメータを設定するウィンドウが開き、
選択したオプションに基づいて Amazon ステートメント言語 コードが生成されます。
たとえば、AWS Batch: ジョブの管理コードスニペットでは、次の項目を設定できます。
• [Batch job name] (Batch ジョブ名) – ジョブ名を指定します。ランタイムにパスを使用して指定すること
もできます。
• [Batch job definition] (Batch ジョブ定義) – アカウント内の既存の AWS Batch ジョブの Amazon リソー
スネーム (ARN) を選択するか、ジョブ定義を入力します。ランタイムにパスを使用して指定することも
できます。
• [Batch job queue] (Batch ジョブキュー) – アカウント内の既存の AWS Batch ジョブキューの ARN を選
択するか、キュー定義を入力します。ランタイムにパスを使用して指定することもできます。
• [Run synchronously] (同期的に実行) - このオプションを選択すると、AWS Batch ジョブが完了してから
次の状態に進むように Step Functions が設定されます。

Note
サービスパラメータを指定する詳細については、サービス API にパラメータを渡す (p. 364) を
参照して ください。
AWS Batch オプションを設定した後、Retry、TimeoutSeconds.、Catch などの状態のエラー処理オ
プションを指定できます。
詳細については、Amazon ステートメント言語 の エラー名 (p. 151) を参照してください。
Step Functions サービスの統合に関する詳細はこちらを参照してください。
• 他のサービスで AWS Step Functions を使用する (p. 339)
• Step Functions 用統合最適化 (p. 367)
• コードスニペットの使用 (p. 245)
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Step Functions 用統合最適化
以下のトピックには、他の AWS のサービスを調整するために Amazon States Language でサポートされ
ている API、パラメータ、リクエスト/レスポンスのパラメータが含まれています。トピックでは、コー
ド例も示します。最適化された統合サービスを Amazon States Language から直接呼び出すことができま
す。Resourceフィールドの aTask状態。
3 つのサービス統合パターンを使用できます。
• デフォルトのレスポンス (p. 360)
• ジョブが完了するまで待機します (.sync)。 (p. 360)
• タスクトークンを待ちます (.waitForTaskToken)。 (p. 361)
[Standard Workflows] (スタンダードワークフロー) と [Express Workflows] (エキスプレス ワークフロー)
は、同じ統合をサポートしますが、同じ統合パターンはサポートしていません。Express ワークフロー
は、Job 実行 (.sync) またはコールバックの待機 (.waitForTaskトークン)。最適化された統合パターン
のサポートは、各統合ごとに異なります。詳細については、「標準ワークフロー対 Express ワークフ
ロー (p. 20)」を参照してください。
Standard Workflows

サポートされているサービス統合

最適化された統合

サービス

レスポンスのリク
エスト (p. 360)

Lambda (p. 369)

✓

AWS
Batch (p. 371)

✓

ジョブの実行
(.sync) (p. 360)

コールバッ
クまで待機
(.waitForTaskToken) (p. 361)
✓

✓

DynamoDB (p. 373) ✓
Amazon
ECSAWS
Fargate (p. 375)

✓

Amazon
SNS (p. 377)

✓

✓

Amazon
SQS (p. 379)

✓

✓

AWS
Glue (p. 380)

✓

✓

SageMaker (p. 381) ✓

✓

Amazon
EMR (p. 388)

✓

✓

Amazon EMR on
EKS (p. 396)

✓

✓

CodeBuild (p. 398) ✓

✓

Athena (p. 401)

✓

✓
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サービス

レスポンスのリク
エスト (p. 360)

ジョブの実行
(.sync) (p. 360)

コールバッ
クまで待機
(.waitForTaskToken) (p. 361)

Amazon
EKS (p. 403)

✓

✓

✓

API
Gateway (p. 413)

✓

AWS Glue
DataBrew (p. 418)

✓

✓
✓

アマゾン
✓
EventBridge (p. 419)

AWS SDK 統合

AWS Step
Functions (p. 420)

✓

200 以
上 (p. 343)

✓

✓
✓

✓
✓

Express Workflows

サポートされているサービス統合

最適化された統合

サービス

レスポンスのリク
エスト (p. 360)

Lambda (p. 369)

✓

AWS
Batch (p. 371)

✓

DynamoDB (p. 373) ✓
Amazon
ECSAWS
Fargate (p. 375)

✓

Amazon
SNS (p. 377)

✓

Amazon
SQS (p. 379)

✓

AWS
Glue (p. 380)

✓

SageMaker (p. 381) ✓
Amazon
EMR (p. 388)

✓

Amazon EMR on
EKS (p. 396)

✓

CodeBuild (p. 398) ✓
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コールバッ
クまで待機
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サービス

レスポンスのリク
エスト (p. 360)

Athena (p. 401)

✓

Amazon
EKS (p. 403)

✓

API
Gateway (p. 413)

✓

AWS Glue
DataBrew (p. 418)

✓

ジョブの実行
(.sync) (p. 360)

コールバッ
クまで待機
(.waitForTaskToken) (p. 361)

アマゾン
✓
EventBridge (p. 419)

AWS SDK 統合

AWS Step
Functions (p. 420)

✓

200 以
上 (p. 343)

✓

Step Functions で Lambda を呼び出す
Step Functions は、Amazon States Language から、AWS の特定のサービスを直接制御することができま
す。AWS Step Functions との協働および統合の詳細については、以下を参照してください。
• 他のサービスでの使用 (p. 339)
• サービス API にパラメータを渡す (p. 364)

Optimized Lambda 統合と Lambda AWS SDK 統合との違い
• レスポンスの Payload フィールドは、エスケープされた Json から Json に解析されます。
• レスポンスにフィールド FunctionError が含まれている場合、タスクは失敗します｡
状態の出入力および結果の管理については、Step Functions の入出力処理 (p. 82) を参照してください。
サポートされている AWS Lambda API:
• Invoke
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ
• ClientContext
• FunctionName
• InvocationType
• Qualifier
• Payload
• レスポンスの構文
以下には、Lambda 関数を呼び出す Task 状態が含まれます。
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{

}

"StartAt":"CallLambda",
"States":{
"CallLambda":{
"Type":"Task",
"Resource":"arn:aws:states:::lambda:invoke",
"Parameters":{
"FunctionName":"MyFunction"
},
"End":true
}
}

以下には、コールバック (p. 361)サービス統合パターンを実行する Task の状態が含まれます。
{

}

"StartAt":"GetManualReview",
"States":{
"GetManualReview":{
"Type":"Task",
"Resource":"arn:aws:states:::lambda:invoke.waitForTaskToken",
"Parameters":{
"FunctionName":"get-model-review-decision",
"Payload":{
"model.$":"$.new_model",
"token.$":"$$.Task.Token"
},
"Qualifier":"prod-v1"
},
"End":true
}
}

Lambda 関数を呼び出すと、実行は関数の完了を待ちます。コールバックタスクで Lambda 関数を呼び出
すと、Lambda 関数の実行が完了してタスクトークンを返すまで、ハートビートタイムアウトのカウント
は開始されません。Lambda 関数が実行されている限り、ハートビートタイムアウトは強制されません。
を使用してLambdaを非同期で呼び出すこともできますInvocationTypeパラメータ、次の例に表示され
た。

Note
Lambda 関数の非同期呼び出しでは、ハートビートのタイムアウト期間がすぐに開始されます。
{

}

"Comment": "A Hello World example of the Amazon States Language using Pass states",
"StartAt": "Hello",
"States": {
"Hello": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::lambda:invoke",
"Parameters": {
"FunctionName": "echo",
"InvocationType": "Event"
},
"End": true
}
}
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ときに Task の結果が返されると、関数の出力はメタデータのディクショナリ内にネストされます。例:
{

}

"ExecutedVersion":"$LATEST",
"Payload":"FUNCTION OUTPUT",
"SdkHttpMetadata":{
"HttpHeaders":{
"Connection":"keep-alive",
"Content-Length":"4",
"Content-Type":"application/json",
"Date":"Fri, 26 Mar 2021 07:42:02 GMT",
"X-Amz-Executed-Version":"$LATEST",
"x-amzn-Remapped-Content-Length":"0",
"x-amzn-RequestId":"0101aa0101-1111-111a-aa55-1010aaa1010",
"X-Amzn-Trace-Id":"root=1-1a1a000a2a2-fe0101aa10ab;sampled=0"
},
"HttpStatusCode":200
},
"SdkResponseMetadata":{
"RequestId":"6b3bebdb-9251-453a-ae45-512d9e2bf4d3"
},
"StatusCode":200

または、「リソース」フィールドに関数 ARN を直接指定して Lambda 関数を呼び出せます。この方法で
Lambda 関数を呼び出す場合、.waitForTaskToken を指定することはできず、タスク結果には関数の出
力のみが含まれます。
{

}

"StartAt":"CallFunction",
"States":{
"CallFunction": {
"Type":"Task",
"Resource":"arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:HelloFunction",
"End": true
}
}

Lambda 関数の特定バージョンまたはエイリアスを呼び出すには、Resource フィールドの ARN でそれ
らのオプションを指定します。Lambda ドキュメントで以下を参照してください。
• AWS Lambda バージョニング
• AWS Lambda エイリアス
他の AWS のサービスで Step Functions を使用して IAM を設定する方法については、統合サービスの IAM
ポリシー (p. 629) を参照してください。

Step Functions で AWS Batch を管理する
Step Functions は、Amazon States Language から、AWS の特定のサービスを直接制御することができま
す。AWS Step Functions との協働および統合の詳細については、以下を参照してください。
• 他のサービスでの使用 (p. 339)
• サービス API にパラメータを渡す (p. 364)
サポートされている AWS Batch API:
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最適化方法AWS Batch統合はAWS BatchAWSSDK 統合
• ジョブの実行 (.sync) (p. 360) 統合パターンが利用可能です。
レスポンスのリクエスト (p. 360) または タスクトークンのコールバックまで待機する (p. 361)
統合パターンの最適化はないことに注意してください。

Note
Step Functions 内のパラメータは、PascalCase の中で表されます。ネイティブサービスAPIが
camelCase であってもそれはかわりません。
• SubmitJob
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ:
• ArrayProperties
• ContainerOverrides
• DependsOn
• JobDefinition
• JobName
• JobQueue
• Parameters
• RetryStrategy
• Timeout
• Tags
• レスポンスの構文
以下には、AWS Batch ジョブを送信し、完了するまで待機する Task が含まれます。
{

}

"StartAt": "BATCH_JOB",
"States": {
"BATCH_JOB": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::batch:submitJob.sync",
"Parameters": {
"JobDefinition": "preprocessing",
"JobName": "PreprocessingBatchJob",
"JobQueue": "SecondaryQueue",
"Parameters.$": "$.batchjob.parameters",
"ContainerOverrides": {
"ResourceRequirements": [
{
"Type": "VCPU",
"Value": "4"
}
]
}
},
"End": true
}
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用して IAM を設定する方法については、統合サービスの IAM
ポリシー (p. 629) を参照してください。

372

AWS Step Functions デベロッパーガイド
Amazon DynamoDB

Step Functions を使用した DynamoDB API の呼び出
し
Step Functions は、Amazon States Language から、AWS の特定のサービスを直接制御することができま
す。AWS Step Functions との協働および統合の詳細については、以下を参照してください。
• 他のサービスでの使用 (p. 339)
• サービス API にパラメータを渡す (p. 364)

Note
Step Functions のタスクには入力データまたは結果データの最大サイズにはクォータがありま
す。これにより、別のサービスとの間でデータを送受信するときに、UTF-8 でエンコードされた
文字列として 262,144 バイトのデータに制限されます。ステートマシンの実行に関連するクォー
タ (p. 574) を参照してください。

最適化された DynamoDB 統合と DynamoDBAWS SDK 統合との違い
• レスポンスのリクエスト (p. 360) 統合パターンの最適化はありません。
• タスクトークンのコールバックまで待機する (p. 361) 統合パターンはサポートされていませ
ん。
• PutItem最適化された統合ではGetItem、、および UpdateItemAPI アクションのみを使用で
きます。など、その他の API CreateTableアクションは DynamoDBAWS SDK インテグレー
ションを使用して実行できます。
サポートされている Amazon DynamoDB API および構文:
• GetItem
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ:
• Key
• TableName
• AttributesToGet
• ConsistentRead
• ExpressionAttributeNames
• ProjectionExpression
• ReturnConsumedCapacity
• レスポンスの構文
• PutItem
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ:
• Item
• TableName
• ConditionalOperator
• ConditionExpression
• Expected
• ExpressionAttributeNames
• ExpressionAttributeValues
• ReturnConsumedCapacity
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• ReturnItemCollectionMetrics
• ReturnValues
• レスポンスの構文
• DeleteItem
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ:
• Key
• TableName
• ConditionalOperator
• ConditionExpression
• Expected
• ExpressionAttributeNames
• ExpressionAttributeValues
• ReturnConsumedCapacity
• ReturnItemCollectionMetrics
• ReturnValues
• レスポンスの構文
• UpdateItem
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ:
• Key
• TableName
• AttributeUpdates
• ConditionalOperator
• ConditionExpression
• Expected
• ExpressionAttributeNames
• ExpressionAttributeValues
• ReturnConsumedCapacity
• ReturnItemCollectionMetrics
• ReturnValues
• UpdateExpression
• レスポンスの構文
DynamoDB からメッセージを取得する Task 状態を以下に示します。
"Read Next Message from DynamoDB": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::dynamodb:getItem",
"Parameters": {
"TableName": "TransferDataRecords-DDBTable-3I41R5L5EAGT",
"Key": {
"MessageId": {"S.$": "$.List[0]"}
}
},
"ResultPath": "$.DynamoDB",
"Next": "Send Message to SQS"
},
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Note
マップまたはリストをマップ内の DynamoDB に渡すことはできません。
この状態を実例で確認するには、データレコードの転送 (Lambda、DynamoDB、Amazon SQS) (p. 443)
サンプルプロジェクトを参照してください。
他の AWS のサービスで Step Functions を使用して IAM を設定する方法については、統合サービスの IAM
ポリシー (p. 629) を参照してください。

Step Functions で Amazon ECS または Fargate タス
クを管理する
Step Functions は、Amazon States Language から、AWS の特定のサービスを直接制御することができま
す。AWS Step Functions との協働および統合の詳細については、以下を参照してください。
• 他のサービスでの使用 (p. 339)
• サービス API にパラメータを渡す (p. 364)

最適化された Amazon ECS/fargate 統合が Amazon ECS または Fargate AWS SDKとどの
ように異なるか
• .sync 統合パターンを使用できます。
• ecs:runTask は、HTTP 200 のレスポンスを返すことができますが、次のように、空でない
Failures フィールドがあります。
• [Request Response] (リクエストレスポンス): レスポンスを返し、タスクは失敗しません。こ
れは、最適化なしと同じです。
• [Run a Job] (ジョブを実行する): 空でない Failures フィールドが検出された場
合、AmazonECS.Unknown エラーがでて、タスクは失敗します。
• タスクトークン: 空でない場合 Failures フィールドが検出された場
合、AmazonECS.Unknown エラーでてタスクは失敗します。
サポートされている Amazon ECS/Fargate API と構文:

Note
Step Functions 内のパラメータは、PascalCase の中で表されます。ネイティブサービスAPIが
camelCase であってもそれはかわりません。
• RunTask は、指定されたタスク定義を使用して新しいタスクを開始します。
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ:
• Cluster
• Group
• LaunchType
• NetworkConfiguration
• Overrides
• PlacementConstraints
• PlacementStrategy
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• PlatformVersion
• PropagateTags
• TaskDefinition
• レスポンスの構文

Amazon ECS タスクにデータを渡す
Step Functions は、Amazon States Language から、AWS の特定のサービスを直接制御することができま
す。AWS Step Functions との協働および統合の詳細については、以下を参照してください。
• 他のサービスでの使用 (p. 339)
• サービス API にパラメータを渡す (p. 364)
overrides を使用することで、コンテナのデフォルトコマンドを上書きし、入力を Amazon ECS タスク
に渡すことができます。ContainerOverride を参照してください。この例では、TaskTask入力からス
テートに値を渡していました。 JsonPath
以下には、Amazon ECS タスクを実行し、完了するまで待機する Task 状態が含まれます。
{

"StartAt": "Run an ECS Task and wait for it to complete",
"States": {
"Run an ECS Task and wait for it to complete": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::ecs:runTask.sync",
"Parameters": {
"Cluster": "cluster-arn",
"TaskDefinition": "job-id",
"Overrides": {
"ContainerOverrides": [
{
"Name": "container-name",
"Command.$": "$.commands"
}
]
}
},
"End": true
}
}

}

ContainerOverrides の "Command.$": "$.commands" 行は状態の入力からコンテナにコマンドを
渡します。
前の例では、実行への入力が次の場合、各コマンドはコンテナのオーバーライドとして渡されます。
{

}

"commands": [
"test command 1",
"test command 2",
"test command 3"
]

以下には Amazon ECS タスクを実行する Task 状態が含まれ、その後タスクトークンが返されるまで待機
します。タスクトークンのコールバックまで待機する (p. 361) を参照してください。
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{

}

"StartAt":"Manage ECS task",
"States":{
"Manage ECS task":{
"Type":"Task",
"Resource":"arn:aws:states:::ecs:runTask.waitForTaskToken",
"Parameters":{
"LaunchType":"FARGATE",
"Cluster":"cluster-arn",
"TaskDefinition":"job-id",
"Overrides":{
"ContainerOverrides":[
{
"Name":"container-name",
"Environment":[
{
"Name":"TASK_TOKEN_ENV_VARIABLE",
"Value.$":"$$.Task.Token"
}
]
}
]
}
},
"End":true
}
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用して IAM を設定する方法については、統合サービスの IAM
ポリシー (p. 629) を参照してください。

Step Functions で Amazon SNS を呼び出す
Step Functions は、Amazon States Language から、AWS の特定のサービスを直接制御することができま
す。AWS Step Functions との協働および統合の詳細については、以下を参照してください。
• 他のサービスでの使用 (p. 339)
• サービス API にパラメータを渡す (p. 364)

最適化された Amazon SNS 統合と Amazon SNS AWS SDK 統合の違い
レスポンスのリクエスト (p. 360) または タスクトークンのコールバックまで待機する (p. 361)
統合パターンの最適化はありません。
サポートされている Amazon SNS API:

Note
Step Functions のタスクには入力データまたは結果データの最大サイズにはクォータがありま
す。これにより、別のサービスとの間でデータを送受信するときに、UTF-8 でエンコードされ
た文字列として 262,144 バイトのデータに制限されます。「ステートマシンの実行に関連する
クォータ (p. 574)」を参照してください。
• Publish
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ
• Message
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• MessageAttributes
• MessageStructure
• PhoneNumber
• Subject
• TargetArn
• TopicArn
• レスポンスの構文
以下には、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックに発行する Task 状態が含まれま
す。
{

"StartAt": "Publish to SNS",
"States": {
"Publish to SNS": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::sns:publish",
"Parameters": {
"TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:myTopic",
"Message.$": "$.input.message",
"MessageAttributes": {
"my_attribute_no_1": {
"DataType": "String",
"StringValue": "value of my_attribute_no_1"
},
"my_attribute_no_2": {
"DataType": "String",
"StringValue": "value of my_attribute_no_2"
}
}
},
"End": true
}
}

}

動的な値を渡す。上記の例を変更して、この JSON ペイロードから属性を動的に渡すことができます。
{
"input": {
"message": "Hello world"
},
"SNSDetails": {
"attribute1": "some value",
"attribute2": "some other value",
}
}

.$ を StringValue フィールドに追加:
"MessageAttributes": {
"my_attribute_no_1": {
"DataType": "String",
"StringValue.$": "$.SNSDetails.attribute1"
},
"my_attribute_no_2": {
"DataType": "String",
"StringValue.$": "$.SNSDetails.attribute2"
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以下には、Amazon SNS トピックに発行され、その後タスクトークンが返されるまで待機する Task 状態
が含まれます。「タスクトークンのコールバックまで待機する (p. 361)」を参照してください。
{

}

"StartAt":"Send message to SNS",
"States":{
"Send message to SNS":{
"Type":"Task",
"Resource":"arn:aws:states:::sns:publish.waitForTaskToken",
"Parameters":{
"TopicArn":"arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:myTopic",
"Message":{
"Input.$":"$",
"TaskToken.$":"$$.Task.Token"
}
},
"End":true
}
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用して IAM を設定する方法については、統合サービスの IAM
ポリシー (p. 629) を参照してください。

Step Functions で Amazon SQS を呼び出す
Step Functions は、Amazon States Language から、AWS の特定のサービスを直接制御することができま
す。AWS Step Functions との協働および統合の詳細については、以下を参照してください。
• 他のサービスでの使用 (p. 339)
• サービス API にパラメータを渡す (p. 364)

最適化された Amazon SQS 統合と Amazon SQS AWS SDK インタグレーションとの違い
レスポンスのリクエスト (p. 360) または タスクトークンのコールバックまで待機する (p. 361)
統合パターンの最適化はありません。
サポートされているAmazon SQS API:

Note
Step Functions のタスクには入力データまたは結果データの最大サイズにはクォータがありま
す。これにより、別のサービスとの間でデータを送受信するときに、UTF-8 でエンコードされ
た文字列として 262,144 バイトのデータに制限されます。「ステートマシンの実行に関連する
クォータ (p. 574)」を参照してください。
• SendMessage
サポートされているパラメータ:
• DelaySeconds
• MessageAttribute
• MessageBody
• MessageDeduplicationId
• MessageGroupId
• QueueUrl
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• Response syntax
以下には、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) メッセージを送信する Task 状態が含まれま
す。
{

"StartAt": "Send to SQS",
"States": {
"Send to SQS": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::sqs:sendMessage",
"Parameters": {
"QueueUrl": "https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/123456789012/myQueue",
"MessageBody.$": "$.input.message",
"MessageAttributes": {
"my attribute no 1": {
"DataType": "String",
"StringValue": "attribute1"
},
"my attribute no 2": {
"DataType": "String",
"StringValue": "attribute2"
}
}
},
"End": true
}
}

}

以下には Amazon SQS キューに発行してから、その後タスクトークンが返されるまで待機する Task 状態
が含まれます。「タスクトークンのコールバックまで待機する (p. 361)」を参照してください。
{

}

"StartAt":"Send message to SQS",
"States":{
"Send message to SQS":{
"Type":"Task",
"Resource":"arn:aws:states:::sqs:sendMessage.waitForTaskToken",
"Parameters":{
"QueueUrl":"https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/123456789012/myQueue",
"MessageBody":{
"Input.$":"$",
"TaskToken.$":"$$.Task.Token"
}
},
"End":true
}
}

Amazon SQS におけるメッセージの受信の詳細については、Amazon Simple Queue Service デベロッパー
ガイドのメッセージの受信および削除を参照してください。
他の AWS のサービスで Step Functions を使用して IAM を設定する方法については、統合サービスの IAM
ポリシー (p. 629) を参照してください。

Step Functions を使った AWS Glue ジョブの管理
Step Functions は、Amazon States Language から、AWS の特定のサービスを直接制御することができま
す。AWS Step Functions との協働および統合の詳細については、以下を参照してください。
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• 他のサービスでの使用 (p. 339)
• サービス API にパラメータを渡す (p. 364)

最適化の仕組み方AWS Glue統合は、AWS GlueAWSSDK 統合
• ジョブの実行 (.sync) (p. 360) 統合パターンが利用可能です。
• JobName フィールドがリクエストから抽出され、レスポンスに挿入されます。通常は
JobRunID のみが含まれます。
サポートされている AWS Glue API:
• StartJobRun
以下には、AWS Glue ジョブを開始する Task 状態が含まれます。
"Glue StartJobRun": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::glue:startJobRun.sync",
"Parameters": {
"JobName": "GlueJob-JTrRO5l98qMG"
},
"Next": "ValidateOutput"
},

他の AWS のサービスで Step Functions を使用して IAM を設定する方法については、統合サービスの IAM
ポリシー (p. 629) を参照してください。

Step Functions で SageMaker を管理する
Step Functions は、Amazon States Language から、AWS の特定のサービスを直接制御することができま
す。AWS Step Functions との協働および統合の詳細については、以下を参照してください。
• 他のサービスでの使用 (p. 339)
• サービス API にパラメータを渡す (p. 364)

最適化された SageMaker 統合と SageMaker AWS SDK 統合との違い
• ジョブの実行 (.sync) (p. 360) 統合パターンがサポートされています。
• レスポンスのリクエスト (p. 360) 統合パターンの最適化はありません。
• タスクトークンのコールバックまで待機する (p. 361) 統合パターンはサポートされていませ
ん。
サポートされている SageMaker API および構文:
• CreateEndpoint
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ:
• EndpointConfigName
• EndpointName
• Tags
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• レスポンスの構文
• CreateEndpointConfig
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ:
• EndpointConfigName
• KmsKeyId
• ProductionVariants
• Tags
• レスポンスの構文
• CreateHyperParameterTuningJob
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ:
• HyperParameterTuningJobConfig
• HyperParameterTuningJobName
• Tags
• TrainingJobDefinition
• WarmStartConfig
• レスポンスの構文
• CreateLabelingJob
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ:
• HumanTaskConfig
• InputConfig
• LabelAttributeName
• LabelCategoryConfigS3Uri
• LabelingJobAlgorithmsConfig
• LabelingJobName
• OutputConfig
• RoleArn
• StoppingConditions
• Tags
• レスポンスの構文
• CreateModel
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ:
• Containers
• EnableNetworkIsolation
• ExecutionRoleArn
• ModelName
• PrimaryContainer
• Tags
• VpcConfig
• CreateProcessingJob
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ:
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• AppSpecification
• Environment
• ExperimentConfig
• NetworkConfig
• ProcessingInputs
• ProcessingJobName
• ProcessingOutputConfig
• ProcessingResources
• RoleArn
• StoppingCondition
• Tags
• レスポンスの構文
• CreateTrainingJob
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ:
• AlgorithmSpecification
• HyperParameters
• InputDataConfig
• OutputDataConfig
• ResourceConfig
• RoleArn
• StoppingCondition
• Tags
• TrainingJobName
• VpcConfig
• レスポンスの構文
• CreateTransformJob

Note
AWS Step Functions は CreateTransformJob のポリシーを自動的には作成しません。イン
ラインポリシーは、作成したロールにアタッチする必要があります。詳細については、次の
IAM ポリシー例: CreateTrainingJob (p. 638) を参照してください。
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ:
• BatchStrategy
• Environment
• MaxConcurrentTransforms
• MaxPayloadInMB
• ModelName
• Tags
• TransformInput
• TransformJobName
• TransformOutput
• TransformResources
• レスポンスの構文
• UpdateEndpoint
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• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ:
• EndpointConfigName
• EndpointName
• レスポンスの構文

SageMaker 変換ジョブの例
以下には、Amazon SageMaker 変換ジョブを作成し、DataSource と TransformOutput の Amazon S3
ロケーションを指定する Task 状態が含まれます。
{
"SageMaker CreateTransformJob": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::sagemaker:createTransformJob.sync",
"Parameters": {
"ModelName": "SageMakerCreateTransformJobModel-9iFBKsYti9vr",
"TransformInput": {
"CompressionType": "None",
"ContentType": "text/csv",
"DataSource": {
"S3DataSource": {
"S3DataType": "S3Prefix",
"S3Uri": "s3://my-s3bucket-example-1/TransformJobDataInput.txt"
}
}
},
"TransformOutput": {
"S3OutputPath": "s3://my-s3bucket-example-1/TransformJobOutputPath"
},
"TransformResources": {
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": "ml.m4.xlarge"
},
"TransformJobName": "sfn-binary-classification-prediction"
},
"Next": "ValidateOutput"
},

SageMaker トレーニングジョブの例
以下には Amazon SageMaker トレーニングジョブを作成する Task 状態が含まれています。
{

"SageMaker CreateTrainingJob":{
"Type":"Task",
"Resource":"arn:aws:states:::sagemaker:createTrainingJob.sync",
"Parameters":{
"TrainingJobName":"search-model",
"ResourceConfig":{
"InstanceCount":4,
"InstanceType":"ml.c4.8xlarge",
"VolumeSizeInGB":20
},
"HyperParameters":{
"mode":"batch_skipgram",
"epochs":"5",
"min_count":"5",
"sampling_threshold":"0.0001",
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"learning_rate":"0.025",
"window_size":"5",
"vector_dim":"300",
"negative_samples":"5",
"batch_size":"11"

},
"AlgorithmSpecification":{
"TrainingImage":"...",
"TrainingInputMode":"File"
},
"OutputDataConfig":{
"S3OutputPath":"s3://bucket-name/doc-search/model"
},
"StoppingCondition":{
"MaxRuntimeInSeconds":100000
},
"RoleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/docsearch-stepfunction-iam-role",
"InputDataConfig":[
{
"ChannelName":"train",
"DataSource":{
"S3DataSource":{
"S3DataType":"S3Prefix",
"S3Uri":"s3://bucket-name/doc-search/interim-data/training-data/",
"S3DataDistributionType":"FullyReplicated"
}
}
}
]

},
"Retry":[
{
"ErrorEquals":[
"SageMaker.AmazonSageMakerException"
],
"IntervalSeconds":1,
"MaxAttempts":100,
"BackoffRate":1.1
},
{
"ErrorEquals":[
"SageMaker.ResourceLimitExceededException"
],
"IntervalSeconds":60,
"MaxAttempts":5000,
"BackoffRate":1
},
{
"ErrorEquals":[
"States.Timeout"
],
"IntervalSeconds":1,
"MaxAttempts":5,
"BackoffRate":1
}
],
"Catch":[
{
"ErrorEquals":[
"States.ALL"
],
"ResultPath":"$.cause",
"Next":"Sagemaker Training Job Error"
}
],
"Next":"Delete Interim Data Job"
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}

}

SageMaker ラベル付けジョブの例
以下には Amazon SageMaker ラベル付けジョブを作成する Task 状態が含まれています。
{

"StartAt": "SageMaker CreateLabelingJob",
"TimeoutSeconds": 3600,
"States": {
"SageMaker CreateLabelingJob": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::sagemaker:createLabelingJob.sync",
"Parameters": {
"HumanTaskConfig": {
"AnnotationConsolidationConfig": {
"AnnotationConsolidationLambdaArn": "arn:aws:lambda:uswest-2:123456789012:function:ACS-TextMultiClass"
},
"NumberOfHumanWorkersPerDataObject": 1,
"PreHumanTaskLambdaArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:PRETextMultiClass",
"TaskDescription": "Classify the following text",
"TaskKeywords": [
"tc",
"Labeling"
],
"TaskTimeLimitInSeconds": 300,
"TaskTitle": "Classify short bits of text",
"UiConfig": {
"UiTemplateS3Uri": "s3://s3bucket-example/TextClassification.template"
},
"WorkteamArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:workteam/private-crowd/
ExampleTesting"
},
"InputConfig": {
"DataAttributes": {
"ContentClassifiers": [
"FreeOfPersonallyIdentifiableInformation",
"FreeOfAdultContent"
]
},
"DataSource": {
"S3DataSource": {
"ManifestS3Uri": "s3://s3bucket-example/manifest.json"
}
}
},
"LabelAttributeName": "Categories",
"LabelCategoryConfigS3Uri": "s3://s3bucket-example/labelcategories.json",
"LabelingJobName": "example-job-name",
"OutputConfig": {
"S3OutputPath": "s3://s3bucket-example/output"
},
"RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/AmazonSageMakerExecutionRole",
"StoppingConditions": {
"MaxHumanLabeledObjectCount": 10000,
"MaxPercentageOfInputDatasetLabeled": 100
}
},
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"Next": "ValidateOutput"
},
"ValidateOutput": {
"Type": "Choice",
"Choices": [
{
"Not": {
"Variable": "$.LabelingJobArn",
"StringEquals": ""
},
"Next": "Succeed"
}
],
"Default": "Fail"
},
"Succeed": {
"Type": "Succeed"
},
"Fail": {
"Type": "Fail",
"Error": "InvalidOutput",
"Cause": "Output is not what was expected. This could be due to a service outage or a
misconfigured service integration."
}
}

}

SageMaker 処理ジョブの例
以下には、Amazon SageMaker 処理ジョブを作成する Task 状態が含まれます。
{

"StartAt": "SageMaker CreateProcessingJob Sync",
"TimeoutSeconds": 3600,
"States": {
"SageMaker CreateProcessingJob Sync": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::sagemaker:createProcessingJob.sync",
"Parameters": {
"AppSpecification": {
"ImageUri": "737474898029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikitlearn:0.20.0-cpu-py3"
},
"ProcessingResources": {
"ClusterConfig": {
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": "ml.t3.medium",
"VolumeSizeInGB": 10
}
},
"RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/SM-003CreateProcessingJobAPIExecutionRole",
"ProcessingJobName.$": "$.id"
},
"Next": "ValidateOutput"
},
"ValidateOutput": {
"Type": "Choice",
"Choices": [
{
"Not": {
"Variable": "$.ProcessingJobArn",
"StringEquals": ""
},
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}

"Next": "Succeed"

],
"Default": "Fail"
},
"Succeed": {
"Type": "Succeed"
},
"Fail": {
"Type": "Fail",
"Error": "InvalidConnectorOutput",
"Cause": "Connector output is not what was expected. This could be due to a service
outage or a misconfigured connector."
}
}

}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用して IAM を設定する方法については、統合サービスの IAM
ポリシー (p. 629) を参照してください。

Step Functions を使用して Amazon EMR を呼び出す
Step Functions は、Amazon States Language から、AWS の特定のサービスを直接制御することができま
す。AWS Step Functions との協働および統合の詳細については、以下を参照してください。
• 他のサービスでの使用 (p. 339)
• サービス API にパラメータを渡す (p. 364)

最適化された Amazon EMR 統合と Amazon EMR AWS SDK 統合の違い
最適化された Amazon EMR サービス統合には、以下で説明するような基になる Amazon EMR
API をラップするカスタマイズされた一連の API があります。このため、Amazon EMR AWS
SDK サービス統合とは大きく異なります。また、ジョブの実行 (.sync) (p. 360) 統合パターンが
サポートされています。
AWS Step Functions を Amazon EMR と統合するには、提供されている Amazon EMR サービス統合 API
を使用します。サービス統合 API は対応する Amazon EMR API に似ていますが、渡されるフィールドと
返される応答にいくつかの違いがあります。
Step Functions は、実行が停止しても Amazon EMR クラスターを自動的に終了しません。Amazon EMR
クラスターが終了する前にステートマシンが停止した場合、クラスターは無期限に実行され、追加料金が
発生する可能性があります。これを回避するには、作成した Amazon EMR クラスターが正しく終了して
いることを確認してください。詳細については、以下を参照してください。
• Amazon EMR ユーザーガイド のクラスター終了コントロール。
• サービス統合パターン ジョブの実行 (.sync) (p. 360) セクション。

Note
emr-5.28.0 の時点で、クラスターの作成時に StepConcurrencyLevel パラメータを指定し
て、単一のクラスターで複数のステップを並行して実行することを許可します。Step Functions
Map および Parallel 状態を使用して、並行して作業をクラスターに送信できます。
Amazon EMR サービス統合の可用性は、Amazon EMR API の可用性により決定します。特殊リージョン
における制限については、Amazon EMR をチェックしてください。
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Note
Amazon EMR との統合のため、Step Functions には最初の 10 分と 300 秒の間は 60 秒のジョブ
ポーリング頻度がハードコードされています。
各サービス統合 API と対応する Amazon EMR API の違いを次の表に示します。

Amazon EMR サービス統合 API および対応する Amazon EMR API
Amazon EMR サービス統合 API

対応する EMR API

違い

createCluster

runJobFlow

createClusterと同じリ
クエスト構文を使用しま
すrunJobFlowただし、以下は除
きます。

新しいクラスター (ジョブフロー)
を作成して実行を開始します。
Amazon EMR はサービスリンク
ロールとして知られる IAM ロー
ルの一意のタイプに直接リンク
されています。createCluster
と createCluster.sync
が機能するには、サー
ビスリンクロール
AWSServiceRoleForEMRCleanup
を作成するために必要なアク
セス許可が設定されている必
要があります。IAM 許可ポリ
シーに追加できるステートメ
ントなど、この詳細について
は、Amazon EMR のサービスリ
ンクロールを使用するを参照し
てください。

• このフィールド
Instances.KeepJobFlowAliveWhenNoSt
は必須で、ブール値 TRUE で
ある必要があります。
• フィールド Steps は許可され
ていません。
• フィールド
Instances.InstanceFleets[index].Na
は指定する必要があ
り、オプションの
modifyInstanceFleetByName
コネクタ API を使用する場
合は一意である必要がありま
す。
• フィールド
Instances.InstanceGroups[index].Na
は指定する必要があ
り、オプションの
modifyInstanceGroupByName
API を使用する場合は一意であ
る必要があります。
レスポンスは次のとおりです。
{
}

"ClusterId": "string"

Amazon EMR は以下を使用しま
す。
{
}

createCluster.sync

runJobFlow

新しいクラスター (ジョブフロー)
を作成して実行を開始します。
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Amazon EMR サービス統合 API

対応する EMR API

違い

setClusterTermination保護

setTerminationProtection

リクエストは以下を使用しま
す。

クラスター (ジョブフロー) を
ロックして、クラスター内の
EC2 インスタンスをユーザーの
介入、API コール、またはジョブ
フローエラーが発生した場合に
終了できないようにします。

{
}

Amazon EMR は以下を使用しま
す。
{
}

terminateCluster

"ClusterId": "string"

terminateJobFlows

クラスター (ジョブフロー) を
シャットダウンします。

"JobFlowIds": ["string"]

リクエストは以下を使用しま
す。
{
}

"ClusterId": "string"

Amazon EMR は以下を使用しま
す。
{
}

terminateCluster.sync

terminateJobFlows

クラスター (ジョブフロー) を
シャットダウンします。
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Amazon EMR サービス統合 API

対応する EMR API

違い

addStep

addJobFlowステップ

リクエストはキー "ClusterId"
を使用します。Amazon EMR は
"JobFlowId" を使用します。リ
クエストは 1 つのステップを使
用します。

実行中のクラスターに新しいス
テップを追加します。
オプションで、以下を
指定することもできま
すExecutionRoleArnこの API
を使用する際のパラメータ。

{

"Step": <"StepConfig
object">

}

Amazon EMR は以下を使用しま
す。
{

"Steps": [<StepConfig
objects>]

}

レスポンスは次のとおりです。
{
}

"StepId": "string"

Amazon EMR はこれを返しま
す。
{
}

addStep.sync

addJobFlowステップ

実行中のクラスターに新しいス
テップを追加します。
オプションで、以下を
指定することもできま
すExecutionRoleArnこの API
を使用する際のパラメータ。
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Amazon EMR サービス統合 API

対応する EMR API

違い

cancelStep

cancelSteps

リクエストは以下を使用しま
す。

実行中のクラスターで保留中の
ステップを取り消します。

{

"StepId": "string"

}

Amazon EMR は以下を使用しま
す。
{

"StepIds": [<strings>]

}

レスポンスは次のとおりです。
{

"CancelStepsInfo":
<CancelStepsInfo object>

}

Amazon EMR は以下を使用しま
す。
{

"CancelStepsInfoList":
[<CancelStepsInfo objects>]

}

modifyInstanceFleetByName

modifyInstanceFleet

指定された
InstanceFleetName を使用
して、インスタンスフリートの
ターゲットオンデマンドおよび
ターゲットスポット容量を変更
します。

リクエストは
modifyInstanceFleet の場合
と同じですが、以下が異なりま
す。
• フィールド
Instance.InstanceFleetId
は許可されていません。
• 実行時
に、InstanceFleetId は
ListInstanceFleets を呼
び出して結果を解析すること
により、サービス統合によっ
て自動的に決定されます。
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Amazon EMR サービス統合 API

対応する EMR API

違い

modifyInstanceGroupByName

modifyInstanceGroups

リクエストは次のとおりです。

インスタンスグループのノード
数と構成設定を変更します。

{

"ClusterId": "string",
"InstanceGroup":
<InstanceGroupModifyConfig
object>

}

Amazon EMR は以下のリストを
使用します。
{

"ClusterId": ["string"],
"InstanceGroups":
[<InstanceGroupModifyConfig
objects>]

}

InstanceGroupModifyConfig
オブジェクト内では、フィール
ド InstanceGroupId は使用で
きません。
新しいフィールド
InstanceGroupName が
追加されました。実行時
に、InstanceGroupId は
ListInstanceGroups を呼び
出して結果を解析することによ
り、サービス統合によって自動
的に決定されます。
以下にはクラスターを作成する Task 状態が含まれています。
"Create_Cluster": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::elasticmapreduce:createCluster.sync",
"Parameters": {
"Name": "MyWorkflowCluster",
"VisibleToAllUsers": true,
"ReleaseLabel": "emr-5.28.0",
"Applications": [
{
"Name": "Hive"
}
],
"ServiceRole": "EMR_DefaultRole",
"JobFlowRole": "EMR_EC2_DefaultRole",
"LogUri": "s3n://aws-logs-123456789012-us-east-1/elasticmapreduce/",
"Instances": {
"KeepJobFlowAliveWhenNoSteps": true,
"InstanceFleets": [
{
"InstanceFleetType": "MASTER",
"Name": "MASTER",
"TargetOnDemandCapacity": 1,
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},
{

]

}

}

"InstanceTypeConfigs": [
{
"InstanceType": "m4.xlarge"
}
]
"InstanceFleetType": "CORE",
"Name": "CORE",
"TargetOnDemandCapacity": 1,
"InstanceTypeConfigs": [
{
"InstanceType": "m4.xlarge"
}
]

}
},
"End": true

以下には終了保護を有効にする Task 状態が含まれています。
"Enable_Termination_Protection": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::elasticmapreduce:setClusterTerminationProtection",
"Parameters": {
"ClusterId.$": "$.ClusterId",
"TerminationProtected": true
},
"End": true
}

以下にはクラスターにステップを送信する Task 状態が含まれています。
"Step_One": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::elasticmapreduce:addStep.sync",
"Parameters": {
"ClusterId.$": "$.ClusterId",
"ExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/myEMR-execution-role",
"Step": {
"Name": "The first step",
"ActionOnFailure": "CONTINUE",
"HadoopJarStep": {
"Jar": "command-runner.jar",
"Args": [
"hive-script",
"--run-hive-script",
"--args",
"-f",
"s3://<region>.elasticmapreduce.samples/cloudfront/code/
Hive_CloudFront.q",
"-d",
"INPUT=s3://<region>.elasticmapreduce.samples",
"-d",
"OUTPUT=s3://<mybucket>/MyHiveQueryResults/"
]
}
}
},
"End": true
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以下には、ステップをキャンセルする Task 状態が含まれます。
"Cancel_Step_One": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::elasticmapreduce:cancelStep",
"Parameters": {
"ClusterId.$": "$.ClusterId",
"StepId.$": "$.AddStepsResult.StepId"
},
"End": true
}

以下には、クラスターを終了する Task 状態を示します。
"Terminate_Cluster": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::elasticmapreduce:terminateCluster.sync",
"Parameters": {
"ClusterId.$": "$.ClusterId"
},
"End": true
}

以下には、インスタンスグループに合わせてクラスターをスケールアップまたはスケールダウンする
Task 状態が含まれています。
"ModifyInstanceGroupByName": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::elasticmapreduce:modifyInstanceGroupByName",
"Parameters": {
"ClusterId": "j-1234567890123",
"InstanceGroupName": "MyCoreGroup",
"InstanceGroup": {
"InstanceCount": 8
}
},
"End": true
}

以下には、インスタンスフリートに合わせてクラスターをスケールアップまたはスケールダウンする
Task 状態が含まれています。
"ModifyInstanceFleetByName": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::elasticmapreduce:modifyInstanceFleetByName",
"Parameters": {
"ClusterId": "j-1234567890123",
"InstanceFleetName": "MyCoreFleet",
"InstanceFleet": {
"TargetOnDemandCapacity": 8,
"TargetSpotCapacity": 0
}
},
"End": true
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用して IAM を設定する方法については、統合サービスの IAM
ポリシー (p. 629) を参照してください。
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AWS Step Functions で EKS の Amazon EMR を呼び
出します。
Step Functions は、Amazon States Language から、AWS の特定のサービスを直接制御することができま
す。AWS Step Functions との協働および統合の詳細については、以下を参照してください。
• 他のサービスでの使用 (p. 339)
• サービス API にパラメータを渡す (p. 364)

EKS 統合に対する最適化された Amazon EMR と EKS AWS SDDK 統合に対する Amazon
EMR との違い
• ジョブの実行 (.sync) (p. 360) 統合パターンがサポートされています。
• レスポンスのリクエスト (p. 360) 統合パターンの最適化はありません。
• タスクトークンのコールバックまで待機する (p. 361) 統合パターンはサポートされていませ
ん。
AWS Step Functions を EKS 上の Amazon EMR で統合するには、EKS サービス統合 API 上の Amazon
EMR を使用します。サービス統合 API は EKS API の対応する Amazon EMR と同じですが、次の表で示
すとおり、すべての API があらゆる統合パターンをサポートしているわけではありません。
API

リクエストレスポンス

ジョブの実行 (.sync)

CreateVirtualCluster

✓

DeleteVirtualCluster

✓

✓

StartJobRun

✓

✓

EKS API 上でサポートされる Amazon EMR は次のとおりです。

Note
Step Functions のタスクには入力データまたは結果データの最大サイズにはクォータがありま
す。これにより、別のサービスとの間でデータを送受信するときに、UTF-8 でエンコードされ
た文字列として 262,144 バイトのデータに制限されます。「ステートマシンの実行に関連する
クォータ (p. 574)」を参照してください。
• CreateVirtualCluster
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ
• レスポンスの構文
• DeleteVirtualCluster
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ
• レスポンスの構文
• StartJobRun
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ
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• レスポンスの構文
以下には仮想クラスターを作成する Task 状態が含まれています。
"Create_Virtual_Cluster": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::emr-containers:createVirtualCluster",
"Parameters": {
"Name": "MyVirtualCluster",
"ContainerProvider": {
"Id": "EKSClusterName",
"Type": "EKS",
"Info": {
"EksInfo": {
"Namespace": "Namespace"
}
}
}
},
"End": true
}

以下には、 ジョブを仮想クラスターに送信し、完了するまで待機する Task 状態が含まれます。
"Submit_Job": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::emr-containers:startJobRun.sync",
"Parameters": {
"Name": "MyJobName",
"VirtualClusterId.$": "$.VirtualClusterId",
"ExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::<accountId>:role/job-execution-role",
"ReleaseLabel": "emr-6.2.0-latest",
"JobDriver": {
"SparkSubmitJobDriver": {
"EntryPoint": "s3://<mybucket>/jobs/trip-count.py",
"EntryPointArguments": [
"60"
],
"SparkSubmitParameters": "--conf spark.driver.cores=2 --conf
spark.executor.instances=10 --conf spark.kubernetes.pyspark.pythonVersion=3 --conf
spark.executor.memory=10G --conf spark.driver.memory=10G --conf spark.executor.cores=1 -conf spark.dynamicAllocation.enabled=false"
}
},
"ConfigurationOverrides": {
"ApplicationConfiguration": [
{
"Classification": "spark-defaults",
"Properties": {
"spark.executor.instances": "2",
"spark.executor.memory": "2G"
}
}
],
"MonitoringConfiguration": {
"PersistentAppUI": "ENABLED",
"CloudWatchMonitoringConfiguration": {
"LogGroupName": "MyLogGroupName",
"LogStreamNamePrefix": "MyLogStreamNamePrefix"
},
"S3MonitoringConfiguration": {
"LogUri": "s3://<mylogsbucket>"
}
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}
},
"Tags": {
"taskType": "jobName"
}
},
"End": true

}

以下には、仮想クラスターを削除し、削除が完了するまで待機する Task 状態が含まれます。
"Delete_Virtual_Cluster": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::emr-containers:deleteVirtualCluster.sync",
"Parameters": {
"Id.$": "$.VirtualClusterId"
},
"End": true
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用して IAM を設定する方法については、統合サービスの IAM
ポリシー (p. 629) を参照してください。

Step Functions を使って AWS CodeBuild を呼び出す
Step Functions は、Amazon States Language から、AWS の特定のサービスを直接制御することができま
す。AWS Step Functions との協働および統合の詳細については、以下を参照してください。
• 他のサービスでの使用 (p. 339)
• サービス API にパラメータを渡す (p. 364)

最適化された CodeBuild の統合と CodeBuild AWS SDK 統合との違い
• ジョブの実行 (.sync) (p. 360) 統合パターンがサポートされています。
• StopBuild または StopBuildBatch を呼び出した後、単複かかわらず構築のバッチは、構築
の状態を確定するために CodeBuild 内で内部作業が完了するまで、すぐに削除されません。こ
の期間中に BatchDeleteBuilds または DeleteBuildBatch を使おうとすると、構築また
は構築バッチは削除されない場合があります。BatchDeleteBuilds と DeleteBuildBatch
のために最適化されたサービス統合には、内部再試行が含まれており、停止直後に削除すると
いうユースケースを簡素化します。
AWS CodeBuild との AWS Step Functions のサービスの統合により、Step Functions 使用して構築のトリ
ガー、停止、管理、およびビルドレポートの共有を実行できます。Step Functions を使用すると、アプリ
ケーションのソフトウェア変更を検証するための継続的統合パイプラインを設計および実行できます。
次の表に示すとおり、すべての API がすべての統合パターンをサポートしているわけではありません。
API

レスポンスのリクエスト

ジョブの実行 (.sync)

StartBuild

✓

✓

StopBuild

✓

BatchDeleteBuilds

✓

BatchGetReports

✓
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API

レスポンスのリクエスト

ジョブの実行 (.sync)

StartBuildBatch

✓

✓

StopBuildBatch

✓

RetryBuildBatch

✓

DeleteBuildBatch

✓

✓

Note
Step Functions 内のパラメータは、PascalCase の中で表されます。ネイティブサービスAPIが
camelCase であってもそれはかわりません。
サポートされている CodeBuild API および構文:
• StartBuild
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ:
• ProjectName
• ArtifactsOverride
• BuildspecOverride
• CacheOverride
• CertificateOverride
• ComputeTypeOverride
• EncryptionKeyOverride
• EnvironmentTypeOverride
• EnvironmentVariablesOverride
• GitCloneDepthOverride
• GitSubmodulesConfigOverride
• IdempotencyToken
• ImageOverride
• ImagePullCredentialsTypeOverride
• InsecureSslOverride
• LogsConfigOverride
• PrivilegedModeOverride
• QueuedTimeoutInMinutesOverride
• RegistryCredentialOverride
• ReportBuildStatusOverride
• SecondaryArtifactsOverride
• SecondarySourcesOverride
• SecondarySourcesVersionOverride
• ServiceRoleOverride
• SourceAuthOverride
• SourceLocationOverride
• SourceTypeOverride
• SourceVersion
• TimeoutInMinutesOverride
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• レスポンスの構文
• StopBuild
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ:
• Id
• レスポンスの構文
• BatchDeleteBuilds
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ:
• Ids
• レスポンスの構文
• BatchGetReports
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ:
• ReportArns
• レスポンスの構文
• StartBuildBatch
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ:
• ProjectName
• ArtifactsOverride
• BuildBatchConfigOverride
• BuildspecOverride
• BuildTimeoutInMinutesOverride
• CacheOverride
• CertificateOverride
• ComputeTypeOverride
• DebugSessionEnabled
• EncryptionKeyOverride
• EnvironmentTypeOverride
• EnvironmentVariablesOverride
• GitCloneDepthOverride
• GitSubmodulesConfigOverride
• IdempotencyToken
• ImageOverride
• ImagePullCredentialsTypeOverride
• InsecureSslOverride
• LogsConfigOverride
• PrivilegedModeOverride
• QueuedTimeoutInMinutesOverride
• RegistryCredentialOverride
• ReportBuildBatchStatusOverride
• SecondaryArtifactsOverride
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• ServiceRoleOverride
• SourceAuthOverride
• SourceLocationOverride
• SourceTypeOverride
• SourceVersion
• レスポンスの構文
• StopBuildBatch
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ:
• Id
• レスポンスの構文
• RetryBuildBatch
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ:
• Id
• IdempotencyToken
• RetryType
• レスポンスの構文
• DeleteBuildBatch
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ:
• Id
• レスポンスの構文

Note
BatchDeleteBuilds には、JSONPath 再帰的降下 (..) 演算子を使用できます。これは配列を
返し、次の例に示すように、Arn フィールドを StartBuild から複数形の Ids パラメータに変
換できます。
"BatchDeleteBuilds": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::codebuild:batchDeleteBuilds",
"Parameters": {
"Ids.$": "$.Build..Arn"
},
"Next": "MyNextState"
},

他の AWS のサービスで Step Functions を使用して IAM を設定する方法については、統合サービスの IAM
ポリシー (p. 629) を参照してください。

Step Functions で Athena を呼び出す
Step Functions は、Amazon States Language から、AWS の特定のサービスを直接制御することができま
す。AWS Step Functions との協働および統合の詳細については、以下を参照してください。
• 他のサービスでの使用 (p. 339)
• サービス API にパラメータを渡す (p. 364)
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最適化された Athena 統合と Athena AWS SDK 統合の違い
• ジョブの実行 (.sync) (p. 360) 統合パターンがサポートされています。
• レスポンスのリクエスト (p. 360) 統合パターンの最適化はありません。
• タスクトークンのコールバックまで待機する (p. 361) 統合パターンはサポートされていませ
ん。
Amazon Athena との AWS Step Functions サービス統合により、Step Functions を使用したクエリの実
行のスタートおよび停止、クエリ結果の取得が有効となります。Step Functions を使用して、アドホッ
クまたはスケジュールされたデータクエリを実行し、S3 データレイクを対象とした結果を取得できま
す。Athena はサーバーレスであるため、インフラストラクチャの設定や管理は不要です。また、実行した
クエリにのみ課金されます。
AWS Step Functions を Amazon Athena と統合するには、提供されている Athena サービス統合 API を使
用します。
サービス統合 API は、対応する Athena API と同じです。次の表に示すとおり、すべての API がすべての
統合パターンをサポートしているわけではありません。
API

レスポンスのリクエスト

ジョブの実行 (.sync)

StartQueryExecution

✓

✓

StopQueryExecution

✓

GetQueryExecution

✓

GetQueryResults

✓

サポートされている Amazon Athena API:

Note
Step Functions のタスクには入力データまたは結果データの最大サイズにはクォータがありま
す。これにより、別のサービスとの間でデータを送受信するときに、UTF-8 でエンコードされ
た文字列として 262,144 バイトのデータに制限されます。「ステートマシンの実行に関連する
クォータ (p. 574)」を参照してください。
• StartQueryExecution
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ:
• ClientRequestToken
• QueryExecutionContext
• QueryString
• ResultConfiguration
• WorkGroup
• Response syntax
• StopQueryExecution
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ:
• QueryExecutionId
• GetQueryExecution
• リクエストの構文
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• サポートされているパラメータ:
• QueryExecutionId
• Response syntax
• GetQueryResults
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ:
• MaxResults
• NextToken
• QueryExecutionId
• Response syntax
以下には、Athena クエリをスタートするタスク状態が含まれます。
"Start an Athena query": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::athena:startQueryExecution.sync",
"Parameters": {
"QueryString": "SELECT * FROM \"myDatabase\".\"myTable\" limit 1",
"WorkGroup": "primary",
"ResultConfiguration": {
"OutputLocation": "s3://athenaQueryResult"
}
},
"Next": "Get results of the query"
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用して IAM を設定する方法については、統合サービスの IAM
ポリシー (p. 629) を参照してください。

Step Functions で Amazon EKS を呼び出す
Step Functions は、Amazon States Language から、AWS の特定のサービスを直接制御することができま
す。AWS Step Functions との協働および統合の詳細については、以下を参照してください。
• 他のサービスでの使用 (p. 339)
• サービス API にパラメータを渡す (p. 364)

Optimized Amazon EKS 統合 と Amazon EKS AWS SDK 統合の違い
• ジョブの実行 (.sync) (p. 360) 統合パターンがサポートされています。
• レスポンスのリクエスト (p. 360) 統合パターンの最適化はありません。
• タスクトークンのコールバックまで待機する (p. 361) 統合パターンはサポートされていませ
ん。
他の AWS のサービスで Step Functions を使用して IAM を設定する方法については、統合サービスの IAM
ポリシー (p. 629) を参照してください。
Step Functions は、Amazon Elastic Kubernetes Service と統合するため、2 種類のサービス統合 API を提
供します。1 種類では、Amazon EKS API を使用して Amazon EKS クラスターを作成および管理できま
す。もう一方では、Kubernetes API を使用してクラスターと対話し、アプリケーションのワークフローの
一部としてジョブを実行できるようにします。eksctl ツールまたは Amazon EKS コンソール、または同様
の方法によって作成した Amazon EKS クラスターで Step Functions を使って作成した Amazon EKS クラ
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スターとの Kubernetes API 統合を使用できます。Step Functions EKS 統合は、公開エンドポイントにア
クセスできる Kubernetes API だけをサポートします。詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドの
Amazon EKS クラスターを作成を参照してください。
Step Functions は、実行が停止しても、Amazon EKS クラスターを自動的に終了しません。Amazon EKS
クラスターが終了する前にステートマシンが停止した場合、クラスターは無期限に実行され、追加料金が
発生する可能性があります。これを回避するには、作成した Amazon EKS クラスターが正しく終了するよ
うにしてください。詳細については、以下を参照してください。
• Amazon EKS ユーザーガイドのクラスターを削除。
• サービス統合パターンの ジョブの実行 (.sync) (p. 360)。

Note
Step Functions のタスクには入力データまたは結果データの最大サイズにはクォータがありま
す。これにより、別のサービスとの間でデータを送受信するときに、UTF-8 でエンコードされ
た文字列として 262,144 バイトのデータに制限されます。「ステートマシンの実行に関連する
クォータ (p. 574)」を参照してください。

Kubernetes API 統合
Step Functions は、次の Kubernetes API をサポートしています。

ジョブの実行
eks:runJob サービス統合によって、Amazon EKS クラスターでのジョブ実行が許可されま
す。eks:runJob.sync バリアントによって、ジョブの完了までの待機とオプションでのログ取得が許可
されます。
Kubernetes API サーバーは、ステートマシンで使用される IAM ロールにアクセス権限を付与する必要があ
ります。詳細については、「許可 (p. 411)」を参照してください。
ジョブを実行する (.sync) パターンの場合、ジョブの状態はポーリングによって決定されます。Step
Functions は、最初は 1 分あたり約 1 ポーリングの割合でポーリングします。このレートは低速になり、
最終的には 5 分ごとに約 1 ポーリングとなります。ポーリングの頻度を増やす必要がある場合、またはこ
れまでよりもポーリング戦略の制御を行う必要がある場合は、eks:call 統合を使って、ジョブの状態の
クエリを出すことができます。
eks:runJob 統合は、batch/v1 Kubernetes ジョブ固有のものです。詳細については、Kubernetes ド
キュメントのジョブを参照してください。カスタムリソースを含む他の Kubernetes リソースを管理す
る場合は、eks:call サービス統合を使用します。the section called “ジョブステータスのポーリング
(Lambda、AWS Batch) ” (p. 447) サンプルプロジェクトで示すように、Step Functions を使用してポー
リングループを構築できます。
サポートされるパラメータには次のものが含まれます。
• ClusterName: コールしたい Amazon EKS クラスター名。
• Type: String
• 必須: はい
• CertificateAuthority: ご自分のクラスターとの通信に必要な Base64 でエンコードされた証明書
データ。この値は、Amazon EKS コンソールから、または Amazon EKS DescribeCluster API を使用し
て取得できます。
• Type: String
• 必須: はい
• Endpoint: Kubernetes API サーバーのエンドポイント。この値は、Amazon EKS コンソールから、ま
たは Amazon EKS DescribeCluster API を使用して取得できます。
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• Type: String
• 必須: はい
• Namespace: ジョブを実行する名前空間。提供されない場合は、名前空間 default が用いられる。
• Type: String
• 必須: いいえ
• Job: Kubernetes Job の定義。Kubernetes ドキュメントのジョブを参照してください。
• Type: JSON または String
• 必須: はい
• LogOptions: ログのオプションの取得を制御するオプションのセット。[Run a Job] (ジョブの実行)
(.sync) サービス統合パターンを使用してジョブの完了を待機するために使われるのが唯一適切です。
• Type: JSON
• 必須: いいえ
• ログはキー logs の下のレスポンスに含まれます。ジョブ内には複数のポッドがあり、それぞれに複
数のコンテナがあります。
{

...
"logs": {
"pods": {
"pod1": {
"containers": {
"container1": {
"log": <log>
},
...
}
},
...
}
}

• ログの取得は、ベストエフォートベースで実行されます。ログの取得エラーが発生した場合は、log
フィールドの代わりに、error および cause フィールドが存在します。
• LogOptions.RetrieveLogs: ジョブの完了後にログの取得を有効にします。デフォルトでは、ログは
取得されません。
• Type: Boolean
• 必須: いいえ
• LogOptions.RawLogs: RawLogs が true に設定されている場合、ログは JSON に解析しようとせずに
生文字列として返されます。デフォルトでは、可能であれば、ログは JSON に逆シリアル化されます。
場合によっては、このような解析によって、多くの桁数を含む数値の精度を制限するなど、望ましくな
いを導入しかねません。
• Type: Boolean
• 必須: いいえ
• LogOptions.LogParameters: Kubernetes API のログ読み取り API は、ログの取得を制御するクエリ
パラメータをサポートしています。例えば、tailLines または limitBytes を使用して、取得したロ
グのサイズを制限し、Step Functions のデータサイズクォータ内に留まります。詳細については、SDK
for Go API リファレンスのログを読み取りセクションを参照してください。
• List of Strings への String の Type: マッピング
• 必須: いいえ
• 例:
"LogParameters": {
"tailLines": [ "6" ]
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次の例には、ジョブを実行し、完了を待ってから、ジョブのログを取得する Task 状態が含まれます。
{

}

"StartAt": "Run a job on EKS",
"States": {
"Run a job on EKS": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::eks:runJob.sync",
"Parameters": {
"ClusterName": "MyCluster",
"CertificateAuthority": "ANPAJ2UCCR6DPCEXAMPLE",
"Endpoint": "https://AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.yl4.us-east-1.eks.amazonaws.com",
"LogOptions": {
"RetrieveLogs": true
},
"Job": {
"apiVersion": "batch/v1",
"kind": "Job",
"metadata": {
"name": "example-job"
},
"spec": {
"backoffLimit": 0,
"template": {
"metadata": {
"name": "example-job"
},
"spec": {
"containers": [
{
"name": "pi-2000",
"image": "perl",
"command": [ "perl" ],
"args": [
"-Mbignum=bpi",
"-wle",
"print bpi(2000)"
]
}
],
"restartPolicy": "Never"
}
}
}
}
},
"End": true
}
}

Call
eks:call サービス統合は、Kubernetes API の使用を許可し、Kubernetes API エンドポイントを経由し
て Kubernetes リソースオブジェクトを読み取り書き込みます。
Kubernetes API サーバーは、ステートマシンで使用される IAM ロールにアクセス権限を付与する必要があ
ります。詳細については、「許可 (p. 411)」を参照してください。
使用できる操作の詳細については、Kubernetes API リファレンスを参照してください。
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Call 用にサポートされているパラメータには以下が含まれます。
• ClusterName: コールしたい Amazon EKS クラスター名。
• Type: 文字列
• : 必須 はい
• CertificateAuthority: ご自分のクラスターとの通信に必要な Base64 でエンコードされた証明書
データ。この値は、Amazon EKS コンソールから、または Amazon EKS DescribeCluster API を使用し
て取得できます。
• Type: String
• : 必須 はい
• Endpoint: Kubernetes API サーバーのエンドポイント。この値は、Amazon EKS コンソールまた
は、Amazon EKS の DescribeCluster API を使用して見つけることができます。
• Type: String
• : 必須 はい
• Method: リクエストの HTTP メソッド。GET、POST、PUT、DELETE、HEAD、PATCH のいずれかです。
• Type: String
• : 必須 はい
• Path: Kubernetes REST API オペレーションの HTTP パス。
• Type: String
• : 必須 はい
• QueryParameters: Kubernetes REST API オペレーションの HTTP クエリパラメーター。
• List of Strings への String の Type: マッピング
• : 必須 いいえ
• 例:
"QueryParameters": {
"labelSelector": [ "job-name=example-job" ]
}

• RequestBody: Kubernetes REST API オペレーションの HTTP メッセージ本文。
• Type: JSON または String
• : 必須 いいえ
以下には、eks:call を使用して、ジョブ example-job に所属するポッドをリストする Task 状態が含
まれます。
{

"StartAt": "Call EKS",
"States": {
"Call EKS": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::eks:call",
"Parameters": {
"ClusterName": "MyCluster",
"CertificateAuthority": "ANPAJ2UCCR6DPCEXAMPLE",
"Endpoint": "https://444455556666.yl4.us-east-1.eks.amazonaws.com",
"Method": "GET",
"Path": "/api/v1/namespaces/default/pods",
"QueryParameters": {
"labelSelector": [
"job-name=example-job"
]
}
},
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}

}

}

"End": true

以下には、eks:call を使用して、ジョブ example-job を削除する Task 状態が含ま
れ、propagationPolicy をジョブのポッドも確実に削除されるよう設定します。
{

}

"StartAt": "Call EKS",
"States": {
"Call EKS": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::eks:call",
"Parameters": {
"ClusterName": "MyCluster",
"CertificateAuthority": "ANPAJ2UCCR6DPCEXAMPLE",
"Endpoint": "https://444455556666.yl4.us-east-1.eks.amazonaws.com",
"Method": "DELETE",
"Path": "/apis/batch/v1/namespaces/default/jobs/example-job",
"QueryParameters": {
"propagationPolicy": [
"Foreground"
]
}
},
"End": true
}
}

サポートされる Amazon EKS API
サポートされている Amazon EKS API と構文には次のものが含まれます。
• CreateCluster
• リクエストの構文
• レスポンスの構文
eks:createCluster サービス統合を使って Amazon EKS クラスターが作成され時点で、IAM ロー
ルが Kubernetes RBAC 認可テーブルに (システム: マスター許可のある) 管理者として追加されます。
初期状態では、その IAM エンティティのみが、Kubernetes API サーバーを呼び出すことができます。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon EKS ユーザーガイドのクラスターのユーザーまたは IAM ロールの管理
• 許可 (p. 411) セクション
Amazon EKS は、ユーザーに代わって他のサービスを呼び出すために Amazon EKS が必要な許
可を含むサービスにリンクされたロールを使用します。これらのサービスにリンクされたロー
ルがアカウントにまだ存在しない場合は、Step Functions で使用される IAM ロールに対する
iam:CreateServiceLinkedRole 許可を追加する必要があります。詳細については、Amazon EKS
ユーザーガイドのサーバーがリンクしたロールを使用を参照してください。
Step Functions が使用する IAM ロールには、クラスタ IAM ロールを Amazon EKS に渡す
iam:PassRole 許可がおりている必要があります。詳細については、Amazon EKS ユーザーガイ
ドの Amazon EKS クラスターの IAM ロールを参照してください。
• DeleteCluster
• リクエストの構文
• レスポンスの構文
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クラスターを削除する前に、Fargate プロファイルまたはノードグループを削除する必要がありま
す。
• CreateFargateProfile
• リクエストの構文
• レスポンスの構文
Amazon EKS は、ユーザーに代わって他のサービスを呼び出すために Amazon EKS が必要な許
可を含むサービスにリンクされたロールを使用します。これらのサービスにリンクされたロー
ルがアカウントにまだ存在しない場合は、Step Functions で使用される IAM ロールに対する
iam:CreateServiceLinkedRole 許可を追加する必要があります。詳細については、Amazon EKS
ユーザーガイドのサーバーがリンクしたロールを使用を参照してください。
Fargate 上の Amazon EKS はすべてのリージョンで利用可能なわけではありません。リージョンの可
用性の詳細については、Fargate の Amazon EKS ユーザーガイドの Fargate に関するセクションを参
照してください。
Step Functions で使用されている IAM ロールには、ポッド実行 IAM ロールを Amazon EKS に渡す
iam:PassRole 許可が必要です。詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドのポッド実行ロー
ルを参照してください。
• DeleteFargateProfile
• リクエストの構文
• レスポンスの構文
• CreateNodegroup
• リクエストの構文
• レスポンスの構文
Amazon ECS は、お客様に代わって Amazon EKS がその他の サービスを呼び出すために必要
な許可を含むサービスにリンクされたロールを使用します。これらのサービスにリンクされた
ロールがアカウントにまだ存在しない場合は、Step Functions で使用される IAM ロールに対する
iam:CreateServiceLinkedRole 許可を追加する必要があります。詳細については、Amazon EKS
ユーザーガイドのサーバーがリンクしたロールを使用を参照してください。
Step Functions で使用される IAM ロールには、ノード IAM ロールを Amazon EKS に渡すため
iam:PassRole 許可が必要です。詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドのサーバーがリン
クしたロールを使用を参照してください。
• DeleteNodegroup
• リクエストの構文
• レスポンスの構文
以下には Amazon EKS クラスターを作成する Task が含まれています。
{

"StartAt": "CreateCluster.sync",
"States": {
"CreateCluster.sync": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::eks:createCluster.sync",
"Parameters": {
"Name": "MyCluster",
"ResourcesVpcConfig": {
"SubnetIds": [
"subnet-053e7c47012341234",
"subnet-027cfea4b12341234"
]
},
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}

}

}

"RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/MyEKSClusterRole"
},
"End": true

以下には Amazon EKS クラスターを削除する Task 状態が含まれています。
{

}

"StartAt": "DeleteCluster.sync",
"States": {
"DeleteCluster.sync": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::eks:deleteCluster.sync",
"Parameters": {
"Name": "MyCluster"
},
"End": true
}
}

以下には Fargate プロファイルを作成する Task 状態が含まれています。
{

}

"StartAt": "CreateFargateProfile.sync",
"States": {
"CreateFargateProfile.sync": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::eks:createFargateProfile.sync",
"Parameters": {
"ClusterName": "MyCluster",
"FargateProfileName": "MyFargateProfile",
"PodExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/MyFargatePodExecutionRole",
"Selectors": [{
"Namespace": "my-namespace",
"Labels": { "my-label": "my-value" }
}]
},
"End": true
}
}

以下には Fargate プロファイルを削除する Task 状態が含まれています。
{

}

"StartAt": "DeleteFargateProfile.sync",
"States": {
"DeleteFargateProfile.sync": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::eks:deleteFargateProfile.sync",
"Parameters": {
"ClusterName": "MyCluster",
"FargateProfileName": "MyFargateProfile"
},
"End": true
}
}
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以下にはノードグループを作成する Task 状態が含まれています。
{

}

"StartAt": "CreateNodegroup.sync",
"States": {
"CreateNodegroup.sync": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::eks:createNodegroup.sync",
"Parameters": {
"ClusterName": "MyCluster",
"NodegroupName": "MyNodegroup",
"NodeRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/MyNodeInstanceRole",
"Subnets": ["subnet-09fb51df01234", "subnet-027cfea4b1234"]
},
"End": true
}
}

以下にはノードグループを削除する Task 状態が含まれています。
{

}

"StartAt": "DeleteNodegroup.sync",
"States": {
"DeleteNodegroup.sync": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::eks:deleteNodegroup.sync",
"Parameters": {
"ClusterName": "MyCluster",
"NodegroupName": "MyNodegroup"
},
"End": true
}
}

許可
eks:createCluster サービス統合を使って Amazon EKS クラスターが作成され時点で、IAM ロールを
system:masters 許可を受けた管理者として、Kubernetes RBAC 認可テーブルに追加されています。初
期状態では、その IAM エンティティのみが、Kubernetes API サーバーを呼び出すことができます。例え
ば、Step Functions ステートマシンと同じロールを引き受けるのでなければ、または追加の IAM エンティ
ティに許可を付与するように Kubernetes を構成している場合は、kubectl を使用して、Kubernetes API と
対話することはできません。詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドのクラスター用ユーザーまた
は IAM ロールを管理を参照してください。
kube-system 名前空間の中の aws-auth ConfigMap に追加して、ユーザーまたはロールなど、追加 IAM
エンティティの許可を追加できます。Step Functions からクラスターを作成する場合は、eks:call サー
ビス統合を使用します。
以下には、aws-auth ConfigMap を作成し、IAM ユーザー arn:aws:iam::123456789012:user/myuser とIAM ロール arn:aws:iam::123456789012:role/my-role に system:masters 許可を付与
する Task 状態が含まれます。
{

"StartAt": "Add authorized user",
"States": {
"Add authorized user": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::eks:call",
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"ClusterName": "MyCluster",
"CertificateAuthority": "LS0tLS1CRUd...UtLS0tLQo=",
"Endpoint": "https://444455556666.yl4.us-east-1.eks.amazonaws.com",
"Method": "POST",
"Path": "/api/v1/namespaces/kube-system/configmaps",
"RequestBody": {
"apiVersion": "v1",
"kind": "ConfigMap",
"metadata": {
"name": "aws-auth",
"namespace": "kube-system"
},
"data": {
"mapUsers": "[{ \"userarn\": \"arn:aws:iam::123456789012:user/my-user\",
\"username\": \"my-user\", \"groups\": [ \"system:masters\" ] } ]",
"mapRoles": "[{ \"rolearn\": \"arn:aws:iam::123456789012:role/my-role\",
\"username\": \"my-role\", \"groups\": [ \"system:masters\" ] } ]"
}
}
},
"End": true
}
}

Note
IAM ロールの ARN が、arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-role など
のパス /service-role/ を含む形式で表示されるのをご覧になるかもしれません。aws-auth でロー
ルを一覧表示するときは、この service-role パストークンを含めないでください。
クラスターが最初に作成されるときは、aws-auth ConfigMap は存在しませんが、Fargate プロファイル
を作成すると、自動的に追加されます。aws-auth の現在の値を取得し、追加許可を追加し、新しいバー
ジョンを PUT します。通常、Fargate プロファイルの前に aws-auth を作成するほうが簡単です。
Step Functions の外部でクラスターが作成された場合は、kubectl を設定して、Kubernetes API サーバー
と通信します。次に、kubectl apply -f aws-auth.yaml を使って新しい aws-auth ConfigMap を
作成します。または、kubectl edit -n kube-system configmap/aws-auth を使用して既に存在
するものを編集します。詳細については、以下を参照してください。
• Amazon EKS ユーザーガイドの Amazon EKS 用 kubeconfig を作成します。
• Amazon EKS ユーザーガイドのクラスターのユーザーまたは IAM ロールを管理。
Kubernetes で IAM ロールに十分な許可がない場合、eks:call または eks:runJob のサービス統合は、
次のエラーで失敗します。
Error:
EKS.401
Cause:
{
"ResponseBody": {
"kind": "Status",
"apiVersion": "v1",
"metadata": {},
"status": "Failure",
"message": "Unauthorized",
"reason": "Unauthorized",
"code": 401
},
"StatusCode": 401,
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}

"StatusText": "Unauthorized"

Step Functions を使用して API Gateway を呼び出し
Step Functions は、Amazon States Language から、AWS の特定のサービスを直接制御することができま
す。AWS Step Functions との協働および統合の詳細については、以下を参照してください。
• 他のサービスでの使用 (p. 339)
• サービス API にパラメータを渡す (p. 364)

最適化された API Gateway 統合と API Gateway AWS SDK 統合の違い
• AWS SDK サービス統合には、apigateway:invoke: に同等のものはありません。代わり
に、最適化 API Gateway サービスは API Gateway エンドポイントを直接呼び出します。
Amazon API Gateway を使用して、HTTP と REST API の作成、発行、管理、モニタリングが可能で
す。API Gateway と統合するには、コードを記述したり、他のインフラストラクチャに依存したりするこ
となく、API Gateway HTTP または API Gateway REST エンドポイントを直接呼び出す Step Functions 内
の Task 状態を定義します。Task 状態定義には、API コールに必要なすべての情報が含まれます。別の認
可方法を選択することもできます。

Note
Step Functions は、API Gateway を介して HTTP エンドポイントを呼び出す機能をサポートして
いますが、現在、汎用 HTTP エンドポイントを呼び出す機能はサポートしていません。

API Gateway 特徴のサポート
Step Functions API Gateway 統合は、一部の API Gateway 機能をサポートしますが、すべてはサポートし
ていません。サポートされている特徴の詳細なリストについては、以下を参照してください。
• 以下は、Step Functions API Gateway REST API と API Gateway HTTP API 統合の両方でサポートされ
ています。
• オーソライザー: IAM (を使用して署名バージョン 4)、認証なし、Lambda Authorizers (カスタムヘッ
ダーを使用したリクエストパラメータベースおよびトークンベース)
• API タイプ: リージョン別
• API 管理: API Gateway API ドメイン名、API ステージ、パス、クエリパラメータ、リクエストボディ
• Step Functions API Gateway HTTP API 統合でサポートされますが、Step Functions API Gateway REST
API 統合はサポートされていません。
• エッジ最適化 API
• Step Functions API Gateway 統合ではサポートされていません。
• オーソライザー: Amazon Cognito、ネイティブオープン ID Connect/OAuth 2.0、トークンベースの
Lambda オーソライザーの認可ヘッダー
• API タイプ: プライベート
• API 管理: カスタムドメイン名
API Gateway と HTTP および REST API の詳細については、以下を参照してください。
• Amazon API Gateway の概念ページ。
• API Gateway デベロッパーガイドの HTTP API と REST API 間で選択します。
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リクエストの形式
Task 状態定義を作成するとき、Step Functions はパラメータを検証し、呼び出しを実行するのに必要な
URL を構築し、API を呼び出します。レスポンスには、HTTP ステータスコード、ヘッダー、およびレス
ポンス本文が含まれます。リクエスト形式には、必須およびオプションのパラメータがあります。

必須リクエストパラメータ
• ApiEndpoint
• タイプ: String
• API Gateway URL のホスト名。形式は <API ID>.execute-api.<region>.amazonaws.com で
す。
API ID には、次の英数字の組み合わせのみを使用できます:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
• Method
• タイプ: Enum
• HTTP メソッド。次のいずれかとなる必要があります。
• GET
• POST
• PUT
• DELETE
• PATCH
• HEAD
• OPTIONS

オプションのリクエストパラメータ
• Headers
• タイプ: JSON
• HTTP ヘッダーは、同じキーに関連付けられた値のリストを許可します。
• Stage
• タイプ: String
• API Gateway で API がデプロイされるステージの名前。$default ステージを使用する HTTP API の
オプションとなっています。
• Path
• タイプ: String
• API エンドポイントの後に追加されるパスパラメータ。
• QueryParameters
• タイプ: JSON
• クエリ文字列を使用すると、同じキーに関連付けられた値のリストに許可がでます。
• RequestBody
• タイプ: JSON または String
• HTTP リクエストボディ。そのタイプは、JSON オブジェクトまたは String です。RequestBody
は、PATCH、POST、および PUT HTTP メソッドに対してのみサポートされています。
• AllowNullValues
• タイプ: BOOLEAN
• AllowNullValues を true に設定すると、次のように、ヌル値を渡す許可がでます。
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{

}

"NewPet": {
"type": "turtle",
"price": 123,
"name": null
}

• AuthType
• タイプ: JSON
• 認証方法。デフォルトの方法は NO_AUTH です。指定できる値は次のとおりです。
• NO_AUTH
• IAM_ROLE
• RESOURCE_POLICY
詳細は、認証と認可を参照してください。

Note
セキュリティを考慮して、以下の HTTP ヘッダーキーは現在、許可されていません。
• X-Forwarded、X-Amz、または X-Amzn のプレフィックスが付いているキー。
• Authorization
• Connection
• Content-md5
• Expect
• Host
• Max-Forwards
• Proxy-Authenticate
• Server
• TE
• Transfer-Encoding
• Trailer
• Upgrade
• Via
• Www-Authenticate
次のコード例は、Step Functions を使用して API Gateway を呼び出す方法を示しています。
{

"Type": "Task",
"Resource":"arn:aws:states:::apigateway:invoke",
"Parameters": {
"ApiEndpoint": "example.execute-api.us-east-1.amazonaws.com",
"Method": "GET",
"Headers": {
"key": ["value1", "value2"]
},
"Stage": "prod",
"Path": "bills",
"QueryParameters": {
"billId": ["123456"]
},
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}

}

"RequestBody": {},
"AuthType": "NO_AUTH"

認証と認可
次の認証方法を使用できます。
• 認可なし: 認可メソッドなしで API を直接呼び出します。
• IAM ロール: この方法では、Step Functions はステートマシンのロールを引き受けて、リクエストに署名
します。署名バージョン 4(SigV4)、API を呼び出します。

Note
この認証方法では、クロスアカウントサポートは使用できません。
• リソースポリシー: Step Functions はリクエストを認証し、API を呼び出します。API に以下を指定する
リソースポリシーを添付する必要があります。
1. API Gateway を呼び出すステートマシン。

Important
アクセスを制限するため、ステートマシンを指定する必要があります。そうしない場合
は、API へのリソースポリシー認証を使って API Gateway リクエストを認証するステートマ
シンにアクセスが付与されます。
2. そのStep Functions は、API Gateway を呼び出すサービスです: "Service":
"states.amazonaws.com"。
3. アクセス対象のリソースには、以下が含まれます。
• region。
• 指定されたリージョンの account-id。
• api-id。
• stage-name。
• HTTP-VERB (メソッド)。
• resource-path-specifier。
リソースポリシーの例については、Step Functions と API Gateway 用 IAM ポリシー (p. 670)を参照し
てください。
リソース形式の詳細については、API Gateway デベロッパーガイドの API Gateway における API 実行
許可のリソース形式を参照してください。

Note
リソースポリシーは REST API の場合に限り、サポートされます。

サービス統合パターン
API Gateway 統合では、次の 2 つのサービス統合パターンがサポートされています。
• レスポンスのリクエスト (p. 360)。デフォルトの統合パターンです。このおかげで、TTP レスポンス
を受信した直後に Step Functions が H次のステップに進むことができます。
• タスクトークンのコールバックまで待機する (p. 361) (.waitForTaskToken) は、タスクトークンが
ペイロードとともに返されるまで待機します。以下の例に示す通り、.waitForTaskToken パターンを
使うため、タスク定義の [Resource] (リソース) フィールドの末尾に .waitForTaskToken を追加します。
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{

}

"Type": "Task",
"Resource":"arn:aws:states:::apigateway:invoke.waitForTaskToken",
"Parameters": {
"ApiEndpoint": "example.execute-api.us-east-1.amazonaws.com",
"Method": "POST",
"Headers": {
"TaskToken.$": "States.Array($$.Task.Token)"
},
"Stage": "prod",
"Path": "bills/add",
"QueryParameters": {},
"RequestBody": {
"billId": "my-new-bill"
},
"AuthType": "IAM_ROLE"
}

出力形式
次の出力パラメータが提供されます。
[Name] (名前)

型

説明

ResponseBody

JSON または String

API コールのレスポンスの本文。

Headers

JSON

レスポンスヘッダー

StatusCode

Integer

レスポンスの HTTP ステータス
コード。

StatusText

String

レスポンスのステータステキス
ト。

レスポンスの例:
{

}

"ResponseBody": {
"myBills": []
},
"Headers": {
"key": ["value1", "value2"]
},
"StatusCode": 200,
"StatusText": "OK"

エラー処理
エラーが発生した場合、error そして cause は次のように返されます。
• HTTP ステータスコードが使用可能な場合、エラーは ApiGateway.<HTTP Status Code> 形式で返
されます。
• HTTP ステータスコードが使用できない場合、エラーは ApiGateway.<Exception> 形式で返されま
す。
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いずれの場合も、cause は文字列として返されます。
以下は、エラーが発生したレスポンスの例です。
{
}

"error": "ApiGateway.403",
"cause": "{\"message\":\"Missing Authentication Token\"}"

Note
2XX のステータスコードは成功を示し、エラーは返されません。他のすべてのステータスコード
またはスローされた例外は、エラーになります。
詳細については、以下を参照してください。
• API Gateway デベロッパーガイドの Amazon API Gateway の概念。
• Step Functions と Amazon API Gateway (p. 670) の IAM ポリシー
• API Gateway を呼び出す (p. 530) の方法を示すサンプルプロジェクト
API Gateway デベロッパーガイドの Amazon API Gateway の概念。

Step Functions を使った AWS Glue DataBrew ジョブ
の管理
Step Functions は、Amazon States Language から、AWS の特定のサービスを直接制御することができま
す。AWS Step Functions との協働および統合の詳細については、以下を参照してください。
• 他のサービスでの使用 (p. 339)
• サービス API にパラメータを渡す (p. 364)
DataBrew 統合を使用して、分析および機械学習のワークフローにデータのクリーニングとデータの正規
化手順を追加できます。
サポートされている DataBrew API:
• StartJobRun
以下には、リクエスト/レスポンス DataBrew ジョブがスタートする Task 状態が含まれます。
"DataBrew StartJobRun": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::databrew:startJobRun",
"Parameters": {
"Name": "sample-proj-job-1"
},
"Next": "NEXT_STATE"
},

以下には、DataBrew ジョブをスタートする Task 状態が含まれます。
"DataBrew StartJobRun": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::databrew:startJobRun.sync",
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"Parameters": {
"Name": "sample-proj-job-1"
},
"Next": "NEXT_STATE"
},

他の AWS のサービスで Step Functions を使用して IAM を設定する方法については、統合サービスの IAM
ポリシー (p. 629) を参照してください。

Step Functions で EventBridge を呼び出す
Step Functions は、Amazon States Language から、AWS の特定のサービスを直接制御することができま
す。AWS Step Functions との協働および統合の詳細については、以下を参照してください。
• 他のサービスでの使用 (p. 339)
• サービス API にパラメータを渡す (p. 364)

最適化された EventBridge 統合が EventBridge AWS SDK 統合との違い
• 実行 ARN とステートマシン ARN は、各 PutEventsRequestEntry の Resources フィール
ドに自動的に追加されます。
• PutEvents からのレスポンスにゼロ以外の FailedEntryCount が含まれるのであれ
ば、Task 状態はエラー EventBridge.FailedEntry で失敗します。
他の AWS のサービスで Step Functions を使用して IAM を設定する方法については、統合サービスの IAM
ポリシー (p. 629) を参照してください。
Step Functions は、Amazon EventBridge と統合するため、サービス統合 API を提供します。これによ
り、Step Functions ワークフローから直接カスタムイベントを送信して、イベント駆動型アプリケーショ
ンを構築できます。
PutEvents API を使用する場合、送信するイベントの特定のパターンに一致する EventBridge ルールをア
カウント内に作成する必要があります。例えば、次のことができます。
• EventBridge ルールに一致するイベントを受信して印刷する Lambda 関数をアカウントに作成します。
• 特定のイベントパターンに一致し、Lambda 関数をターゲットとする、デフォルトのイベントバスで
EventBridge ルールをアカウントで作成します。
詳細については、以下を参照してください。
• EventBridge ユーザーガイドの PutEvents を使って Amazon EventBridge イベントを追加。
• サービス統合パターンの タスクトークンのコールバックまで待機する (p. 361)。

Note
Step Functions のタスクには入力データまたは結果データの最大サイズにはクォータがありま
す。これにより、別のサービスとの間でデータを送受信するときに、UTF-8 でエンコードされ
た文字列として 262,144 バイトのデータに制限されます。「ステートマシンの実行に関連する
クォータ (p. 574)」を参照してください。

サポートされている EventBridge API
サポートされている EventBridge API と構文には次のものが含まれます。
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• PutEvents
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ:
• Entries
• レスポンスの構文
以下には、カスタムイベントを送信する Task が含まれます。
{

}

"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::events:putEvents",
"Parameters": {
"Entries": [
{
"Detail": {
"Message": "MyMessage"
},
"DetailType": "MyDetailType",
"EventBusName": "MyEventBus",
"Source": "my.source"
}
]
},
"End": true

エラー処理
PutEvents API はエントリの配列を入力として受け取り、結果エントリの配列を返します。PutEvents
アクションが成功する限り、PutEvents は、1 つ以上のエントリが失敗した場合でも、HTTP 200 レスポ
ンスを返します。PutEvents は FailedEntryCount フィールドの失敗したエントリの数を返します。
Step Functions、FailedEntryCount がゼロより大きいかどうかをチェックします。0 より大きい場
合、Step Functions はエラー EventBridge.FailedEntry を使って状態を失敗させます。こうして、エ
ントリに失敗した場合、キャッチまたは再試行のため、タスクの状態で Step Functions の組み込みエラー
処理を使用できます。レスポンスから FailedEntryCount を分析する追加状態を使う必要はありませ
ん。

Note
べき等を実装し、すべてのエントリで安全に再試行できる場合は、Step Functions の再試行ロ
ジックを使用できます。Step Functions は、再試行する前に、PutEvents 入力配列から成功した
エントリを削除しません。代わりに、元のエントリの配列を使って再試行します。

統合サービスとして AWS Step Functions 実行を管理
する
Step Functions は、サービス統合として独自の API と統合します。こうすることで、Step Functions は実
行中のタスク状態から直接ステートマシンの新しい実行をスタートする許可を受けます。新しいワークフ
ローを構築するときに、ネストされたワークフロー実行 (p. 128)を使用して、メインワークフローの複雑
さを軽減し、一般的なプロセスを再利用します。

最適化された Step Functions 統合と Step Functions AWS SDK 統合との違い
• ジョブの実行 (.sync) (p. 360) 統合パターンが利用可能です。
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レスポンスのリクエスト (p. 360) または タスクトークンのコールバックまで待機する (p. 361)
統合パターンの最適化はないことに注意してください。
詳細については、以下を参照してください。
• タスクからの実行の開始 (p. 128)
• 他のサービスでの使用 (p. 339)
• サービス API にパラメータを渡す (p. 364)
サポートされている Step Functions API および構文:
• StartExecution
• リクエストの構文
• サポートされているパラメータ
• Input
• Name
• StateMachineArn
• レスポンスの構文
以下には、別のステートマシンの実行を開始し、その完了を待機する Task 状態が含まれています。
{

}

"Type":"Task",
"Resource":"arn:aws:states:::states:startExecution.sync:2",
"Parameters":{
"Input":{
"Comment": "Hello world!"
},
"StateMachineArn":"arn:aws:states:us-east-1:123456789012:stateMachine:HelloWorld",
"Name":"ExecutionName"
},
"End":true

以下には、別のステートマシンの実行を開始する Task 状態が含まれています。
{

}

"Type":"Task",
"Resource":"arn:aws:states:::states:startExecution",
"Parameters":{
"Input":{
"Comment": "Hello world!"
},
"StateMachineArn":"arn:aws:states:us-east-1:123456789012:stateMachine:HelloWorld",
"Name":"ExecutionName"
},
"End":true

以下には、コールバック (p. 361)サービス統合パターンを実行する Task の状態が含まれます。
{

"Type":"Task",
"Resource":"arn:aws:states:::states:startExecution.waitForTaskToken",
"Parameters":{
"Input":{
"Comment": "Hello world!",

421

AWS Step Functions デベロッパーガイド
AWS Step Functions
"token.$": "$$.Task.Token"
},
"StateMachineArn":"arn:aws:states:us-east-1:123456789012:stateMachine:HelloWorld",
"Name":"ExecutionName"

}

},
"End":true

ネストされたワークフロー実行を、それを開始した親実行に関連付けるには、コンテキストオブジェク
ト (p. 116)からプルされた実行 ID を含む特別な名前のパラメータを渡します。ネストされた実行を開始す
るときは、AWS_STEP_FUNCTIONS_STARTED_BY_EXECUTION_ID という名前のパラメータを使用しま
す。パラメータ名に .$ を追加し、$$.Execution.Id を使用してコンテキストオブジェクトの ID を参照
することで、実行 ID を渡します。詳細については、「コンテキストオブジェクトへのアクセス (p. 117)」
を参照してください。
{

}

"Type":"Task",
"Resource":"arn:aws:states:::states:startExecution.sync",
"Parameters":{
"Input":{
"Comment": "Hello world!",
"AWS_STEP_FUNCTIONS_STARTED_BY_EXECUTION_ID.$": "$$.Execution.Id"
},
"StateMachineArn":"arn:aws:states:us-east-1:123456789012:stateMachine:HelloWorld",
"Name":"ExecutionName"
},
"End":true

ネストされたステートマシンは、以下を返します。
リソース

出力

startExecution.sync

文字列

startExecution.sync:2

JSON

どちらもネストされたステートマシンが完了するのを待機しますが、異なる Output 形式を返します。例
えば、オブジェクト { "MyKey": "MyValue" } を返す Lambda 関数を作成すると、次のレスポンスが
得られます。
startExecution.sync の場合:
{
}

<other fields>
"Output": "{ \"MyKey\": \"MyValue\" }"

startExecution.sync:2 の場合:
{

}

<other fields>
"Output": {
"MyKey": "MyValue"
}
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ネストされたステートマシンの IAM 権限の設定
親ステートマシンは、子ステートマシンがポーリングとイベントを使用して実行を完了したかどうかを判
断します。ポーリングには次の権限が必要ですstates:DescribeExecutionを介して送信されたイベン
ト EventBridge to Step Functions には次の権限が必要ですevents:PutTargets,events:PutRule, およ
びevents:DescribeRule。これらの許可が IAM ロールに欠落している場合、親ステートマシンが子ス
テートマシンの実行が完了したことを認識するまで遅延が発生する可能性があります。
1 つのネストされたワークフロー実行のため、StartExecution を呼び出すステートマシンの場合は、そ
のステートマシンへの許可を制限する IIAM ポリシーを使用します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"states:StartExecution"
],
"Resource": [
"arn:aws:states:[[region]]:[[accountId]]:stateMachine:[[stateMachineName]]"
]
}
]

詳細については、次を参照してください。ネストされたワークフロー実行の IAM 権限 (p. 673)。

サポートされているのログの変更AWSSDK 統合
このトピックには、に加えられた更新の概要が含まれていますAWSStep Functions がサポートする
SDK サービスインテグレーション。この概要を表形式で表示するには、の要約AWSSDK 統合の更
新 (p. 424)。

既存のものに対する更新AWSSDK 統合
• 2022 年 9 月 23 日— Step Functions は、オプションのサポートを追加しましたExecutionRoleArn使
用中のパラメータaddStepそしてaddStep.syncの APIAmazon EMR 最適化サービス統合 (p. 388)。
• 2022 年 7 月 26 日— Step Functions は、既存サービスですでにサポートされているサービスで利用可能
な 89 個の API アクションのサポートを追加しましたAWSSDK 統合。

新しいサポートを含むようにサポートを拡大AWSSDK
統合
Step Functions は拡大を続けていますAWSより多くのサービスのサポートを追加することによるSDK統
合。次のリストは、各起動でサポートされるサービスと API アクションの数を詳しく示しています。
• 2022 年 7 月 26 日— Step Functions は、新しい 3 つのサポートを追加しましたAWSSDK 統合。この統
合により、新たにサポートされたこれらで利用可能な 106 個の API アクションを使用できますAWSの
サービス。
• 2022 年 4 月 19 日— Step Functions のサポートを追加しましたAWSSDK 統合。この統合により、新た
にサポートされたこれらのAPIアクションで1,000を超えるAPIアクションを使用できますAWSのサービ
ス。
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のサポートの追加AWSSDK 統合
2021 年 9 月 30 日— Step Functions のサポートを追加しましたAWSのサービスAWSSDK 統合。この統合
により、サポートされている 9,000 個以上の API アクションを使用できますAWSのサービス。

の要約AWSSDK 統合の更新
次の表に示すのは、AWSStep Functions によってサポートされている SDK サービス統合。-サポートされ
ている日付列には、サービス統合がサポートされた日付に関する情報が表示されます。-更新日列には、既
存のサービス統合が強化され、サポートされているサービスで利用可能な API アクションのサポートが含
まれるようになった日付に関する情報が表示されます。
詳細については、「AWS SDK のサービスの統合 (p. 342)」を参照してください。
サービス名

サポートされている日
付

AWS Account
Management

2022 年 4 月 19 日

AWS Amplify

2021 年 9 月 30 日

AWS App Mesh

2021 年 9 月 30 日

AWS App Runner

2021 年 9 月 30 日

AWS AppConfig

2021 年 9 月 30 日

AWS AppConfig Data

2022 年 4 月 19 日

AWS AppSync

2021 年 9 月 30 日

AWS Application
Discovery Service

2021 年 9 月 30 日

AWS Audit Manager

2021 年 9 月 30 日

AWS Auto Scaling Plans 2021 年 9 月 30 日
AWS Backup

2021 年 9 月 30 日

AWS Backup gateway

2022 年 4 月 19 日

AWS Batch

2021 年 9 月 30 日

AWS Billing Conductor

2022 年 7 月 26 日

AWS Budgets

2021 年 9 月 30 日

AWS Certificate
Manager

2021 年 9 月 30 日

AWS Private Certificate
Authority

2021 年 9 月 30 日

AWS Cloud Map

2021 年 9 月 30 日

AWS Cloud9

2021 年 9 月 30 日

AWS CloudFormation

2021 年 9 月 30 日
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サービス名

サポートされている日
付

AWS CloudHSM

2021 年 9 月 30 日

AWS CloudHSM

2021 年 9 月 30 日

AWS CloudTrail

2021 年 9 月 30 日

AWSCloud Control

2022 年 4 月 19 日

AWS CodeBuild

2021 年 9 月 30 日

AWS CodeCommit

2021 年 9 月 30 日

AWS CodeDeploy

2021 年 9 月 30 日

AWS CodePipeline

2021 年 9 月 30 日

AWS CodeStar

2021 年 9 月 30 日

AWS CodeStar

2021 年 9 月 30 日

AWS CodeStar

2021 年 9 月 30 日

AWS Compute
Optimizer

2021 年 9 月 30 日

AWS Config

2021 年 9 月 30 日

2022 年 7 月 26 日

AWS Cost Explorer
Service

2021 年 9 月 30 日

2022 年 7 月 26 日

AWS Cost and Usage
Report

2021 年 9 月 30 日

AWS Data Exchange

2021 年 9 月 30 日

AWS Data Pipeline

2021 年 9 月 30 日

AWS DataSync

2021 年 9 月 30 日

AWS Database
Migration Service

2021 年 9 月 30 日

AWS Device Farm

2021 年 9 月 30 日

AWS Direct Connect

2021 年 9 月 30 日

AWS Directory Service

2021 年 9 月 30 日

AWS EC2 インスタンス
Connect

2021 年 9 月 30 日

AWS Elastic Beanstalk

2021 年 9 月 30 日

AWS Elemental
MediaLive

2021 年 9 月 30 日

AWS Elemental
MediaPackage

2021 年 9 月 30 日
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サービス名

サポートされている日
付

AWS Elemental
MediaPackage VOD

2021 年 9 月 30 日

AWS Elemental
MediaStore

2021 年 9 月 30 日

AWS Fault Injection
Simulator

2021 年 9 月 30 日

AWS Firewall Manager

2021 年 9 月 30 日

AWS Glue

2021 年 9 月 30 日

AWS Glue DataBrew

2021 年 9 月 30 日

AWS IoT Greengrass

2021 年 9 月 30 日

AWS Ground Station

2021 年 9 月 30 日

AWS Identity and
Access Management

2021 年 9 月 30 日

AWS IoT

2021 年 9 月 30 日

AWS IoT 1-Click

2021 年 9 月 30 日

AWS IoT Analytics

2021 年 9 月 30 日

AWS IoT Core Device
Advisor

2021 年 9 月 30 日

AWS IoT Events

2021 年 9 月 30 日

AWS IoT Events Data

2021 年 9 月 30 日

AWS IoT Fleet Hub

2021 年 9 月 30 日

AWS IoT Greengrass
Version 2

2021 年 9 月 30 日

AWS IoTジョブデータ
プレーン

2021 年 9 月 30 日

AWS IoT セキュアトン
ネリング

2021 年 9 月 30 日

AWS IoT SiteWise

2021 年 9 月 30 日

AWS IoT Things Graph

2021 年 9 月 30 日

AWS IoTワイヤレス

2021 年 9 月 30 日

AWS Key Management
Service

2021 年 9 月 30 日

AWS Lake Formation

2021 年 9 月 30 日

AWS Lambda

2021 年 9 月 30 日
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サービス名

サポートされている日
付

AWS License Manager

2021 年 9 月 30 日

AWS Marketplace

2021 年 9 月 30 日

AWS Marketplace
Commerce Analytics

2021 年 9 月 30 日

AWS Marketplace
Entitlement Service

2021 年 9 月 30 日

AWS Elemental
MediaTailor

2021 年 9 月 30 日

AWS Migration Hub

2021 年 9 月 30 日

AWS Migration Hub
Config

2021 年 9 月 30 日

AWS Migration Hub戦略
の推奨事項

2022 年 4 月 19 日

AWS モバイル

2021 年 9 月 30 日

AWS Network Firewall

2021 年 9 月 30 日

AWS OpsWorks

2021 年 9 月 30 日

AWS OpsWorks CM

2021 年 9 月 30 日

AWS Organizations

2021 年 9 月 30 日

AWS Outposts

2021 年 9 月 30 日

AWS Panorama

2022 年 4 月 19 日

Amazon Relational
Database Service
Performance Insights

2021 年 9 月 30 日

AWS の料金表

2021 年 9 月 30 日

Amazon Relational
Database Service

2021 年 9 月 30 日

AWS Resilience Hub

2022 年 4 月 19 日

AWS Resource Access
Manager

2021 年 9 月 30 日

AWS Resource Groups

2021 年 9 月 30 日

AWS Resource Groups
Tagging API

2021 年 9 月 30 日

AWS RoboMaker

2021 年 9 月 30 日

AWS IAM Identity
Center (successor to
AWS Single Sign-On)

2021 年 9 月 30 日
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サービス名

サポートされている日
付

AWS SSO OIDC

2021 年 9 月 30 日

AWS Secrets Manager

2021 年 9 月 30 日

AWS Security Token
Service

2021 年 9 月 30 日

AWS Security Hub

2021 年 9 月 30 日

AWS Server Migration
Service

2021 年 9 月 30 日

AWS Service Catalog

2021 年 9 月 30 日

AWS Service Catalog ア
プリケーションレジス
トリ

2021 年 9 月 30 日

AWS Shield

2021 年 9 月 30 日

AWS Signer

2021 年 9 月 30 日

AWS IAM Identity
Center (successor to
AWS Single Sign-On)

2021 年 9 月 30 日

AWS IAM Identity
Center (successor
to AWS Single SignOn)Admin

2021 年 9 月 30 日

AWS Step Functions

2021 年 9 月 30 日

AWS Storage Gateway

2021 年 9 月 30 日

AWS Support

2021 年 9 月 30 日

AWS Transfer Family

2021 年 9 月 30 日

AWS WAF

2021 年 9 月 30 日

AWS WAF リージョン
別

2021 年 9 月 30 日

AWS WAFV2

2021 年 9 月 30 日

AWS Well-Architected
Tool

2021 年 9 月 30 日

AWS X-Ray

2021 年 9 月 30 日

AWS Marketplace
Metering Service

2021 年 9 月 30 日

AWS Serverless
Application Repository

2021 年 9 月 30 日
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サービス名

サポートされている日
付

AWS Identity and
Access Management
Access Analyzer

2021 年 9 月 30 日

Alexa for Business

2021 年 9 月 30 日

Amazon API Gateway

2021 年 9 月 30 日

Amazon API Gateway

2021 年 9 月 30 日

アマゾン
AppIntegrations

2021 年 9 月 30 日

アマゾン AppStream 2.0 2021 年 9 月 30 日
Amazon AppFlow

2021 年 9 月 30 日

Amazon Athena

2021 年 9 月 30 日

Amazon Augmented AI

2021 年 9 月 30 日

Amazon Braket

2021 年 9 月 30 日

Amazon Chime

2021 年 9 月 30 日

Amazon Chime 会議

2022 年 4 月 19 日

Amazon Cloud Directory

2021 年 9 月 30 日

Amazon CloudFront

2021 年 9 月 30 日

Amazon CloudSearch

2021 年 9 月 30 日

Amazon CloudWatch

2021 年 9 月 30 日

Amazon CloudWatch
Application Insights

2021 年 9 月 30 日

CloudWatch Evidently

2022 年 4 月 19 日

Amazon CloudWatch
Logs

2021 年 9 月 30 日

アマゾン CloudWatch
ラム酒

2022 年 4 月 19 日

アマゾン CloudWatch
Synthetics

2021 年 9 月 30 日

Amazon CodeGuru
Profiler

2021 年 9 月 30 日

Amazon CodeGuru
Reviewer

2021 年 9 月 30 日

Amazon Cognito

2021 年 9 月 30 日

Amazon Cognito Identity
Provider

2021 年 9 月 30 日
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サービス名

サポートされている日
付

Amazon Cognito Sync

2021 年 9 月 30 日

Amazon Comprehend

2021 年 9 月 30 日

Amazon Comprehend
Medical

2021 年 9 月 30 日

Amazon Connect
Contact Lens

2021 年 9 月 30 日

Amazon Connect
Participant Service

2021 年 9 月 30 日

Amazon Connect

2021 年 9 月 30 日

Amazon Connect Voice
ID

2022 年 4 月 19 日

Amazon Connect
Wisdom

2022 年 4 月 19 日

Amazon Data Lifecycle
Manager

2021 年 9 月 30 日

Amazon Detective

2021 年 9 月 30 日

アマゾン DevOps グル

2021 年 9 月 30 日

Amazon DocumentDB
(with MongoDB
compatibility)

2021 年 9 月 30 日

Amazon DynamoDB

2021 年 9 月 30 日

Amazon DynamoDB
Streams

2021 年 9 月 30 日

Amazon EC2 Container
Registry

2021 年 9 月 30 日

Amazon EC2 Container
Service

2021 年 9 月 30 日

Amazon EC2 Systems
Manager

2021 年 9 月 30 日

Amazon EMR

2021 年 9 月 30 日

Amazon ElastiCache

2021 年 9 月 30 日

Amazon Elastic
Inference

2021 年 9 月 30 日

Amazon Elastic Block
Store

2021 年 9 月 30 日

Amazon Elastic
Compute Cloud

2021 年 9 月 30 日
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サービス名

サポートされている日
付

Amazon Elastic
Container Registry
Public

2021 年 9 月 30 日

Amazon Elastic File
System

2021 年 9 月 30 日

Amazon Elastic
Kubernetes Service

2021 年 9 月 30 日

Amazon EMR

2021 年 9 月 30 日

Amazon Elastic
Transcoder

2021 年 9 月 30 日

Amazon OpenSearch
Service

2021 年 9 月 30 日

Amazon OpenSearch
Service

2022 年 4 月 19 日

Amazon EventBridge

2021 年 9 月 30 日

Amazon FSx

2021 年 9 月 30 日

Amazon Forecast クエ
リ

2021 年 9 月 30 日

Amazon Forecast サー
ビス

2021 年 9 月 30 日

Amazon Fraud Detector

2021 年 9 月 30 日

Amazon GameLift

2021 年 9 月 30 日

アマゾン GameSparks

2022 年 7 月 26 日

Amazon S3 Glacier

2021 年 9 月 30 日

Amazon GuardDuty

2021 年 9 月 30 日

Amazon HealthLake

2021 年 9 月 30 日

Amazon Honeycode

2021 年 9 月 30 日

Amazon Inspector

2021 年 9 月 30 日

Amazon Inspector V2

2022 年 4 月 19 日

Amazon Interactive
Video Service

2021 年 9 月 30 日

Amazon Kendra

2021 年 9 月 30 日

Amazon Kinesis

2021 年 9 月 30 日

Amazon Kinesis
Analytics

2021 年 9 月 30 日
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サービス名

サポートされている日
付

Amazon Kinesis
Analytics V2

2021 年 9 月 30 日

Amazon Kinesis
Firehose

2021 年 9 月 30 日

Amazon Kinesis Video
Signaling Channels

2021 年 9 月 30 日

Amazon Kinesis Video
Streams

2021 年 9 月 30 日

Amazon Kinesis Video
Streams Archived Media

2021 年 9 月 30 日

Amazon Kinesis video
stream

2021 年 9 月 30 日

Amazon Lex Model
Building Service

2021 年 9 月 30 日

Amazon Lex Model
Building Service V2

2021 年 9 月 30 日

Amazon Lex

2021 年 9 月 30 日

Amazon Lex Runtime
V2

2021 年 9 月 30 日

Amazon Lightsail

2021 年 9 月 30 日

Amazon Location
Service

2021 年 9 月 30 日

Amazon Lookout for
Metrics

2021 年 9 月 30 日

Amazon Lookout for
Vision

2021 年 9 月 30 日

Amazon MQ

2021 年 9 月 30 日

Amazon Macie

2021 年 9 月 30 日

Amazon Macie 2

2021 年 9 月 30 日

Amazon Managed
Blockchain

2021 年 9 月 30 日

Amazon Managed
Grafana

2022 年 4 月 19 日

Amazon Managed
Service for Prometheus

2021 年 9 月 30 日

Amazon Managed
Streaming for Apache
Kafka

2021 年 9 月 30 日
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サービス名

サポートされている日
付

Amazon MSK Connect

2022 年 4 月 19 日

Amazon Managed
Workflows for Apache
Airflow

2021 年 9 月 30 日

Amazon Mechanical
Turk

2021 年 9 月 30 日

Amazon MemoryDB for
Redis

2022 年 4 月 19 日

Amazon Neptune

2021 年 9 月 30 日

Amazon Personalize

2021 年 9 月 30 日

Amazon Personalize
Events

2021 年 9 月 30 日

Amazon Personalize
Runtime

2021 年 9 月 30 日

Amazon Pinpoint

2021 年 9 月 30 日

Amazon Pinpoint E メー
ルサービス

2021 年 9 月 30 日

Amazon Pinpoint SMS
および音声サービス

2021 年 9 月 30 日

Amazon Pinpoint SMS
および Voice V2 サービ
ス

2022 年 7 月 26 日

Amazon Polly

2021 年 9 月 30 日

Amazon QLDB

2021 年 9 月 30 日

更新日

2022 年 7 月 26 日

Amazon QLDB セッショ 2021 年 9 月 30 日
ン
Amazon QuickSight

2021 年 9 月 30 日

Amazon Redshift

2021 年 9 月 30 日

Amazon Redshift Data
API

2021 年 9 月 30 日

Amazon Rekognition

2021 年 9 月 30 日

Amazon Relational
Database Service

2021 年 9 月 30 日

Amazon Route 53

2021 年 9 月 30 日

Amazon Route 53
Recovery Control Config

2021 年 9 月 30 日
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サービス名

サポートされている日
付

Amazon Route 53 ドメ
イン

2021 年 9 月 30 日

Amazon Route 53
Resolver

2021 年 9 月 30 日

Amazon S3 on Outposts

2021 年 9 月 30 日

アマゾン SageMaker
Feature Store

2021 年 9 月 30 日

アマゾン SageMaker ラ
ンタイム

2021 年 9 月 30 日

アマゾン SageMaker

2021 年 9 月 30 日

アマゾン SageMaker
Edge Manager

2021 年 9 月 30 日

Amazon Simple Email
Service

2021 年 9 月 30 日

Amazon Simple Email
Service V2

2021 年 9 月 30 日

Amazon Simple
Notification Service

2021 年 9 月 30 日

Amazon Simple Queue
Service

2021 年 9 月 30 日

Amazon Simple Storage
Service

2021 年 9 月 30 日

Amazon Simple
Workflow Service

2021 年 9 月 30 日

Amazon Textract

2021 年 9 月 30 日

Amazon Transcribe

2021 年 9 月 30 日

Amazon Translate

2021 年 9 月 30 日

Amazon WorkDocs

2021 年 9 月 30 日

Amazon WorkMail

2021 年 9 月 30 日

アマゾン WorkMail メッ
セージフロー

2021 年 9 月 30 日

Amazon WorkSpaces

2021 年 9 月 30 日

アマゾン WorkSpaces
Web

2022 年 4 月 19 日

Amplify

2021 年 9 月 30 日

Amplify UI Builder

2022 年 4 月 19 日
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サービス名

サポートされている日
付

Application Auto Scaling

2021 年 9 月 30 日

Amazon EC2 Auto
Scaling

2021 年 9 月 30 日

CodeArtifact

2021 年 9 月 30 日

DynamoDB Accelerator

2021 年 9 月 30 日

EC2 Image Builder

2021 年 9 月 30 日

Elastic Disaster
Recovery

2022 年 4 月 19 日

Elastic Load Balancing

2021 年 9 月 30 日

Elastic Load Balancing
V2

2021 年 9 月 30 日

MediaConnect

2021 年 9 月 30 日

Network Manager

2021 年 9 月 30 日

Amazon S3 Control

2021 年 9 月 30 日

Amazon EBS のごみ箱

2022 年 4 月 19 日

Savings Plans

2021 年 9 月 30 日

アマゾン EventBridge
スキーマレジストリ

2021 年 9 月 30 日

Service Quotas

2021 年 9 月 30 日

AWS Snowball

2021 年 9 月 30 日
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Step Functions サンプルプロジェク
ト
AWS Step Functions コンソールで、以下のステートマシンサンプルプロジェクトのいずれかを選択する
と、ステートマシンの [Code] (コード)、[Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー)、およびプロジェク
トにすべての関連 AWS リソースが自動的に作成されます。
各サンプルプロジェクトによって、完全に機能するステートマシンがプロビジョンされ、その動作に
必要な関連リソースが作成されます。サンプルプロジェクトを作成すると、Step Functions では AWS
CloudFormation を使用して、ステートマシンが参照する関連リソースが作成されます。
トピック
• バッチジョブ (AWS Batch、Amazon SNS) の管理 (p. 437)
• コンテナタスクの管理 (Amazon ECS、Amazon SNS) (p. 440)
• データレコードの転送 (Lambda、DynamoDB、Amazon SQS) (p. 443)
• ジョブステータスのポーリング (Lambda、AWS Batch) (p. 447)
• タスクタイマー (Lambda、Amazon SNS) (p. 450)
• コールバックパターンの例 (Amazon SQS、Amazon SNS、Lambda) (p. 452)
• Amazon EMR ジョブを管理する (p. 455)
• ワークフロー内でワークフローをスタートする (Step Functions、Lambda) (p. 460)
• マップ状態を使用してデータを動的に処理する (p. 462)
• 機械学習モデルのトレーニング (p. 467)
• 機械学習モデルのチューニング (p. 472)
• Amazon SQS からの大容量メッセージの処理 (Express ワークフロー) (p. 478)
• 選択的チェックポイントの例 (Express ワークフロー) (p. 483)
• をビルドするAWS CodeBuildプロジェクト (CodeBuild、Amazon SNS) (p. 490)
• データを前処理し、機械学習モデルをトレーニングする (p. 492)
• Lambda オーケストレーションの例 (p. 498)
• Athena クエリをスタートする (p. 504)
• 複数のクエリを実行します (Amazon Athena、Amazon SNS) (p. 509)
• ラージデータセットをクエリする (Amazon Athena、Amazon S3、AWS Glue、Amazon
SNS) (p. 515)
• データを最新の状態に保つ (Amazon Athena、Amazon S3、AWS Glue) (p. 520)
• Amazon EKS クラスターの管理 (p. 524)
• API Gateway を呼び出す (p. 530)
• API Gateway 統合を使用して Fargate で実行されているマイクロサービスを呼び出す (p. 534)
• カスタムイベントを送信するEventBridge (p. 538)
• 同期 Express ワークフローを呼び出す (p. 541)
• Amazon Redshift (Lambda、Amazon Redshift データ API) を使用して ETL/ELT ワークフローを実行す
る (p. 545)
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• Step Functions の使用と エラー処理を伴う AWS Batch (p. 562)
• ファンアウトと AWS Batch ジョブ (p. 565)
• Lambda を含む AWS Batch (p. 568)

バッチジョブ (AWS Batch、Amazon SNS) の管理
このサンプルプロジェクトでは、AWS Batch ジョブを送信後、ジョブの結果 (成功または失敗) に基づ
き Amazon SNS 通知を送信する方法について説明します。このサンプルプロジェクトをデプロイする
と、AWS Step Functions ステートマシン、AWS Batch ジョブ、および Amazon SNS トピックが作成され
ます。
このプロジェクトでは、Step Functions は、ステートマシンを使用して、AWS Batch ジョブを同期的に
呼び出します。その後、ジョブが成功または失敗するまで待機し、ジョブの成功または失敗に関するメッ
セージを含む Amazon SNS トピックを送信します。

ステートマシンを作成してリソースをプロビジョンす
る
1.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成) を選択します。

2.

[Sample Projects] (サンプルプロジェクト)、[Manage a Batch Job] (バッチジョブの管理) の順に選択
します。
ステートマシン [Code] (コード) と [Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー) が表示されます。

3.

[Next] (次へ) を選択します。
作成されるリソースを示す [Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されます。このサ
ンプルプロジェクトでは、以下のリソースが含まれます。
• AWS Batch ジョブ
• 1 つの Amazon SNS トピック

4.

[Deploy Resources] (リソースのデプロイ) を選択します。

Note
これらのリソースおよび関連する IAM 許可が作成されるまで、最大 10 分かかることがあり
ます。[Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されている場合は、[Stack ID]
(スタック ID) リンクを開いて、プロビジョンされているリソースを表示することができま
す。
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新しい実行のスタート
1.
2.

[New execution] (新しい実行) ページで、実行名を入力し (オプション)、[Start Execution] (実行のス
タート) を選択します。
(オプション) 実行を識別しやすくするために、名前ボックスに移動するとそのように表示されます。
デフォルトでは、Step Functions は自動的に一意の実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ名
を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しません。CloudWatch。確実に
追跡できるようCloudWatchメトリクスを選択するには、ASCII 文字のみを使用する名前を選
択します。
3.
4.

必要に応じて、Step Functions [Dashboard] (ダッシュボード) 上にある新しく作成されたステートマシ
ンに移動し、[New execution] (新しい実行) を選択します。
実行が完了したら、[Visual workflow] (ビジュアルワークフロー) で状態を選択して、[Step details] (ス
テップ詳細) で、[Input] (入力) そして [Output] (出力) を参照できます。

ステートマシンのコード例
このサンプルオブジェクトのステートマシンは、パラメータを直接リソースに渡すことで、AWS Batch お
よび Amazon SNS と統合します。
このステートマシンの例を参照して、Resource フィールドの Amazon リソースネーム (ARN) に接続
し、Parameters をサービス API に渡すことで、Step Functions が AWS Batch と Amazon SNS を制御す
る方法を確認します。
AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。
{

"Comment": "An example of the Amazon States Language for notification on an AWS Batch job
completion",
"StartAt": "Submit Batch Job",
"TimeoutSeconds": 3600,
"States": {
"Submit Batch Job": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::batch:submitJob.sync",
"Parameters": {
"JobName": "BatchJobNotification",
"JobQueue": "arn:aws:batch:us-east-1:123456789012:job-queue/
BatchJobQueue-7049d367474b4dd",
"JobDefinition": "arn:aws:batch:us-east-1:123456789012:job-definition/
BatchJobDefinition-74d55ec34c4643c:1"
},
"Next": "Notify Success",
"Catch": [
{
"ErrorEquals": [ "States.ALL" ],
"Next": "Notify Failure"
}
]
},
"Notify Success": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::sns:publish",
"Parameters": {
"Message": "Batch job submitted through Step Functions succeeded",
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"TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:batchjobnotificatiointemplateSNSTopic-1J757CVBQ2KHM"
},
"End": true
},
"Notify Failure": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::sns:publish",
"Parameters": {
"Message": "Batch job submitted through Step Functions failed",
"TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:batchjobnotificatiointemplateSNSTopic-1J757CVBQ2KHM"
},
"End": true
}
}
}

IAM の例
サンプルプロジェクトで生成されたこれらの AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの例
には、ステートマシンおよび関連リソースを実行するために必要な最小特権が含まれています。IAM ポリ
シーで必要なアクセス許可のみを含めることをお勧めします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"sns:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:sns:ap-northeast-1:123456789012:ManageBatchJob-SNSTopicJHLYYG7AZPZI"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"batch:SubmitJob",
"batch:DescribeJobs",
"batch:TerminateJob"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"events:PutTargets",
"events:PutRule",
"events:DescribeRule"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:ap-northeast-1:123456789012:rule/
StepFunctionsGetEventsForBatchJobsRule"
],
"Effect": "Allow"
}
]
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。
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コンテナタスクの管理 (Amazon ECS、Amazon
SNS)
このサンプルプロジェクトでは、AWS Fargate タスクを実行後、ジョブの結果 (成功または失敗) に基づ
き Amazon SNS 通知を送信する方法について説明します。このサンプルプロジェクトをデプロイする
と、AWS Step Functions ステートマシン、Fargate クラスター、および Amazon SNS トピックが作成さ
れます。
このプロジェクトでは、Step Functions は、ステートマシンを使用して、Fargate タスクを同期的に呼び
出します。その後、タスクが成功または失敗するまで待機し、ジョブの成功または失敗に関するメッセー
ジを含む Amazon SNS トピックを送信します。

ステートマシンを作成してリソースをプロビジョンす
る
1.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成) を選択します。

2.

[Sample Projects] (サンプルプロジェクト)、[Manage a container task] (コンテナタスクの管理) の順に
選択します。
ステートマシン [Code] (コード) と [Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー) が表示されます。

3.

[Next] (次へ) を選択します。
作成されるリソースを示す [Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されます。このサ
ンプルプロジェクトでは、以下のリソースが含まれます。
• Fargate クラスター
• 1 つの Amazon SNS トピック

4.

[Deploy Resources] (リソースのデプロイ) を選択します。

Note
これらのリソースおよび関連する IAM 許可が作成されるまで、最大 10 分かかることがあり
ます。[Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されている場合は、[Stack ID]
(スタック ID) リンクを開いて、プロビジョンされているリソースを表示することができま
す。
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新しい実行のスタート
1.
2.

[New execution] (新しい実行) ページで、実行名を入力し (オプション)、[Start Execution] (実行のス
タート) を選択します。
(オプション) 実行を識別しやすくするために、名前ボックスに移動するとそのように表示されます。
デフォルトでは、Step Functions は自動的に一意の実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ名
を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しませんCloudWatch。確実に追
跡できるようCloudWatchメトリクスを選択するには、ASCII 文字のみを使用する名前を選択
します。
3.
4.

必要に応じて、Step Functions [Dashboard] (ダッシュボード) 上にある新しく作成されたステートマシ
ンに移動し、[New execution] (新しい実行) を選択します。
実行が完了したら、[Visual workflow] (ビジュアルワークフロー) で状態を選択して、[Step details] (ス
テップ詳細) で、[Input] (入力) そして [Output] (出力) を参照できます。

ステートマシンのコード例
このサンプルオブジェクトのステートマシンは、パラメータを直接リソースに渡すことで、AWS Fargate
および Amazon SNS と統合します。この例のステートマシンを参照して、Step Functions がどのようにス
テートマシンを使用して Fargate タスクを同期的に呼び出し、タスクの成功または失敗を待機して、ジョ
ブが成功したか失敗したかどうかに関するメッセージを Amazon SNS トピックに送信するかご覧くださ
い。
AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。
{

"Comment": "An example of the Amazon States Language for notification on an AWS Fargate
task completion",
"StartAt": "Run Fargate Task",
"TimeoutSeconds": 3600,
"States": {
"Run Fargate Task": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::ecs:runTask.sync",
"Parameters": {
"LaunchType": "FARGATE",
"Cluster": "arn:aws:ecs:ap-northeast-1:123456789012:cluster/
FargateTaskNotification-ECSCluster-VHLR20IF9IMP",
"TaskDefinition": "arn:aws:ecs:ap-northeast-1:123456789012:task-definition/
FargateTaskNotification-ECSTaskDefinition-13YOJT8Z2LY5Q:1",
"NetworkConfiguration": {
"AwsvpcConfiguration": {
"Subnets": [
"subnet-07e1ad3abcfce6758",
"subnet-04782e7f34ae3efdb"
],
"AssignPublicIp": "ENABLED"
}
}
},
"Next": "Notify Success",
"Catch": [
{
"ErrorEquals": [ "States.ALL" ],
"Next": "Notify Failure"
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}
]
},
"Notify Success": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::sns:publish",
"Parameters": {
"Message": "AWS Fargate Task started by Step Functions succeeded",
"TopicArn": "arn:aws:sns:ap-northeast-1:123456789012:FargateTaskNotificationSNSTopic-1XYW5YD5V0M7C"
},
"End": true
},
"Notify Failure": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::sns:publish",
"Parameters": {
"Message": "AWS Fargate Task started by Step Functions failed",
"TopicArn": "arn:aws:sns:ap-northeast-1:123456789012:FargateTaskNotificationSNSTopic-1XYW5YD5V0M7C"
},
"End": true
}
}
}

IAM の例
サンプルプロジェクトで生成されたこれらの AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの例に
は、ステートマシンおよび関連リソースを実行するために必要な最小特権が含まれています。ベストプラ
クティスとして、IAM ポリシーで必要な許可のみ付与することをお勧めします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"sns:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:sns:ap-northeast-1:123456789012:FargateTaskNotificationSNSTopic-1XYW5YD5V0M7C"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"ecs:RunTask"
],
"Resource": [
"arn:aws:ecs:ap-northeast-1:123456789012:task-definition/
FargateTaskNotification-ECSTaskDefinition-13YOJT8Z2LY5Q:1"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"ecs:StopTask",
"ecs:DescribeTasks"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
},
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{

"Action": [
"events:PutTargets",
"events:PutRule",
"events:DescribeRule"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:ap-northeast-1:123456789012:rule/
StepFunctionsGetEventsForECSTaskRule"
],
"Effect": "Allow"
}
]
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

データレコードの転送
(Lambda、DynamoDB、Amazon SQS)
このサンプルプロジェクトでは、値を Amazon DynamoDB テーブルから読み取り、AWS Step Functions
を使用して Amazon SQS に送信する方法について説明します。このサンプルプロジェクトをデプロイする
と、Step Functions ステートマシン、DynamoDB テーブル、AWS Lambda 関数、および Amazon SQS ト
ピックが作成されます。
このプロジェクトでは、Step Functions は、Lambda 関数を使用して DynamoDB テーブルを追加後、for
ループ処理で各エントリを読み込み、Amazon SQS に送信します。

ステートマシンを作成してリソースをプロビジョンす
る
1.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成) を選択します。

2.

[Sample Projects] (サンプルプロジェクト)、[Transfer Data Records] (データレコードの転送) を選択
します。
ステートマシン [Code] (コード) と [Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー) が表示されます。
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Note
このステートマシンの [Code] (コード) セクションは、このサンプルプロジェクト用に作成さ
れる AWS リソースを参照します。
3.

[Next] (次へ) を選択します。
作成されるリソースを示す [Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されます。このサ
ンプルプロジェクトでは、以下のリソースが含まれます。
• DynamoDB テーブルをシードするための Lambda 関数
• Amazon SQS キュー
• DynamoDB テーブル

4.

[Deploy Resources] (リソースのデプロイ) を選択します。

Note
これらのリソースおよび関連する IAM 許可が作成されるまで、最大 10 分かかることがあり
ます。[Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されている場合は、[Stack ID]
(スタック ID) リンクを開いて、プロビジョンされているリソースを表示することができま
す。

新しい実行のスタート
1.

[New execution] (新しい実行) ページで、実行名を入力し (オプション)、[Start Execution] (実行のス
タート) を選択します。

2.

(オプション) 実行を識別するために、[] (実行を識別しやすくするために、名前ボックスに移動すると
そのように表示されます。デフォルトでは、Step Functions は自動的に一意の実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ名
を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しませんCloudWatch。確実に追
跡できるようCloudWatchメトリクスを選択するには、ASCII 文字のみを使用する名前を選択
します。
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3.

必要に応じて、Step Functions [Dashboard] (ダッシュボード) 上にある新しく作成されたステートマシ
ンに移動し、[New execution] (新しい実行) を選択します。

4.

実行が完了したら、[Visual workflow] (ビジュアルワークフロー) で状態を選択して、[Step details] (ス
テップ詳細) で、[Input] (入力) そして [Output] (出力) を参照できます。

ステートマシンのコード例
このサンプルオブジェクトのステートマシンは、パラメータを直接あれらのリソースに渡すこと
で、DynamoDB および Amazon SQS と統合します。
このステートマシンの例を参照して、Resource フィールドの Amazon リソースネーム (ARN) に接続
し、Parameters をサービス API に渡すことで、Step Functions が DynamoDB と Amazon SQS を制御
する方法を確認します。
AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。
{

"Comment" : "An example of the Amazon States Language for reading messages from a
DynamoDB table and sending them to SQS",
"StartAt": "Seed the DynamoDB Table",
"TimeoutSeconds": 3600,
"States": {
"Seed the DynamoDB Table": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:sqsconnectorSeedingFunction-T3U43VYDU5OQ",
"ResultPath": "$.List",
"Next": "For Loop Condition"
},
"For Loop Condition": {
"Type": "Choice",
"Choices": [
{
"Not": {
"Variable": "$.List[0]",
"StringEquals": "DONE"
},
"Next": "Read Next Message from DynamoDB"
}
],
"Default": "Succeed"
},
"Read Next Message from DynamoDB": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::dynamodb:getItem",
"Parameters": {
"TableName": "sqsconnector-DDBTable-1CAFOJWP8QD6I",
"Key": {
"MessageId": {"S.$": "$.List[0]"}
}
},
"ResultPath": "$.DynamoDB",
"Next": "Send Message to SQS"
},
"Send Message to SQS": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::sqs:sendMessage",
"Parameters": {
"MessageBody.$": "$.DynamoDB.Item.Message.S",
"QueueUrl": "https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/123456789012/sqsconnectorSQSQueue-QVGQBW134PWK"
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}

}

},
"ResultPath": "$.SQS",
"Next": "Pop Element from List"
},
"Pop Element from List": {
"Type": "Pass",
"Parameters": {
"List.$": "$.List[1:]"
},
"Next": "For Loop Condition"
},
"Succeed": {
"Type": "Succeed"
}

パラメータを渡し、結果を管理する方法については、以下を参照してください。
• サービス API にパラメータを渡す (p. 364)
• ResultPath (p. 106)

IAM の例
サンプルプロジェクトで生成されたこれらの AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの例に
は、ステートマシンおよび関連リソースを実行するために必要な最小特権が含まれています。ベストプラ
クティスとして、IAM ポリシーで必要な許可のみ付与することをお勧めします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"dynamodb:GetItem"
],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:ap-northeast-1:123456789012:table/TransferDataRecordsDDBTable-3I41R5L5EAGT"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"sqs:SendMessage"
],
"Resource": [
"arn:aws:sqs:ap-northeast-1:123456789012:TransferDataRecords-SQSQueueBKWXTS09LIW1"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"lambda:invokeFunction"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:ap-northeast-1:123456789012:function:TransferDataRecordsSeedingFunction-VN4KY2TPAZSR"
],
"Effect": "Allow"
}
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}

]

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

ジョブステータスのポーリング (Lambda、AWS
Batch)
このサンプルプロジェクトは、AWS Batch ジョブポーリングを作成します。このプロジェクトが実装する
AWS Step Functions ステートマシンは、AWS Lambda を使用して、AWS Batch ジョブを確認する Wait
状態ループを作成します。
このサンプルプロジェクトは、Step Functions ワークフローが AWS Batch ジョブを送信し、そのジョブが
正常に完了するのを待つように、すべてのリソースを作成して設定します。

Note
また、Lambda 関数を使用せずに、このパターンを実装することもできます。AWS Batch の直
接制御については、他のサービスで AWS Step Functions を使用する (p. 339) を参照してくださ
い。
このサンプルプロジェクトは、ステートマシン、2 つの Lambda 関数、AWS Batch キューを作成し、関連
する IAM 許可を設定します。
AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。

ステートマシンを作成してリソースをプロビジョンす
る
1.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成)] を選択します。

2.

選択サンプルプロジェクトの実行[] を選択してから、Job ポーラー。
ステートマシン定義そしてビジュアルワークフローが表示される。
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Note
-定義このステートマシンのセクションでは、AWSこのサンプルプロジェクト用に作成される
リソース
3.

[Next] (次へ) を選択します。
作成されるリソースを示す [Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されます。このサ
ンプルプロジェクトでは、以下のリソースが含まれます。
• SubmitJob Lambda 関数
• CheckJob Lambda 関数
• SampleJobQueue バッチジョブのキュー

4.

選択リソースのデプロイ。

Note
これらのリソースおよび関連する IAM 許可が作成されるまで、最大 10 分かかることがあり
ます。[Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されている場合は、[Stack ID]
(スタック ID) リンクを開いて、プロビジョンされているリソースを表示することができま
す。

実行の開始
すべてのリソースのプロビジョニングとデプロイ後、実行の開始ダイアログボックスが表示されて、次の
ような入力例が示されます。
{

"jobName": "my-job",
"jobDefinition": "arn:aws:batch:us-east-1:123456789012:job-definition/
SampleJobDefinition-343f54b445d5312:1",
"jobQueue": "arn:aws:batch:us-east-1:123456789012:job-queue/
SampleJobQueue-4d9d696031e1449",
"wait_time": 60
}

Note
wait_time は、Wait 状態が 60 秒ごとにループするように命令します。

新しい実行をスタートするには
1.

(省略可能) 実行を識別するには、名前ボックスに移動するとそのように表示されます。デフォルトで
は、Step Functions は自動的に一意の実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ名
を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon CloudWatch では機能しません。確実に追
跡できるよう CloudWatch メトリクスを指定するには、ASCII 文字のみを使用する名前を選
択します。
2.

[Start Execution] (実行のスタート) を選択します。

3.

（省略可能）実行が完了したら、[] で個々のステートを選択します。グラフインスペクター[] を選択
してから、ステップ入力そしてステップ出力タブを使用して、各ステートの入力と出力をそれぞれ表
示します。
448

AWS Step Functions デベロッパーガイド
ステートマシンのコード例

たとえば、変更中のステータスを表示するにはAWS Batchジョブと実行のループ結果を表示するに
は、ステップ出力。

ステートマシンのコード例
このサンプルプロジェクトのステートマシンはAWS Lambdaを送信するにはAWS Batch仕事。このス
テートマシンの例を参照して、Step Functions が Lambda をどのように制御するかを確認します。AWS
Batch。
AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。
{

"Comment": "An example of the Amazon States Language that runs an AWS Batch job and
monitors the job until it completes.",
"StartAt": "Submit Job",
"States": {
"Submit Job": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:StepFunctionsSampleJobStatusPol-SubmitJobFunction-jDaYcl4cx55r",
"ResultPath": "$.guid",
"Next": "Wait X Seconds"
},
"Wait X Seconds": {
"Type": "Wait",
"SecondsPath": "$.wait_time",
"Next": "Get Job Status"
},
"Get Job Status": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:StepFunctionsSampleJobStatusPoll-CheckJobFunction-1JkJwY10vonI",
"Next": "Job Complete?",
"InputPath": "$.guid",
"ResultPath": "$.status"
},
"Job Complete?": {
"Type": "Choice",
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"Choices": [
{
"Variable": "$.status",
"StringEquals": "FAILED",
"Next": "Job Failed"
},
{
"Variable": "$.status",
"StringEquals": "SUCCEEDED",
"Next": "Get Final Job Status"
}
],
"Default": "Wait X Seconds"

},
"Job Failed": {
"Type": "Fail",
"Cause": "AWS Batch Job Failed",
"Error": "DescribeJob returned FAILED"
},
"Get Final Job Status": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws::lambda:us-east-1:111122223333:function:StepFunctionsSampleJobStatusPoll-CheckJobFunction-1JkJwY10vonI",
"InputPath": "$.guid",
"End": true
}
}
}

タスクタイマー (Lambda、Amazon SNS)
このサンプルプロジェクトは、タスクタイマーを作成します。Wait 状態を実装し、AWS Lambda 関数を
使用してAmazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知を送信する AWS Step Functions ステー
トマシンを実装します。Wait 状態は、トリガーが 1 単位の作業を実行するのを待機する状態タイプで
す。

Note
このサンプルプロジェクトでは Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知を送信す
る AWS Lambda 関数を実装します。また、Amazon SNS 通知を Amazon ステートメント言語か
ら直接送信することもできます。他のサービスで AWS Step Functions を使用する (p. 339) を参
照してください。
このサンプルプロジェクトは、ステートマシン、Lambda 関数、Amazon SNS トピックを作成し、関連
する AWS Identity and Access Management (IAM) アクセス許可を設定します。[Task Timer] (タスクタイ
マー) サンプルプロジェクトで作成されるリソースの詳細については、以下を参照してください。
AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。
•
•
•
•

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド
AWS Lambda デベロッパーガイド
[IAM Getting Started Guide] (IAM 入門ガイド)

[Task Timer] (タスクタイマー) ステートマシンを作成し、すべてのリソースをプロビジョンするに
は
1.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成)] を選択します。
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2.

選択サンプルプロジェクトの実行[] を選択してからタスクタイマー。
ステートマシン定義そしてビジュアルワークフローが表示される。

Note
-定義このステートマシンのセクションでは、AWSこのサンプルプロジェクト用に作成される
リソース
3.

[Next] (次へ) を選択します。
作成されるリソースを示す [Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されます。このサ
ンプルプロジェクトでは、以下のリソースが含まれます。
• SendToSNS Lambda 関数
• ある TaskTimerTopic Amazon SNS トピック

4.

選択リソースのデプロイ。

Note
これらのリソースおよび関連する IAM 許可が作成されるまで、最大 10 分かかることがあり
ます。[Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されている場合は、[Stack ID]
(スタック ID) リンクを開いて、プロビジョンされているリソースを表示することができま
す。
完了すると、実行の開始ダイアログボックスが表示されて、以下のような入力例が示されます。
{

"topic": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:StepFunctionsSample-TaskTimer-517b8680e0ad-07cf-feee-65aa5fc63ac0-SNSTopic-96RHT77RAKTS",
"message": "HelloWorld",
"timer_seconds": 10
}

5.

[Start Execution] (実行のスタート) を選択します。
ステートマシンの新しい実行がスタートされ、実行中の実行が表示されている新しいページが表示さ
れます。

6.

(オプション) [Execution Details] (実行の詳細) セクションで、[Info] タブを選択して [Execution Status]
(実行ステータス) および [Started] (開始済み) と [Closed] (終了済み) のタイムスタンプを確認します。

7.

実行の各ステップのステータス、入力、または出力を表示するには、[Visual workflow] (ビジュアル
ワークフロー) でステップを選択して、[Step details] (ステップの詳細) を確認します。
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コールバックパターンの例 (Amazon
SQS、Amazon SNS、Lambda)
このサンプルプロジェクトは、AWS Step Functions をタスク実行中に一時停止して、タスク開始時に生成
されたタスクトークンが外部プロセスから返されるまで待機するようにする方法を示します。
このサンプルプロジェクトがデプロイされて、実行が開始すると、次の手順が行われます。
1. Step Functions は、タスクートークンを含むメッセージを Amazon Simple Queue Service (Amazon
SQS) キューに渡します。
2. 次にStep Functions は一時停止し、タスクトークンが返されるまで待機します。
3. Amazon SQS キューは、その同じタスクトークンで SendTaskSuccess を呼び出す AWS Lambda 関
数をトリガーします。
4. タスクトークンを受信すると、ワークフローは続行します。
5. "Notify Success" タスクは、コールバックを受信した Amazon Simple Notification Service (Amazon
SNS) メッセージを発行します。
Step Functions にコールバックパターンを実装する方法については、タスクトークンのコールバックまで
待機する (p. 361) を参照してください。
AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。

ステートマシンを作成してリソースをプロビジョニン
グする
1.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成) を選択します。
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2.

[Sample Projects] (サンプルプロジェクト) を選択し、[Callback Pattern Example] (コールバックパ
ターン例) を選択します。
ステートマシン [Code] (コード) と [Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー) が表示されます。

3.

[Create Sample Project] (サンプルプロジェクトの作成) を選択します。
[Create Project Resources] (プロジェクトリソースの作成) ページが表示されて、作成されるリソース
が示されます。このサンプルプロジェクトでは、以下のリソースが含まれます。
• Amazon SQS メッセージキュー。
• Step Functions API アクション SendTaskSuccess を呼び出す Lambda 関数。
• ワークフローを続行できる時に、成功あるいは失敗を通知する Amazon SNS トピック。

Note
これらのリソースおよび関連する IAM 許可が作成されるまで、最大 10 分かかることが
あります。[Create Project Resources] (プロジェクトリソースの作成) ページで [Creating
resources] (リソースの作成) と表示中に、[Stack ID] (スタック ID) リンクを開いて、どのリ
ソースがプロビジョンされているかを確認できます。
完了すると、[New execution] (新しい実行) ページが表示されます。
4.

(オプション) 実行名およびサンプル入力を入力します。
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5.

[Start Execution] (実行のスタート) を選択します。
ステートマシンの新しい実行がスタートされ、実行中の実行が表示されている新しいページが表示さ
れます。

6.

Step Functions がどのようにワークフローを通して進行し、Amazon SQS からコールバックを受信し
ているかを確認するには、[Execution event history] (実行イベント履歴) のエントリを確認します。

Lambda コールバックの例
このサンプルプロジェクトのコンポーネント間の連携方法については、AWS アカウントにデプロイされた
リソースを参照してください。例えば、次の Lambda 関数はタスクトークンを使用して Step Functions を
呼び出します。
console.log('Loading function');
const aws = require('aws-sdk');
exports.lambda_handler = (event, context, callback) => {
const stepfunctions = new aws.StepFunctions();
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for (const record of event.Records) {
const messageBody = JSON.parse(record.body);
const taskToken = messageBody.TaskToken;
const params = {
output: "\"Callback task completed successfully.\"",
taskToken: taskToken
};
console.log(`Calling Step Functions to complete callback task with params
${JSON.stringify(params)}`);

};

}

stepfunctions.sendTaskSuccess(params, (err, data) => {
if (err) {
console.error(err.message);
callback(err.message);
return;
}
console.log(data);
callback(null);
});

Amazon EMR ジョブを管理する
このサンプルプロジェクトでは、Amazon EMR および AWS Step Functions の統合のデモを行います。
Amazon EMR クラスターを作成し、複数のステップを追加して実行して、クラスターを終了する方法を示
します。

Important
Amazon EMR には無料利用枠はありません。サンプルプロジェクトを実行すると、費用が発生し
ます。料金情報は、Amazon EMRの料金ページに記載されています。Amazon EMR サービス統合
の可用性は、Amazon EMR API の可用性により決定します。このため、このサンプルプロジェク
トが一部の AWS リージョンで正しく動作しない場合があります。特別なリージョンにおける制
限については、Amazon EMR ドキュメントを参照してください。

ステートマシンを作成してリソースをプロビジョンす
る
1.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成)] を選択します。

2.

「作成方法の選択」 ページで、「サンプルプロジェクトを実行」を選択します。

3.

[EMR Job 管理] を選択します。
ステートマシン [Code] (コード) と [Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー) が表示されます。
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4.

[Next] (次へ) を選択します。
作成されるリソースを示す [Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されます。このサ
ンプルプロジェクトでは、リソースに Amazon S3 バケットが含まれます。

5.

[Deploy Resources] (リソースのデプロイ) を選択します。

Note
これらのリソースおよび関連する AWS Identity and Access Management (IAM) 許可が作成さ
れるまで、最大 10 分かかることがあります。[Deploy resources] (リソースのデプロイ) ペー
ジが表示されている場合は、[Stack ID] (スタック ID)リ ンクを開いて、プロビジョンされて
いるリソースを表示することができます。

新しい実行のスタート
1.

[New execution] (新しい実行) ページで、実行名を入力し (オプション)、[Start Execution] (実行のス
タート) を選択します。

2.

(オプション) 実行を識別するために、[Name] (名前) ボックスに、実行を識別できます。デフォルトで
は、Step Functions は自動的に一意名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ
名を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しません CloudWatch。
CloudWatch メトリクスを確実に追跡できるようにするには、ASCII 文字のみを使用する名前
を選択します。
3.

(オプション) Step Functions [Dashboard] (ダッシュボード) 上にある新規作成ステートマシンに移動
し、[New execution] (新しい実行) を選択します。

4.

実行が完了したら、[Visual workflow] (ビジュアルワークフロー) で状態を選択して、[Step details] (ス
テップ詳細) で、[Input] (入力) そして [Output] (出力) を参照できます。
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ステートマシンのコード例
このサンプルオブジェクトのステートマシンはこれらのリソースにパラメータを直接渡すこと
で、Amazon EMR と統合します。このサンプルのステートマシンを参照して、Step Functions がどのよう
にステートマシンを使用して Amazon EMR タスクを同期的に呼び出し、タスクが成功または失敗するの
を待機して、クラスターを終了するかをご確認ください。
AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。
{

"Comment": "An example of the Amazon States Language for running jobs on Amazon EMR",
"StartAt": "Create an EMR cluster",
"States": {
"Create an EMR cluster": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:<PARTITION>:states:::elasticmapreduce:createCluster.sync",
"Parameters": {
"Name": "ExampleCluster",
"VisibleToAllUsers": true,
"ReleaseLabel": "emr-5.26.0",
"Applications": [
{ "Name": "Hive" }
],
"ServiceRole": "<EMR_SERVICE_ROLE>",
"JobFlowRole": "<EMR_EC2_INSTANCE_PROFILE>",
"LogUri": "s3://<EMR_LOG_S3_BUCKET>/logs/",
"Instances": {
"KeepJobFlowAliveWhenNoSteps": true,
"InstanceFleets": [
{
"Name": "MyMasterFleet",
"InstanceFleetType": "MASTER",
"TargetOnDemandCapacity": 1,
"InstanceTypeConfigs": [
{
"InstanceType": "m5.xlarge"
}
]
},
{
"Name": "MyCoreFleet",
"InstanceFleetType": "CORE",
"TargetOnDemandCapacity": 1,
"InstanceTypeConfigs": [
{
"InstanceType": "m5.xlarge"
}
]
}
]
}
},
"ResultPath": "$.cluster",
"Next": "Run first step"
},
"Run first step": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:<PARTITION>:states:::elasticmapreduce:addStep.sync",
"Parameters": {
"ClusterId.$": "$.cluster.ClusterId",
"Step": {
"Name": "My first EMR step",
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"ActionOnFailure": "CONTINUE",
"HadoopJarStep": {
"Jar": "command-runner.jar",
"Args": ["<COMMAND_ARGUMENTS>"]
}

}

}

}
},
"Retry" : [
{
"ErrorEquals": [ "States.ALL" ],
"IntervalSeconds": 1,
"MaxAttempts": 3,
"BackoffRate": 2.0
}
],
"ResultPath": "$.firstStep",
"Next": "Run second step"
},
"Run second step": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:<PARTITION>:states:::elasticmapreduce:addStep.sync",
"Parameters": {
"ClusterId.$": "$.cluster.ClusterId",
"Step": {
"Name": "My second EMR step",
"ActionOnFailure": "CONTINUE",
"HadoopJarStep": {
"Jar": "command-runner.jar",
"Args": ["<COMMAND_ARGUMENTS>"]
}
}
},
"Retry" : [
{
"ErrorEquals": [ "States.ALL" ],
"IntervalSeconds": 1,
"MaxAttempts": 3,
"BackoffRate": 2.0
}
],
"ResultPath": "$.secondStep",
"Next": "Terminate Cluster"
},
"Terminate Cluster": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:<PARTITION>:states:::elasticmapreduce:terminateCluster",
"Parameters": {
"ClusterId.$": "$.cluster.ClusterId"
},
"End": true
}

IAM の例
サンプルプロジェクトで生成されたこれらの AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの例に
は、ステートマシンおよび関連リソースを実行するために必要な最小特権が含まれています。ベストプラ
クティスとして、IAM ポリシーで必要な許可のみ付与することをお勧めします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
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{

},
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticmapreduce:RunJobFlow",
"elasticmapreduce:DescribeCluster",
"elasticmapreduce:TerminateJobFlows"
],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": [
"arn:aws:iam::123456789012:role/StepFunctionsSample-EMRJobManagementEMRServiceRole-ANPAJ2UCCR6DPCEXAMPLE",
"arn:aws:iam::123456789012:role/StepFunctionsSampleEMRJobManagementWJALRXUTNFEMI-ANPAJ2UCCR6DPCEXAMPLEEMREc2InstanceProfile-1ANPAJ2UCCR6DPCEXAMPLE"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:PutTargets",
"events:PutRule",
"events:DescribeRule"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:sa-east-1:123456789012:rule/
StepFunctionsGetEventForEMRRunJobFlowRule"
]
}
]
}

次のポリシーでは、addStep に十分なアクセス許可があることを確認します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
"elasticmapreduce:DescribeStep",
"elasticmapreduce:CancelSteps"
],
"Resource": "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:PutTargets",
"events:PutRule",
"events:DescribeRule"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:sa-east-1:123456789012:rule/
StepFunctionsGetEventForEMRAddJobFlowStepsRule"
]
}
]
}
}
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他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

ワークフロー内でワークフローをスタートする
(Step Functions、Lambda)
このサンプルプロジェクトは、AWS Step Functions ステートマシンを使用して他のステートマシンの実行
を起動する方法を示しています。「タスク状態からワークフロー実行を開始する (p. 128)」を参照してく
ださい。

ステートマシンを作成してリソースをプロビジョンす
る
1.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成) を選択します。

2.

[Sample Projects] (サンプルプロジェクト) を選択し、[Start a Workflow Within a Workflow] (ワークフ
ロー内でワークフローをスタート) を選択します。
ステートマシン [Code] (コード) と [Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー) が表示されます。

3.

[Next] (次へ) を 選択します。
作成されるリソースを示す [Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されます。このサ
ンプルプロジェクトでは、以下のリソースが含まれます。
• Step Functions ステートマシンを追加
• コールバックの Lambda 関数

4.

[Deploy Resources] (リソースのデプロイ) を選択します。

Note
これらのリソースおよび関連する IAM 許可が作成されるまで、最大 10 分かかることがあり
ます。[Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されている場合は、[Stack ID]
(スタック ID) リンクを開いて、プロビジョンされているリソースを表示することができま
す。
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新しい実行のスタート
1.
2.

[New execution] (新しい実行) ページで、実行名を入力し (オプション)、[Start Execution] (実行のス
タート) を選択します。
(オプション) 実行を識別しやすくするために、名前ボックスに移動するとそのように表示されます。
デフォルトでは、Step Functions は自動的に一意の実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ名
を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しません。CloudWatch。確実に
追跡できるようCloudWatchメトリクスを選択するには、ASCII 文字のみを使用する名前を選
択します。
3.

必要に応じて、Step Functions [Dashboard] (ダッシュボード) 上にある新しく作成されたステートマシ
ンに移動し、[New execution] (新しい実行) を選択します。

4.

実行が完了したら、[Visual workflow] (ビジュアルワークフロー) で状態を選択して、[Step details] (ス
テップ詳細) で、[Input] (入力) そして [Output] (出力) を参照できます。

ステートマシンのコード例
このサンプルプロジェクトのステートマシンは、パラメータを直接リソースに渡すことで、別のステート
マシンおよび AWS Lambda と統合します。
このステートマシンの例を参照して、Step Functions が他のステートマシンの StartExecution API ア
クションを呼び出す方法を確認してください。他のステートマシンの 2 つのインスタンスを並行して起
動します。1 つは ジョブの実行 (.sync) (p. 360) パターンを使用し、もう 1 つは タスクトークンのコール
バックまで待機する (p. 361) パターンを使用します。
AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。
{

"Comment": "An example of combining workflows using a Step Functions StartExecution task
state with various integration patterns.",
"StartAt": "Start new workflow and continue",
"States": {
"Start new workflow and continue": {
"Comment": "Start an execution of another Step Functions state machine and continue",
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::states:startExecution",
"Parameters": {
"StateMachineArn": "arn:aws:states:useast-1:123456789012:stateMachine:NestingPatternAnotherStateMachine-HZ9gtgspmdun",
"Input": {
"NeedCallback": false,
"AWS_STEP_FUNCTIONS_STARTED_BY_EXECUTION_ID.$": "$$.Execution.Id"
}
},
"Next": "Start in parallel"
},
"Start in parallel": {
"Comment": "Start two executions of the same state machine in parallel",
"Type": "Parallel",
"End": true,
"Branches": [
{
"StartAt": "Start new workflow and wait for completion",
"States": {
"Start new workflow and wait for completion": {
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"Comment": "Start an execution of the same
'NestingPatternAnotherStateMachine' and wait for its completion",
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::states:startExecution.sync",
"Parameters": {
"StateMachineArn": "arn:aws:states:useast-1:123456789012:stateMachine:NestingPatternAnotherStateMachine-HZ9gtgspmdun",
"Input": {
"NeedCallback": false,
"AWS_STEP_FUNCTIONS_STARTED_BY_EXECUTION_ID.$": "$$.Execution.Id"
}
},
"OutputPath": "$.Output",
"End": true
}
}
},
{
"StartAt": "Start new workflow and wait for callback",
"States": {
"Start new workflow and wait for callback": {
"Comment": "Start an execution and wait for it to call back with a task
token",
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::states:startExecution.waitForTaskToken",
"Parameters": {
"StateMachineArn": "arn:aws:states:useast-1:123456789012:stateMachine:NestingPatternAnotherStateMachine-HZ9gtgspmdun",
"Input": {
"NeedCallback": true,
"AWS_STEP_FUNCTIONS_STARTED_BY_EXECUTION_ID.$": "$$.Execution.Id",
"TaskToken.$": "$$.Task.Token"
}
},
"End": true
}
}
}
]
}
}
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

マップ状態を使用してデータを動的に処理する
このサンプルプロジェクトでは、 Map 状態を使用した動的な並列処理を示します。このサンプルプロジェ
クトでは以下を作成します。
• 2 つの AWS Lambda 関数
•
•
•
•

Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キュー
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) のトピック
Amazon DynamoDB テーブル
AWS Step Functions ステートマシン

このプロジェクトでは、Step Functions は AWS Lambda 関数を使用して Amazon SQS キューからメッ
セージをプルし、そのメッセージの JSON 配列を Map 状態に渡します。キューのメッセージごとに、ス
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テートマシンはメッセージを DynamoDB に書き込み、他の Lambda 関数を呼び出して Amazon SQS から
メッセージを削除し、Amazon SNS トピックにメッセージを発行します。
Map 状態と Step Functions サービス統合の詳細については、以下を参照してください。
• マップ (p. 63)
• 他のサービスで AWS Step Functions を使用する (p. 339)

ステートマシンを作成してリソースをプロビジョニン
グする
1.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成) を選択します。

2.

[Sample Projects] (サンプルプロジェクト) を選択してから、マップ状態を使用してデータを動的に処
理します。
ステートマシン [Code] (コード) と [Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー) が表示されます。

3.

[Next] (次へ) を選択します。
作成されるリソースを示す [Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されます。このサ
ンプルプロジェクトでは、以下のリソースが含まれます。
• Amazon SQS キュー
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• 1 つの Amazon SNS トピック
• DynamoDB テーブル。
• 2 つの Lambda 関数
• Step Functions ステートマシン
4.

[Deploy Resources] (リソースのデプロイ) を選択します。

Note
これらのリソースおよび関連する IAM 許可が作成されるまで、最大 10 分かかることがあり
ます。[Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されている場合は、[Stack ID]
(スタック ID) リンクを開いて、プロビジョンされているリソースを表示することができま
す。
サンプルプロジェクトのリソースがデプロイされたら、ステートマシンの実行をスタートする前
に、Amazon SQS キューに項目を追加し、Amazon SNS トピックに登録する必要があります。

Amazon SNS トピックを購読します。
1.

[Amazon SNS console] (Amazon SNS コンソール) を開きます。

2.

[Topics] (トピック) を選択し、Map 状態サンプルプロジェクトで作成されたトピックを選択します。
名前はMapSampleProj-SNSTopic-1cQO4HQ3IR1KN。

3.

[Subscriptions] (サブスクリプション) で、[Create subscription] (サブスクリプションの作成) を選択し
ます。
[Create subscription] (サブスクリプションの作成) ページが表示され、トピックの [Topic ARN] (ト
ピック ARN) が一覧表示されます。

4.

[Protocol] (プロトコル) で [Email] (E メール) を選択します。

5.

[Endpoint] (エンドポイント) で、トピックにサブスクライブする E メールアドレスを入力します。

6.

[Create subscription] (サブスクリプションの作成) を選択します。

Note
サブスクリプションがアクティブになる前に、E メールでの確認が必要です。
7.

関連するアカウントでサブスクリプション確認用 E メールを開き、[Confirm subscription] (サブスクリ
プションを確認) するための URL を開きます。
[Subscription confirmed!] (サブスクリプションを確認しました) ページが表示されます。

Amazon SQS キューにメッセージを追加
1.

[Amazon SQS コンソール] (Amazon SQS コンソール) を開きます。

2.

Map 状態のサンプルプロジェクトで作成されたキューを選択します。
名前はMapSampleproj-SQSQueue-1udic9VZDORN7。

3.

[Queue Actions] (キュー操作) リストで、[Send a Message] (メッセージの送信) を選択します。

4.

[Send a Message] (メッセージの送信) ウィンドウで、メッセージ 入力し、[Send Message] (メッセー
ジの送信) を選択します。

5.

[Send Another Message] (別メッセージの送信) を選択します。
Amazon SQS キューに複数のメッセージが追加されるまで、メッセージの入力を続けます。

6.

[Close] (閉じる) を選択します。
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新しい実行のスタート
Note
Amazon SNS のキューは結果整合性があります。最良の結果を得るには、キューに入力してから
ステートマシンの実行を開始するまで数分待ちます。
1.

Step Functions コンソールを開きます。

2.

リポジトリの []ステートマシン[] ページで、MapStateStateMachineサンプルプロジェクトで作成され
た State machine を選択し、実行の開始。

3.

[New execution] (新しい実行) ページで、実行名を入力し (オプション)、[Start Execution] (実行の開始)
を選択します。

4.

(省略可能) 実行を識別するために、実行を識別するために、名前ボックスに移動するとそのように表
示されます。デフォルトでは、Step Functions は自動的に一意の実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ名
を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しませんCloudWatch。確実に追
跡できるようCloudWatchメトリクスを選択するには、ASCII 文字のみを使用する名前を選択
します。
5.

(オプション) Step Functions [Dashboard] (ダッシュボード) 上の新規作成ステートマシンに移動
し、[New execution] (新しい実行) を選択します。

6.

実行が完了したら、[Visual workflow] (ビジュアルワークフロー) で状態を選択して、[Step details] (ス
テップ詳細) で、[Input] (入力) そして [Output] (出力) を参照できます。

ステートマシンのコード例
このサンプルプロジェクトのステートマシンは、Amazon SQS、Amazon SNS、および Lambda にパラ
メータを直接渡すことで、これらのリソースと統合します。
このステートマシンの例を参照し、Resource フィールドの Amazon リソースネーム (ARN) に接続
し、Parameters をサービス API に渡すことで、Step Functions が Lambda、DynamoDB、および
Amazon SNS を制御する方法を確認します。
AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。
{

"Comment": "An example of the Amazon States Language for reading messages from an SQS
queue and iteratively processing each message.",
"StartAt": "Read messages from SQS Queue",
"States": {
"Read messages from SQS Queue": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::lambda:invoke",
"OutputPath": "$.Payload",
"Parameters": {
"FunctionName": "MapSampleProj-ReadFromSQSQueueLambda-1MY3M63RMJVA9"
},
"Next": "Are there messages to process?"
},
"Are there messages to process?": {
"Type": "Choice",
"Choices": [
{
"Variable": "$",
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"StringEquals": "No messages",
"Next": "Finish"

}
],
"Default": "Process messages"
},
"Process messages": {
"Type": "Map",
"Next": "Finish",
"ItemsPath": "$",
"Parameters": {
"MessageNumber.$": "$$.Map.Item.Index",
"MessageDetails.$": "$$.Map.Item.Value"
},
"Iterator": {
"StartAt": "Write message to DynamoDB",
"States": {
"Write message to DynamoDB": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::dynamodb:putItem",
"ResultPath": null,
"Parameters": {
"TableName": "MapSampleProj-DDBTable-YJDJ1MKIN6C5",
"ReturnConsumedCapacity": "TOTAL",
"Item": {
"MessageId": {
"S.$": "$.MessageDetails.MessageId"
},
"Body": {
"S.$": "$.MessageDetails.Body"
}
}
},
"Next": "Remove message from SQS queue"
},
"Remove message from SQS queue": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::lambda:invoke",
"InputPath": "$.MessageDetails",
"ResultPath": null,
"Parameters": {
"FunctionName": "MapSampleProj-DeleteFromSQSQueueLambda-198J2839ZO5K2",
"Payload": {
"ReceiptHandle.$": "$.ReceiptHandle"
}
},
"Next": "Publish message to SNS topic"
},
"Publish message to SNS topic": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::sns:publish",
"InputPath": "$.MessageDetails",
"Parameters": {
"Subject": "Message from Step Functions!",
"Message.$": "$.Body",
"TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:012345678910:MapSampleProjSNSTopic-1CQO4HQ3IR1KN"
},
"End": true
}
}
}
},
"Finish": {
"Type": "Succeed"
}
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}

}

IAM の例
サンプルプロジェクトで生成されたこれらの AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの例
には、ステートマシンおよび関連リソースを実行するために必要な最小特権が含まれています。IAM ポリ
シーで必要なアクセス許可のみを含めることをお勧めします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:us-east-1:012345678901:function:MapSampleProjReadFromSQSQueueLambda-1MY3M63RMJVA9",
"arn:aws:lambda:us-east-1:012345678901:function:MapSampleProjDeleteFromSQSQueueLambda-198J2839ZO5K2"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"dynamodb:PutItem"
],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-east-1:012345678901:table/MapSampleProj-DDBTableYJDJ1MKIN6C5"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"sns:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:sns:us-east-1:012345678901:MapSampleProj-SNSTopic-1CQO4HQ3IR1KN"
],
"Effect": "Allow"
}
]
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

機械学習モデルのトレーニング
このサンプルプロジェクトでは、SageMaker と AWS Step Functions を使用して機械学習モデルをトレー
ニングする方法とテストデータセットをバッチ変換する方法を示します。このサンプルプロジェクトでは
以下を作成します。
• AWS Lambda 関数
• 1 つの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット
• AWS Step Functions ステートマシン
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• 関連 AWS Identity and Access Management (IAM) ロール
このプロジェクトでは、Step Functions は Lambda 関数を使用して Amazon S3 バケットにテストデータ
セットをシードします。次に、機械学習モデルをトレーニングし、SageMaker サービス統合 (p. 381)を使
用してバッチ変換を実行します。
の詳細SageMakerおよび Step Functions サービス統合については、以下を参照してください。
• 他のサービスで AWS Step Functions を使用する (p. 339)
• Step Functions で SageMaker を管理する (p. 381)

Note
このサンプルプロジェクトでは、料金が発生する場合があります。
AWS の新規ユーザーには、無料利用枠があります。この枠では、サービスを利用しても一定のレ
ベル以下であれば無料です。AWS のコストと無料利用枠の詳細については、「SageMaker の料
金」を参照してください。

ステートマシンを作成してリソースをプロビジョンす
る
1.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成) を選択します。

2.

[Sample Projects] (サンプルプロジェクト)、[Train a machine learning model] (機械学習モデルのト
レーニング) の順に選択します。
ステートマシン [Code] (コード) と [Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー) が表示されます。

3.

[Next] (次へ) を選択します。
作成されるリソースを示す [Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されます。このサ
ンプルプロジェクトでは、以下のリソースが含まれます。
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• Lambda 関数
• Amazon S3 バケット
• Step Functions ステートマシン
• 関連する IAM ロール
4.

[Deploy Resources] (リソースのデプロイ) を選択します。

Note
これらのリソースおよび関連する IAM 許可が作成されるまで、最大 10 分かかることがあり
ます。[Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されている場合は、[Stack ID]
(スタック ID) リンクを開いて、プロビジョンされているリソースを表示することができま
す。

新しい実行のスタート
1.

Step Functions コンソールを開きます。

2.

リポジトリの []ステートマシン[] ページで、TrainAndBatchTransformStateMachineサンプルプロジェ
クトで作成されたステートマシンを選択し、実行の開始。

3.

[New execution] (新しい実行) ページで、実行名を入力し (オプション)、[Start Execution] (実行の開始)
を選択します。

4.

(省略可能) 実行を識別するには、[名前ボックスに移動するとそのように表示されます。デフォルトで
は、Step Functions は自動的に一意の実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ名
を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しませんCloudWatch。確実に追
跡できるようCloudWatchメトリックスの場合は、ASCII 文字のみを使用する名前を選択しま
す。
5.

(オプション) Step Functions [Dashboard] (ダッシュボード) 上の新規作成ステートマシンに移動
し、[New execution] (新しい実行) を選択します。

6.

実行が完了したら、[Visual workflow] (ビジュアルワークフロー) で状態を選択して、[Step details] (ス
テップ詳細) で、[Input] (入力) そして [Output] (出力) を参照できます。

ステートマシンのコード例
このサンプルプロジェクトのステートマシンは、SageMakerそしてAWS Lambdaパラメータをそれらの
リソースに直接渡すことによって、トレーニングデータソースと出力に Amazon S3 バケットを使用しま
す。
このステートマシンの例を参照して、Step Functions が Lambda をどのように制御するかを確認しま
す。SageMaker。
AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。
{

"StartAt": "Generate dataset",
"States": {
"Generate dataset": {
"Resource": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:TrainAndBatchTransformSeedingFunction-17RNSOTG97HPV",
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"Type": "Task",
"Next": "Train model (XGBoost)"
},
"Train model (XGBoost)": {
"Resource": "arn:aws:states:::sagemaker:createTrainingJob.sync",
"Parameters": {
"AlgorithmSpecification": {
"TrainingImage": "433757028032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/xgboost:latest",
"TrainingInputMode": "File"
},
"OutputDataConfig": {
"S3OutputPath": "s3://trainandbatchtransform-s3bucket-1jn1le6gadwfz/models"
},
"StoppingCondition": {
"MaxRuntimeInSeconds": 86400
},
"ResourceConfig": {
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": "ml.m4.xlarge",
"VolumeSizeInGB": 30
},
"RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/TrainAndBatchTransformSageMakerAPIExecutionRole-Y9IX3DLF6EUO",
"InputDataConfig": [
{
"DataSource": {
"S3DataSource": {
"S3DataDistributionType": "ShardedByS3Key",
"S3DataType": "S3Prefix",
"S3Uri": "s3://trainandbatchtransform-s3bucket-1jn1le6gadwfz/csv/train.csv"
}
},
"ChannelName": "train",
"ContentType": "text/csv"
}
],
"HyperParameters": {
"objective": "reg:logistic",
"eval_metric": "rmse",
"num_round": "5"
},
"TrainingJobName.$": "$$.Execution.Name"
},
"Type": "Task",
"Next": "Save Model"
},
"Save Model": {
"Parameters": {
"PrimaryContainer": {
"Image": "433757028032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/xgboost:latest",
"Environment": {},
"ModelDataUrl.$": "$.ModelArtifacts.S3ModelArtifacts"
},
"ExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/TrainAndBatchTransformSageMakerAPIExecutionRole-Y9IX3DLF6EUO",
"ModelName.$": "$.TrainingJobName"
},
"Resource": "arn:aws:states:::sagemaker:createModel",
"Type": "Task",
"Next": "Batch transform"
},
"Batch transform": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::sagemaker:createTransformJob.sync",
"Parameters": {
"ModelName.$": "$$.Execution.Name",
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"TransformInput": {
"CompressionType": "None",
"ContentType": "text/csv",
"DataSource": {
"S3DataSource": {
"S3DataType": "S3Prefix",
"S3Uri": "s3://trainandbatchtransform-s3bucket-1jn1le6gadwfz/csv/test.csv"
}
}
},
"TransformOutput": {
"S3OutputPath": "s3://trainandbatchtransform-s3bucket-1jn1le6gadwfz/output"
},
"TransformResources": {
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": "ml.m4.xlarge"
},
"TransformJobName.$": "$$.Execution.Name"

}

}

}

},
"End": true

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

IAM の例
サンプルプロジェクトで生成されたこれらの AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの例
には、ステートマシンおよび関連リソースを実行するために必要な最小特権が含まれています。IAM ポリ
シーで必要なあれらの許可のみを含めることをお勧めします。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DescribeLogStreams",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:ListBucket",
"ecr:GetAuthorizationToken",
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
}
]

次のポリシーでは、Amazon S3 バケットにサンプルデータをシードすることを Lambda 関数に許可しま
す。
{

471

AWS Step Functions デベロッパーガイド
機械学習モデルのチューニング

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:PutObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::trainandbatchtransform-s3bucket-1jn1le6gadwfz/*",
"Effect": "Allow"
}
]

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

機械学習モデルのチューニング
このサンプルプロジェクトでは、SageMaker を使用して機械学習モデルのハイパーパラメータを調整し、
テストデータセットをバッチ変換する方法を示します。このサンプルプロジェクトでは以下を作成しま
す。
• 3 つの AWS Lambda 関数
• 1 つの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット
• AWS Step Functions ステートマシン
• 関連 AWS Identity and Access Management (IAM) ロール
このプロジェクトでは、Step Functions は Lambda 関数を使用して Amazon S3 バケットにテストデータ
セットをシードします。次に、SageMaker サービス統合 (p. 381)を使用してハイパーパラメータチュー
ニングジョブを作成します。次に、Lambda 関数を使用してデータパスの抽出、チューニングモデルの保
存、モデル名の抽出を行い、バッチ変換ジョブを実行して推論を実行します。SageMaker。
の詳細SageMakerおよび Step Functions サービス統合については、以下を参照してください。
• 他のサービスで AWS Step Functions を使用する (p. 339)
• Step Functions で SageMaker を管理する (p. 381)

Note
このサンプルプロジェクトでは、料金が発生する場合があります。
AWS の新規ユーザーには、無料利用枠があります。この枠では、サービスを利用しても一定のレ
ベル以下であれば無料です。AWS のコストと無料利用枠の詳細については、「SageMaker の料
金」を参照してください。

ステートマシンを作成してリソースをプロビジョンす
る
1.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成) を選択します。

2.

[Sample Projects] (サンプルプロジェクト)、[Tune a Machine Learning model] (機械学習モデルの
チューニング) の順に選択します。
ステートマシン [Code] (コード) と [Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー) が表示されます。
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3.

[Next] (次へ) を選択します。
作成されるリソースを示す [Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されます。このサ
ンプルプロジェクトでは、以下のリソースが含まれます。
• 3 つのLambda 関数
• Amazon S3 バケット
• Step Functions ステートマシン
• 関連する IAM ロール

4.

[Deploy Resources] (リソースのデプロイ) を選択します。

Note
これらのリソースおよび関連する IAM 許可が作成されるまで、最大 10 分かかることがあり
ます。[Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されている場合は、[Stack ID]
(スタック ID) リンクを開いて、プロビジョンされているリソースを表示することができま
す。

新しい実行のスタート
1.

Step Functions コンソールを開きます。

2.

リポジトリの []ステートマシン[] ページで、[HyperparamTuningAndBatchTransformStateマシンサン
プルプロジェクトで作成されたステートマシンを選択し、実行の開始。

3.

[New execution] (新しい実行) ページで、実行名を入力し (オプション)、[Start Execution] (実行の開始)
を選択します。

4.

(オプション) 実行を識別するには、[名前ボックスに移動するとそのように表示されます。デフォルト
では、Step Functions は自動的に一意の実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ名
を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しません。CloudWatch。確実に
追跡できるようCloudWatchメトリクスを指定するには、ASCII 文字のみを使用する名前を選
択します。
5.

(オプション) Step Functions [Dashboard] (ダッシュボード) 上の新規作成ステートマシンに移動
し、[New execution] (新しい実行) を選択します。

6.

実行が完了したら、[Visual workflow] (ビジュアルワークフロー) で状態を選択して、[Step details] (ス
テップ詳細) で、[Input] (入力) そして [Output] (出力) を参照できます。

ステートマシンのコード例
このサンプルプロジェクトのステートマシンは、SageMakerそしてAWS Lambdaパラメータをそれらのリ
ソースに直接渡し、トレーニングデータソースと出力に Amazon S3 バケットを使用します。
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このステートマシンの例を参照して、Step Functions が Lambda とSageMaker。
AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。
{

"StartAt": "Generate Training Dataset",
"States": {
"Generate Training Dataset": {
"Resource": "arn:aws:lambda:uswest-2:012345678912:function:StepFunctionsSample-SageMaLambdaForDataGeneration-1TF67BUE5A12U",
"Type": "Task",
"Next": "HyperparameterTuning (XGBoost)"
},
"HyperparameterTuning (XGBoost)": {
"Resource": "arn:aws:states:::sagemaker:createHyperParameterTuningJob.sync",
"Parameters": {
"HyperParameterTuningJobName.$": "$.body.jobName",
"HyperParameterTuningJobConfig": {
"Strategy": "Bayesian",
"HyperParameterTuningJobObjective": {
"Type": "Minimize",
"MetricName": "validation:rmse"
},
"ResourceLimits": {
"MaxNumberOfTrainingJobs": 2,
"MaxParallelTrainingJobs": 2
},
"ParameterRanges": {
"ContinuousParameterRanges": [{
"Name": "alpha",
"MinValue": "0",
"MaxValue": "1000",
"ScalingType": "Auto"
},
{
"Name": "gamma",
"MinValue": "0",
"MaxValue": "5",
"ScalingType": "Auto"
}
],
"IntegerParameterRanges": [{
"Name": "max_delta_step",
"MinValue": "0",
"MaxValue": "10",
"ScalingType": "Auto"
},
{
"Name": "max_depth",
"MinValue": "0",
"MaxValue": "10",
"ScalingType": "Auto"
}
]
}
},
"TrainingJobDefinition": {
"AlgorithmSpecification": {
"TrainingImage": "433757028032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/
xgboost:latest",
"TrainingInputMode": "File"
},
"OutputDataConfig": {
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"S3OutputPath": "s3://stepfunctionssample-sagemakbucketformodelanddata-80fblmdlcs9f/models"
},
"StoppingCondition": {
"MaxRuntimeInSeconds": 86400
},
"ResourceConfig": {
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": "ml.m4.xlarge",
"VolumeSizeInGB": 30
},
"RoleArn": "arn:aws:iam::012345678912:role/StepFunctionsSample-SageMSageMakerAPIExecutionRol-1MNH1VS5CGGOG",
"InputDataConfig": [{
"DataSource": {
"S3DataSource": {
"S3DataDistributionType": "FullyReplicated",
"S3DataType": "S3Prefix",
"S3Uri": "s3://stepfunctionssample-sagemakbucketformodelanddata-80fblmdlcs9f/csv/train.csv"
}
},
"ChannelName": "train",
"ContentType": "text/csv"
},
{
"DataSource": {
"S3DataSource": {
"S3DataDistributionType": "FullyReplicated",
"S3DataType": "S3Prefix",
"S3Uri": "s3://stepfunctionssample-sagemakbucketformodelanddata-80fblmdlcs9f/csv/validation.csv"
}
},
"ChannelName": "validation",
"ContentType": "text/csv"
}],
"StaticHyperParameters": {
"precision_dtype": "float32",
"num_round": "2"
}
}
},
"Type": "Task",
"Next": "Extract Model Path"
},
"Extract Model Path": {
"Resource": "arn:aws:lambda:uswest-2:012345678912:function:StepFunctionsSample-SageM-LambdaToExtractModelPathV0R37CVARUS9",
"Type": "Task",
"Next": "HyperparameterTuning - Save Model"
},
"HyperparameterTuning - Save Model": {
"Parameters": {
"PrimaryContainer": {
"Image": "433757028032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/xgboost:latest",
"Environment": {},
"ModelDataUrl.$": "$.body.modelDataUrl"
},
"ExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::012345678912:role/StepFunctionsSampleSageM-SageMakerAPIExecutionRol-1MNH1VS5CGGOG",
"ModelName.$": "$.body.bestTrainingJobName"
},
"Resource": "arn:aws:states:::sagemaker:createModel",
"Type": "Task",
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"Next": "Extract Model Name"
},
"Extract Model Name": {
"Resource": "arn:aws:lambda:uswest-2:012345678912:function:StepFunctionsSample-SageMLambdaToExtractModelName-8FUOB30SM5EM",
"Type": "Task",
"Next": "Batch transform"
},
"Batch transform": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::sagemaker:createTransformJob.sync",
"Parameters": {
"ModelName.$": "$.body.jobName",
"TransformInput": {
"CompressionType": "None",
"ContentType": "text/csv",
"DataSource": {
"S3DataSource": {
"S3DataType": "S3Prefix",
"S3Uri": "s3://stepfunctionssample-sagemakbucketformodelanddata-80fblmdlcs9f/csv/test.csv"
}
}
},
"TransformOutput": {
"S3OutputPath": "s3://stepfunctionssample-sagemakbucketformodelanddata-80fblmdlcs9f/output"
},
"TransformResources": {
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": "ml.m4.xlarge"
},
"TransformJobName.$": "$.body.jobName"
},
"End": true
}
}
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

IAM の例
サンプルプロジェクトで生成されたこれらの AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの例
には、ステートマシンおよび関連リソースを実行するために必要な最小特権が含まれています。IAM ポリ
シーで必要なあれらの許可のみを含めることをお勧めします。
次の IAM ポリシーはステートマシンに添付され、必要なアクセス実行をステートマシンの実行に許可しま
す。SageMaker、Lambda、および Amazon S3 のリソースです。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:ListTags",
"sagemaker:CreateModel",
"sagemaker:CreateTransformJob",
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},
{

"iam:PassRole"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"

"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:us-west-2:012345678912:function:StepFunctionsSample-SageMaLambdaForDataGeneration-1TF67BUE5A12U",
"arn:aws:lambda:us-west-2:012345678912:function:StepFunctionsSample-SageMLambdaToExtractModelPath-V0R37CVARUS9",
"arn:aws:lambda:us-west-2:012345678912:function:StepFunctionsSample-SageMLambdaToExtractModelName-8FUOB30SM5EM"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"events:PutTargets",
"events:PutRule",
"events:DescribeRule"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:*:*:rule/
StepFunctionsGetEventsForSageMakerTrainingJobsRule",
"arn:aws:events:*:*:rule/
StepFunctionsGetEventsForSageMakerTransformJobsRule",
"arn:aws:events:*:*:rule/StepFunctionsGetEventsForSageMakerTuningJobsRule"
],
"Effect": "Allow"
}
]
}

次の IAM ポリシーは、HyperparameterTuning 状態のTrainingJobDefinition フィールドおよび
HyperparameterTuning フィールドで参照されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DescribeLogStreams",
"ecr:GetAuthorizationToken",
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage",
"sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:ListTags"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"s3:GetObject",
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"s3:PutObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::stepfunctionssample-sagemakbucketformodelanddata-80fblmdlcs9f/*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"s3:ListBucket"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::stepfunctionssample-sagemakbucketformodelanddata-80fblmdlcs9f",
"Effect": "Allow"
}
]
}

次の IAM ポリシー では、Amazon S3 バケットにサンプルデータをシードすることを Lambda 関数に許可
します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:PutObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::stepfunctionssample-sagemakbucketformodelanddata-80fblmdlcs9f/*",
"Effect": "Allow"
}
]
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、「統合
サービスの IAM ポリシー (p. 629)」を参照してください。

Amazon SQS からの大容量メッセージの処理
(Express ワークフロー)
このサンプルプロジェクトでは、AWS Step Functions Express ワークフローを使用して、Amazon Simple
Queue Service (Amazon SQS) などの大容量のイベントソースからのメッセージまたはデータを処理する
方法を示します。Express ワークフローは非常に高いレートで開始できるため、大容量のイベント処理や
ストリーミングデータワークロードに最適です。
イベントソースからステートマシンを実行するために一般的に使用される 2 つの方法は次のとおりです。
• イベントソースがイベントを発行するたびにステートマシンの実行をスタートするように Amazon
CloudWatch Events ルールを設定します。詳細については、イベントでトリガーする CloudWatch
Events ルールの作成を参照してください。
• イベントソースを Lambda 関数にマッピングし、ステートマシンを実行する関数コードを記述しま
す。AWS Lambda 関数は、イベントソースがイベントを発行するたびに呼び出され、ステートマシンの
実行が開始されます。詳細については、Amazon SQS を使った AWS Lambda の使用を参照してくださ
い。
このサンプルプロジェクトでは、2 番目の方法を使用して Amazon SQS キューがメッセージを送信す
るたびに実行をスタートします。同様の設定を使用して、Amazon Simple Storage Service (Amazon
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S3)、Amazon DynamoDB、Amazon Kinesis などの他のイベントソースから Express ワークフローの実行
をトリガーできます。
Express ワークフローと Step Functions サービス統合の詳細については、以下を参照してください。
• 標準ワークフロー対 Express ワークフロー (p. 20)
• 他のサービスで AWS Step Functions を使用する (p. 339)
• クォータ (p. 572)

ステートマシンを作成してリソースをプロビジョンす
る
1.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成) を選択します。

2.

[Run a sample project] (サンプルプロジェクトを実行) を選択し、[Process high-volume messages
from Amazon SQS] (Amazon SQS からの大容量メッセージを処理) を選択します。
ステートマシン [Code] (コード) と [Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー) が表示されます。

3.

[Next] (次へ) を選択します。
作成されるリソースを示す [Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されます。このサ
ンプルプロジェクトでは、以下のリソースが含まれます。
• Step Functions ステートマシン
• Amazon SQS キュー
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• Lambda 関数
4.

[Deploy Resources] (リソースのデプロイ) を選択します。

Note
これらのリソースおよび関連する IAM 許可が作成されるまで、最大 10 分かかることがあり
ます。[Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されている場合は、[Stack ID]
(スタック ID) リンクを開いて、プロビジョンされているリソースを表示することができま
す。

トリガーの実行
1.

[Amazon SQS console] (Amazon SQS コンソール) を開きます。

2.

サンプルプロジェクトで作成されたキューを選択します。
名前は Example-SQSQueue-wJalrXUtnFEMI のようになっています。

3.

[Queue Actions] (キュー操作) リストで、[Send a Message] (メッセージの送信) を選択します。

4.

コピーボタンを使用して次のメッセージをコピーし、[Send a Message] (メッセージの送信) ウィンド
ウに入力して、[Send Message] (メッセージの送信) を選択します。

Note
このサンプルメッセージでは、input: 行がページに合わせて改行されています。コピーボ
タンを使用するか、改行なしの 1 行として入力されていることを確認します。
{

"input":
"QW5kIGxpa2UgdGhlIGJhc2VsZXNzIGZhYnJpYyBvZiB0aGlzIHZpc2lvbiwgVGhlIGNsb3VkLWNhcHBlZCB0b3dlcnMsIHRoZ

91cyBwYWxhY2VzLCBUaGUgc29sZW1uIHRlbXBsZXMsIHRoZSBncmVhdCBnbG9iZSBpdHNlbGbigJQgWWVhLCBhbGwgd2hpY2g

ZXJpdOKAlHNoYWxsIGRpc3NvbHZlLCBBbmQgbGlrZSB0aGlzIGluc3Vic3RhbnRpYWwgcGFnZWFudCBmYWRlZCwgTGVhdmUgb

FjayBiZWhpbmQuIFdlIGFyZSBzdWNoIHN0dWZmIEFzIGRyZWFtcyBhcmUgbWFkZSBvbiwgYW5kIG91ciBsaXR0bGUgbGlmZSB

ZGVkIHdpdGggYSBzbGVlcC4gU2lyLCBJIGFtIHZleGVkLiBCZWFyIHdpdGggbXkgd2Vha25lc3MuIE15IG9sZCBicmFpbiBpc

xlZC4gQmUgbm90IGRpc3R1cmJlZCB3aXRoIG15IGluZmlybWl0eS4gSWYgeW91IGJlIHBsZWFzZWQsIHJldGlyZSBpbnRvIG1
}

QW5kIHRoZXJlIHJlcG9zZS4gQSB0dXJuIG9yIHR3byBJ4oCZbGwgd2FsayBUbyBzdGlsbCBteSBiZWF0aW5nIG1pbmQu"

5.

[Close] (閉じる) を選択します。

6.

Step Functions コンソールを開きます。

7.

Amazon CloudWatch Logs ロググループに移動して、ログを調べます。ロググループの名前
は、example-ExpressLogGroup-wJalrXUtnFEMI のように表示されます。

Lambda 関数のコードの例
以下は、スタートする Lambda 関数が AWS SDK を使用してステートマシンの実行をスタートする方法を
示す Lambda 関数コードです。
import boto3
def lambda_handler(event, context):
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message_body = event['Records'][0]['body']
client = boto3.client('stepfunctions')
response = client.start_execution(
stateMachineArn='${ExpressStateMachineArn}',
input=message_body
)

ステートマシンのコード例
このサンプルプロジェクトの Express ワークフローは、テキスト処理用の Lambda 関数のセットで構成さ
れています。
AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。
{

"Comment": "An example of using Express workflows to run text processing for each message
sent from an SQS queue.",
"StartAt": "Decode base64 string",
"States": {
"Decode base64 string": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:<PARTITION>:states:::lambda:invoke",
"OutputPath": "$.Payload",
"Parameters": {
"FunctionName": "<BASE64_DECODER_LAMBDA_FUNCTION_NAME>",
"Payload.$": "$"
},
"Next": "Generate statistics"
},
"Generate statistics": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:<PARTITION>:states:::lambda:invoke",
"OutputPath": "$.Payload",
"Parameters": {
"FunctionName": "<TEXT_STATS_GENERATING_LAMBDA_FUNCTION_NAME>",
"Payload.$": "$"
},
"Next": "Remove special characters"
},
"Remove special characters": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:<PARTITION>:states:::lambda:invoke",
"OutputPath": "$.Payload",
"Parameters": {
"FunctionName": "<STRING_CLEANING_LAMBDA_FUNCTION_NAME>",
"Payload.$": "$"
},
"Next": "Tokenize and count"
},
"Tokenize and count": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:<PARTITION>:states:::lambda:invoke",
"OutputPath": "$.Payload",
"Parameters": {
"FunctionName": "<TOKENIZING_AND_WORD_COUNTING_LAMBDA_FUNCTION_NAME>",
"Payload.$": "$"
},
"End": true
}
}

}
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IAM の例
サンプルプロジェクトで生成されたこれらの AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの例
には、ステートマシンおよび関連リソースを実行するために必要な最小特権が含まれています。IAM ポリ
シーで必要なアクセス許可のみを含めることをお勧めします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:example-Base64DecodeLambdawJalrXUtnFEMI",
"arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:exampleStringCleanerLambda-je7MtGbClwBF",
"arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:exampleTokenizerCounterLambda-wJalrXUtnFEMI",
"arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:exampleGenerateStatsLambda-je7MtGbClwBF"
],
"Effect": "Allow"
}
]
}

次のポリシーでは、CloudWatch Logs に十分なアクセス許可があることを確認します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"logs:CreateLogDelivery",
"logs:GetLogDelivery",
"logs:UpdateLogDelivery",
"logs:DeleteLogDelivery",
"logs:ListLogDeliveries",
"logs:PutResourcePolicy",
"logs:DescribeResourcePolicies",
"logs:DescribeLogGroups"
],
"Resource": [
"*"
],
"Effect": "Allow"
}
]

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

482

AWS Step Functions デベロッパーガイド
選択的チェックポイントの例 (Express ワークフロー)

選択的チェックポイントの例 (Express ワークフ
ロー)
このサンプルプロジェクトでは、選択的チェックポイントを行う模擬 e コマースワークフローを実行し
て、標準ワークフローと Express ワークフローを組み合わせる方法を示します。このサンプルプロジェ
クトをデプロイすると、スタンダードワークフローステートマシン、ネストされた Express ワークフロー
ステートマシン、AWS Lambda 関数、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キュー、および
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックが作成されます。
Express ワークフロー、ネストされたワークフロー、および Step Functions サービス統合の詳細について
は、以下を参照してください。
• 標準ワークフロー対 Express ワークフロー (p. 20)
• タスク状態からワークフロー実行を開始する (p. 128)
• 他のサービスで AWS Step Functions を使用する (p. 339)

ステートマシンを作成してリソースをプロビジョンす
る
1.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成) を選択します。

2.

[Run a sample project] (サンプルプロジェクトの実行) を選択し、[Selective checkpointing example]
(選択的なチェックポイントの例) を選択します。
標準 ワークフローステートマシンの [Code] (コード) と [Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー)
が表示されます。
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サンプルプロジェクトがデプロイされると、ネストされた Express ワークフローのステートマシンの
[Code] (コード) と [Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー) を表示することができます。
3.

[Next] (次へ) を選択します。
作成されるリソースを示す [Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されます。このサ
ンプルプロジェクトでは、以下のリソースが含まれます。
• Step Functions ステートマシン
• Amazon SQS キュー
• Lambda 関数

4.

[Deploy Resources] (リソースのデプロイ) を選択します。

Note
これらのリソースおよび関連する IAM 許可が作成されるまで、最大 10 分かかることがあり
ます。[Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されている場合は、[Stack ID]
(スタック ID) リンクを開いて、プロビジョンされているリソースを表示することができま
す。
サンプルプロジェクトのリソースがデプロイされたら、次の操作を行います。

新しい実行のスタート
1.

Step Functions コンソールを開きます。

2.

[State machines] (ステートマシン) ページで、サンプルプロジェクトで作成されたステートマシンを
選択し、[Start execution] (実行の開始) を選択します。

3.

[New execution] (新しい実行) ページで、実行名を入力し (オプション)、[Start Execution] (実行の開始)
を選択します。

4.

(省略可能) 実行を識別するには、名前ボックスに移動するとそのように表示されます。デフォルトで
は、Step Functions は自動的に一意の実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ名
を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しませんCloudWatch。確実に追
跡できるようCloudWatchメトリクスを参照先に表示するには、ASCII 文字のみを使用する名
前を選択します。
5.

(オプション) Step Functions [Dashboard] (ダッシュボード) 上の新規作成ステートマシンに移動
し、[Start execution] (実行のスタート) を選択します。

6.

実行が完了したら、Step Functions コンソールを開くことができます。

7.

参照先に移動します。CloudWatchログロググループログを調べます。ロググループの名前は次のよう
になります。example-ExpressLogGroup-wjalrxutnFemi。

親のステートマシンのコード例 (標準ワークフロー)
このサンプルプロジェクトのステートマシンは、Amazon SQS、Amazon SNS および Step Functions
Express ワークフローと統合されています。
このサンプルステートマシンを参照して、Step Functions プロセスが、Amazon SQS と Amazon SNS か
らの入力を処理する方法を確認し、ネストされた Express ワークフローステートマシンを使用してバック
エンドシステムを更新します。
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AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。
{

"Comment": "An example of combining standard and express workflows to run a mock ecommerce workflow that does selective checkpointing.",
"StartAt": "Approve Order Request",
"States": {
"Approve Order Request": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:<PARTITION>:states:::sqs:sendMessage.waitForTaskToken",
"Parameters": {
"QueueUrl": "<SQS_QUEUE_URL>",
"MessageBody": {
"MessageTitle": "Order Request received. Pausing workflow to wait for
manual approval. ",
"TaskToken.$": "$$.Task.Token"
}
},
"Next": "Notify Order Success",
"Catch": [
{
"ErrorEquals": [
"States.ALL"
],
"Next": "Notify Order Failure"
}
]
},
"Notify Order Success": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:<PARTITION>:states:::sns:publish",
"Parameters": {
"Message": "Order has been approved. Resuming workflow.",
"TopicArn": "<SNS_ARN>"
},
"Next": "Process Payment"
},
"Notify Order Failure": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:<PARTITION>:states:::sns:publish",
"Parameters": {
"Message": "Order not approved. Order failed.",
"TopicArn": "<SNS_ARN>"
},
"End": true
},
"Process Payment": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:<PARTITION>:states:::sqs:sendMessage.waitForTaskToken",
"Parameters": {
"QueueUrl": "<SQS_QUEUE_URL>",
"MessageBody": {
"MessageTitle": "Payment sent to third-party for processing. Pausing
workflow to wait for response.",
"TaskToken.$": "$$.Task.Token"
}
},
"Next": "Notify Payment Success",
"Catch": [
{
"ErrorEquals": [
"States.ALL"
],
"Next": "Notify Payment Failure"
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]

}

},
"Notify Payment Success": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:<PARTITION>:states:::sns:publish",
"Parameters": {
"Message": "Payment processing succeeded. Resuming workflow.",
"TopicArn": "<SNS_ARN>"
},
"Next": "Workflow to Update Backend Systems"
},
"Notify Payment Failure": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:<PARTITION>:states:::sns:publish",
"Parameters": {
"Message": "Payment processing failed.",
"TopicArn": "<SNS_ARN>"
},
"End": true
},
"Workflow to Update Backend Systems": {
"Comment": "Starting an execution of an Express workflow to handle backend
updates. Express workflows are fast and cost-effective for steps where checkpointing isn't
required.",
"Type": "Task",
"Resource": "arn:<PARTITION>:states:::states:startExecution.sync",
"Parameters": {
"StateMachineArn": "<UPDATE_DATABASE_EXPRESS_STATE_MACHINE_ARN>",
"Input": {
"AWS_STEP_FUNCTIONS_STARTED_BY_EXECUTION_ID.$": "$$.Execution.Id"
}
},
"Next": "Ship the Package"
},
"Ship the Package": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:<PARTITION>:states:::sns:publish",
"Parameters": {
"Message": "Order and payment received, database is updated and the package
is ready to ship.",
"TopicArn": "<SNS_ARN>"
},
"End": true
}
}

}

親ステートマシンの IAM ロール の例
サンプルプロジェクトで生成されたこれらの AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの例
には、ステートマシンおよび関連リソースを実行するために必要な最小特権が含まれています。IAM ポリ
シーで必要なアクセス許可のみを含めることをお勧めします。
Amazon SNS ポリシー:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"sns:Publish"
],
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"Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:Checkpoint-SNSTopicwJalrXUtnFEMI",
"Effect": "Allow"
}
]
}

Amazon SQS ポリシー:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"sqs:SendMessage"
],
"Resource": "arn:aws:sqs:us-east-1:123456789012:Checkpoint-SQSQueueje7MtGbClwBF",
"Effect": "Allow"
}
]
}

状態実行ポリシー:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"states:StartExecution",
"states:DescribeExecution",
"states:StopExecution"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"events:PutTargets",
"events:PutRule",
"events:DescribeRule"
],
"Resource": "arn:aws:events:us-east-1:123456789012:rule/
StepFunctionsGetEventsForStepFunctionsExecutionRule",
"Effect": "Allow"
}
]
}

ネストされたステートマシン (Express ワークフロー)
のステートマシンコードの例
このサンプルプロジェクトのステートマシンは、親ステートマシンから呼び出されたときにバックエンド
情報を更新します。
このサンプルステートマシンを参照して、Step Functions が模擬 e コマースバックエンドシステムのさま
ざまなコンポーネントを更新する方法を確認します。
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AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。

{

"StartAt": "Update Order History",
"States": {
"Update Order History": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::lambda:invoke",
"Parameters": {
"FunctionName": "Checkpoint-UpdateDatabaseLambdaFunction-wJalrXUtnFEMI",
"Payload": {
"Message": "Update order history."
}
},
"Next": "Update Data Warehouse"
},
"Update Data Warehouse": {
"Type" : "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::lambda:invoke",
"Parameters": {
"FunctionName": "Checkpoint-UpdateDatabaseLambdaFunction-wJalrXUtnFEMI",
"Payload": {
"Message": "Update data warehouse."
}
},
"Next": "Update Customer Profile"
},
"Update Customer Profile": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::lambda:invoke",
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}

}

"Parameters": {
"FunctionName": "Checkpoint-UpdateDatabaseLambdaFunction-wJalrXUtnFEMI",
"Payload": {
"Message": "Update customer profile."
}
},
"Next": "Update Inventory"
},
"Update Inventory": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::lambda:invoke",
"Parameters": {
"FunctionName": "Checkpoint-UpdateDatabaseLambdaFunction-wJalrXUtnFEMI",
"Payload": {
"Message": "Update inventory."
}
},
"End": true
}

子ステートマシンの IAM ロールの例
サンプルプロジェクトで生成されたこれらの AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの例
には、ステートマシンおよび関連リソースを実行するために必要な最小特権が含まれています。IAM ポリ
シーで必要なアクセス許可のみを含めることをお勧めします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:ExampleUpdateDatabaseLambdaFunction-wJalrXUtnFEMI"
],
"Effect": "Allow"
}
]
}

次のポリシーでは、に十分なアクセス許可があることを確認します。CloudWatchログ。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"logs:CreateLogDelivery",
"logs:GetLogDelivery",
"logs:UpdateLogDelivery",
"logs:DeleteLogDelivery",
"logs:ListLogDeliveries",
"logs:PutResourcePolicy",
"logs:DescribeResourcePolicies",
"logs:DescribeLogGroups"
],
"Resource": [
"*"
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}

]

}

],
"Effect": "Allow"

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

をビルドするAWS CodeBuildプロジェクト
(CodeBuild、Amazon SNS)
このサンプルプロジェクトは、AWS Step Functions を使用して AWS CodeBuild プロジェクトを構築し、
テストを実行して、Amazon SNS 通知を送信する方法を示しています。

ステートマシンを作成してリソースをプロビジョンす
る
1.
2.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成) を選択します。
選択サンプルプロジェクト[] を選択してから、の起動CodeBuildビルド。
ステートマシン [Code] (コード) と [Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー) が表示されます。
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3.

[Next] (次へ) を選択します。
作成されるリソースを示す [Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されます。このサ
ンプルプロジェクトでは、以下のリソースが含まれます。
• CodeBuild プロジェクト
• 1 つの Amazon SNS トピック

4.

[Deploy Resources] (リソースのデプロイ) を選択します。

Note
これらのリソースおよび関連する IAM 許可が作成されるまで、最大 10 分かかることがあり
ます。[Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されている場合は、[Stack ID]
(スタック ID) リンクを開いて、プロビジョンされているリソースを表示することができま
す。

新しい実行のスタート
1.

[New execution] (新しい実行) ページで、実行名を入力し (オプション)、[Start Execution] (実行のス
タート) を選択します。

2.

(省略可能) 実行を識別するには、名前ボックスに移動するとそのように表示されます。デフォルトで
は、Step Functions は自動的に一意の実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ名
を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しませんCloudWatch。確実に追
跡できるようCloudWatchメトリクスを指定するには、ASCII 文字のみを使用する名前を選択
します。
3.

(オプション) Step Functions [Dashboard] (ダッシュボード) 上の新規作成ステートマシンに移動
し、[Start execution] (実行のスタート) を選択します。

4.

実行が完了したら、[Visual workflow] (ビジュアルワークフロー) 上のステートを選択し、[Step details]
(ステップ詳細) の下の [Input] (入力) そして [Output] (出力) をブラウズできます。

ステートマシンのコード例
このサンプルプロジェクトのステートマシンはCodeBuildAmazon SNS です。
このステートマシンの例を参照して、Step Functions が Step Functions がどのようにステートマシンを使
用しており、CodeBuild[] を選択してから、ジョブの成功または失敗に関するメッセージを含む Amazon
SNS トピックを送信します。
Step Functions で他の AWS のサービスを制御できる方法の詳細については、他のサービスで AWS Step
Functions を使用する (p. 339) を参照してください。
{

"Comment": "An example of using CodeBuild to run tests, get test results and send a
notification.",
"StartAt": "Trigger CodeBuild Build",
"States": {
"Trigger CodeBuild Build": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::codebuild:startBuild.sync",
"Parameters": {
"ProjectName": "CodeBuildProject-Dtw1jBhEYGDf"
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},
"Next": "Get Test Results"
},
"Get Test Results": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::codebuild:batchGetReports",
"Parameters": {
"ReportArns.$": "$.Build.ReportArns"
},
"Next": "All Tests Passed?"
},
"All Tests Passed?": {
"Type": "Choice",
"Choices": [
{
"Variable": "$.Reports[0].Status",
"StringEquals": "SUCCEEDED",
"Next": "Notify Success"
}
],
"Default": "Notify Failure"
},
"Notify Success": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::sns:publish",
"Parameters": {
"Message": "CodeBuild build tests succeeded",
"TopicArn": "arn:aws:sns:sa-east-1:123456789012:StepFunctionsSampleCodeBuildExecution3da9ead6-bc1f-4441-99ac-591c140019c4-SNSTopic-EVYLVNGW85JP"
},
"End": true
},
"Notify Failure": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::sns:publish",
"Parameters": {
"Message": "CodeBuild build tests failed",
"TopicArn": "arn:aws:sns:sa-east-1:123456789012:StepFunctionsSampleCodeBuildExecution3da9ead6-bc1f-4441-99ac-591c140019c4-SNSTopic-EVYLVNGW85JP"
},
"End": true
}
}
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

データを前処理し、機械学習モデルをトレーニング
する
このサンプルプロジェクトでは、使用方法をデモします。SageMakerそしてAWS Step Functionsデータを
前処理し、機械学習モデルをトレーニングする。このサンプルプロジェクトでは以下を作成します。
• AWS Lambda 関数
• 1 つの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット
• AWS Step Functions ステートマシン
• 関連 AWS Identity and Access Management (IAM) ロール
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このプロジェクトでは、Step Functions は Lambda 関数を使用して Amazon S3 バケットにテストデー
タセットとデータ処理用の Python スクリプトをシードします。次に、機械学習モデルをトレーニング
し、SageMaker サービス統合 (p. 381)を使用してバッチ変換を実行します。
の詳細SageMakerおよび Step Functions サービス統合については、以下を参照してください。
• 他のサービスで AWS Step Functions を使用する (p. 339)
• Step Functions で SageMaker を管理する (p. 381)

Note
このサンプルプロジェクトでは、料金が発生する場合があります。
AWS の新規ユーザーには、無料利用枠があります。この枠では、サービスを利用しても一定のレ
ベル以下であれば無料です。AWS のコストと無料利用枠の詳細については、「SageMaker の料
金」を参照してください。

ステートマシンを作成してリソースをプロビジョンす
る
1.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成) を選択します。

2.

[Sample Projects] (サンプルプロジェクト)、Preprocess data and train a machine learning model]
(データの事前処理と機械学習モデルのトレーニング)] の順に選択します。
ステートマシン [Code] (コード) と [Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー) が表示されます。
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3.

[Next] (次へ) を選択します。
作成されるリソースを示す [Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されます。このサ
ンプルプロジェクトでは、以下のリソースが含まれます。
• Lambda 関数
• Amazon S3 バケット
• Step Functions ステートマシン
• 関連する IAM ロール

4.

[Deploy Resources] (リソースのデプロイ) を選択します。

Note
これらのリソースおよび関連する IAM 許可が作成されるまで、最大 10 分かかることがあり
ます。[Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されている場合は、[Stack ID]
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(スタック ID) リンクを開いて、プロビジョンされているリソースを表示することができま
す。

新しい実行のスタート
1.

Step Functions コンソールを開きます。

2.

リポジトリの []ステートマシン[] ページで、FeatureTransformStateMachineサンプルプロジェクトで
作成されたステートマシンを選択し、実行の開始。

3.

[New execution] (新しい実行) ページで、実行名を入力し (オプション)、[Start Execution] (実行の開始)
を選択します。

4.

(省略可能) 実行を識別するために、[] で、実行を識別できます。名前ボックスに移動するとそのよう
に表示されます。デフォルトでは、Step Functions は自動的に一意の実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ名
を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しません。CloudWatch。確実に
追跡できるようCloudWatchメトリクスを指定するには、ASCII 文字のみを使用する名前を選
択します。
5.

(オプション) Step Functions [Dashboard] (ダッシュボード) 上の新規作成ステートマシンに移動
し、[New execution] (新しい実行) を選択します。

6.

実行が完了したら、[Visual workflow] (ビジュアルワークフロー) で状態を選択して、[Step details] (ス
テップ詳細) で、[Input] (入力) そして [Output] (出力) を参照できます。

ステートマシンのコード例
このサンプルプロジェクトのステートマシンは、SageMakerそしてAWS Lambdaパラメータをそれらの
リソースに直接渡すことによって、トレーニングデータソースと出力に Amazon S3 バケットを使用しま
す。
このステートマシンの例を参照して、Step Functions が Lambda とをどのように制御するかを確認します
SageMaker。
AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。
{

"StartAt": "Generate dataset",
"States": {
"Generate dataset": {
"Resource": "arn:aws:lambda:sa-east-1:1234567890:function:FeatureTransformLambaForDataGeneration-17M8LX7IO9LUW",
"Type": "Task",
"Next": "Standardization: x' = (x - ̄
x) / σ"
},
"Standardization: x' = (x - ̄
x) / σ": {
"Resource": "arn:aws:states:::sagemaker:createProcessingJob.sync",
"Parameters": {
"ProcessingResources": {
"ClusterConfig": {
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": "ml.m5.xlarge",
"VolumeSizeInGB": 10
}
},
"ProcessingInputs": [
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{

input/raw.csv",

},
{

"InputName": "input-1",
"S3Input": {
"S3Uri": "s3://featuretransform-bucketforcodeanddata-1jn1le6gadwfz/

}

"LocalPath": "/opt/ml/processing/input",
"S3DataType": "S3Prefix",
"S3InputMode": "File",
"S3DataDistributionType": "FullyReplicated",
"S3CompressionType": "None"

"InputName": "code",
"S3Input": {
"S3Uri": "s3://featuretransform-bucketforcodeanddata-1jn1le6gadwfz/
code/transform.py",
"LocalPath": "/opt/ml/processing/input/code",
"S3DataType": "S3Prefix",
"S3InputMode": "File",
"S3DataDistributionType": "FullyReplicated",
"S3CompressionType": "None"
}
}
],
"ProcessingOutputConfig": {
"Outputs": [
{
"OutputName": "train_data",
"S3Output": {
"S3Uri": "s3://featuretransform-bucketforcodeanddata-1jn1le6gadwfz/
train",
"LocalPath": "/opt/ml/processing/output/train",
"S3UploadMode": "EndOfJob"
}
}
]
},
"AppSpecification": {
"ImageUri": "737474898029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikitlearn:0.20.0-cpu-py3",
"ContainerEntrypoint": [
"python3",
"/opt/ml/processing/input/code/transform.py"
]
},
"StoppingCondition": {
"MaxRuntimeInSeconds": 300
},
"RoleArn": "arn:aws:iam::1234567890:role/SageMakerAPIExecutionRoleAIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"ProcessingJobName.$": "$$.Execution.Name"
},
"Type": "Task",
"Next": "Train model (XGBoost)"
},
"Train model (XGBoost)": {
"Resource": "arn:aws:states:::sagemaker:createTrainingJob.sync",
"Parameters": {
"AlgorithmSpecification": {
"TrainingImage": "855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/xgboost:latest",
"TrainingInputMode": "File"
},
"OutputDataConfig": {
"S3OutputPath": "s3://featuretransform-bucketforcodeanddata-1jn1le6gadwfz/models"
},
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"StoppingCondition": {
"MaxRuntimeInSeconds": 86400
},
"ResourceConfig": {
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": "ml.m5.xlarge",
"VolumeSizeInGB": 30
},
"RoleArn": "arn:aws:iam::1234567890:role/SageMakerAPIExecutionRoleAIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"InputDataConfig": [
{
"DataSource": {
"S3DataSource": {
"S3DataDistributionType": "ShardedByS3Key",
"S3DataType": "S3Prefix",
"S3Uri": "s3://featuretransform-bucketforcodeanddata-1jn1le6gadwfz"
}
},
"ChannelName": "train",
"ContentType": "text/csv"
}
],
"HyperParameters": {
"objective": "reg:logistic",
"eval_metric": "rmse",
"num_round": "5"
},
"TrainingJobName.$": "$$.Execution.Name"
},
"Type": "Task",
"End": true
}
}
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

IAM の例
サンプルプロジェクトで生成されたこれらの AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの例
には、ステートマシンおよび関連リソースを実行するために必要な最小特権が含まれています。IAM ポリ
シーで必要なあれらの許可のみを含めることをお勧めします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DescribeLogStreams",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:ListBucket",
"ecr:GetAuthorizationToken",
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage"
],
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]

}

}

"Resource": "*",
"Effect": "Allow"

次のポリシーでは、Amazon S3 バケットにサンプルデータをシードすることを Lambda 関数に許可しま
す。
{

*",

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:PutObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::featuretransform-bucketforcodeanddata-1jn1le6gadwfz/

]

}

"Effect": "Allow"

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

Lambda オーケストレーションの例
このサンプルプロジェクトでは、Step Functions ステートマシンの AWS Lambda 関数統合の方法につい
て説明します。このサンプルプロジェクトでは、次のリソースが作成されます。
• 5 Lambda 関数
• Amazon Simple Queue Service キュー
• Amazon Simple Notification Service トピック
• 関連 AWS Identity and Access Management (IAM) ロール
このプロジェクトでは、Step Functions は Lambda 関数を使用して株価をチェックし、売買取引レコメン
デーションを決定します。その後、ユーザーにはこのレコメンデーションが提供され、株式の売買を選択
できます。取引の結果は SNS トピックを使用して返されます。
Step Functions サービス統合の詳細については、以下を参照してください。
• 他のサービスで AWS Step Functions を使用する (p. 339)
• 以下の IAM ポリシー:
• AWS Lambda (p. 631)
• Amazon Simple Queue Service (p. 636)
• Amazon Simple Notification Service (p. 635)

Note
このサンプルプロジェクトでは、料金が発生する場合があります。
AWS の新規ユーザーには、無料利用枠があります。この枠では、サービスを利用しても一定のレ
ベル以下であれば無料です。AWS のコストと無料利用枠の詳細については、[Pricing] (料金) を参
照してください。
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ステートマシンを作成してリソースをプロビジョンす
る
1.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成)] を選択します。

2.

上にオーサリング方法を選択ページ、選択サンプルプロジェクトを実行する。

3.

選択してくださいLambda 関数をオーケストレート。
ステートマシン定義そしてビジュアルワークフローが表示されます。

4.

[Next] (次へ) を選択します。
作成されるリソースを示す [Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されます。このサ
ンプルプロジェクトでは、以下のリソースが含まれます。
• ステートマシン
• Amazon SQSキュー
• 5 Lambda 関数
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• 1 つの Amazon SNS トピック
• 関連する IAM ロール
5.

[Deploy Resources] (リソースのデプロイ) を選択します。

Note
これらのリソースおよび関連する IAM 許可が作成されるまで、最大 10 分かかることがあり
ます。[Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されている場合は、[Stack ID]
(スタック ID) リンクを開いて、プロビジョンされているリソースを表示することができま
す。

新しい実行のスタート
すべてのリソースのプロビジョニングとデプロイが完了すると、実行の開始ダイアログボックスが表示さ
れます。
1.

(オプション) 実行を識別しやすくするために、[] (実行名を指定できます) に名前を指定できま
す。[Name] (名前)ボックス。デフォルトでは、Step Functions は自動的に一意実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ名
を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しません CloudWatch。確実に追
跡できるようにするため CloudWatch metrics の場合は、ASCII 文字のみを使用する名前を選
択します。
2.

[Start execution] (実行のスタート) を選択します。

3.

(オプション) 実行が完了したら、グラフInspector、[]、[] の順に選択しますステップ入力そしてステッ
プ出力タブをクリックすると、各ステートの入力と出力がそれぞれ表示されます。

ステートマシンとその実行について
このサンプルプロジェクトのステートマシンは、これらのリソースにパラメータを直接渡して AWS
Lambda と統合し、は Amazon SQS キューを使用して人的承認のリクエストを管理し、Amazon SNS ト
ピックを使用してクエリの結果を返します。
Step Functions を実行すると、JSON テキストを入力として受け取り、その入力をワークフローの最初の
状態に渡します。個々のステートは JSON データを入力として受け取り、通常は次のステートへの出力と
して JSON データを渡します。このサンプルプロジェクトでは、各ステップの出力がワークフローの次の
ステップへの入力として渡されます。例:買い/売りの推奨を生成stepはの出力を受け取ります株価をチェッ
クステップを入力として入力します。さらに、の出力買い/売りの推奨を生成step は次のステップに入力と
して渡されます。[Human Apこれは人間の承認手順を模倣しています。

Note
ステップから返された出力とステップに渡された入力を表示するには、実行の詳細ワークフロー
実行のページ。の中にステップの詳細 (p. 141)セクションで、で選択した各ステップの入力と出
力を表示します[View モード] (p. 136)。
人間による承認手順を実装するには、通常、タスクトークンが返されるまでワークフローの実行を一時停
止します。このサンプルプロジェクトでは、メッセージが Amazon SQS キューに渡され、コールバック
機能を処理するために定義された Lambda 関数のトリガーとして使用されます。メッセージには、タス
クトークンと、前のステップで返された出力が含まれています。Lambda 関数は、メッセージのペイロー
ドを使用して呼び出されます。ワークフローの実行は、タスクトークンを受け取るまで一時停止されま
すSendTaskSuccessAPI 呼び出し。タスクトークンの詳細については、「」を参照してください。タス
クトークンのコールバックまで待機する (p. 361)。
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次のコードはStepFunctionsSample-HelloLambda-ApproveSqsLambda関数は、Amazon SQS
キューから Step Functions ステートマシンを介して送信されたすべてのタスクを自動的に承認するように
定義されている方法を示しています。

コールバック機能を処理してタスクトークンを返す Lambda 関数コードの例
exports.lambdaHandler = (event, context, callback) => {
const stepfunctions = new aws.StepFunctions();
// For every record in sqs queue
for (const record of event.Records) {
const messageBody = JSON.parse(record.body);
const taskToken = messageBody.TaskToken;
const params = {
output: "\"approved\"",
taskToken: taskToken
};
console.log(`Calling Step Functions to complete callback task with params
${JSON.stringify(params)}`);

}

// Approve
stepfunctions.sendTaskSuccess(params, (err, data) => {
if (err) {
console.error(err.message);
callback(err.message);
return;
}
console.log(data);
callback(null);
});

};

このステートマシンの例を参照して、 Step Functions が Lambda と Amazon SQS をどのように制御する
かを確認します。
AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。
{

"StartAt": "Check Stock Price",
"States": {
"Check Stock Price": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:uswest-1:111122223333:function:StepFunctionsSample-HelloLamCheckStockPriceLambda-444455556666",
"Next": "Generate Buy/Sell recommendation"
},
"Generate Buy/Sell recommendation": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:uswest-1:111122223333:function:StepFunctionsSample-HelloGenerateBuySellRecommend-123456789012",
"ResultPath": "$.recommended_type",
"Next": "Request Human Approval"
},
"Request Human Approval": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::sqs:sendMessage.waitForTaskToken",
"Parameters": {
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"QueueUrl": "https://sqs.us-west-1.amazonaws.com/111122223333/
StepFunctionsSample-HelloLambda4444-5555-6666-RequestHumanApprovalSqs-777788889999",
"MessageBody": {
"Input.$": "$",
"TaskToken.$": "$$.Task.Token"
}
},
"ResultPath": null,
"Next": "Buy or Sell?"
},
"Buy or Sell?": {
"Type": "Choice",
"Choices": [
{
"Variable": "$.recommended_type",
"StringEquals": "buy",
"Next": "Buy Stock"
},
{
"Variable": "$.recommended_type",
"StringEquals": "sell",
"Next": "Sell Stock"
}
]
},
"Buy Stock": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:uswest-1:111122223333:function:StepFunctionsSample-HelloLambda-BuyStockLambda-000000000000",
"Next": "Report Result"
},
"Sell Stock": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:uswest-1:111122223333:function:StepFunctionsSample-HelloLambda-SellStockLambda-111111111111",
"Next": "Report Result"
},
"Report Result": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::sns:publish",
"Parameters": {
"TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-1:111122223333:StepFunctionsSampleHelloLambda1111-2222-3333-ReportResultSnsTopic-222222222222",
"Message": {
"Input.$": "$"
}
},
"End": true
}
}
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

IAM の例
サンプルプロジェクトで生成されたこれらの AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの例
には、ステートマシンおよび関連リソースを実行するために必要な最小特権が含まれています。IAM ポリ
シーで必要なアクセス許可のみを含めることをお勧めします。
{

"Statement": [
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{

"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": "arn:aws:lambda:uswest-1:111122223333:function:StepFunctionsSample-HelloLamCheckStockPriceLambda-444455556666",
"Effect": "Allow"
}
]
}

{

"Statement": [
{
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": "arn:aws:lambda:uswest-1:111122223333:function:StepFunctionsSample-HelloGenerateBuySellRecommend-123456789012",
"Effect": "Allow"
}
]
}

{

"Statement": [
{
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": "arn:aws:lambda:uswest-1:111122223333:function:StepFunctionsSample-HelloLambda-BuyStockLambda-777788889999",
"Effect": "Allow"
}
]
}

{

"Statement": [
{
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": "arn:aws:lambda:uswest-1:111122223333:function:StepFunctionsSample-HelloLambda-SellStockLambda-000000000000",
"Effect": "Allow"
}
]
}

{

"Statement": [
{
"Action": [
"sqs:SendMessage*"
],
"Resource": "arn:aws:sqs:us-west-1:111122223333:StepFunctionsSampleHelloLambda4444-5555-6666-RequestHumanApprovalSqs-111111111111",
"Effect": "Allow"
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}

]

}

{

"Statement": [
{
"Action": [
"sns:Publish"
],
"Resource": "arn:aws:sns:us-west-1:111122223333:StepFunctionsSampleHelloLambda1111-2222-3333-ReportResultSnsTopic-222222222222",
"Effect": "Allow"
}
]
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

Athena クエリをスタートする
このサンプルプロジェクトは、標準ワークフローをベースに、Step Functions と Amazon Athena と
Amazon Athena を使用して Athena クエリをスタートし、クエリ結果を含む通知を送信する方法を示しま
す。このサンプルプロジェクトでは以下を作成します。
• Amazon Athena クエリ
• 1 つの AWS Glue クローラ
• Amazon Simple Notification Service トピック
• 関連 AWS Identity and Access Management (IAM) ロール
このプロジェクトでは、Step Functions は Lambda 関数とAWS Glue クローラを使用して、一連のサンプ
ルデータを生成します。次に、Athena サービス統合 (p. 401)を使ってクエリを実施し、SNS トピックを使
用して結果を返します。
Athena と Step Functions のサービス統合の詳細については、以下を参照してください。
• 他のサービスで AWS Step Functions を使用する (p. 339)
• Step Functions で Athena を呼び出す (p. 401)

Note
このサンプルプロジェクトでは、料金が発生する場合があります。
AWS の新規ユーザーには、無料利用枠があります。この枠では、サービスを利用しても一定の
レベル以下であれば無料です。AWS コストと無料利用枠の詳細については、[Athena Pricing]
(Athenaの料金) を参照してください。

ステートマシンを作成してリソースをプロビジョンす
る
Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成)] を選択します。
1.

[Sample Projects] (サンプルプロジェクト) を選択してから、[Start an Athena query] (Athena クエリを
スタート) を選択します。
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ステートマシン [Code] (コード) と [Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー) が表示されます。

2.

[Next] (次へ) を選択します。
作成されるリソースを示す [Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されます。このサ
ンプルプロジェクトでは、以下のリソースが含まれます。
• 2 つの Lambda 関数
• ステートマシン
• SNS トピック
• 関連する IAM ロール

3.

[Deploy Resources] (リソースのデプロイ) を選択します。

Note
これらのリソースおよび関連する IAM 許可が作成されるまで、最大 10 分かかることがあり
ます。[Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されている場合は、[Stack ID]
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(スタック ID) リンクを開いて、プロビジョンされているリソースを表示することができま
す。

新しい実行のスタート
1.

Step Functions コンソールを開きます。

2.

リポジトリの []ステートマシン[] ページで、[] ページでAthenaStateMachineサンプルプロジェクトで
作成されたステートマシン[] ページで。

3.

[New execution] (新しい実行) ページで、実行名を入力し (オプション)、[Start Execution] (実行の開始)
を選択します。

4.

(オプション) 実行を識別するために、[] ページで、[Name] (名前)ボックスに移動するとそのように表
示されます。[] ページで、Step Functions (ステップFunctions)

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ名
を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しません CloudWatch。確実に追
跡できるようにするため CloudWatch [] ページで、ASCII 文字のみを使用する名前を選択し
ます。
5.

(オプション) Step Functions [Dashboard] (ダッシュボード) 上の新規作成ステートマシンに移動
し、[New execution] (新しい実行) を選択します。

6.

実行が完了したら、[Visual workflow] (ビジュアルワークフロー) で状態を選択して、[Step details] (ス
テップ詳細) で、[Input] (入力) そして [Output] (出力) を参照できます。

ステートマシンのコード例
このサンプルオブジェクトのステートマシンは、これらのリソースにパラメータを直接渡すこと
で、Athena および AWS Lambda と統合し、SNS トピックを使ってクエリの結果を返します。
このステートマシンの例を参照して、Step Functions が Lambda と Athena をどのように制御するかを確
認します。
AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。
{

"StartAt": "Generate example log",
"States": {
"Generate example log": {
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:StepFunctionsSampleAthena-LambdaForDataGeneration-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"Type": "Task",
"Next": "Run Glue crawler"
},
"Run Glue crawler": {
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:StepFunctionsSampleAthen-LambdaForInvokingCrawler-AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"Type": "Task",
"Next": "Start an Athena query"
},
"Start an Athena query": {
"Resource": "arn:aws:states:::athena:startQueryExecution.sync",
"Parameters": {
"QueryString": "SELECT * FROM \"athena-sample-project-db-wJalrXUtnFEMI\".\"log\"
limit 1",
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"WorkGroup": "stepfunctions-athena-sample-project-workgroup-wJalrXUtnFEMI"
},
"Type": "Task",
"Next": "Get query results"
},
"Get query results": {
"Resource": "arn:aws:states:::athena:getQueryResults",
"Parameters": {
"QueryExecutionId.$": "$.QueryExecution.QueryExecutionId"
},
"Type": "Task",
"Next": "Send query results"
},
"Send query results": {
"Resource": "arn:aws:states:::sns:publish",
"Parameters": {
"TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:StepFunctionsSampleAthenaDataQueryd1111-2222-3333-777788889999-SNSTopic-ANPAJ2UCCR6DPCEXAMPLE",
"Message": {
"Input.$": "$.ResultSet.Rows"
}
},
"Type": "Task",
"End": true
}
}
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

IAM の例
サンプルプロジェクトで生成されたこれらの AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの例
には、ステートマシンおよび関連リソースを実行するために必要な最小特権が含まれています。IAM ポリ
シーで必要なアクセス許可のみを含めることをお勧めします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:StepFunctionsSample-AthenaLambdaForDataGeneration-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:StepFunctionsSample-AthenLambdaForInvokingCrawler-AKIAI44QH8DHBEXAMPLE"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"sns:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:StepFunctionsSampleAthenaDataQueryd1111-2222-3333-777788889999-SNSTopic-ANPAJ2UCCR6DPCEXAMPLE"
],
"Effect": "Allow"
},
{
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"Action": [
"athena:getQueryResults",
"athena:startQueryExecution",
"athena:stopQueryExecution",
"athena:getQueryExecution",
"athena:getDataCatalog"
],
"Resource": [
"arn:aws:athena:us-east-1:111122223333:workgroup/stepfunctions-athenasample-project-workgroup-wJalrXUtnFEMI",
"arn:aws:athena:us-east-1:111122223333:datacatalog/*"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket",
"s3:ListBucketMultipartUploads",
"s3:ListMultipartUploadParts",
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:CreateBucket",
"s3:PutObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"glue:CreateDatabase",
"glue:GetDatabase",
"glue:GetDatabases",
"glue:UpdateDatabase",
"glue:DeleteDatabase",
"glue:CreateTable",
"glue:UpdateTable",
"glue:GetTable",
"glue:GetTables",
"glue:DeleteTable",
"glue:BatchDeleteTable",
"glue:BatchCreatePartition",
"glue:CreatePartition",
"glue:UpdatePartition",
"glue:GetPartition",
"glue:GetPartitions",
"glue:BatchGetPartition",
"glue:DeletePartition",
"glue:BatchDeletePartition"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/*",
"arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:table/*",
"arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog"
],
"Effect": "Allow"
}
]
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。
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複数のクエリを実行します (Amazon
Athena、Amazon SNS)
このサンプルプロジェクトでは、Athena クエリを連続して実行した後、並列的にエラーを処理し、その
後、クエリの成否に基づいて Amazon SNS 通知を送信する方法のデモを行います。このサンプルプロジェ
クトをデプロイすると、AWS Step Functions ステートマシン、Amazon Athena クエリ、および Amazon
SNS トピックが作成されます。
このプロジェクトでは、Step Functions は、ステートマシンを使用して、Athena クエリを同期的に呼び出
します。クエリ結果が返された後、2 つの Athena クエリを並列実行して並列状態を入力します。その後、
ジョブが成功または失敗するまで待機し、ジョブの成功または失敗に関するメッセージを含む Amazon
SNS トピックを送信します。

ステートマシンを作成してリソースをプロビジョンす
る
1.

https://console.aws.amazon.com/athena/ で Amazon Athena コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Workflows] (ワークフロー) を選択します。

3.

[複数のクエリを実行] タイルで、[開始] を選択します。

4.

「はじめに」ダイアログで、「サンプルプロジェクトのデプロイ」を選択し、「続行」を選択しま
す。

5.

Step Functions コンソールのレビューワークフローページにリダイレクトされます。サンプルプロ
ジェクト用に自動的に生成された Amazon States 言語定義を確認してください。
ステートマシンのワークフロー定義とビジュアルワークフローが表示されます。
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6.

[Next] (次へ) を選択します。
[Deploy and run] (デプロイと実行) ページを表示し、作成されるリソースを示します。このサンプルプ
ロジェクトは以下のリソースを作成します。
• Amazon Athena クエリ
• Lambda 関数
• Amazon S3 バケット
• 1 つの Amazon SNS トピック
• AWS Glueデータベース

7.

[Deploy and run] (デプロイと実行) を選択します。

Note
これらのリソースおよび関連する IAM 許可が作成されるまで、最大 10 分かかることがあり
ます。[Deploy y y y] (スタック ID) ページが表示されている場合は、[Stack ID] (スタック ID)
リンクを開いて、プロビジョンされているリソースを表示することができます。

新しい実行のスタート
1.

[New execution] (新しい実行) ページで、実行名を入力し (オプション)、[Start Execution] (実行のス
タート) を選択します。

2.

(オプション) 実行を識別するために、[Name] (スタック ID) ボックスに ID を指定できます。Step
Functions では、名前を入力しないと、一意実行名が自動的に生成されます。
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Note

3.
4.

Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、アクティビティ、およびラベ
ル名を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しません CloudWatch。
CloudWatch メトリクスを確実に追跡できるようにするには、ASCII 文字のみを使用する名前
を選択します。
必要に応じて、Step Functions [Dashboard] (ダッシュボード) 上にある新しく作成されたステートマシ
ンに移動し、[New execution] (新しい実行) を選択します。
実行が完了したら、[Visual workflow] (ビジュアルワークフロー) で状態を選択して、[Step details] (ス
テップ詳細) で、[Input] (入力) そして [Output] (出力) を参照できます。

ステートマシンのコード例
このサンプルオブジェクトのステートマシンは、パラメータを直接リソースに渡すことで、Amazon
Athena および Amazon SNS と統合します。
このステートマシンの例を参照して、Resource フィールドの Amazon リソースネーム (ARN) に接続
し、Parameters をサービス API に渡すことで、Step Functions が Amazon Athena と Amazon SNS を制
御する方法を確認します。
AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。
{

"Comment": "An example of using Athena to execute queries in sequence and parallel,
with error handling and notifications.",
"StartAt": "Generate Example Data",
"States": {
"Generate Example Data": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::lambda:invoke",
"OutputPath": "$.Payload",
"Parameters": {
"FunctionName": "<ATHENA_FUNCTION_NAME>"
},
"Next": "Load Data to Database"
},
"Load Data to Database": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::athena:startQueryExecution.sync",
"Parameters": {
"QueryString": "<ATHENA_QUERYSTRING>",
"WorkGroup": "<ATHENA_WORKGROUP>"
},
"Catch": [
{
"ErrorEquals": [
"States.ALL"
],
"Next": "Send query results"
}
],
"Next": "Map"
},
"Map": {
"Type": "Parallel",
"ResultSelector": {
"Query1Result.$": "$[0].ResultSet.Rows",
"Query2Result.$": "$[1].ResultSet.Rows"
},
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"Catch": [
{
"ErrorEquals": [
"States.ALL"
],
"Next": "Send query results"
}
],
"Branches": [
{
"StartAt": "Start Athena query 1",
"States": {
"Start Athena query 1": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::athena:startQueryExecution.sync",
"Parameters": {
"QueryString": "<ATHENA_QUERYSTRING>",
"WorkGroup": "<ATHENA_WORKGROUP>"
},
"Next": "Get Athena query 1 results"
},
"Get Athena query 1 results": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::athena:getQueryResults",
"Parameters": {
"QueryExecutionId.$": "$.QueryExecution.QueryExecutionId"
},
"End": true
}
}
},
{
"StartAt": "Start Athena query 2",
"States": {
"Start Athena query 2": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::athena:startQueryExecution.sync",
"Parameters": {
"QueryString": "<ATHENA_QUERYSTRING>",
"WorkGroup": "<ATHENA_WORKGROUP>"
},
"Next": "Get Athena query 2 results"
},
"Get Athena query 2 results": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::athena:getQueryResults",
"Parameters": {
"QueryExecutionId.$": "$.QueryExecution.QueryExecutionId"
},
"End": true
}
}
}
],
"Next": "Send query results"

}

},
"Send query results": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::sns:publish",
"Parameters": {
"Message.$": "$",
"TopicArn": "<SNS_TOPIC_ARN>"
},
"End": true
}
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}

IAM の例
サンプルプロジェクトで生成されたこれらの AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの例
には、ステートマシンおよび関連リソースを実行するために必要な最小特権が含まれています。IAM ポリ
シーで必要なアクセス許可のみを含めることをお勧めします。
AthenaStartQueryExecution

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"athena:startQueryExecution",
"athena:stopQueryExecution",
"athena:getQueryExecution",
"athena:getDataCatalog"
],
"Resource": [
"arn:aws:athena:us-east-2:123456789012:workgroup/stepfunctions-athenasample-project-workgroup-ztuvu9yuix",
"arn:aws:athena:us-east-2:123456789012:datacatalog/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket",
"s3:ListBucketMultipartUploads",
"s3:ListMultipartUploadParts",
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:CreateBucket",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateDatabase",
"glue:GetDatabase",
"glue:GetDatabases",
"glue:UpdateDatabase",
"glue:DeleteDatabase",
"glue:CreateTable",
"glue:UpdateTable",
"glue:GetTable",
"glue:GetTables",
"glue:DeleteTable",
"glue:BatchDeleteTable",
"glue:BatchCreatePartition",
"glue:CreatePartition",
"glue:UpdatePartition",
"glue:GetPartition",
"glue:GetPartitions",
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"glue:BatchGetPartition",
"glue:DeletePartition",
"glue:BatchDeletePartition"

},
{

}

]

}

],
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-east-2:123456789012:catalog",
"arn:aws:glue:us-east-2:123456789012:database/*",
"arn:aws:glue:us-east-2:123456789012:table/*",
"arn:aws:glue:us-east-2:123456789012:userDefinedFunction/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lakeformation:GetDataAccess"
],
"Resource": [
"*"
]

AthenaGetQueryResults

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"athena:getQueryResults"
],
"Resource": [
"arn:aws:us-east-2:123456789012:workgroup/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*"
]
}
]

SNSPublish

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:Publish"
],
"Resource": [
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"arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:StepFunctionsSampleAthenaMultipleQueriese1ec229b-5cbe-4754-a8a8-078474bac878-SNSTopic-9AID0HEJT7TH"
]
}
]
}

LambdaInvokeFunction
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:StepFunctionsSample-AthenLambdaForStringGeneratio-GQFQjN7mE9gl:*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:StepFunctionsSample-AthenLambdaForStringGeneratio-GQFQjN7mE9gl"
]
}
]
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

ラージデータセットをクエリする (Amazon
Athena、Amazon S3、AWS Glue、Amazon SNS)
このサンプルプロジェクトは、ラージデータセットを Amazon S3 に取り込み、それを AWS Glue クロー
ラを通じてパーティション化し、その後、そのパーティションに対して Amazon Athena クエリを実行
する方法を示します。このサンプルプロジェクトをデプロイすると、AWS Step Functions ステートマシ
ン、Amazon S3 バケット、AWS Glue クローラ、Amazon SNS トピック。
このプロジェクトでは、Step Functions ステートマシンは、Amazon S3 でラージデータセットを分割する
AWS Glueクローラを呼び出します。AWS Glue クローラが成功メッセージを返すと、ワークフローはそ
のパーティションに対してAthena クエリを実行します。クエリの実行が正常に完了すると、Amazon SNS
通知が Amazon SNS トピックに送信されます。

ステートマシンを作成してリソースをプロビジョンす
る
1.

https://console.aws.amazon.com/athena/ で Amazon Athena コンソールを開きます。
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2.

ナビゲーションペインで [Workflows] (ワークフロー) を選択します。

3.

[大規模データセットのクエリ] タイルで、[はじめに] を選択します。

4.

「はじめに」ダイアログで、「サンプルプロジェクトのデプロイ」を選択し、「続行」を選択しま
す。

5.

Step Functions コンソールのレビューワークフローページにリダイレクトされます。サンプルプロ
ジェクト用に自動的に生成された Amazon States 言語定義を確認してください。
ステートマシンのワークフロー定義とビジュアルワークフローが表示されます。

6.

[Next] (次へ) を選択します。
[Deploy and run] (デプロイと実行) ページを表示し、作成されるリソースを示します。このサンプルプ
ロジェクトでは、次のリソースが作成されます。
• Amazon Athena クエリ
• Lambda 関数
• Amazon S3 バケット
• 1 つの Amazon SNS トピック
• AWS Glueデータベース

7.

[Deploy and run] (デプロイと実行) を選択します。

Note
これらのリソースおよび関連する IAM 許可が作成されるまで、最大 10 分かかることがあり
ます。[Deploy resources] (スタック ID) ページが表示されている場合は、[Stack ID] (スタッ
ク ID) リンクを開いて、プロビジョンされているリソースを表示することができます。
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新しい実行のスタート
1.

[New execution] (新しい実行) ページで、実行名を入力し (オプション)、[Start Execution] (実行のス
タート) を選択します。

2.

(オプション) 実行を識別するために、[Name] (スタック ID) を指定できます。名前を入力しない
と、Step Functions は自動的に一意実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、アクティビティ、お
よびラベルの名前を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しません
CloudWatch。 CloudWatch メトリクスを確実に追跡できるようにするには、ASCII 文字のみ
を使用する名前を選択します。
3.

(オプション) Step Functions [Dashboard] (ダッシュボード) 上にある新規作成ステートマシンに移動
し、[New execution] (新しい実行) を選択します。

4.

実行が完了したら、[Visual workflow] (ビジュアルワークフロー) で状態を選択して、[Step details] (ス
テップ詳細) で、[Input] (入力) そして [Output] (出力) を参照できます。

ステートマシンのコード例
このサンプルオブジェクトのステートマシンは、パラメータを直接それらのリソースに渡すこと
で、Amazon S3 AWS Glue、Amazon Athena、および Amazon SNS と統合します。
このステートマシンの例を参照して、Resource フィールドの Amazon リソースネーム (ARN) に接続
し、Parameters をサービス API に渡すことで、Step Functions が Amazon S3 AWS Glue、Amazon
Athena と Amazon SNS を制御する方法を確認します。
AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。
{

"Comment": "An example demonstrates how to ingest a large data set in Amazon S3 and
partition it through aws Glue Crawlers, then execute Amazon Athena queries against that
partition.",
"StartAt": "Start Crawler",
"States": {
"Start Crawler": {
"Type": "Task",
"Next": "Get Crawler status",
"Parameters": {
"Name": "<GLUE_CRAWLER_NAME>"
},
"Resource": "arn:aws:states:::aws-sdk:glue:startCrawler"
},
"Get Crawler status": {
"Type": "Task",
"Parameters": {
"Name": "<GLUE_CRAWLER_NAME>"
},
"Resource": "arn:aws:arn:aws:states:::aws-sdk:glue:getCrawler",
"Next": "Check Crawler status"
},
"Check Crawler status": {
"Type": "Choice",
"Choices": [
{
"Variable": "$.Crawler.State",
"StringEquals": "RUNNING",
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"Next": "Wait"
}
],
"Default": "Start an Athena query"

}

}

},
"Wait": {
"Type": "Wait",
"Seconds": 30,
"Next": "Get Crawler status"
},
"Start an Athena query": {
"Resource": "arn:aws:states:::athena:startQueryExecution.sync",
"Parameters": {
"QueryString": "<ATHENA_QUERYSTRING>",
"WorkGroup": "<ATHENA_WORKGROUP>"
},
"Type": "Task",
"Next": "Get query results"
},
"Get query results": {
"Resource": "arn:aws:states:::athena:getQueryResults",
"Parameters": {
"QueryExecutionId.$": "$.QueryExecution.QueryExecutionId"
},
"Type": "Task",
"Next": "Send query results"
},
"Send query results": {
"Resource": "arn:aws:states:::sns:publish",
"Parameters": {
"TopicArn": "<SNS_TOPIC_ARN>",
"Message": {
"Input.$": "$.ResultSet.Rows"
}
},
"Type": "Task",
"End": true
}

IAM の例
サンプルプロジェクトで生成されたこれらの AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの例
には、ステートマシンおよび関連リソースを実行するために必要な最小特権が含まれています。IAM ポリ
シーで必要なあれらの許可のみを含めることをお勧めします。
AthenaGetQueryResults

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"athena:getQueryResults"
],
"Resource": [
"arn:aws:athena:us-east-2:123456789012:workgroup/*"
]
},
{
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}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*"
]

AthenaStartQueryExecution
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"athena:startQueryExecution",
"athena:stopQueryExecution",
"athena:getQueryExecution",
"athena:getDataCatalog"
],
"Resource": [
"arn:aws:athena:us-east-2:123456789012:workgroup/stepfunctions-athenasample-project-workgroup-8v7bshiv70",
"arn:aws:athena:us-east-2:123456789012:datacatalog/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket",
"s3:ListBucketMultipartUploads",
"s3:ListMultipartUploadParts",
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:CreateBucket",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateDatabase",
"glue:GetDatabase",
"glue:GetDatabases",
"glue:UpdateDatabase",
"glue:DeleteDatabase",
"glue:CreateTable",
"glue:UpdateTable",
"glue:GetTable",
"glue:GetTables",
"glue:DeleteTable",
"glue:BatchDeleteTable",
"glue:BatchCreatePartition",
"glue:CreatePartition",
"glue:UpdatePartition",
"glue:GetPartition",
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"glue:GetPartitions",
"glue:BatchGetPartition",
"glue:DeletePartition",
"glue:BatchDeletePartition"

},
{

}

]

}

],
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-east-2:123456789012:catalog",
"arn:aws:glue:us-east-2:123456789012:database/*",
"arn:aws:glue:us-east-2:123456789012:table/*",
"arn:aws:glue:us-east-2:123456789012:userDefinedFunction/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lakeformation:GetDataAccess"
],
"Resource": [
"*"
]

SNSPublish

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:StepFunctionsSampleAthenaIngestLargeDataset92bc4949-abf8-4a1e-9236-5b7c81b3efa3-SNSTopic-8Y5ZLI5AASXV"
]
}
]
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

データを最新の状態に保つ (Amazon
Athena、Amazon S3、AWS Glue)
このサンプルプロジェクトは、ターゲットテーブルをクエリして、AWS Glue カタログが含まれる現在の
データを取得し、Amazon Athena を使用して他のソースから新しいデータを使って更新する方法を示しま
す。このサンプルプロジェクトをデプロイすると、AWS Step Functions ステートマシン、Amazon S3 バ
ケット、Amazon Athena クエリ、および AWS Glue データカタログ呼び出しが作成されます。
このプロジェクトでは、Step Functions ステートマシンはAWS Glueカタログを呼び出し、Amazon S3 バ
ケットにターゲットテーブルが存在するかどうかを検証します。テーブルが見つからない場合は、新しい
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テーブルが作成されます。次に、Athena クエリを実行して、別のデータソースからターゲットテーブルに
行を追加します。まず、ターゲットテーブルをクエリして最新の日付を取得し、ソーステーブルに最新の
データがないかとクエリしてターゲットテーブルに挿入します。

ステートマシンを作成してリソースをプロビジョンす
る
1.

https://console.aws.amazon.com/athena/ で Amazon Athena コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Workflows] (ワークフロー) を選択します。

3.

[データを最新の状態に保つ] タイルで、[はじめに] を選択します。

4.

「はじめに」ダイアログで、「サンプルプロジェクトのデプロイ」を選択し、「続行」を選択しま
す。

5.

Step Functions コンソールのレビューワークフローページにリダイレクトされます。サンプルプロ
ジェクト用に自動的に生成された Amazon States 言語定義を確認してください。
ステートマシンのワークフロー定義とビジュアルワークフローが表示されます。

6.

[Next] (次へ) を選択します。
[Deploy and run] (デプロイと実行) ページを表示し、作成されるリソースを示します。このサンプルプ
ロジェクトは以下のリソースを作成します。
• Amazon Athena クエリ
• Lambda 関数
• EventBridge アマゾンルール
• Amazon S3 バケット
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• AWS Glueデータベース
7.

[Deploy and run] (デプロイと実行) を選択します。

Note
これらのリソースおよび関連する IAM 許可が作成されるまで、最大 10 分かかることがあり
ます。[Deploy and run] (リソースのデプロイ) ページが表示されている場合は、[Stack ID] (ス
タック ID) リンクを開いて、どのリソースがプロビジョンされているかを確認できます。

新しい実行のスタート
1.

[New execution] (新しい実行) ページで、実行名を入力し (オプション)、[Start Execution] (実行のス
タート) を選択します。

2.

(オプション) 実行を識別するために、[Name] (名前ボックス) ボックスに ID を指定できます。Step
Functions は、名前を入力しない場合、一意実行名を自動的に生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、アクティビティ、お
よびラベルの名前を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しません
CloudWatch。 CloudWatch メトリクスを確実に追跡できるようにするには、ASCII 文字のみ
を使用する名前を選択します。
3.

(オプション) Step Functions [Dashboard] (ダッシュボード) 上にある新規作成ステートマシンに移動
し、[New execution] (新しい実行) を選択します。

4.

実行が完了したら、[Visual workflow] (ビジュアルワークフロー) で状態を選択して、[Step details] (ス
テップ詳細) で、[Input] (入力) そして [Output] (出力) を参照できます。

ステートマシンのコード例
このサンプルプロジェクトのステートマシンは、パラメータを直接、あれらのリソースに渡すこと
で、Amazon S3、AWS Glue および Amazon Athena と統合されています。
このステートマシンの例を参照し、Resource フィールドで Amazon リソースネーム (ARN) に接続して
Parameters をサービス API に渡すことで、Step Functions が Amazon S3 AWS Glue および Amazon
Athena を制御する方法を確認します。
AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。
{

"Comment": "An example demonstrates how to use Athena to query a target table to get
current data, then update it with new data from other sources.",
"StartAt": "Get Target Table",
"States": {
"Get Target Table": {
"Type": "Task",
"Parameters": {
"DatabaseName": "<GLUE_DATABASE_NAME>",
"Name": "target"
},
"Catch": [
{
"ErrorEquals": [
"Glue.EntityNotFoundException"
],
"Next": "Create Target Table"
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}
],
"Resource": "arn:aws:states:::aws-sdk:glue:getTable",
"Next": "Update Target Table"

}

}

},
"Create Target Table": {
"Resource": "arn:aws:states:::athena:startQueryExecution.sync",
"Parameters": {
"QueryString": "<ATHENA_QUERYSTRING>",
"WorkGroup": "<ATHENA_WORKGROUP>"
},
"Type": "Task",
"Next": "Update Target Table"
},
"Update Target Table": {
"Resource": "arn:aws:states:::athena:startQueryExecution.sync",
"Parameters": {
"QueryString": "<ATHENA_QUERYSTRING>",
"WorkGroup": "<ATHENA_WORKGROUP>"
},
"Type": "Task",
"End": true
}

IAM の例
サンプルプロジェクトで生成されたこれらの AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの例
には、ステートマシンおよび関連リソースを実行するために必要な最小特権が含まれています。IAM ポリ
シーで必要なアクセス許可のみを含めることをお勧めします。
AthenaStartQueryExecution

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"athena:startQueryExecution",
"athena:stopQueryExecution",
"athena:getQueryExecution",
"athena:getDataCatalog"
],
"Resource": [
"arn:aws:athena:us-east-2:123456789012:workgroup/stepfunctions-athenasample-project-workgroup-26ujlyawxg",
"arn:aws:athena:us-east-2:123456789012:datacatalog/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket",
"s3:ListBucketMultipartUploads",
"s3:ListMultipartUploadParts",
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:CreateBucket",
"s3:PutObject"
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},
{

},
{

}

]

}

],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateDatabase",
"glue:GetDatabase",
"glue:GetDatabases",
"glue:UpdateDatabase",
"glue:DeleteDatabase",
"glue:CreateTable",
"glue:UpdateTable",
"glue:GetTable",
"glue:GetTables",
"glue:DeleteTable",
"glue:BatchDeleteTable",
"glue:BatchCreatePartition",
"glue:CreatePartition",
"glue:UpdatePartition",
"glue:GetPartition",
"glue:GetPartitions",
"glue:BatchGetPartition",
"glue:DeletePartition",
"glue:BatchDeletePartition"
],
"Resource": [
"arn:aws::glue:us-east-2:123456789012:catalog",
"arn:aws::glue:us-east-2:123456789012:database/*",
"arn:aws::glue:us-east-2:123456789012:table/*",
"arn:aws::glue:us-east-2:123456789012:userDefinedFunction/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lakeformation:GetDataAccess"
],
"Resource": [
"*"
]

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

Amazon EKS クラスターの管理
このサンプルプロジェクトでは、Step Functions と Amazon Elastic Kubernetes Service を使用して、ノー
ドグループを持つ Amazon EKS クラスターを作成し、Amazon EKS でジョブを実行し、出力を調べる方
法を示します。終了すると、ノードグループと Amazon EKS クラスターが削除されます。このサンプルプ
ロジェクトでは以下を作成します。
• Amazon Elastic Kubernetes Service クラスター
• SNS トピック
• 関連 AWS Identity and Access Management (IAM) ロール
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Step Functions と Step Functions サービス統合の詳細については、以下を参照してください。
• 他のサービスで AWS Step Functions を使用する (p. 339)
• Step Functions で Amazon EKS を呼び出す (p. 403)

Note
このサンプルプロジェクトでは、料金が発生する場合があります。
AWS の新規ユーザーには、無料利用枠があります。この枠では、サービスを利用しても一定のレ
ベル以下であれば無料です。AWS のコストと無料利用枠の詳細については、Amazon EKS の料
金 を参照してください。

ステートマシンを作成してリソースをプロビジョンす
る
1.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成) を選択します。

2.

[Run a sample project] (サンプルプロジェクトの実行) を選択してから、[Manage an Amazon EKS
cluster] (Amazon EKS クラスターの管理) を選択します。
ステートマシン [Code] (コード) と [Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー) が表示されます。
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3.

[Next] (次へ) を選択します。
作成されるリソースを示す [Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されます。このサ
ンプルプロジェクトでは、以下のリソースが含まれます。
• ステートマシン
• Amazon EKS クラスター
• SNS トピック
• 関連する IAM ロール

4.

[Deploy Resources] (リソースのデプロイ) を選択します。

Note
これらのリソースおよび関連する IAM 許可が作成されるまで、最大 25 分かかることがあり
ます。[Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されている場合は、[Stack ID]
(スタック ID)リ ンクを開いて、プロビジョンされているリソースを表示することができま
す。

新しい実行のスタート
1.

Step Functions コンソールを開きます。

2.

リポジトリの []ステートマシン[] ページで、EKSClusterManagementStateMachineサンプルプロジェ
クトで作成されたステートマシンを選択し、実行の開始。

3.

[New execution] (新しい実行) ページで、実行名を入力し (オプション)、[Start Execution] (実行の開始)
を選択します。

4.

(オプション) 実行を識別するために、実行を識別するために、名前ボックスに移動するとそのように
表示されます。デフォルトでは、Step Functions は自動的に一意の実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ名
を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しませんCloudWatch。確実に追
跡できるようCloudWatchメトリクスを選択するには、ASCII 文字のみを使用する名前を選択
します。
5.

(オプション) Step Functions [Dashboard] (ダッシュボード) 上の新規作成ステートマシンに移動
し、[New execution] (新しい実行) を選択します。

6.

実行が完了したら、[Visual workflow] (ビジュアルワークフロー) で状態を選択して、[Step details] (ス
テップ詳細) で、[Input] (入力) そして [Output] (出力) を参照できます。

ステートマシンのコード例
このサンプルプロジェクトのステートマシンは、Amazon EKS クラスターとノードグループを作成して
Amazon EKS と統合し、SNS トピックを使用して結果を返します。
このステートマシンの例を参照して、Step Functions が Amazon EKS クラスターとノードグループを管理
する方法を確認してください。
AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。
{

"Comment": "An example of the Amazon States Language for running Amazon EKS Cluster",
"StartAt": "Create an EKS cluster",
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"States": {
"Create an EKS cluster": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::eks:createCluster.sync",
"Parameters": {
"Name": "ExampleCluster",
"ResourcesVpcConfig": {
"SubnetIds": [
"subnet-0aacf887d9f00e6a7",
"subnet-0e5fc41e7507194ab"
]
},
"RoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/StepFunctionsSample-EKSClusterManagEKSServiceRole-ANPAJ2UCCR6DPCEXAMPLE"
},
"Retry": [{
"ErrorEquals": [ "States.ALL" ],
"IntervalSeconds": 30,
"MaxAttempts": 2,
"BackoffRate": 2
}],
"ResultPath": "$.eks",
"Next": "Create a node group"
},
"Create a node group": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::eks:createNodegroup.sync",
"Parameters": {
"ClusterName": "ExampleCluster",
"NodegroupName": "ExampleNodegroup",
"NodeRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/StepFunctionsSample-EKSClusterManNodeInstanceRole-ANPAJ2UCCR6DPCEXAMPLE",
"Subnets": [
"subnet-0aacf887d9f00e6a7",
"subnet-0e5fc41e7507194ab"]
},
"Retry": [{
"ErrorEquals": [ "States.ALL" ],
"IntervalSeconds": 30,
"MaxAttempts": 2,
"BackoffRate": 2
}],
"ResultPath": "$.nodegroup",
"Next": "Run a job on EKS"
},
"Run a job on EKS": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::eks:runJob.sync",
"Parameters": {
"ClusterName": "ExampleCluster",
"CertificateAuthority.$": "$.eks.Cluster.CertificateAuthority.Data",
"Endpoint.$": "$.eks.Cluster.Endpoint",
"LogOptions": {
"RetrieveLogs": true
},
"Job": {
"apiVersion": "batch/v1",
"kind": "Job",
"metadata": {
"name": "example-job"
},
"spec": {
"backoffLimit": 0,
"template": {
"metadata": {
"name": "example-job"
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}

}

},
"spec": {
"containers": [
{
"name": "pi-20",
"image": "perl",
"command": [
"perl"
],
"args": [
"-Mbignum=bpi",
"-wle",
"print '{ ' . '\"pi\": '. bpi(20) . ' }';"
]
}
],
"restartPolicy": "Never"
}

}
},
"ResultSelector": {
"status.$": "$.status",
"logs.$": "$.logs..pi"
},
"ResultPath": "$.RunJobResult",
"Next": "Examine output"
},
"Examine output": {
"Type": "Choice",
"Choices": [
{
"And": [
{
"Variable": "$.RunJobResult.logs[0]",
"NumericGreaterThan": 3.141
},
{
"Variable": "$.RunJobResult.logs[0]",
"NumericLessThan": 3.142
}
],
"Next": "Send expected result"
}
],
"Default": "Send unexpected result"
},
"Send expected result": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::sns:publish",
"Parameters": {
"TopicArn": "arn:aws:sns:sa-east-1:111122223333:StepFunctionsSampleEKSClusterManagement123456789012-SNSTopic-ANPAJ2UCCR6DPCEXAMPLE",
"Message": {
"Input.$": "States.Format('Saw expected value for pi: {}',
$.RunJobResult.logs[0])"
}
},
"ResultPath": "$.SNSResult",
"Next": "Delete job"
},
"Send unexpected result": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::sns:publish",
"Parameters": {
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"TopicArn": "arn:aws:sns:sa-east-1:111122223333:StepFunctionsSampleEKSClusterManagement123456789012-SNSTopic-ANPAJ2UCCR6DPCEXAMPLE",
"Message": {
"Input.$": "States.Format('Saw unexpected value for pi: {}',
$.RunJobResult.logs[0])"
}
},
"ResultPath": "$.SNSResult",
"Next": "Delete job"
},
"Delete job": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::eks:call",
"Parameters": {
"ClusterName": "ExampleCluster",
"CertificateAuthority.$": "$.eks.Cluster.CertificateAuthority.Data",
"Endpoint.$": "$.eks.Cluster.Endpoint",
"Method": "DELETE",
"Path": "/apis/batch/v1/namespaces/default/jobs/example-job"
},
"ResultSelector": {
"status.$": "$.ResponseBody.status"
},
"ResultPath": "$.DeleteJobResult",
"Next": "Delete node group"
},
"Delete node group": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::eks:deleteNodegroup.sync",
"Parameters": {
"ClusterName": "ExampleCluster",
"NodegroupName": "ExampleNodegroup"
},
"Next": "Delete cluster"
},
"Delete cluster": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::eks:deleteCluster.sync",
"Parameters": {
"Name": "ExampleCluster"
},
"End": true
}
}
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

IAM の例
サンプルプロジェクトで生成されたこれらの AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの例
には、ステートマシンおよび関連リソースを実行するために必要な最小特権が含まれています。IAM ポリ
シーで必要なアクセス許可のみを含めることをお勧めします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"eks:CreateCluster"
],
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},
{

},
{

"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"eks:DescribeCluster",
"eks:DeleteCluster"
],
"Resource": "arn:aws:eks:sa-east-1:111122223333:cluster/*"

"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": [
"arn:aws:iam::111122223333:role/StepFunctionsSample-EKSClusterManagEKSServiceRole-ANPAJ2UCCR6DPCEXAMPLE"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "eks.amazonaws.com"
}
}
}
]
}

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:sns:sa-east-1:111122223333:StepFunctionsSampleEKSClusterManagement123456789012-SNSTopic-ANPAJ2UCCR6DPCEXAMPLE"
]
}
]
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

API Gateway を呼び出す
このサンプルプロジェクトでは、Step Functions を使用して API Gateway を呼び出して、呼び出しが成功
したかどうかをチェックする方法を示します。このサンプルプロジェクトでは以下を作成します。
• ステートマシンによって呼び出される Amazon API Gateway REST API。
• 関連する AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。
API Gateway と Step Functions サービス統合の詳細については、以下を参照してください。
• 他のサービスで AWS Step Functions を使用する (p. 339)
• Step Functions を使用して API Gateway を呼び出し (p. 413)
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ステートマシンを作成してリソースをプロビジョンす
る
1.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成)] を選択します。

2.

選択サンプルプロジェクトの実行[] を選択してから、API Gateway を呼び出す。
ステートマシン [Code] (コード) と [Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー) が表示されます。

3.

[Next] (次へ) を選択します。
作成されるリソースを示す [Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されます。このサ
ンプルプロジェクトでは、以下のリソースが含まれます。
• ステートマシン
• API Gateway REST API への呼び出し
• 関連する IAM ロール
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4.

[Deploy Resources] (リソースのデプロイ) を選択します。

Note
これらのリソースおよび関連する IAM 許可が作成されるまで、最大 10 分かかることがあり
ます。[Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されている場合は、[Stack ID]
(スタック ID) リンクを開いて、プロビジョンされているリソースを表示することができま
す。

新しい実行のスタート
1.

Step Functions コンソールを開きます。

2.

リポジトリの []ステートマシン[] ページでApiGatewayWorkflowStateマシンサンプルプロジェクトで作
成されたステートマシンを選択し、[] を選択します。実行の開始。

3.

[New execution] (新しい実行) ページで、実行名を入力し (オプション)、[Start Execution] (実行の開始)
を選択します。

4.

(オプション) 実行を識別するために、[] で、実行の名前を指定できます。名前ボックスに移動すると
そのように表示されます。デフォルトでは、Step Functions は自動的に一意の実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ名
を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しませんCloudWatch。確実に追
跡できるようCloudWatchメトリクスを選択するには、ASCII 文字のみを使用する名前を選択
します。
5.

(オプション) Step Functions [Dashboard] (ダッシュボード) 上の新規作成ステートマシンに移動
し、[New execution] (新しい実行) を選択します。

6.

実行が完了したら、[Visual workflow] (ビジュアルワークフロー) で状態を選択して、[Step details] (ス
テップ詳細) で、[Input] (入力) そして [Output] (出力) を参照できます。

ステートマシンのコード例
このサンプルオブジェクト内のステートマシンは、API Gateway REST API を呼び出して、必要なパラ
メータを渡すことで API Gateway と統合します。
このステートマシンのを参照して、Step Functions が API Gateway とどのように相互作用するかを確認し
ます。
AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。
{

"Comment": "Calling APIGW REST Endpoint",
"StartAt": "Add Pet to Store",
"States": {
"Add Pet to Store": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::apigateway:invoke",
"Parameters": {
"ApiEndpoint": "<POST_PETS_API_ENDPOINT>",
"Method": "POST",
"Stage": "default",
"Path": "pets",
"RequestBody.$": "$.NewPet",
"AuthType": "IAM_ROLE"
},

532

AWS Step Functions デベロッパーガイド
IAM の例

}

}

"ResultSelector": {
"ResponseBody.$": "$.ResponseBody"
},
"Next": "Pet was Added Successfully?"
},
"Pet was Added Successfully?": {
"Type": "Choice",
"Choices": [
{
"Variable": "$.ResponseBody.errors",
"IsPresent": true,
"Next": "Failure"
}
],
"Default": "Retrieve Pet Store Data"
},
"Failure": {
"Type": "Fail"
},
"Retrieve Pet Store Data": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::apigateway:invoke",
"Parameters": {
"ApiEndpoint": "<GET_PETS_API_ENDPOINT>",
"Method": "GET",
"Stage": "default",
"Path": "pets",
"AuthType": "IAM_ROLE"
},
"ResultSelector": {
"Pets.$": "$.ResponseBody"
},
"ResultPath": "$.ExistingPets",
"End": true
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

IAM の例
サンプルプロジェクトで生成されたこれらの AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの例
には、ステートマシンおよび関連リソースを実行するために必要な最小特権が含まれています。IAM ポリ
シーで必要なアクセス許可のみを含めることをお勧めします。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"execute-api:Invoke"
],
"Resource": [
"arn:aws:execute-api:us-west-1:111122223333:c8hqe4kdg5/default/GET/pets",
"arn:aws:execute-api:us-west-1:111122223333:c8hqe4kdg5/default/POST/pets"
],
"Effect": "Allow"
}
]
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他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

API Gateway 統合を使用して Fargate で実行されて
いるマイクロサービスを呼び出す
このサンプルプロジェクトでは、AWS Fargate 上のサービスと対話し、呼び出し (コール) が成功したかを
チェックするため、Step Functions を使用して API Gateway を呼び出す方法を紹介します。このサンプル
プロジェクトでは以下を作成します。
• ステートマシンによって呼び出される Amazon API Gateway HTTP API。
• Amazon API Gateway Amazon VPC リンク。
• Amazon Virtual Private Cloud。
• Application Load Balancer。
• Fargate クラスター。
• 1 つの Amazon SNS トピック
• 関連 AWS Identity and Access Management (IAM) ロール
• これらのリソースの連携を有効にするために必要な複数の追加サービス。
API Gateway と Step Functions サービス統合の詳細については、以下を参照してください。
• 他のサービスで AWS Step Functions を使用する (p. 339)
• Step Functions を使用して API Gateway を呼び出し (p. 413)

Note
このサンプルプロジェクトでは、料金が発生する場合があります。
AWS の新規ユーザーには、無料利用枠があります。この枠では、サービスを利用しても一定のレ
ベル以下であれば無料です。AWS のコストと無料利用枠の詳細については、[Pricing] (料金) を参
照してください。

ステートマシンを作成してリソースをプロビジョンす
る
1.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成) を選択します。

2.

[Sample Projects] (サンプルプロジェクト) を選択してから、[Call a microservice with API Gateway]
(API Gateway でマイクロサービスを呼び出す) を選択します。
ステートマシン [Code] (コード) と [Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー) が表示されます。
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3.

[Next] (次へ) を選択します。
作成されるリソースを示す [Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されます。このサ
ンプルプロジェクトでは、以下のリソースが含まれます。
• API Gateway HTTP API
• API Gateway VpcLink
• Application Load Balancer
• Fargate クラスター
• ステートマシン
• 1 つの Amazon SNS トピック
• 関連する IAM ロール
• これらのリソースの連携を有効にするために必要な複数の追加サービス。
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4.

[Deploy Resources] (リソースのデプロイ) を選択します。

Note
これらのリソースおよび関連する IAM 許可が作成されるまで、最大 10 分かかることがあり
ます。[Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されている場合は、[Stack ID]
(スタック ID) リンクを開いて、プロビジョンされているリソースを表示することができま
す。

新しい実行のスタート
1.

Step Functions コンソールを開きます。

2.

リポジトリの []ステートマシン[] ページで [] を選択しますApiGatewayECSStateMachineサンプルプロ
ジェクトで作成されたステートマシン、[State machine] を選択し、[State machine]実行の開始。

3.

[New execution] (新しい実行) ページで、実行名を入力し (オプション)、[Start Execution] (実行の開始)
を選択します。

4.

(省略可能) 実行を識別するために、[] に名前を指定できます[Name] (名前)ボックスに移動するとその
ように表示されます。デフォルトでは、Step Functions は自動的に一意の実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ名
を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しません CloudWatch。追跡でき
ることを確認するには CloudWatch メトリクスの場合は、ASCII 文字のみを使用する名前を
選択します。
5.

(オプション) Step Functions [Dashboard] (ダッシュボード) 上の新規作成ステートマシンに移動
し、[New execution] (新しい実行) を選択します。

6.

実行が完了したら、[Visual workflow] (ビジュアルワークフロー) で状態を選択して、[Step details] (ス
テップ詳細) で、[Input] (入力) そして [Output] (出力) を参照できます。

ステートマシンのコード例
このサンプルプロジェクトのステートマシンは、Fargate 上のサービスに接続されている API Gateway
HTTP API を呼び出すことにより、API Gateway と統合します。これはプライベートサブネットでホスト
され、プライベートのApplication Load Balancerを介してアクセスされます。
このステートマシンの例を参照して、Step Functions が API Gateway と対話し結果を返す方法を確認しま
す。
AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。
{

"Comment": "Calling APIGW HTTP Endpoint",
"StartAt": "Call API",
"States": {
"Call API": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:<PARTITION>:states:::apigateway:invoke",
"Parameters": {
"ApiEndpoint": "<API_ENDPOINT>",
"Method": "GET",
"AuthType": "IAM_ROLE"
},
"Next": "Call Successful?"
},
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}

}

"Call Successful?": {
"Type": "Choice",
"Choices": [
{
"Variable": "$.StatusCode",
"NumericEquals": 200,
"Next": "Notify Success"
}
],
"Default": "Notify Failure"
},
"Notify Success": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:<PARTITION>:states:::sns:publish",
"Parameters": {
"Message": "Call was successful",
"TopicArn": "<SNS_TOPIC_ARN>"
},
"End": true
},
"Notify Failure": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:<PARTITION>:states:::sns:publish",
"Parameters": {
"Message": "Call was not successful",
"TopicArn": "<SNS_TOPIC_ARN>"
},
"End": true
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

IAM の例
サンプルプロジェクトで生成されたこれらの AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの例
には、ステートマシンおよび関連リソースを実行するために必要な最小特権が含まれています。IAM ポリ
シーで必要なアクセス許可のみを含めることをお勧めします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"sns:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:apigw-ecs-sample-2000SNSTopic-444455556666"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"execute-api:Invoke"
],
"Resource": [
"arn:aws:execute-api:us-east-1:111122223333:444444444444/*/GET/*"
],
"Effect": "Allow"
}
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}
{

}
{

}

]

"Statement": [
{
"Action": [
"ec2:AttachNetworkInterface",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
"ec2:Describe*",
"ec2:DetachNetworkInterface",
"elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
"elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
"elasticloadbalancing:Describe*",
"elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
"elasticloadbalancing:RegisterTargets"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
}
]

"Statement": [
{
"Action": [
"ecr:GetAuthorizationToken",
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
}
]

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

カスタムイベントを送信するEventBridge
このサンプルプロジェクトでは、Step Functions を使用して、複数のターゲット (Amazon) がある
ルールに一致するイベントバスにカスタムイベントを送信する方法を示します。EventBridge,AWS
Lambda、、Amazon Simple Notification Service、Amazon Simple Queue このサンプルプロジェクトでは
以下を作成します。
• Amazon EventBridge
• 1 つの Amazon SNS トピック
• Amazon SQS キュー
• Lambda 関数
• 関連 AWS Identity and Access Management (IAM) ロール
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Step Functions と Step Functions サービス統合の詳細については、以下を参照してください。
• 他のサービスで AWS Step Functions を使用する (p. 339)
• Step Functions で EventBridge を呼び出す (p. 419)

Note
このサンプルプロジェクトでは、料金が発生する場合があります。
AWS の新規ユーザーには、無料利用枠があります。この枠では、サービスを利用しても一定のレ
ベル以下であれば無料です。AWS のコストと無料利用枠の詳細については、「EventBridge の料
金」を参照してください。

ステートマシンを作成してリソースをプロビジョンす
る
1.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成) を選択します。

2.

選択サンプルプロジェクトの実行[] を選択してから、カスタムイベントを送信するEventBridge。
ステートマシン [Code] (コード) と [Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー) が表示されます。

3.

[Next] (次へ) を選択します。
作成されるリソースを示す [Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されます。このサ
ンプルプロジェクトでは、以下のリソースが含まれます。
• AWS Step Functions ステートマシン
• EventBridge イベントバス
• EventBridge ルール。
• 1 つの Amazon SNS トピック
• Amazon SQS キュー
• Lambda 関数
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• 関連する IAM ロール
4.

[Deploy Resources] (リソースのデプロイ) を選択します。

Note
これらのリソースおよび関連する IAM 許可が作成されるまで、最大 25 分かかることがあり
ます。[Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されている場合は、[Stack ID]
(スタック ID)リ ンクを開いて、プロビジョンされているリソースを表示することができま
す。

新しい実行のスタート
1.

Step Functions コンソールを開きます。

2.

リポジトリの []ステートマシン[] ページで、EventBridgeStateMachineサンプルプロジェクトで作成さ
れたステートマシンを選択し、[] を選択します。実行の開始。

3.

[New execution] (新しい実行) ページで、実行名を入力し (オプション)、[Start Execution] (実行の開始)
を選択します。

4.

(オプション) 実行を識別するには、名前ボックスに移動するとそのように表示されます。デフォルト
では、Step Functions は自動的に一意の実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ名
を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しませんCloudWatch。確実に追
跡できるようCloudWatchメトリクスでは、ASCII 文字のみを使用する名前を選択します。
5.

(オプション) Step Functions [Dashboard] (ダッシュボード) 上の新規作成ステートマシンに移動
し、[New execution] (新しい実行) を選択します。

6.

実行が完了したら、[Visual workflow] (ビジュアルワークフロー) で状態を選択して、[Step details] (ス
テップ詳細) で、[Input] (入力) そして [Output] (出力) を参照できます。

ステートマシンのコード例
このサンプルプロジェクトのステートマシンはEventBridgeにカスタムイベントを送信するEventBridgeイ
ベントバス。イベントバスに送信されるイベントはEventBridgeAmazon SNS トピックと Amazon SQS
キューにメッセージを送信する Lambda 関数をトリガーするルール。
このステートマシンの例を参照して、Step Functions がどのように管理するかを確認しま
す。EventBridge。
AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。
{

"Comment": "An example of the Amazon States Language for sending a custom event to Amazon
EventBridge",
"StartAt": "Send a custom event",
"States": {
"Send a custom event": {
"Resource": "arn:<PARTITION>:states:::events:putEvents",
"Type": "Task",
"Parameters": {
"Entries": [{
"Detail": {
"Message": "Hello from Step Functions!"
},
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"DetailType": "MessageFromStepFunctions",
"EventBusName": "<EVENT_BUS_NAME>",
"Source": "my.statemachine"
}]

}

}

}

},
"End": true

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

IAM の例
サンプルプロジェクトで生成されたこれらの AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの例
には、ステートマシンおよび関連リソースを実行するために必要な最小特権が含まれています。IAM ポリ
シーで必要なアクセス許可のみを含めることをお勧めします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"events:PutEvents"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:us-east-1:1234567890:event-bus/stepfunctions-sampleprojecteventbus"
],
"Effect": "Allow"
}
]
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

同期 Express ワークフローを呼び出す
このサンプルプロジェクトでは、Amazon API Gateway を通じて同期 Express ワークフローを呼び出し
て、従業員データベースを管理する方法について説明します。このサンプルプロジェクトでは以下を作成
します。
• 3 つのステートマシン。
• ステートマシンによって呼び出される Amazon API Gateway HTTPS API。
• Amazon DynamoDB テーブル
• 関連 AWS Identity and Access Management (IAM) ロール
このプロジェクトでは、Step Functions は API Gateway エンドポイントを使用して Step Functions 同期
Express ワークフローをスタートします。次に、DynamoDB を使用して、従業員データベース内の従業員
を検索、追加、および削除します。
Step Functions の同期 Express ワークフローの詳細については、同期および非同期 Express ワークフ
ロー (p. 22) を参照してください。

541

AWS Step Functions デベロッパーガイド
ステートマシンを作成してリソースをプロビジョンする

Note
このサンプルプロジェクトでは、料金が発生する場合があります。
AWS の新規ユーザーには、無料利用枠があります。この枠では、サービスを利用しても一定の
レベル以下であれば無料です。AWS のコストと無料利用枠の詳細については、[Step Functions
Pricing] (Step Functions の料金) を参照してください。

ステートマシンを作成してリソースをプロビジョンす
る
1.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成) を選択します。

2.

[Sample Projects] (サンプルプロジェクト) を選択してから、API Gateway を介した同期 Express ワー
クフローを呼び出します。
ステートマシン [Code] (コード) と [Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー) が表示されます。

3.

[Next] (次へ) を選択します。
作成されるリソースを示す [Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されます。このサ
ンプルプロジェクトでは、以下のリソースが含まれます。
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• 3 つのステートマシン

4.

• DynamoDB テーブル
• API Gateway HTTPS API
• 関連する IAM ロール
[Deploy Resources] (リソースのデプロイ) を選択します。

Note
これらのリソースおよび関連する IAM 許可が作成されるまで、最大 10 分かかることがあり
ます。[Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されている場合は、[Stack ID]
(スタック ID) リンクを開いて、プロビジョンされているリソースを表示することができま
す。

新しい実行のスタート
1.
2.

Step Functions コンソールを開きます。
[State machines] (ステートマシン) ページで、サンプルプロジェクトで作成されたステートマシンを
選択し、[Start execution] (実行のスタート) を選択します。

3.

[New execution] (新しい実行) ページで、実行名を入力し (オプション)、[Start Execution] (実行のス
タート) を選択します。
(オプション) 実行を識別するには、[名前ボックスに移動するとそのように表示されます。デフォルト
では、Step Functions は自動的に一意の実行名を生成します。

4.

Note

5.
6.

Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ名
を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しません。CloudWatch。確実に
追跡できるようCloudWatchメトリクスを取得するには、ASCII 文字のみを使用する名前を選
択します。
(オプション) Step Functions [Dashboard] (ダッシュボード) 上の新規作成ステートマシンに移動
し、[New execution] (新しい実行) を選択します。
実行が完了したら、[Visual workflow] (ビジュアルワークフロー) で状態を選択して、[Step details] (ス
テップ詳細) で、[Input] (入力) そして [Output] (出力) を参照できます。

ステートマシンのコード例
このサンプルプロジェクトのステートマシンは、API Gateway を使用して同期 Express ワークフローを呼
び出して API Gateway および DynamoDB と統合し、DynamoDB を使用して従業員データベースを更新ま
たは読み取ります。
このステートマシンの例を参照して、Step Functions が DynamoDB から読み取りを行い、従業員情報を取
得する方法を確認してください。
API Gateway を使用してStep Functions を呼び出す方法の詳細については、以下を参照してください。
• Step Functions を使用して API Gateway を呼び出し (p. 413)
• API Gateway デベロッパーガイドのプライベートゲートウェイを呼び出す方法
AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。
{
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"Comment": "This state machine returns an employee entry from DynamoDB",
"StartAt": "Read From DynamoDB",
"States": {
"Read From DynamoDB": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::dynamodb:getItem",
"Parameters": {
"TableName": "StepFunctionsSample-SynchronousExpressWorkflowAKIAIOSFODNN7EXAMPLEDynamoDBTable-ANPAJ2UCCR6DPCEXAMPLE",
"Key": {
"EmployeeId": {"S.$": "$.employee"}
}
},
"Retry": [
{
"ErrorEquals": [
"DynamoDB.AmazonDynamoDBException"
],
"IntervalSeconds": 3,
"MaxAttempts": 2,
"BackoffRate": 1.5
}
],
"Next": "Is Get Successful"
},
"Is Get Successful": {
"Type": "Choice",
"Choices": [
{
"Variable": "$.Item",
"IsPresent": true,
"Next": "Succeed Execution"
}
],
"Default": "Fail Execution"
},
"Succeed Execution": {
"Type": "Pass",
"Parameters" : {
"employee.$": "$.Item.EmployeeId.S",
"jobTitle.$": "$.Item.JobTitle.S"
},
"End": true
},
"Fail Execution": {
"Type": "Fail",
"Error": "EmployeeDoesNotExist"
}
}
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

IAM の例
サンプルプロジェクトで生成されたこれらの AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの例
には、ステートマシンおよび関連リソースを実行するために必要な最小特権が含まれています。IAM ポリ
シーで必要なアクセス許可のみを含めることをお勧めします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
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{

}

{

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogDelivery",
"logs:GetLogDelivery",
"logs:UpdateLogDelivery",
"logs:DeleteLogDelivery",
"logs:ListLogDeliveries",
"logs:PutResourcePolicy",
"logs:DescribeResourcePolicies",
"logs:DescribeLogGroups"
],
"Resource": "*"

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:DeleteItem"
],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-east-1:111122223333:table/Write"
]
}
]

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

Amazon Redshift (Lambda、Amazon Redshift デー
タ API) を使用して ETL/ELT ワークフローを実行す
る
このサンプルプロジェクトでは、Step Functions と Amazon Redshift データ API を使用して、Amazon
Redshift データウェアハウスにデータをロードする ETL/ELT ワークフローを実行する方法を示します。こ
のサンプルプロジェクトをデプロイすると、次のものが作成されます。
• Amazon Redshift クラスター
• ステートマシン
• 2 つの Lambda 関数
• Amazon Redshift スキーマ
• 5 つの Amazon Redshift テーブル
• 関連する AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。
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このプロジェクトでは、Step Functions はAWS Lambda 関数と Amazon Redshift データ API を使用し
て、必要なデータベースオブジェクトを作成し、一連のサンプルデータを生成し、ディメンションテーブ
ルのロードを実行する 2 つのジョブを並列で実行し、その後にファクトテーブルを実行します。両方の
ディメンションロードジョブが正常に終了すると、Step Functions はファクトテーブルのロードジョブを
実行し、検証ジョブを実行し、Amazon Redshift クラスターを一時停止します。

Note
ETL ロジックを変更して、Amazon S3 などの他のソースからデータを受信できます。[COPY] (コ
ピー) コマンドを使用して、Amazon S3 から Amazon Redshift テーブルにデータをコピーしま
す。
Amazon Redshift とStep Functions サービスの統合の詳細については、以下を参照してください。
• 他のサービスで AWS Step Functions を使用する (p. 339)
• Amazon Redshift Data API の使用
• Amazon Redshift データ API サービス
• Lambda を使用する Step Functions ステートマシンの作成 (p. 199)
• 以下の IAM ポリシー:
• AWS Lambda (p. 631)
• Amazon Redshift Data API へのアクセスの認可

Note
このサンプルプロジェクトでは、料金が発生する場合があります。
AWS の新規ユーザーには、無料利用枠があります。この枠では、サービスを利用しても一定
のレベル以下であれば無料です。AWS のコストと無料利用枠の詳細については、AWS Step
Functions 料金を参照してください。

ステートマシンを作成してリソースをプロビジョンす
る
1.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成) を選択します。

2.

サンプルプロジェクトを選択してから、Amazon Redshift で ETL ジョブを選択します。
ステートマシン [Code] (コード) と [Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー) が表示されます。次
の図は、トレーニングモデルのワークフロー開始を示します。完全なトレーニングモデルのワークフ
ローの図については、完全な ETL/ELT ワークフローの実行図表をご覧ください。

546

AWS Step Functions デベロッパーガイド
新しい実行のスタート

3.

[Next] (次へ) を選択します。
[Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示され、作成されるリソースを示します。このサ
ンプルプロジェクトでは、以下のリソースが含まれます。
• ETL ステートマシン
• RedshiftOperations Lambda 関数
• あるRedshiftDataAPI Lambda 関数
• Amazon Redshift クラスター
• 関連する IAM ロール

4.

[Deploy Resources] (リソースのデプロイ) を選択します。

Note
リソースおよび関連する IAM 許可が作成されるまで、最大 10 分かかることがありま
す。[Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されている場合は、[Stack ID] (ス
タック ID)リ ンクを開いて、プロビジョンされているリソースを表示することができます。

新しい実行のスタート
1.

Step Functions コンソールを開きます。

2.

[State machines] (ステートマシン) ページで、サンプルプロジェクトで作成された [ETL job in
Amazon Redshift] (Amazon Redshift における ETL ジョブ) ステートマシンを選択し、[Start execution]
(実行のスタート) を選択します。

3.

[New execution] (新しい実行) ページで、実行名を入力し (オプション)、[Start Execution] (実行の開始)
を選択します。
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4.

(オプション) 実行を識別するために、[名前ボックスに移動するとそのように表示されます。デフォル
トでは、Step Functions は自動的に一意の実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ名
を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しませんCloudWatch。確実に追
跡できるようCloudWatchメトリクスを選択するには、ASCII 文字のみを使用する名前を選択
します。
5.
6.

(オプション) Step Functions [Dashboard] (ダッシュボード) 上の新規作成ステートマシンに移動
し、[New execution] (新しい実行) を選択します。
実行が完了したら、[Visual workflow] (ビジュアルワークフロー) で状態を選択して、[Step details] (ス
テップ詳細) で、[Input] (入力) そして [Output] (出力) を参照できます。

ステートマシンのコード例
このサンプルプロジェクトのステートマシンは、AWS LambdaETLロジックを次のように渡すことで
InputPathこれらのリソースに直接アクセスし、Amazon Redshift データ API を使用して非同期に実行して
います。
このステートマシンの例を参照して、Step Functions による AWS Lambda と Amazon Redshift データ
API の制御方法を確認します。
AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。
{
"Comment": "A simple ETL workflow for loading dimension and fact tables",
"StartAt": "InitializeCheckCluster",
"States": {
"InitializeCheckCluster": {
"Type": "Pass",
"Next": "GetStateOfCluster",
"Result": {
"input": {
"redshift_cluster_id": "cfn36-redshiftcluster-AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"operation": "status"
}
}
},
"GetStateOfCluster": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:CFN36-RedshiftOperationsAKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"TimeoutSeconds": 180,
"HeartbeatSeconds": 60,
"Next": "IsClusterAvailable",
"InputPath": "$",
"ResultPath": "$.clusterStatus"
},
"IsClusterAvailable": {
"Type": "Choice",
"Choices": [
{
"Variable": "$.clusterStatus",
"StringEquals": "available",
"Next": "InitializeBuildDB"
},
{
"Variable": "$.clusterStatus",
"StringEquals": "paused",
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"Next": "InitializeResumeCluster"
},
{
"Variable": "$.clusterStatus",
"StringEquals": "unavailable",
"Next": "ClusterUnavailable"
},
{
"Variable": "$.clusterStatus",
"StringEquals": "resuming",
"Next": "ClusterWait"
}

]
},
"ClusterWait": {
"Type": "Wait",
"Seconds": 720,
"Next": "InitializeCheckCluster"
},
"InitializeResumeCluster": {
"Type": "Pass",
"Next": "ResumeCluster",
"Result": {
"input": {
"redshift_cluster_id": "cfn36-redshiftcluster-AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"operation": "resume"
}
}
},
"ResumeCluster": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:CFN36-RedshiftOperationsAKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"TimeoutSeconds": 180,
"HeartbeatSeconds": 60,
"Next": "ClusterWait",
"InputPath": "$",
"ResultPath": "$"
},
"InitializeBuildDB": {
"Type": "Pass",
"Next": "BuildDB",
"Result": {
"input": {
"redshift_cluster_id": "cfn36-redshiftcluster-AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"redshift_database": "dev",
"redshift_user": "awsuser",
"redshift_schema": "tpcds",
"action": "build_database",
"sql_statement": [
"create schema if not exists {0} authorization {1};",
"create table if not exists {0}.customer",
"(c_customer_sk
int4
not null encode az64",
",c_customer_id
char(16) not null encode zstd",
",c_current_addr_sk
int4
encode az64",
",c_first_name
char(20)
encode zstd",
",c_last_name
char(30)
encode zstd",
",primary key (c_customer_sk)",
") distkey(c_customer_sk);",
"--",
"create table if not exists {0}.customer_address",
"(ca_address_sk
int4
not null encode az64",
",ca_address_id
char(16) not null encode zstd",
",ca_state
char(2)
encode zstd",
",ca_zip
char(10)
encode zstd",
",ca_country
varchar(20)
encode zstd",
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}

]

",primary key (ca_address_sk)",
") distkey(ca_address_sk);",
"--",
"create table if not exists {0}.date_dim",
"(d_date_sk
integer not null encode az64",
",d_date_id
char(16) not null encode zstd",
",d_date
date
encode az64",
",d_day_name
char(9)
encode zstd",
",primary key (d_date_sk)",
") diststyle all;",
"--",
"create table if not exists {0}.item",
"(i_item_sk
int4
not null encode az64",
",i_item_id
char(16) not null encode zstd",
",i_rec_start_date date
encode az64",
",i_rec_end_date
date
encode az64",
",i_current_price numeric(7,2)
encode az64",
",i_category
char(50)
encode zstd",
",i_product_name
char(50)
encode zstd",
",primary key (i_item_sk)",
") distkey(i_item_sk) sortkey(i_category);",
"--",
"create table if not exists {0}.store_sales",
"(ss_sold_date_sk
int4",
",ss_item_sk
int4 not null encode az64",
",ss_customer_sk
int4
encode az64",
",ss_addr_sk
int4
encode az64",
",ss_store_sk
int4
encode az64",
",ss_ticket_number
int8 not null encode az64",
",ss_quantity
int4
encode az64",
",ss_net_paid
numeric(7,2) encode az64",
",ss_net_profit
numeric(7,2) encode az64",
",primary key (ss_item_sk, ss_ticket_number)",
") distkey(ss_item_sk) sortkey(ss_sold_date_sk);"

}
},
"BuildDB": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:CFN36-RedshiftDataApiAIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"TimeoutSeconds": 180,
"HeartbeatSeconds": 60,
"Next": "GetBuildDBStatus",
"InputPath": "$",
"ResultPath": "$"
},
"GetBuildDBStatus": {
"Type": "Task",
"Next": "CheckBuildDBStatus",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:CFN36-RedshiftDataApiAIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"TimeoutSeconds": 180,
"HeartbeatSeconds": 60,
"InputPath": "$",
"ResultPath": "$.status"
},
"CheckBuildDBStatus": {
"Type": "Choice",
"Choices": [
{
"Variable": "$.status",
"StringEquals": "FAILED",
"Next": "FailBuildDB"
},
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{

"Variable": "$.status",
"StringEquals": "FINISHED",
"Next": "InitializeBaselineData"

}
],
"Default": "BuildDBWait"
},
"BuildDBWait": {
"Type": "Wait",
"Seconds": 15,
"Next": "GetBuildDBStatus"
},
"FailBuildDB": {
"Type": "Fail",
"Cause": "Database Build Failed",
"Error": "Error"
},
"InitializeBaselineData": {
"Type": "Pass",
"Next": "LoadBaselineData",
"Result": {
"input": {
"redshift_cluster_id": "cfn36-redshiftcluster-AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"redshift_database": "dev",
"redshift_user": "awsuser",
"redshift_schema": "tpcds",
"action": "load_baseline_data",
"sql_statement": [
"begin transaction;",
"truncate table {0}.customer;",
"insert into {0}.customer
(c_customer_sk,c_customer_id,c_current_addr_sk,c_first_name,c_last_name)",
"values",
"(7550,'AAAAAAAAOHNBAAAA',9264662,'Michelle','Deaton'),",
"(37079,'AAAAAAAAHNAJAAAA',13971208,'Michael','Simms'),",
"(40626,'AAAAAAAACLOJAAAA',1959255,'Susan','Ryder'),",
"(2142876,'AAAAAAAAMJCLACAA',7644556,'Justin','Brown');",
"analyze {0}.customer;",
"--",
"truncate table {0}.customer_address;",
"insert into {0}.customer_address
(ca_address_sk,ca_address_id,ca_state,ca_zip,ca_country)",
"values",
"(13971208,'AAAAAAAAIAPCFNAA','NE','63451','United States'),",
"(7644556,'AAAAAAAAMIFKEHAA','SD','58883','United States'),",
"(9264662,'AAAAAAAAGBOFNIAA','CA','99310','United States');",
"analyze {0}.customer_address;",
"--",
"truncate table {0}.item;",
"insert into {0}.item
(i_item_sk,i_item_id,i_rec_start_date,i_rec_end_date,i_current_price,i_category,i_product_name)",
"values",
"(3417,'AAAAAAAAIFNAAAAA','1997-10-27',NULL,14.29,'Electronics','ationoughtesepri '),",
"(9615,'AAAAAAAAOIFCAAAA','1997-10-27',NULL,9.68,'Home','antioughtcallyn
st'),",
"(3693,'AAAAAAAAMGOAAAAA','2001-03-12',NULL,2.10,'Men','prin stcallypri'),",
"(3630,'AAAAAAAAMCOAAAAA','2001-10-27',NULL,2.95,'Electronics','barpricallypri'),",
"(16506,'AAAAAAAAIHAEAAAA','2001-10-27',NULL,3.85,'Home','callybaranticallyought'),",
"(7866,'AAAAAAAAILOBAAAA','2001-10-27',NULL,12.60,'Jewelry','callycallyeingation');",
"--",
"analyze {0}.item;",
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}

]

"truncate table {0}.date_dim;",
"insert into {0}.date_dim (d_date_sk,d_date_id,d_date,d_day_name)",
"values",
"(2450521,'AAAAAAAAJFEGFCAA','1997-03-13','Thursday'),",
"(2450749,'AAAAAAAANDFGFCAA','1997-10-27','Monday'),",
"(2451251,'AAAAAAAADDHGFCAA','1999-03-13','Saturday'),",
"(2451252,'AAAAAAAAEDHGFCAA','1999-03-14','Sunday'),",
"(2451981,'AAAAAAAANAKGFCAA','2001-03-12','Monday'),",
"(2451982,'AAAAAAAAOAKGFCAA','2001-03-13','Tuesday'),",
"(2452210,'AAAAAAAACPKGFCAA','2001-10-27','Saturday'),",
"(2452641,'AAAAAAAABKMGFCAA','2003-01-01','Wednesday'),",
"(2452642,'AAAAAAAACKMGFCAA','2003-01-02','Thursday');",
"--",
"analyze {0}.date_dim;",
"-- commit and End transaction",
"commit;",
"end transaction;"

}
},
"LoadBaselineData": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:CFN36-RedshiftDataApiAIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"TimeoutSeconds": 180,
"HeartbeatSeconds": 60,
"Next": "GetBaselineData",
"InputPath": "$",
"ResultPath": "$"
},
"GetBaselineData": {
"Type": "Task",
"Next": "CheckBaselineData",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:CFN36-RedshiftDataApiAIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"TimeoutSeconds": 180,
"HeartbeatSeconds": 60,
"InputPath": "$",
"ResultPath": "$.status"
},
"CheckBaselineData": {
"Type": "Choice",
"Choices": [
{
"Variable": "$.status",
"StringEquals": "FAILED",
"Next": "FailLoadBaselineData"
},
{
"Variable": "$.status",
"StringEquals": "FINISHED",
"Next": "ParallelizeDimensionLoadJob"
}
],
"Default": "BaselineDataWait"
},
"BaselineDataWait": {
"Type": "Wait",
"Seconds": 20,
"Next": "GetBaselineData"
},
"FailLoadBaselineData": {
"Type": "Fail",
"Cause": "Load Baseline Data Failed",
"Error": "Error"
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},
"ParallelizeDimensionLoadJob": {
"Type": "Parallel",
"Next": "InitializeSalesFactLoadJob",
"ResultPath": "$.status",
"Branches": [
{
"StartAt": "InitializeCustomerAddressDimensionLoadJob",
"States": {
"InitializeCustomerAddressDimensionLoadJob": {
"Type": "Pass",
"Next": "ExecuteCustomerAddressDimensionLoadJob",
"Result": {
"input": {
"redshift_cluster_id": "cfn36-redshiftcluster-AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"redshift_database": "dev",
"redshift_user": "awsuser",
"redshift_schema": "tpcds",
"action": "load_customer_address",
"sql_statement": [
"begin transaction;",
"/* Create a staging table to hold the input data. Staging table is
created with BACKUP NO option for faster inserts and also data temporary */",
"drop table if exists {0}.stg_customer_address;",
"create table if not exists {0}.stg_customer_address",
"(ca_address_id
varchar(16) encode zstd",
",ca_state
varchar(2)
encode zstd",
",ca_zip
varchar(10) encode zstd",
",ca_country
varchar(20) encode zstd",
")",
"backup no",
"diststyle even;",
"/* Ingest data from source */",
"insert into {0}.stg_customer_address
(ca_address_id,ca_state,ca_zip,ca_country)",
"values",
"('AAAAAAAACFBBAAAA','NE','','United States'),",
"('AAAAAAAAGAEFAAAA','NE','61749','United States'),",
"('AAAAAAAAPJKKAAAA','OK','','United States'),",
"('AAAAAAAAMIHGAAAA','AL','','United States');",
"/* Perform UPDATE for existing data with refreshed attribute values
*/",
"update {0}.customer_address",
"
set ca_state = stg_customer_address.ca_state,",
"
ca_zip = stg_customer_address.ca_zip,",
"
ca_country = stg_customer_address.ca_country",
" from {0}.stg_customer_address",
" where customer_address.ca_address_id =
stg_customer_address.ca_address_id;",
"/* Perform insert for new rows */",
"insert into {0}.customer_address",
"(ca_address_sk",
",ca_address_id",
",ca_state",
",ca_zip",
",ca_country",
")",
"with max_customer_address_sk as",
"(select max(ca_address_sk) max_ca_address_sk",
"from {0}.customer_address)",
"select row_number() over (order by stg_customer_address.ca_address_id)
+ max_customer_address_sk.max_ca_address_sk as ca_address_sk",
",stg_customer_address.ca_address_id",
",stg_customer_address.ca_state",
",stg_customer_address.ca_zip",
",stg_customer_address.ca_country",
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"from {0}.stg_customer_address,",
"max_customer_address_sk",
"where stg_customer_address.ca_address_id not in (select
customer_address.ca_address_id from {0}.customer_address);",
"/* Commit and End transaction */",
"commit;",
"end transaction;"
]
}
}
},
"ExecuteCustomerAddressDimensionLoadJob": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:CFN36RedshiftDataApi-AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"TimeoutSeconds": 180,
"HeartbeatSeconds": 60,
"Next": "GetCustomerAddressDimensionLoadStatus",
"InputPath": "$",
"ResultPath": "$"
},
"GetCustomerAddressDimensionLoadStatus": {
"Type": "Task",
"Next": "CheckCustomerAddressDimensionLoadStatus",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:CFN36RedshiftDataApi-AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"TimeoutSeconds": 180,
"HeartbeatSeconds": 60,
"InputPath": "$",
"ResultPath": "$.status"
},
"CheckCustomerAddressDimensionLoadStatus": {
"Type": "Choice",
"Choices": [
{
"Variable": "$.status",
"StringEquals": "FAILED",
"Next": "FailCustomerAddressDimensionLoad"
},
{
"Variable": "$.status",
"StringEquals": "FINISHED",
"Next": "CompleteCustomerAddressDimensionLoad"
}
],
"Default": "CustomerAddressWait"
},
"CustomerAddressWait": {
"Type": "Wait",
"Seconds": 5,
"Next": "GetCustomerAddressDimensionLoadStatus"
},
"CompleteCustomerAddressDimensionLoad": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:CFN36RedshiftDataApi-AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"TimeoutSeconds": 180,
"HeartbeatSeconds": 60,
"End": true
},
"FailCustomerAddressDimensionLoad": {
"Type": "Fail",
"Cause": "ETL Workflow Failed",
"Error": "Error"
}
}
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},
{
"StartAt": "InitializeItemDimensionLoadJob",
"States": {
"InitializeItemDimensionLoadJob": {
"Type": "Pass",
"Next": "ExecuteItemDimensionLoadJob",
"Result": {
"input": {
"redshift_cluster_id": "cfn36-redshiftcluster-AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"redshift_database": "dev",
"redshift_user": "awsuser",
"redshift_schema": "tpcds",
"action": "load_item",
"sql_statement": [
"begin transaction;",
"/* Create a staging table to hold the input data. Staging table is
created with BACKUP NO option for faster inserts and also data temporary */",
"drop table if exists {0}.stg_item;",
"create table if not exists {0}.stg_item",
"(i_item_id
varchar(16) encode zstd",
",i_rec_start_date date encode zstd",
",i_rec_end_date
date encode zstd",
",i_current_price numeric(7,2) encode zstd",
",i_category
varchar(50) encode zstd",
",i_product_name
varchar(50) encode zstd",
")",
"backup no",
"diststyle even;",
"/* Ingest data from source */",
"insert into {0}.stg_item",
"(i_item_id,i_rec_start_date,i_rec_end_date,i_current_price,i_category,i_product_name)",
"values",
"('AAAAAAAAABJBAAAA','2000-10-27',NULL,4.10,'Books','ationoughtesecally'),",
"('AAAAAAAAOPKBAAAA','2001-10-27',NULL,4.22,'Books','ableoughtn
stcally'),",
"('AAAAAAAAHGPAAAAA','1997-10-27',NULL,29.30,'Books','priesen
stpri'),",
"('AAAAAAAAICMAAAAA','2001-10-27',NULL,1.93,'Books','eseoughtoughtpri'),",
"('AAAAAAAAGPGBAAAA','2001-10-27',NULL,9.96,'Books','bareingeinganti'),",
"('AAAAAAAANBEBAAAA','1997-10-27',NULL,2.25,'Music','n
steseoughtanti'),",
"('AAAAAAAACLAAAAAA','2001-10-27',NULL,1.71,'Home','bareingought'),",

"('AAAAAAAAOBBDAAAA','2001-10-27',NULL,5.55,'Books','callyationantiableought');",
"/
*******************************************************************************************************
"** Type 2 is maintained for i_current_price column.",
"** Update all attributes for the item when the price is not changed",
"** Sunset existing active item record with current i_rec_end_date and
insert a new record when the price does not match",

"*****************************************************************************************************
"update {0}.item",
"
set i_category = stg_item.i_category,",
"
i_product_name = stg_item.i_product_name",
" from {0}.stg_item",
" where item.i_item_id = stg_item.i_item_id",
"
and item.i_rec_end_date is null",
"
and item.i_current_price = stg_item.i_current_price;",
"insert into {0}.item",
"(i_item_sk",
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",i_item_id",
",i_rec_start_date",
",i_rec_end_date",
",i_current_price",
",i_category",
",i_product_name",
")",
"with max_item_sk as",
"(select max(i_item_sk) max_item_sk",
"
from {0}.item)",
"select row_number() over (order by stg_item.i_item_id) + max_item_sk

as i_item_sk",

}

]

"
,stg_item.i_item_id",
"
,trunc(sysdate) as i_rec_start_date",
"
,null as i_rec_end_date",
"
,stg_item.i_current_price",
"
,stg_item.i_category",
"
,stg_item.i_product_name",
" from {0}.stg_item, {0}.item, max_item_sk",
" where item.i_item_id = stg_item.i_item_id",
"
and item.i_rec_end_date is null",
"
and item.i_current_price <> stg_item.i_current_price;",
"/* Sunset penultimate records that were inserted as type 2 */",
"update {0}.item",
"
set i_rec_end_date = trunc(sysdate)",
" from {0}.stg_item",
" where item.i_item_id = stg_item.i_item_id",
"
and item.i_rec_end_date is null",
"
and item.i_current_price <> stg_item.i_current_price;",
"/* Commit and End transaction */",
"commit;",
"end transaction;"

}
},
"ExecuteItemDimensionLoadJob": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:CFN36RedshiftDataApi-AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"TimeoutSeconds": 180,
"HeartbeatSeconds": 60,
"Next": "GetItemDimensionLoadStatus",
"InputPath": "$",
"ResultPath": "$"
},
"GetItemDimensionLoadStatus": {
"Type": "Task",
"Next": "CheckItemDimensionLoadStatus",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:CFN36RedshiftDataApi-AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"TimeoutSeconds": 180,
"HeartbeatSeconds": 60,
"InputPath": "$",
"ResultPath": "$.status"
},
"CheckItemDimensionLoadStatus": {
"Type": "Choice",
"Choices": [
{
"Variable": "$.status",
"StringEquals": "FAILED",
"Next": "FailItemDimensionLoad"
},
{
"Variable": "$.status",
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"StringEquals": "FINISHED",
"Next": "CompleteItemDimensionLoad"

}
],
"Default": "ItemWait"
},
"ItemWait": {
"Type": "Wait",
"Seconds": 5,
"Next": "GetItemDimensionLoadStatus"
},
"CompleteItemDimensionLoad": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:CFN36RedshiftDataApi-AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"TimeoutSeconds": 180,
"HeartbeatSeconds": 60,
"End": true
},
"FailItemDimensionLoad": {
"Type": "Fail",
"Cause": "ETL Workflow Failed",
"Error": "Error"
}
}
}
]
},
"InitializeSalesFactLoadJob": {
"Type": "Pass",
"Next": "ExecuteSalesFactLoadJob",
"Result": {
"input": {
"redshift_cluster_id": "cfn36-redshiftcluster-AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"redshift_database": "dev",
"redshift_user": "awsuser",
"redshift_schema": "tpcds",
"snapshot_date": "2003-01-02",
"action": "load_sales_fact",
"sql_statement": [
"begin transaction;",
"/* Create a stg_store_sales staging table */",
"drop table if exists {0}.stg_store_sales;",
"create table {0}.stg_store_sales",
"(sold_date
date encode zstd",
",i_item_id
varchar(16) encode zstd",
",c_customer_id
varchar(16) encode zstd",
",ca_address_id
varchar(16) encode zstd",
",ss_ticket_number
integer encode zstd",
",ss_quantity
integer encode zstd",
",ss_net_paid
numeric(7,2) encode zstd",
",ss_net_profit
numeric(7,2) encode zstd",
")",
"backup no",
"diststyle even;",
"/* Ingest data from source */",
"insert into {0}.stg_store_sales",

"(sold_date,i_item_id,c_customer_id,ca_address_id,ss_ticket_number,ss_quantity,ss_net_paid,ss_net_prof
"values",
"('2003-01-02','AAAAAAAAIFNAAAAA','AAAAAAAAOHNBAAAA','AAAAAAAAGBOFNIAA',1403191,13,5046.37,150.97),",

"('2003-01-02','AAAAAAAAIFNAAAAA','AAAAAAAAOHNBAAAA','AAAAAAAAGBOFNIAA',1403191,13,2103.72,-124.08),",

"('2003-01-02','AAAAAAAAILOBAAAA','AAAAAAAAOHNBAAAA','AAAAAAAAGBOFNIAA',1403191,13,959.10,-1304.70),",
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"('2003-01-02','AAAAAAAAILOBAAAA','AAAAAAAAHNAJAAAA','AAAAAAAAIAPCFNAA',1403191,13,962.65,-475.80),",
"('2003-01-02','AAAAAAAAMCOAAAAA','AAAAAAAAHNAJAAAA','AAAAAAAAIAPCFNAA',1201746,17,111.60,-241.65),",

"('2003-01-02','AAAAAAAAMCOAAAAA','AAAAAAAAHNAJAAAA','AAAAAAAAIAPCFNAA',1201746,17,4013.02,-1111.48),"

"('2003-01-02','AAAAAAAAMCOAAAAA','AAAAAAAAMJCLACAA','AAAAAAAAMIFKEHAA',1201746,17,2689.12,-5572.28),"
"('2003-01-02','AAAAAAAAMGOAAAAA','AAAAAAAAMJCLACAA','AAAAAAAAMIFKEHAA',193971,18,1876.89,-556.35);",
"/* Delete any rows from target store_sales for the input date for idempotency
*/",
"delete from {0}.store_sales where ss_sold_date_sk in (select d_date_sk from
{0}.date_dim where d_date='{1}');",
"/* Insert data from staging table to the target table */",
"insert into {0}.store_sales",
"(ss_sold_date_sk",
",ss_item_sk",
",ss_customer_sk",
",ss_addr_sk",
",ss_ticket_number",
",ss_quantity",
",ss_net_paid",
",ss_net_profit",
")",
"select date_dim.d_date_sk ss_sold_date_sk",
"
,item.i_item_sk ss_item_sk",
"
,customer.c_customer_sk ss_customer_sk",
"
,customer_address.ca_address_sk ss_addr_sk",
"
,ss_ticket_number",
"
,ss_quantity",
"
,ss_net_paid",
"
,ss_net_profit",
" from {0}.stg_store_sales as store_sales",
" inner join {0}.date_dim on store_sales.sold_date = date_dim.d_date",
" left join {0}.item on store_sales.i_item_id = item.i_item_id and
item.i_rec_end_date is null",
" left join {0}.customer on store_sales.c_customer_id =
customer.c_customer_id",
" left join {0}.customer_address on store_sales.ca_address_id =
customer_address.ca_address_id;",
"/* Drop staging table */",
"drop table if exists {0}.stg_store_sales;",
"/* Commit and End transaction */",
"commit;",
"end transaction;"
]
}
}
},
"ExecuteSalesFactLoadJob": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:CFN36-RedshiftDataApiAIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"TimeoutSeconds": 180,
"HeartbeatSeconds": 60,
"Next": "GetSalesFactLoadStatus",
"InputPath": "$",
"ResultPath": "$"
},
"GetSalesFactLoadStatus": {
"Type": "Task",
"Next": "CheckSalesFactLoadStatus",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:CFN36-RedshiftDataApiAIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"TimeoutSeconds": 180,
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"HeartbeatSeconds": 60,
"InputPath": "$",
"ResultPath": "$.status"
},
"CheckSalesFactLoadStatus": {
"Type": "Choice",
"Choices": [
{
"Variable": "$.status",
"StringEquals": "FAILED",
"Next": "FailSalesFactLoad"
},
{
"Variable": "$.status",
"StringEquals": "FINISHED",
"Next": "SalesETLPipelineComplete"
}
],
"Default": "SalesWait"
},
"SalesWait": {
"Type": "Wait",
"Seconds": 5,
"Next": "GetSalesFactLoadStatus"
},
"FailSalesFactLoad": {
"Type": "Fail",
"Cause": "ETL Workflow Failed",
"Error": "Error"
},
"ClusterUnavailable": {
"Type": "Fail",
"Cause": "Redshift cluster is not available",
"Error": "Error"
},
"SalesETLPipelineComplete": {
"Type": "Pass",
"Next": "ValidateSalesMetric",
"Result": {
"input": {
"redshift_cluster_id": "cfn36-redshiftcluster-AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"redshift_database": "dev",
"redshift_user": "awsuser",
"redshift_schema": "tpcds",
"snapshot_date": "2003-01-02",
"action": "validate_sales_metric",
"sql_statement": [
"select 1/count(1) from {0}.store_sales where ss_sold_date_sk in (select
d_date_sk from {0}.date_dim where d_date='{1}')"
]
}
}
},
"ValidateSalesMetric": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:CFN36-RedshiftDataApiAIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"TimeoutSeconds": 180,
"HeartbeatSeconds": 60,
"Next": "GetValidateSalesMetricStatus",
"InputPath": "$",
"ResultPath": "$"
},
"GetValidateSalesMetricStatus": {
"Type": "Task",
"Next": "CheckValidateSalesMetricStatus",
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"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:CFN36-RedshiftDataApiAIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"TimeoutSeconds": 180,
"HeartbeatSeconds": 60,
"InputPath": "$",
"ResultPath": "$.status"
},
"CheckValidateSalesMetricStatus": {
"Type": "Choice",
"Choices": [
{
"Variable": "$.status",
"StringEquals": "FAILED",
"Next": "FailSalesMetricValidation"
},
{
"Variable": "$.status",
"StringEquals": "FINISHED",
"Next": "DataValidationComplete"
}
],
"Default": "SalesValidationWait"
},
"SalesValidationWait": {
"Type": "Wait",
"Seconds": 5,
"Next": "GetValidateSalesMetricStatus"
},
"FailSalesMetricValidation": {
"Type": "Fail",
"Cause": "Data Validation Failed",
"Error": "Error"
},
"DataValidationComplete": {
"Type": "Pass",
"Next": "InitializePauseCluster"
},
"InitializePauseCluster": {
"Type": "Pass",
"Next": "PauseCluster",
"Result": {
"input": {
"redshift_cluster_id": "cfn36-redshiftcluster-AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"operation": "pause"
}
}
},
"PauseCluster": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:CFN36-RedshiftOperationsAKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"TimeoutSeconds": 180,
"HeartbeatSeconds": 60,
"Next": "PauseClusterWait",
"InputPath": "$",
"ResultPath": "$.clusterStatus",
"Catch": [
{
"ErrorEquals": [
"States.ALL"
],
"Next": "ClusterPausedComplete"
}
]
},
"InitializeCheckPauseCluster": {
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"Type": "Pass",
"Next": "GetStateOfPausedCluster",
"Result": {
"input": {
"redshift_cluster_id": "cfn36-redshiftcluster-AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"operation": "status"
}
}
},
"GetStateOfPausedCluster": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:CFN36-RedshiftOperationsAKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"TimeoutSeconds": 180,
"HeartbeatSeconds": 60,
"Next": "IsClusterPaused",
"InputPath": "$",
"ResultPath": "$.clusterStatus"
},
"IsClusterPaused": {
"Type": "Choice",
"Choices": [
{
"Variable": "$.clusterStatus",
"StringEquals": "available",
"Next": "InitializePauseCluster"
},
{
"Variable": "$.clusterStatus",
"StringEquals": "paused",
"Next": "ClusterPausedComplete"
},
{
"Variable": "$.clusterStatus",
"StringEquals": "unavailable",
"Next": "ClusterUnavailable"
},
{
"Variable": "$.clusterStatus",
"StringEquals": "resuming",
"Next": "PauseClusterWait"
}
]
},
"PauseClusterWait": {
"Type": "Wait",
"Seconds": 720,
"Next": "InitializeCheckPauseCluster"
},
"ClusterPausedComplete": {
"Type": "Pass",
"End": true
}
}
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

IAM の例
サンプルプロジェクトで生成されたこれらの AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの例
には、ステートマシンおよび関連リソースを実行するために必要な最小特権が含まれています。IAM ポリ
シーで必要なアクセス許可のみを含めることをお勧めします。
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{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:CFN36-RedshiftDataApiAIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:CFN36-RedshiftOperationsAKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
],
"Effect": "Allow"
}
]
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

Step Functions の使用と エラー処理を伴う AWS
Batch
このサンプルプロジェクトでは、Step Functions を使用して、エラー処理、さまざまな状態タイプ、AWS
Batch と Amazon SNS を使ったバッチジョブ実行方法を示します。このサンプルプロジェクトをデプロイ
すると、AWS Step Functions ステートマシン、AWS Batch ジョブ、および Amazon SNS トピックが作成
されます。
このプロジェクトでは、Step Functions は、ステートマシンを使用して、AWS Batch ジョブを同期的に
呼び出します。その後、ジョブが成功または失敗するまで待機し、ジョブが成功または失敗する時にメッ
セージを含む Amazon SNS トピックを送信します。

ステートマシンを作成してリソースをプロビジョンす
る
1.

AWS Batch と Amazon SNSを使用したエラー処理と Amazon SNS サンプルプロジェクトを開きま
す。ステートマシン [Code] (コード) と [Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー) が表示されます。

2.

[Next] (次へ) を選択します。
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[Deploy and run] (デプロイと実行) ページを表示し、作成されるリソースを示します。このサンプルプ
ロジェクトでは、以下のリソースが含まれます。
• AWS Batch ジョブ
• 1 つの Amazon SNS トピック
3.

[Deploy Resources] (リソースのデプロイ) を選択します。

Note
これらのリソースおよび関連する IAM 許可が作成されるまで、最大 10 分かかることがあり
ます。[Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されている場合は、[Stack ID]
(スタック ID) リンクを開いて、プロビジョンされているリソースを表示することができま
す。

新しい実行のスタート
1.

[New execution] (新しい実行) ページで、実行名を入力し (オプション)、[Start Execution] (実行のス
タート) を選択します。

2.

(オプション) 実行を識別しやすくするために、名前ボックスに移動するとそのように表示されます。
デフォルトでは、Step Functions は自動的に一意の実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ名
を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しません。CloudWatch。確実に
追跡できるようCloudWatchメトリクスを選択するには、ASCII 文字のみを使用する名前を選
択します。
3.

必要に応じて、Step Functions [Dashboard] (ダッシュボード) 上にある新しく作成されたステートマシ
ンに移動し、[New execution] (新しい実行) を選択します。

4.

実行が完了したら、[Visual workflow] (ビジュアルワークフロー) で状態を選択して、[Step details] (ス
テップ詳細) で、[Input] (入力) そして [Output] (出力) を参照できます。

ステートマシンのコード例
このサンプルオブジェクトのステートマシンは、パラメータを直接リソースに渡すことで、AWS Batch お
よび Amazon SNS と統合します。
このステートマシンの例を参照して、Resource フィールドの Amazon リソースネーム (ARN) に接続
し、Parameters をサービス API に渡すことで、Step Functions が AWS Batch と Amazon SNS を制御す
る方法を確認します。
AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。
{

"Comment": "An example of the Amazon States Language for notification on an AWS Batch job
completion",
"StartAt": "Submit Batch Job",
"TimeoutSeconds": 3600,
"States": {
"Submit Batch Job": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::batch:submitJob.sync",
"Parameters": {
"JobName": "BatchJobNotification",
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"JobQueue": "arn:aws:batch:us-west-2:123456789012:job-queue/
BatchJobQueue-123456789abcdef",
"JobDefinition": "arn:aws:batch:us-west-2:123456789012:job-definition/
BatchJobDefinition-123456789abcdef:1"
},
"Next": "Notify Success",
"Retry": [
{
"ErrorEquals": [
"States.ALL"
],
"IntervalSeconds": 30,
"MaxAttempts": 2,
"BackoffRate": 1.5
}
],
"Catch": [
{
"ErrorEquals": [ "States.ALL" ],
"Next": "Notify Failure"
}
]
},
"Notify Success": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::sns:publish",
"Parameters": {
"Message": "Batch job submitted through Step Functions succeeded",
"TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:StepFunctionsSampleBatchJobManagement12345678-9abc-def0-1234-567890abcdef-SNSTopic-A2B3C4D5E6F7G"
},
"End": true
},
"Notify Failure": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::sns:publish",
"Parameters": {
"Message": "Batch job submitted through Step Functions failed",
"TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:StepFunctionsSampleBatchJobManagement12345678-9abc-def0-1234-567890abcdef-SNSTopic-A2B3C4D5E6F7G"
},
"End": true
}
}
}

IAM の例
サンプルプロジェクトで生成されたこれらの AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの例
には、ステートマシンおよび関連リソースを実行するために必要な最小特権が含まれています。IAM ポリ
シーで必要なアクセス許可のみを含めることをお勧めします。

Example BatchJobNotificationAccessPolicy
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"sns:Publish"
],
"Resource": [
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"arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:StepFunctionsSampleBatchJobManagement12345678-9abc-def0-1234-567890abcdef-SNSTopic-A2B3C4D5E6F7G"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"batch:SubmitJob",
"batch:DescribeJobs",
"batch:TerminateJob"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"events:PutTargets",
"events:PutRule",
"events:DescribeRule"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:us-west-2:123456789012:rule/
StepFunctionsGetEventsForBatchJobsRule"
],
"Effect": "Allow"
}
]
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

ファンアウトと AWS Batch ジョブ
このサンプルプロジェクトは、Step Functions のマップステートを使用して AWS Batch ジョブをファンア
ウトする方法を示しています。このサンプルプロジェクトをデプロイすると、AWS Step Functions ステー
トマシン、Lambda 関数、AWS Batch ジョブキューが作成されます。
このプロジェクトでは、Step Functions はステートマシンを使用して Lambda 関数を呼び出して、単純な
前処理を行い、マップ状態を使用して複数の AWS Batch ジョブを並行して実行します。

ステートマシンを作成してリソースをプロビジョンす
る
1.

[Fan out an AWS Batch job] ( ジョブをファンアウト) サンプルプロジェクトを開きます。ステートマ
シン [Code] (コード) そして [Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー) が表示されます。
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2.

[Next] (次へ) を選択します。
[Deploy and run] (デプロイと実行) ページを表示し、作成されるリソースを示します。このサンプルプ
ロジェクトでは、以下のリソースが含まれます。
• AWS Batch ジョブキュー
• Lambda 関数

3.

[Deploy and run] (デプロイと実行) を選択します。

Note
これらのリソースおよび関連する IAM 許可が作成されるまで、最大 10 分かかることがあり
ます。[Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されている場合は、[Stack ID]
(スタック ID) リンクを開いて、プロビジョンされているリソースを表示することができま
す。

新しい実行のスタート
1.

[New execution] (新しい実行) ページで、実行名を入力し (オプション)、[Start Execution] (実行のス
タート) を選択します。

2.

(オプション) 実行を識別するには、名前ボックスに移動するとそのように表示されます。デフォルト
では、Step Functions は自動的に一意の実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ名
を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しませんCloudWatch。確実に追
跡できるようCloudWatchメトリクスを選択するには、ASCII 文字のみを使用する名前を選択
します。
3.

必要に応じて、Step Functions [Dashboard] (ダッシュボード) 上にある新しく作成されたステートマシ
ンに移動し、[New execution] (新しい実行) を選択します。
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4.

実行が完了したら、[Visual workflow] (ビジュアルワークフロー) で状態を選択して、[Step details] (ス
テップ詳細) で、[Input] (入力) そして [Output] (出力) を参照できます。

ステートマシンのコード例
このサンプルオブジェクトのステートマシンは、パラメータを直接リソースに渡すことで、AWS Batch お
よび Amazon SNS と統合します。
このステートマシンの例を参照して、Resource フィールドの Amazon リソースネーム (ARN) に接続
し、Parameters をサービス API に渡すことで、Step Functions が AWS Batch と Amazon SNS を制御す
る方法を確認します。
AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。
{

}

"Comment": "An example of the Amazon States Language for fanning out AWS Batch job",
"StartAt": "Generate batch job input",
"TimeoutSeconds": 3600,
"States": {
"Generate batch job input": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::lambda:invoke",
"OutputPath": "$.Payload",
"Parameters": {
"FunctionName": "<GENERATE_BATCH_JOB_INPUT_LAMBDA_FUNCTION_NAME>"
},
"Next": "Fan out batch jobs"
},
"Fan out batch jobs": {
"Comment": "Start multiple executions of batch job depending on pre-processed data",
"Type": "Map",
"End": true,
"ItemsPath": "$",
"Parameters": {
"BatchNumber.$": "$$.Map.Item.Value"
},
"Iterator": {
"StartAt": "Submit Batch Job",
"States": {
"Submit Batch Job": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::batch:submitJob.sync",
"Parameters": {
"JobName": "BatchJobFanOut",
"JobQueue": "<BATCH_QUEUE_ARN>",
"JobDefinition": "<BATCH_JOB_DEFINITION_ARN>"
},
"End": true
}
}
}
}
}

567

AWS Step Functions デベロッパーガイド
IAM の例

IAM の例
サンプルプロジェクトで生成されたこれらの AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの例
には、ステートマシンおよび関連リソースを実行するために必要な最小特権が含まれています。IAM ポリ
シーで必要なアクセス許可のみを含めることをお勧めします。

Example BatchJobFanOutAccessPolicy
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"batch:SubmitJob",
"batch:DescribeJobs",
"batch:TerminateJob"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"events:PutTargets",
"events:PutRule",
"events:DescribeRule"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:us-west-2:123456789012:rule/
StepFunctionsGetEventsForBatchJobsRule"
],
"Effect": "Allow"
}
]
}

Example InvokeGenerateBatchJobMapLambdaPolicy
{

"Statement": [
{
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": "arn:aws:lambda:uswest-2:123456789012:function:StepFunctionsSample-BatchJobFaGenerateBatchJobMap-444455556666",
"Effect": "Allow"
}
]
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。

Lambda を含む AWS Batch
このサンプルプロジェクトは、Step Functions を使用して、AWS Lambda を使ってデータを前処理
し、AWS Batch ジョブをオーケストレートする方法を示します。このサンプルプロジェクトをデプロイす
ると、AWS Step Functions ステートマシン、 Lambda 関数、および AWS Batch ジョブが作成されます。

568

AWS Step Functions デベロッパーガイド
ステートマシンを作成してリソースをプロビジョンする

このプロジェクトでは、Step Functions はステートマシンを使用して Lambda 関数を呼び出して、AWS
Batch ジョブが送信される前にシンプルな前処理を行います。前のジョブの結果/成功に応じて、複数の
ジョブが呼び出されることがあります。

ステートマシンを作成してリソースをプロビジョンす
る
1.

AWS Batch Lambda サンプルプロジェクトを開きます。
ステートマシン [Code] (コード) と [Visual Workflow] (ビジュアルワークフロー) が表示されます。

2.

[Next] (次へ) を選択します。
[Deploy and run] (デプロイと実行) ページを表示し、作成されるリソースを示します。このサンプルプ
ロジェクトでは、以下のリソースが含まれます。
• AWS Batch ジョブ
• Lambda 関数

3.

[Deploy Resources] (リソースのデプロイ) を選択します。

Note
これらのリソースおよび関連する IAM 許可が作成されるまで、最大 10 分かかることがあり
ます。[Deploy resources] (リソースのデプロイ) ページが表示されている場合は、[Stack ID]
(スタック ID) リンクを開いて、プロビジョンされているリソースを表示することができま
す。

新しい実行のスタート
1.

[New execution] (新しい実行) ページで、実行名を入力し (オプション)、[Start Execution] (実行のス
タート) を選択します。
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2.

(オプション) 実行を識別しやすくするために、名前ボックスに移動するとそのように表示されます。
デフォルトでは、Step Functions は自動的に一意の実行名を生成します。

Note
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、およびアクティビティ名
を作成できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機能しませんCloudWatch。確実に追
跡できるようCloudWatchメトリクスを選択するには、ASCII 文字のみを使用する名前を選択
します。
3.

必要に応じて、Step Functions [Dashboard] (ダッシュボード) 上にある新しく作成されたステートマシ
ンに移動し、[New execution] (新しい実行) を選択します。

4.

実行が完了したら、[Visual workflow] (ビジュアルワークフロー) で状態を選択して、[Step details] (ス
テップ詳細) で、[Input] (入力) そして [Output] (出力) を参照できます。

ステートマシンのコード例
このサンプルオブジェクトのステートマシンは、パラメータを直接リソースに渡すことで、AWS Batch お
よび Amazon SNS と統合します。
このステートマシンの例を参照して、Resource フィールドの Amazon リソースネーム (ARN) に接続
し、Parameters をサービス API に渡すことで、Step Functions が AWS Batch と Amazon SNS を制御す
る方法を確認します。
AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。
{

"Comment": "An example of the Amazon States Language for using batch job with preprocessing lambda",
"StartAt": "Generate batch job input",
"TimeoutSeconds": 3600,
"States": {
"Generate batch job input": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::lambda:invoke",
"OutputPath": "$.batch_input",
"Parameters": {
"FunctionName": "<GENERATE_BATCH_JOB_INPUT_LAMBDA_FUNCTION_NAME>"
},
"Next": "Submit Batch Job"
},
"Submit Batch Job": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::batch:submitJob.sync",
"Parameters": {
"JobName": "BatchJobFanOut",
"JobQueue": "<BATCH_QUEUE_ARN>",
"JobDefinition": "<BATCH_JOB_DEFINITION_ARN>",
"Parameters.$": "$.batch_input"
},
"End": true
}
}
}
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IAM の例
サンプルプロジェクトで生成されたこれらの AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの例
には、ステートマシンおよび関連リソースを実行するために必要な最小特権が含まれています。IAM ポリ
シーで必要なアクセス許可のみを含めることをお勧めします。

Example BatchJobWithLambdaAccessPolicy
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"sns:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:ManageBatchJob-SNSTopic-JHLYYG7AZPZI"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"batch:SubmitJob",
"batch:DescribeJobs",
"batch:TerminateJob"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"events:PutTargets",
"events:PutRule",
"events:DescribeRule"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:us-west-2:123456789012:rule/
StepFunctionsGetEventsForBatchJobsRule"
],
"Effect": "Allow"
}
]
}

Example InvokeGenerateBatchJobMapLambdaPolicy
{

"Statement": [
{
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": "arn:aws:lambda:uswest-2:123456789012:function:StepFunctionsSample-BatchWithLGenerateBatchJobMap-444455556666",
"Effect": "Allow"
}
]
}

他の AWS のサービスで Step Functions を使用する時に IAM を設定する方法の情報については、統合サー
ビスの IAM ポリシー (p. 629) を参照してください。
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クォータ
AWS Step Functions では特定のステートマシンのパラメータサイズに特定の期間中の API アクションの
数や、定義できるステートマシンの数など、クォータが設定されます。これらのクォータは、正しく設
定されていないステートマシンによりシステムのすべてのリソースが消費されないようにするために設
計されていますが、その多くはハードクォータではありません。AWS Management Console の [Support
Center] (サポートセンター) ページを使用して、リージョンごとに AWS Step Functions から提供される
リソースのクォータの引き上げをリクエストします。詳細については、AWS General Reference の AWS
Service Quotasを参照してください。

Note
ステートマシン実行の特定のステージまたはアクティビティの実行に長い時間がかかる場合は、
タイムアウトイベントを発生させるようにステートマシンのタイムアウトを設定できます。
トピック
• 一般的なクォータ (p. 572)
• アカウントに関連するクォータ (p. 573)
• 状態のスロットリングに関連するクォータ (p. 573)
• API アクションのスロットリングに関連するクォータ (p. 574)
• ステートマシンの実行に関連するクォータ (p. 574)
• タスクの実行に関連するクォータ (p. 575)
• その他のクォータ (p. 576)
• タグ付けに関連する制限 (p. 576)

一般的なクォータ
クォータ

説明

Step Functions の名前

ステートマシン、実行、アクティビティの名前は 1
～80 文字で、アカウントと AWS リージョンが一
意である必要があり、以下のものを含めることは
できません。
• 空白
• ワイルドカード文字 (? *)
• 角かっこ (< > { } [ ])
• 特殊文字 (: ; , \ | ^ ~ $ # % & ` ")
• 制御文字 (\\u0000 - \\u001f または \\u007f
- \\u009f)
ステートマシンのタイプが Express の場合、ス
テートマシンを複数回実行する際に同じ名前を指
定できます。Step Functions は、複数の実行が同
じ名前であっても、Express ステートマシンの実
行ごとに一意の実行 ARN を生成します。
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クォータ

説明
Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステー
トマシン、実行、およびアクティビティ名を作成
できます。これらの非 ASCII 名は Amazon では機
能しません CloudWatch。 CloudWatch メトリクス
を確実に追跡できるようにするには、ASCII 文字
のみを使用する名前を選択します。

アカウントに関連するクォータ
リソース

デフォルトのクォータ

引き上げ可能

登録済みステートマシンの最大
数

10,000

15,000

登録済みアクティビティの最大
数

10,000

数万

最大リクエストサイズ

リクエストあたり 1 MB。これは
Step Functions API リクエストあ
たりの合計データサイズで、リ
クエストヘッダーおよびその他
すべての関連リクエストデータ
を含みます。

ハードクォータ

アカウントあたりの最大オープ
ン実行数

AWSリージョンあ
百万
たり 1,000,000 回の
実行。これを超える
と、ExecutionLimitExceeded
エラーが発生します。Express
ワークフローには適用されませ
ん。

Synchronous Express Workflows
の同時実行

1,000〜3,700 (リージョンによっ
て異なる)

数万。Synchronous Express
Workflows は、既存のアカウ
ントの容量制限に影響しませ
ん。詳細については、「the
section called “同期および非同期
Express ワークフロー” (p. 22)」
を参照してください。

状態のスロットリングに関連するクォータ
Step Functions 状態の移行は、サービス帯域幅を維持するため、トークンのバケットスキームを使用して
スロットリングされます。標準ワークフロー と Express ワークフローには、状態遷移スロットリングが異
なります。標準ワークフロー はソフトクォータであり、引き上げることができます。

Note
StateTransitionサービスメトリックのスロットリングは AmazonExecutionThrottled
CloudWatch と同様に報告されます。詳細については、ExecutionThrottled CloudWatch メト
リクスを参照してください (p. 579)。
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Standard
サービスメトリク
ス

バケットサイズ

Express
補充レート/秒

バケットサイズ

補充レート/秒

StateTransition 5,000
— 米国東部 (バー
ジニア北部)、米国
西部 (オレゴン)、
欧州 (アイルラン
ド)

1,500

無制限

無制限

StateTransition 800
— その他のすべて
のリージョン

500

無制限

無制限

API アクションのスロットリングに関連するクォー
タ
一部の Step Functions API アクションは、サービスの帯域幅を維持するため、トークンのバケットスキー
ムを使用してスロットリングされます。これらのクォータはソフトクォータであり、引き上げることがで
きます。

Note
スロットリングクォータは 1 アカウント、AWS リージョンごとに行います。AWS Step
Functions によって、任意の時点でバケットサイズと補充レートの両方が上昇する可能性があ
ります。Synchronous Express 実行 API コールは、既存のアカウント容量制限には影響しませ
ん。Step Functions はオンデマンドで容量を提供し、ワークロードを持続しながら自動的に拡張
されますが、容量が利用可能になるまでワークロードの急増は抑制されるかもしれません。コス
トを抑制するために、これらのスロットリングレートに依存しないでください。
Standard

Express

API 名

バケットサイズ

補充レート/秒

バケットサイズ

補充レート/秒

StartExecution
— 米国東部 (バー
ジニア北部)、米国
西部 (オレゴン)、
欧州 (アイルラン
ド)

1,300

300

6,000

6,000

StartExecution
— その他のすべて
のリージョン

800

150

6,000

6,000

ステートマシンの実行に関連するクォータ
次の表では、ステートマシンの実行に関連するクォータについて説明しています。ステートマシンの実行
クォータは、変更できないハードクォータです。
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Quota

スタンダード

Express

最大実行時間

1 年. 実行が 1 年の
最大時間を超える場
合、States.Timeoutエラーで
失敗し、ExecutionsTimedOut
CloudWatch メトリクスを出力し
ます。

5 分。実行が 5 分の
最大時間を超える場
合、States.Timeoutエラーで
失敗し、ExecutionsTimedOut
CloudWatch メトリクスを出力し
ます。

実行履歴の最大サイズ

1 つのステートマシン実行履歴
に 25,000 件のイベントがあり
ます。実行履歴がこのクォータ
に達すると実行は失敗します。
これを回避するには、履歴の
クォータに到達しないようにす
る (p. 336) を参照してください

無制限。

最大実行アイドル時間

1 年 (最大実行時間によって制限
されます)

5 分 (最大実行時間によって制約
される)

実行履歴の保持時間

90 日間. この期間後は、実行
履歴の取得や表示はできませ
ん。Step Functions が保持するク
ローズした実行の数にはこれ以
上のクォータはありません。

実行履歴を表示するに
は、Amazon CloudWatch Logs
ログ記録を設定する必要が
あります。詳細については,
CloudWatch Logs を使用したロ
グ記録 (p. 595).

タスクの実行に関連するクォータ
次の表は、タスク実行に関連するクォータについて説明し、変更できないハードクォータです。
Quota

スタンダード

Express

最大タスク実行時間

1 年 (最大実行時間によって制限
されます)

5 分 (最大実行時間によって制約
される)

Step Functions がキューにタスク 1 年 (最大実行時間によって制限
を保持する最大時間
されます)

5 分 (最大実行時間によって制約
される)

Amazon リソースネーム (ARN)
あたりのアクティビティポー
ラー最大数

ARN あたりに
GetActivityTask を呼び出す
ポーラー数: 1,000 このクォータ
を超えるとこのエラーが表示さ
れます。「アクティビティタス
クで同時にポーリングするワー
カーの最大数に達しました」

Express ワークフローには適用さ
れません。

タスク、状態、実行の最大の入
力または出力サイズ

UTF-8 でエンコードされた文
字列としての 262,144 バイト
のデータ。このクォータは、タ
スクのスケジュール、状態の入
力、または実行の開始時に、タ
スク (アクティビティ、Lambda
関数、または統合サービス)、状

UTF-8 でエンコードされた文
字列としての 262,144 バイト
のデータ。このクォータは、タ
スクのスケジュール、状態の入
力、または実行の開始時に、タ
スク (アクティビティ、Lambda
関数、または統合サービス)、状
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Quota

スタンダード

Express

態または実行出力、入力データ
に影響します。

態または実行出力、入力データ
に影響します。

その他のクォータ
これらのクォータはソフトクォータであり、引き上げることができます。
In US East (N. Virginia), US West
(Oregon), and Europe (Ireland)

All other regions

API 名

バケットサイズ

補充レート/秒

バケットサイズ

補充レート/秒

CreateActivity

100

1

100

1

100
CreateStateMachine

1

100

1

100

1

100

1

100
DeleteStateMachine

1

100

1

DescribeActivity200

1

200

1

300
DescribeExecution

15

250

10

200
DescribeStateMachine

20

200

20

200
1
DescribeStateMachineForExecution

200

1

GetActivityTask 3,000

500

1,500

300

400
GetExecutionHistory

20

400

20

ListActivities

100

10

100

5

ListExecutions

200

5

100

2

100
ListStateMachines

5

100

5

100
ListTagsForResource

1

100

1

SendTaskFailure 3,000

500

1,500

300

3,000
SendTaskHeartbeat

500

1,500

300

SendTaskSuccess 3,000

500

1,500

300

StopExecution

1,000

200

500

25

TagResource

200

1

200

1

UntagResource

200

1

200

1

100
UpdateStateMachine

1

100

1

DeleteActivity

タグ付けに関連する制限
Step Functions リソースにタグ付けの場合は、次の制限に注意してください。
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Note
タグ付けの制限は、他のクォータと違って増やすことはできません。
制限

説明

リソースあたりのタグの最大数

50

キーの最大長

UTF-8 で 128 文字の Unicode 文字

値の最大長

UTF-8 で 256 文字の Unicode 文字

プレフィックスの制限

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。このプレフィックスは AWS
用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の付いたタグは、リ
ソースあたりのタグ数のクォータにカウントされ
ません。

文字の制限

タグに使用できるのは、Unicode 文字、数字、空
白、または _ . : / = + - @ のみです。
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AWS Step Functions でのログ記録と
モニタリング
ログ記録とモニタリングは、Step Functions および AWS ソリューションの信頼性、可用性、およびパ
フォーマンスを維持する上で重要な役割を果たします。Step Functions で使用できるツールが複数ありま
す。
トピック
• を使用した Step Fun CloudWatch (p. 578)
• EventBridge (CloudWatch Events (イベント) (p. 586)
• AWS CloudTrail を使用して Step Functions をログ記録 (p. 591)
• CloudWatch Logs を使用したログ記録 (p. 595)
• AWS X-Ray および Step Functions (p. 599)

を使用した Step Fun CloudWatch
モニタリングは、AWS Step Functions 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をより簡単にデバッグできるように、使用する AWS の
サービスからモニタリングデータを収集する必要があります。ただし、Step Functions のモニタリングを
スタートする前に、以下の質問に回答するモニタリング計画を作成する必要があります。
• 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利用しますか?
• 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、通常の Step Functions パフォーマンスのベースラインを環境に確立します。これを行
うには、さまざまな時間帯に、さまざまな負荷条件でパフォーマンスを測定します。Step Functions をモ
ニタリングするには、モニタリングデータの履歴を保存することを検討します。このデータを、最新のパ
フォーマンスデータと比較するベースラインとして使用し、通常のパフォーマンスのパターンやパフォー
マンスの異常を検出して、問題への対応を検討することができます。
例えば、Step Functions を使用すると、ハートビートのタイムアウトが原因で失敗したアクティビティや
AWS Lambda タスクの数をモニタリングできます。パフォーマンスが確立したベースラインを下回った場
合、ハートビート間隔を変更する必要が生じることがあります。
ベースラインを確立するには、少なくとも、次のメトリクスをモニタリングする必要があります。
• ActivitiesStarted
• ActivitiesTimedOut
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• ExecutionsStarted
• ExecutionsTimedOut
• LambdaFunctionsStarted
• LambdaFunctionsTimedOut
以下のセクションでは、以下では、以下の Step Functions CloudWatch。これらのメトリクスを使用し
てステートマシンおよびアクティビティを追跡し、しきい値のアラームを設定できます。メトリクス
は、AWS Management Console を使用して表示できます。
トピック
• 時間間隔を報告するメトリクス (p. 579)
• カウントを報告するメトリクス (p. 579)
• 実行メトリクス (p. 579)
• アクティビティのメトリクス (p. 580)
• Lambda 関数メトリクス (p. 581)
• サービス統合メトリクス (p. 582)
• サービスメトリクス (p. 582)
• API のメトリクス (p. 583)
• Step Functions メトリクスの表示 (p. 583)
• Step Functions アラームの設定 (p. 584)

時間間隔を報告するメトリクス
Step Functions の一部 CloudWatch メトリクスは時間間隔、常にミリ秒単位で測定されます。これらのメ
トリクスは通常、ステートマシン、アクティビティ、Lambda 関数タイムアウトを設定できる実行段階に
対応しており、わかりやすい名前が付いています。
例えば、ActivityRunTime メトリクスは、アクティビティが実行をスタートしてから完了するまでの時
間を測定します。同じ期間のタイムアウト値を設定できます。
左 CloudWatch コンソールでは、選択した場合に最良の結果になります平均時間間隔メトリックの表示統
計として。

カウントを報告するメトリクス
Step Functions の一部 CloudWatch メトリクスは、結果をカウント。例えば、ExecutionsFailed はス
テートマシンの実行が失敗した回数を記録します。
左 CloudWatch コンソールでは、選択した場合に最良の結果になります和カウントメトリクスの表示統計
として。

実行メトリクス
AWS/States 名前空間には、以下の Step Functions 実行のメトリクスが含まれます。
メトリクス

説明

ExecutionTime

実行のスタート時点から終了時点までの間隔 (ミリ秒単位)。
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メトリクス

説明

ExecutionThrottled

調整済みの StateEntered イベントと再試行回数。これは
StateTransition のスロットリングに関連しています。詳細に
ついては、状態のスロットリングに関連するクォータ (p. 573) デベ
ロッパーガイドのAWS Step Functions を参照してください。

ExecutionsAborted

中断または終了された実行の数。

ExecutionsFailed

失敗した実行の数。

ExecutionsStarted

スタートされた実行の数。

ExecutionsSucceeded

正常に完了した実行の数。

ExecutionsTimedOut

何らかの理由でタイムアウトした実行の数。

Express ワークフローの実行メトリクス
-AWS/States名前空間には、以下の Step Functions Express ワークフローの実行のメトリクスが含まれま
す。
メトリクス

説明

ExpressExecutionMemory

エクスプレスワークフローによって消費された合計メモリ。

エクスプレスワークフローが課金される期間。
ExpressExecutionBilledDuration
Express Workflow が課金される消費メモリ量。
ExpressExecutionBilledMemory

Step Functions 実行メトリクスのディメンション
ディメンション

説明

StateMachineArn

当該の実行に関するステートマシンの
(ARN)

Amazon リソースネーム

アクティビティのメトリクス
AWS/States 名前空間には、以下の Step Functions アクティビティのメトリクスが含まれます。
メトリクス

説明

ActivityRunTime

アクティビティのスタート時点から終了時点までの間隔 (ミリ秒単
位)。

ActivityScheduleTime

アクティビティがスケジュール状態に留まる間隔 (ミリ秒単位)。

ActivityTime

アクティビティがスケジュールされてから終了するまでの間隔 (ミリ
秒単位)。

ActivitiesFailed

失敗したアクティビティの数。
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メトリクス

説明

ActivitiesHeartbeatTimedOutハートビートタイムアウトが原因でタイムアウトしたアクティビ
ティの数。
ActivitiesScheduled

スケジュールされたアクティビティの数。

ActivitiesStarted

スタートされたアクティビティの数。

ActivitiesSucceeded

正常に完了したアクティビティの数。

ActivitiesTimedOut

終了時にタイムアウトしたアクティビティの数。

Step Functions アクティビティメトリクスのディメンション
ディメンション

説明

ActivityArn

アクティビティの ARN。

Lambda 関数メトリクス
AWS/States 名前空間には、Step Functions Lambda 関数の以下のメトリクスが含まれます。
メトリクス

説明

LambdaFunctionRunTime

Lambda 関数の開始時点から終了時点までの間隔 (ミリ秒単位)。

LambdaFunctionScheduleTime Lambda 関数がスケジュール状態に留まる間隔 (ミリ秒単位)。
LambdaFunctionTime

Lambda 関数がスケジュールされた時点から終了する時点までの間
隔 (ミリ秒単位)。

LambdaFunctionsFailed

失敗した Lambda 関数の数。

LambdaFunctionsScheduled

スケジュールされた Lambda 関数の数。

LambdaFunctionsStarted

開始された Lambda 関数の数。

LambdaFunctionsSucceeded

正常に完了した Lambda 関数の数。

LambdaFunctionsTimedOut

終了時にタイムアウトした Lambda 関数の数。

Step Functions Lambda 関数メトリクスのディメンション
ディメンション

説明

LambdaFunctionArn

Lambda 関数の ARN。

Note
Lambda 関数メトリックスは、Lambda 関数 ARN を Resource フィールドに指定するタスク
状態に対して発行されます。"Resource": "arn:aws:states:::lambda:invoke" を使用
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するタスクの状態は、代わりにサービス統合メトリックを発行します。詳細については、「Step
Functions で Lambda を呼び出す (p. 369)」を参照してください。

サービス統合メトリクス
AWS/States 名前空間には、Step Functions サービス統合に対する次のメトリクスが含まれます。詳細に
ついては、「他のサービスで AWS Step Functions を使用する (p. 339)」を参照してください。
メトリクス

説明

ServiceIntegrationRunTime サービスタスクの開始時点から終了時点までの間隔 (ミリ秒単位)。
サービスタスクがスケジュール状態に留まる間隔 (ミリ秒単位)。
ServiceIntegrationScheduleTime
ServiceIntegrationTime

サービスタスクがスケジュールされてから終了するまでの間隔 (ミリ
秒単位)。

ServiceIntegrationsFailed 失敗したサービスタスクの数。
スケジュールされたサービスタスクの数。
ServiceIntegrationsScheduled
ServiceIntegrationsStarted 開始したサービスタスクの数。
正常に完了したサービスタスクの数。
ServiceIntegrationsSucceeded
ServiceIntegrationsTimedOut終了時にタイムアウトしたサービスタスクの数。

Step Functions サービス統合メトリクスのディメンション
ディメンション

説明

統合されたサービスのリソースの ARN。
ServiceIntegrationResourceArn

サービスメトリクス
AWS/States 名前空間には、Step Functions サービスの次のメトリクスが含まれます。
メトリクス

説明

ThrottledEvents

スロットルされたリクエストの数。

ProvisionedBucketSize

1 秒あたりに利用できるリクエストの数。

ProvisionedRefillRate

バケットで許可される 1 秒あたりのリクエストの数。

ConsumedCapacity

1 秒あたりのリクエストの数。

Step Functions サービスメトリックのディメンション
ディメンション

説明

ServiceName

データをフィルタリングして状態遷移メトリクスを表示します。
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API のメトリクス
AWS/States 名前空間には、Step Functions API のため、以下のメトリクスが含まれます。
メトリクス

説明

ThrottledEvents

スロットルされたリクエストの数。

ProvisionedBucketSize

1 秒あたりに利用できるリクエストの数。

ProvisionedRefillRate

バケットで許可される 1 秒あたりのリクエストの数。

ConsumedCapacity

1 秒あたりのリクエストの数。

Step Functions API メトリクスのディメンション
ディメンション

説明

APIName

指定された API 名の API にデータをフィルタリングします。

Step Functions メトリクスの表示
1.

にサインインしますAWS Management Consoleを開き、を開く CloudWatch console.

2.

[Metrics] (メトリクス) を選択し、[All Metrics] (すべてのメトリクス) タブで、[States] (状態) を選択し
ます。

最近実行した場合、最大 4 タイプのメトリクスが表示されます。
• 実行メトリクス
• アクティビティ関数メトリクス
• Lambda 関数メトリクス
• サービス統合メトリクス
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3.

メトリクスタイプを選択してメトリクスのリストを表示します。

• メトリクスを並べ替えるにはメトリクス名またはStateMachineArnでは、列見出しを使用します。
• メトリクスのグラフを表示するには、リストでメトリクスの横にあるボックスをオンにします。グ
ラフパラメータは、グラフビューの上にある時間範囲コントロールを使用して変更できます。
相対値または絶対値 (日時を指定) を使用してカスタム時間範囲を選択できます。ドロップダウンリ
ストを使用して値を線、積み上げ領域、または数字 (値) として表示することもできます。
• グラフの詳細を表示するには、グラフの下に表示されるメトリクス色コードにマウスカーソルを合
わせます。

メトリクスの詳細が表示されます。

での作業の詳細については CloudWatch メトリックス、を参照してくださいAmazon の使用 CloudWatch
メトリクスのアマゾン CloudWatch ユーザーガイド。

Step Functions アラームの設定
Amazonを使うことができます CloudWatch アクションを実行するためのアラーム。例えば、アラームの
しきい値に到達するのがいつか知りたい場合、StateMachinesFailed メトリクスが一定のしきい値を
超えたときに Amazon SNS トピックに通知を送信したり、メールを送信したりするようにアラームを設定
できます。

メトリクスにアラームを設定するには
1.

にサインインしますAWS Management Consoleを開き、を開く CloudWatch console.

2.

[Metrics] (メトリクス) を選択し、[All Metrics] (すべてのメトリクス) タブで、[States] (状態) を選択し
ます。
584

AWS Step Functions デベロッパーガイド
Step Functions アラームの設定

最近実行した場合、最大 4 タイプのメトリクスが表示されます。
• 実行メトリクス
• アクティビティ関数メトリクス
• Lambda 関数メトリクス
• サービス統合メトリクス
3.

メトリクスタイプを選択してメトリクスのリストを表示します。

4.

メトリクスを選択し、[Graphed metrics] (グラフ化したメトリクス) を選択します。

5.

リストのメトリクスの横にある

を選択します。

[Create Alarm] (アラームの作成) ページが表示されます。
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6.

[Alarm threshold] (アラームしきい値) と [Actions] (アクション) に値を入力し、[Create Alarm] (アラー
ムの作成) を選択します。

の設定と使用方法の詳細については CloudWatch アラーム、「」を参照してくださいAmazon の作成
CloudWatch アラームのアマゾン CloudWatch ユーザーガイド。

EventBridge (CloudWatch Events (イベント)
アマゾン EventBridge はAWSのステート変化への対応を可能にするサービスAWS資源。ではを使用できま
すAWS Step Functions標準ワークフローとへ EventBridge、Express ワークフローはにイベントを発行し
ません EventBridge。Step Functions 標準ワークフローを使用する方法は 2 つあります EventBridge。
設定することが可能です EventBridge Step Functions ステートマシンの実行ステータスが変化したとき
に発生するイベントに反応するルール。これにより、DescribeExecution API を使用して継続的にポーリ
ングすることなく、ワークフローをモニタリングできます。ステートマシンの実行の変更に基づいて、
EventBridge target 新しいステートマシンの実行を開始するには、AWS Lambda機能、Amazon Simple
Notification Service (Amazon SNS) トピックにメッセージを公開します。
Step Functions ステートマシンをのターゲットとして設定することもできます EventBridge。これによ
り、他の AWS のサービスからのイベントに応答して、Step Functions ワークフローの実行をトリガーで
きます。
詳細については、「」を参照してください。アマゾン EventBridge ユーザーガイド。
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EventBridge ペイロード
An EventBridge イベントには、定義に入力プロパティを含めることができます。一部のイベントでは、
EventBridgeイベントには、定義に出力プロパティを含めることもできます。
• エスケープされた入力とエスケープされたの組み合わせがへ EventBridge 248 KB を超える場合、入力
は除外されます。同様に、エスケープされた出力が 248 KB を超える場合、出力は除外されます。これ
は、 EventBridgeイベントクォータ
• inputDetails と outputDetails プロパティでペイロードが切り捨てられているかどうかを判断で
きます。詳細については、CloudWatchEventsExecutionDataDetails データを参照してくださ
い。
• Standard ワークフローでは、次を使用して完全な入力と出力を表示できます。DescribeExecution。
• DescribeExecution は、Express ワークフローでは使用できません。完全な入出力を表示したい場合
は、Express ワークフローを標準ワークフローでラップできます。もう 1 つの方法は、Amazon S3 の
ARN を使用することです。ARN 使用の詳細については、the section called “ラージペイロードを渡す代
わりに Amazon S3 ARNs を使用する” (p. 334) を参照してください。
トピック
• Step Functions イベントの例 (p. 587)
• Step Functions イベントを EventBridge の EventBridge コンソール (p. 590)

Step Functions イベントの例
以下は、Step Functions 送信イベントの例です。 EventBridge:
トピック
• 実行のスタート (p. 587)
• 実行の成功 (p. 588)
• 実行の失敗 (p. 588)
• 実行のタイムアウト (p. 589)
• 実行の中断 (p. 589)
いずれの場合も、イベントデータの detail セクションに、DescribeExecution API と同じ情報が
含まれています。status フィールドは、イベント送信時の実行ステータス (放出されたイベントに応じ
てRUNNING、SUCCEEDED、FAILED、TIMED_OUT、ABORTED のいずれか) を示します。

実行のスタート
{

"version": "0",
"id": "315c1398-40ff-a850-213b-158f73e60175",
"detail-type": "Step Functions Execution Status Change",
"source": "aws.states",
"account": "012345678912",
"time": "2019-02-26T19:42:21Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:states:us-east-1:012345678912:execution:state-machine-name:execution-name"
],
"detail": {
"executionArn": "arn:aws:states:us-east-1:012345678912:execution:state-machinename:execution-name",
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"stateMachineArn": "arn:aws:states:us-east-1:012345678912:stateMachine:statemachine",
"name": "execution-name",
"status": "RUNNING",
"startDate": 1551225271984,
"stopDate": null,
"input": "{}",
"inputDetails": {
"included": true
},
"output": null,
"outputDetails": null
}
}

実行の成功
{

"version": "0",
"id": "315c1398-40ff-a850-213b-158f73e60175",
"detail-type": "Step Functions Execution Status Change",
"source": "aws.states",
"account": "012345678912",
"time": "2019-02-26T19:42:21Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:states:us-east-1:012345678912:execution:state-machine-name:execution-name"
],
"detail": {
"executionArn": "arn:aws:states:us-east-1:012345678912:execution:state-machinename:execution-name",
"stateMachineArn": "arn:aws:states:us-east-1:012345678912:stateMachine:statemachine",
"name": "execution-name",
"status": "SUCCEEDED",
"startDate": 1547148840101,
"stopDate": 1547148840122,
"input": "{}",
"inputDetails": {
"included": true
},
"output": "\"Hello World!\"",
"outputDetails": {
"included": true
}
}
}

実行の失敗
{

"version": "0",
"id": "315c1398-40ff-a850-213b-158f73e60175",
"detail-type": "Step Functions Execution Status Change",
"source": "aws.states",
"account": "012345678912",
"time": "2019-02-26T19:42:21Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:states:us-east-1:012345678912:execution:state-machine-name:execution-name"
],
"detail": {
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"executionArn": "arn:aws:states:us-east-1:012345678912:execution:state-machinename:execution-name",
"stateMachineArn": "arn:aws:states:us-east-1:012345678912:stateMachine:statemachine",
"name": "execution-name",
"status": "FAILED",
"startDate": 1551225146847,
"stopDate": 1551225151881,
"input": "{}",
"inputDetails": {
"included": true
},
"output": null,
"outputDetails": null
}
}

実行のタイムアウト
{

"version": "0",
"id": "315c1398-40ff-a850-213b-158f73e60175",
"detail-type": "Step Functions Execution Status Change",
"source": "aws.states",
"account": "012345678912",
"time": "2019-02-26T19:42:21Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:states:us-east-1:012345678912:execution:state-machine-name:execution-name"
],
"detail": {
"executionArn": "arn:aws:states:us-east-1:012345678912:execution:state-machinename:execution-name",
"stateMachineArn": "arn:aws:states:us-east-1:012345678912:stateMachine:statemachine",
"name": "execution-name",
"status": "TIMED_OUT",
"startDate": 1551224926156,
"stopDate": 1551224927157,
"input": "{}",
"inputDetails": {
"included": true
},
"output": null,
"outputDetails": null
}
}

実行の中断
{

"version": "0",
"id": "315c1398-40ff-a850-213b-158f73e60175",
"detail-type": "Step Functions Execution Status Change",
"source": "aws.states",
"account": "012345678912",
"time": "2019-02-26T19:42:21Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:states:us-east-1:012345678912:execution:state-machine-name:execution-name"
],
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"detail": {
"executionArn": "arn:aws:states:us-east-1:012345678912:execution:state-machinename:execution-name",
"stateMachineArn": "arn:aws:states:us-east-1:012345678912:stateMachine:statemachine",
"name": "execution-name",
"status": "ABORTED",
"startDate": 1551225014968,
"stopDate": 1551225017576,
"input": "{}",
"inputDetails": {
"included": true
},
"output": null,
"outputDetails": null
}
}

Step Functions イベントを EventBridge の
EventBridge コンソール
次の手順を使用して、特定の Step Functions ステートマシンの実行が正常に完了したときに Step
Functions ステートマシンの実行をトリガーする方法を学習します。アマゾンを使っている EventBridge コ
ンソールで、実行をトリガーするステートマシンを指定します。
1.

リポジトリの []詳細ステートマシンのページで、[] を選択します。アクション[] を選択します。作成
EventBridge (CloudWatch Events。

または、[] を選択します。 EventBridge コンソールhttps://console.aws.amazon.com/events/。ナビ
ゲーションペインの [] を選択します。ルール下イベント。
2.

[ルールの作成] を選択します。

3.

と入力します[Name] (名前)あなたのルール (例えば、StepFunctionsEventRule) をクリックし、オ
プションで a を入力します。説明ルールのために。

4.

を使用する場合イベントバスそして[Rule type] (ルールタイプ)、デフォルトの選択はそのままにしま
す。

5.

[次へ] を選択します。

6.

[]イベントソース、デフォルトののの [] を選択します。AWSイベントまたは EventBridge パートナー
イベント。

7.

[]イベントパターン] で、次の作業を行います。
a.

左イベントソースドロップダウンリストで、デフォルトの [] を選択します。AWSサービス。

b.

からへAWSサービスドロップダウンリストで、Step Functions。
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c.

からへイベントタイプドロップダウンリストで、Step Functions ution。

d.

(オプション)、ステートマシンの Amazon リソースネーム (ARN)、または実行 ARN を設定しま
す。この手順では、[] を選択します。特定のステータス[] を選択します。成功したドロップダウ
ンリストからを選択します。

8.

[次へ] を選択します。

9.

リポジトリの []ターゲットを選択してくださいページで、デフォルトの [] を選択します。AWSサービ
ス。

10. からへターゲットを選択しますドロップダウンリストで、AWSサービス たとえば、Lambda 関数を
起動したり、Step Functions ステートマシンを実行したりできます。この手順では、[] を選択しま
す。Step Functions ステートマシン。
11. からへステートマシンドロップダウンリストで、ステートマシンを選択します。
12. []実行ロール、デフォルトののの [] を選択します。この特定のリソースの新しいロールを作成しま
す。
13. 選択次[] を選択します。次をクリックします。
14. リポジトリの []確認と作成ページで、ルールの詳細を確認し、[] を選択します。ルールの作成。
ルールが作成され、ルールページが表示されてすべてのAmazonがリストされます EventBridge ルー
ル。

AWS CloudTrail を使用して Step Functions をログ
記録
Step Functions と統合AWS CloudTrail、ユーザーやロール、または、によって実行されたアクションを記
録するサービスAWSStep Functions でサービス CloudTrail は、Step Functions コンソールからのコール
とコードコールから Step Functions API へのコールなど、Step Functions の API コールをイベントとして
キャプチャします。
証跡を作成する場合は、の継続的な配信を有効にすることができます CloudTrail Step Functions のイベン
トなど、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットへのイベント。証跡を設定しない場合で
も、最新のイベントは、その URL で確認できます。 CloudTrail コンソールインイベント履歴。
によって収集された情報の使用 CloudTrailは、Step Functions に対するリクエスト、リクエストの作成元
の IP アドレス、リクエストの実行者、リクエストの実行者、リクエストの実行日時などの詳細を確認でき
ます。
詳細を確認するトピック CloudTrail、を参照してくださいAWS CloudTrailユーザーガイド。

Step Functions 情報 CloudTrail
CloudTrail で有効になっているAWSアカウントを作成する場合は、アカウントを作成してください。Step
Functions でアクティビティが発生すると、そのアクティビティは、Aに記録されます CloudTrail 他の人と
のイベントAWSのサービスイベントイベント履歴。
AWS アカウントで最近のイベントを表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「 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。
Step Functions のイベントなど、AWS アカウントのイベントの継続的なレコードについては、追跡を作
成します。証跡により、が可能になります CloudTrail Amazon S3 バケットに、ログファイルを Amazon
S3 バケットに配信します。デフォルトでは、コンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべての AWS
リージョンに適用されます。追跡は、AWSパーティションのすべてのリージョンからのイベントをログ
に記録し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。さらに、その他を設定できます
AWSで収集されたデータをより詳細に分析し、それに基づく対応を行うためのサービス CloudTrail ログ。
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詳細については、次を参照してください。
• 追跡を作成するための概要
• CloudTrail でサポートされるサービスと統合
• の Amazon SNS 通知の設定 CloudTrail
• 受信 CloudTrail 複数のリージョンのログファイルそして受信 CloudTrail複数のアカウントからのログ
ファイル
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 要素」を参照してください。

例: Step Functions ログファイル
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログエントリがあります。イベントは、任意のソースから
の単一の要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなどに関する情報が
含まれます。 CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックトレースでは
ないため、特定の順序では表示されません。

CreateActivity
次の図に以下に、を示します。 CloudTrail を示すログエントリCreateActivityアクション。
{

"eventVersion": "1.04",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDAJYDLDBVBI4EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/test-user",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "test-user"
},
"eventTime": "2016-10-28T01:17:56Z",
"eventSource": "states.amazonaws.com",
"eventName": "CreateActivity",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"name":
"OtherActivityPrefix.2016-10-27-18-16-56.894c791e-2ced-4cf4-8523-376469410c25"
},
"responseElements": {
"activityArn": "arn:aws:states:useast-1:123456789012:activity:OtherActivityPrefix.2016-10-27-18-16-56.894c791e-2ced-4cf4-8523-376469410c
"creationDate": "Oct 28, 2016 1:17:56 AM"
},
"requestID": "37c67602-9cac-11e6-aed5-5b57d226e9ef",
"eventID": "dc3becef-d06d-49bf-bc93-9b76b5f00774",
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}

"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"

CreateStateMachine
次の図に以下に、を示します。 CloudTrail を示すログエントリCreateStateMachineアクション。
{

"eventVersion": "1.04",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDAJYDLDBVBI4EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/test-user",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAJL5C75K4ZEXAMPLE",
"userName": "test-user"
},
"eventTime": "2016-10-28T01:18:07Z",
"eventSource": "states.amazonaws.com",
"eventName": "CreateStateMachine",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"name": "testUser.2016-10-27-18-17-06.bd144e18-0437-476e-9bb",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/graphene/tests/graphene-execution-role",
"definition": "{
\"StartAt\": \"SinglePass\",
\"States\": {
\"SinglePass
\": {
\"Type\": \"Pass\",
\"End\": true
}
}}"
},
"responseElements": {
"stateMachineArn": "arn:aws:states:useast-1:123456789012:stateMachine:testUser.2016-10-27-18-17-06.bd144e18-0437-476e-9bb",
"creationDate": "Oct 28, 2016 1:18:07 AM"
},
"requestID": "3da6370c-9cac-11e6-aed5-5b57d226e9ef",
"eventID": "84a0441d-fa06-4691-a60a-aab9e46d689c",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"
}

DeleteActivity
次の図に以下に、を示します。 CloudTrail を示すログエントリDeleteActivityアクション。
{

"eventVersion": "1.04",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDAJYDLDBVBI4EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/test-user",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAJL5C75K4ZEXAMPLE",
"userName": "test-user"
},
"eventTime": "2016-10-28T01:18:27Z",
"eventSource": "states.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteActivity",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
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"activityArn": "arn:aws:states:useast-1:123456789012:activity:testUser.2016-10-27-18-11-35.f017c391-9363-481a-be2e-"
},
"responseElements": null,
"requestID": "490374ea-9cac-11e6-aed5-5b57d226e9ef",
"eventID": "e5eb9a3d-13bc-4fa1-9531-232d1914d263",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"
}

DeleteStateMachine
次の図に以下に、を示します。 CloudTrail を示すログエントリDeleteStateMachineアクション。
{

"eventVersion": "1.04",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDAJABK5MNKNAEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/graphene/tests/test-user",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAJA2ELRVCPEXAMPLE",
"userName": "test-user"
},
"eventTime": "2016-10-28T01:17:37Z",
"eventSource": "states.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteStateMachine",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"errorCode": "AccessDenied",
"errorMessage": "User: arn:aws:iam::123456789012:user/graphene/tests/test-user is
not authorized to perform: states:DeleteStateMachine on resource: arn:aws:states:useast-1:123456789012:stateMachine:testUser.2016-10-27-18-16-38.ec6e261f-1323-4555-9fa",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"requestID": "2cf23f3c-9cac-11e6-aed5-5b57d226e9ef",
"eventID": "4a622d5c-e9cf-4051-90f2-4cdb69792cd8",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"
}

StartExecution
次の図に以下に、を示します。 CloudTrail を示すログエントリStartExecutionアクション。
{

"eventVersion": "1.04",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDAJYDLDBVBI4EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/test-user",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAJL5C75K4ZEXAMPLE",
"userName": "test-user"
},
"eventTime": "2016-10-28T01:17:25Z",
"eventSource": "states.amazonaws.com",
"eventName": "StartExecution",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
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"requestParameters": {
"input": "{}",
"stateMachineArn": "arn:aws:states:useast-1:123456789012:stateMachine:testUser.2016-10-27-18-16-26.482bea32-560f-4a36-bd",
"name": "testUser.2016-10-27-18-16-26.6e229586-3698-4ce5-8d"
},
"responseElements": {
"startDate": "Oct 28, 2016 1:17:25 AM",
"executionArn": "arn:aws:states:useast-1:123456789012:execution:testUser.2016-10-27-18-16-26.482bea32-560f-4a36bd:testUser.2016-10-27-18-16-26.6e229586-3698-4ce5-8d"
},
"requestID": "264c6f08-9cac-11e6-aed5-5b57d226e9ef",
"eventID": "30a20c8e-a3a1-4b07-9139-cd9cd73b5eb8",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"
}

StopExecution
次の図に以下に、を示します。 CloudTrail を示すログエントリStopExecutionアクション。
{

"eventVersion": "1.04",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDAJYDLDBVBI4EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/test-user",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAJL5C75K4ZEXAMPLE",
"userName": "test-user"
},
"eventTime": "2016-10-28T01:18:20Z",
"eventSource": "states.amazonaws.com",
"eventName": "StopExecution",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"executionArn": "arn:aws:states:useast-1:123456789012:execution:testUser.2016-10-27-18-17-00.337b3344-83:testUser.2016-10-27-18-17-00.3a0
},
"responseElements": {
"stopDate": "Oct 28, 2016 1:18:20 AM"
},
"requestID": "4567625b-9cac-11e6-aed5-5b57d226e9ef",
"eventID": "e658c743-c537-459a-aea7-dafb83c18c53",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"
}

CloudWatch Logs を使用したログ記録
標準ワークフローではAWS Step Functions、に実行履歴が記録されますが、オプションで Amazon
CloudWatch Logs へのログ記録を設定することもできます。
Express ワークフローは、標準ワークフローとは異なり AWS Step Functions に実行履歴を記録しませ
ん。Express ワークフローの実行履歴と結果を表示するには、Amazon CloudWatch Logs へのログ記録を
設定する必要があります。ログを発行しても、実行がブロックまたは遅くなることはありません。
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Note
ロギングを設定すると、CloudWatch ログ料金が適用され、販売されたログレートで請求されま
す。詳細については、 CloudWatch 価格ページの「ログ」タブにある「ベンダーログ」を参照し
てください。

のログ記録の設定
Step Functions コンソールを使用して標準ワークフローを作成する場合、 CloudWatch Logs へのログ記
録を有効化する設定は行われません。Step Functions コンソールを使用して作成された Express ワークフ
ローは、デフォルトでLogs CloudWatch へのログ記録を有効にするように設定されます。
Express ワークフローでは、Step Functions は CloudWatch Logs に必要なAWS Identity and Access
Management (IAM) ポリシーを持つロールを作成できます。API、CLI、または AWS CloudFormation を使
用して標準ワークフローまたは Express ワークフローを作成する場合、 ではデフォルトでログ記録が有効
にならず、またロールに必要な許可があることを確認する必要があります。
コンソールからスタートした各実行について、Step Functions は CloudWatch Logs へのリンクを提供し、
その実行に固有のログイベントを取得するための正しいフィルターが設定されています。
ロギングを設定するには、LoggingConfigurationCreateStateMachineUpdateStateMachineまたはを使用す
るときにパラメータを渡します。Logs Insights を使用すると CloudWatch 、 CloudWatch Logs でデータを
さらに分析できます。詳細については、 CloudWatchLogs Insights を使用したログデータの分析を参照し
てください。

CloudWatch
実行履歴イベントは、入力プロパティまたは出力プロパティを定義に含めることができるかもしれま
せん。 CloudWatch Logs に送信されるエスケープ入力またはエスケープ出力が 248 KB を超えると、
CloudWatch Logs クォータの結果として切り捨てられます。
• inputDetails と outputDetails パイプラインをレビューして、ペイロードが切り捨てられたかど
うかを確定できます。詳細については、HistoryEventExecutionDataDetails データを参照してく
ださい。
• 標準ワークフローs では、GetExecutionHistory を使用して完全な実行履歴を表示できます。
• GetExecutionHistory は、Express ワークフローでは使用できません。フル入出力を表示したいので
あれば、Amazon S3 ARN を使用できます。詳細については、「the section called “ラージペイロードを
渡す代わりに Amazon S3 ARNs を使用する” (p. 334)」を参照してください。

CloudWatch Logs にログ記録するための IAM ポリ
シー
次の例に示すように、ステートマシンの実行 IAM ロールを設定する必要もあります。 CloudWatch
IAM ポリシーの例
以下は、アクセス許可を設定するために使用できるポリシーの例です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogDelivery",
"logs:GetLogDelivery",
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"logs:UpdateLogDelivery",
"logs:DeleteLogDelivery",
"logs:ListLogDeliveries",
"logs:PutLogEvents",
"logs:PutResourcePolicy",
"logs:DescribeResourcePolicies",
"logs:DescribeLogGroups"

}

]

}

],
"Resource": "*"

CloudWatch ログにアクセスできない場合は、次の操作を行ってください。
1. ステートマシンの実行 IAM ロールに、 CloudWatch Logs にログ記録するための適切な許可を持つ
CreateStateMachineUpdateStateMachineまたはリクエストを使用している場合は、前の例に示
すように (p. 596)、roleArnアクセス権限を含むパラメータに IAM ロールを指定していることを確認
してください。
2. CloudWatch CloudWatch LogsリソースポリシーがLogsリソースポリシーの5120文字の制限を超えてい
ないことを確認しました。
文字数制限を超えた場合は、 CloudWatch ログリソースポリシーから不要な権限を削除するか、ロググ
ループ名の前にを付けると/aws/vendedlogs、リソースポリシーに文字を追加せずにロググループ
に権限が付与されます。Step Function コンソールでロググループを作成すると、ロググループ名に /
aws/vendedlogs/states のプレフィックスが付きます。詳細については、「アマゾン CloudWatch
ログリソースポリシーのサイズ制限 (p. 338)」を参照してください。

ログレベル
OFF、ALL、ERROR、または FATAL のいずれかを選択します。OFF に設定すると、イベントタイプはログ
に記録されません。ALL に設定すると、すべてのイベントタイプがログに記録されます。ERROR および
FATAL については、次の表を参照してください。
これらのログレベルに基づいて Express Workflow を実行したときに表示される実行データの詳細について
は、を参照してくださいコンソールでの標準ワークフローとエクスプレスワークフローの実行 (p. 129)。
イベントタイプ

ALL

ERROR

FATAL

ChoiceStateEntered ✓
ChoiceStateExited

✓

ExecutionAborted

✓

✓

✓

ExecutionFailed

✓

✓

✓

ExecutionStarted

✓

ExecutionTimedOut ✓

✓

✓

FailStateEntered

✓

✓

LambdaFunctionFailed
✓

✓

ExecutionSucceeded ✓

LambdaFunctionScheduled
✓
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イベントタイプ

ALL

LambdaFunctionScheduleFailed
✓

ERROR
✓

LambdaFunctionStarted
✓
LambdaFunctionStartFailed
✓

✓

LambdaFunctionSucceeded
✓
LambdaFunctionTimedOut
✓

✓

MapIterationAborted ✓

✓

MapIterationFailed

✓

✓

MapIterationStarted ✓
MapIterationSucceeded
✓
MapStateAborted

✓

MapStateEntered

✓

MapStateExited

✓

MapStateFailed

✓

MapStateStarted

✓

✓

✓

MapStateSucceeded ✓
ParallelStateAborted ✓

✓

ParallelStateEntered ✓
ParallelStateExited

✓

ParallelStateFailed

✓

✓

ParallelStateStarted ✓
ParallelStateSucceeded
✓
PassStateEntered

✓

PassStateExited

✓

SucceedStateEntered✓
SucceedStateExited ✓
TaskFailed

✓

✓

TaskScheduled

✓

TaskStarted

✓

TaskStartFailed

✓

✓

TaskStateAborted

✓

✓

TaskStateEntered

✓
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ALL

TaskStateExited

✓

TaskSubmitFailed

✓

TaskSubmitted

✓

TaskSucceeded

✓

TaskTimedOut

✓

✓

WaitStateAborted

✓

✓

WaitStateEntered

✓

WaitStateExited

✓

ERROR

FATAL

OFF

✓

AWS X-Ray および Step Functions
AWS X-Ray を使用して、ステートマシンのコンポーネントの視覚化、パフォーマンスのボトルネックの
特定、およびエラーの原因となったリクエストのトラブルシューティングを行うことができます。ステー
トマシンはトレースデータを X-Ray に送信し、X-Ray はデータを処理してサービスマップと検索可能なト
レースサマリーを生成します。
ステートマシン用に X-Ray を有効にすると、X-Ray が使用可能なすべての AWS リージョンにて Step
Functions で実行する時に、リクエストをトレースできます。これにより、Step Functions リクエスト全体
の詳細な概要が提供されます。Step Functions は、トレース ID がアップストリームサービスによって渡さ
れない場合でも、ステートマシンを実行するためにトレースを X-Ray に送信します。X-Ray サービスマッ
プを使用して、X-Ray と統合されている AWS のサービスなど、リクエストのレイテンシーを表示できま
す。また、サンプリングルールを設定することで、X-Ray で記録するリクエストとサンプリングレートを
条件に応じて指定できます。
ステートマシン用 X-Ray が有効にならず、アップストリームサービスがトレース ID を渡さない場
合、Step Functions はステートマシン実行用トレースを X-Ray 送信しません。ただし、アップストリーム
サービスによってトレース ID が渡されると、Step Functions はステートマシン実行のため、トレースを
X-Ray に送信します。
両方をサポートしているリージョンで、Step Function を使用して、AWS X-Ray を使用できます。X-Ray
とStep Funcion のリージョンサポートに関する情報については、Step Functions と X-Ray エンドポイント
とクォータページを参照してください。

X-Ray 関数と Step Functions 結合クォータ
最大 7 日間、トレースにデータを追加し、30 日前のトレースデータと、X-Ray がトレースデー
タを格納する時間の長さに関するクエリを行うことができます。トレースは X-Ray クォータの対
象となります。その他のクォータに加えて、X-Ray は Step Functions ステートマシンに最小保証
トレースサイズ 100 KB を提供します。X-Ray に 100 KB を超えるトレースデータが提供される
場合、フリーズトレースとなる可能性があります。X-Ray の他のクォータの詳細については、XRay エンドポイントとクォータ ページの Service Quotas セクションを参照してください。
トピック
• セットアップと設定 (p. 600)
• 概念 (p. 602)
• Step Functions サービス統合と X-Ray (p. 603)
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• X-Ray コンソールの表示 (p. 604)
• Step Functions の X-Ray トレース情報を表示 (p. 604)
• トレース (p. 604)
• サービスマップ (p. 605)
• セグメントとサブセグメント (p. 606)
• 分析 (p. 608)
• 構成 (p. 609)
• トレースマップまたはサービスマップにデータがない場合はどうなりますか。 (p. 610)

セットアップと設定
ステートマシンの作成時に X-Ray トレースを有効にする
[Specify details] (詳細の指定) ページの [Enable X-Ray tracing] (X-Ray によるトレースを有効にする) を選
択して、新しいステートマシンの作成時に X-Ray トレースを有効にできます。
1. Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成)] を選択します。
2. 「オーサリング方法の選択」ページで、適切なオプションを選択してステートマシンを作成します。[サ
ンプルプロジェクトを選択する] を選択する場合、ステートマシンの作成時に X-Ray を有効にすること
はできません。ステートマシンの作成後に X-Ray を有効にする必要があります。既存のステートマシン
で X-Ray を有効にする方法について詳しくは、を参照してください既存のステートマシンで X-Ray を
有効にする (p. 600)。
[Next] (次へ) を選択します。
3. [詳細の指定] ページで、ステートマシンを設定します。
4. [Enable X-Ray tracing] (X-Ray によるトレースを有効にする) を選択します。

Step Functions ステートマシンは、ステートマシンの実行のために X-Ray にトレースを送信します。

Note
既存の IAM ロールの使用を選択する場合は、X-Ray の書き込みを許可を確実に行う必要があり
ます。必要な権限の詳細については、「X-Ray の IAM ポリシー (p. 661)」を参照してくださ
い。

既存のステートマシンで X-Ray を有効にする
既存のステートマシンで X-Ray を有効にする:
1. Step Functions コンソールで、トレースを有効にするステートマシンを選択します。
2. [編集] を選択します。
3. [Enable X-Ray tracing] (X-Ray によるトレースを有効にする) を選択します。
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追加の変更が必要になる可能性があることを知らせる通知が表示されます。

Note
既存のステートマシンで X-Ray を有効にする場合、トレースを実行できるだけのアクセス権限
を十分に付与する IAM ポリシーが備わるように調整が必要です。手動で追加するか、生成でき
ます。詳細については、X-Ray (p. 661) の IAM ポリシーのセクションを参照してください。
4. (オプション) X-Ray 権限が含まれるように、ステートマシンの新しいロールを自動生成します。
5. [Save] (保存) を選択します。

Step Functions 用 X-Ray トレースを設定
X-Ray トレースを有効にしてステートマシンを初めて実行すると、X-Ray トレースのため、デフォルトの
設定値が使用されます。AWS X-Ray は、アプリケーションに送信されるすべてのリクエストのデータを
収集するわけではありません。代わりに、統計的に有意な数のリクエストのデータを収集します。デフォ
ルトでは、毎秒、最初のリクエストを記録し、追加リクエストの 5% を記録します。1 秒あたり 1 つのリ
クエストがリザーバです。これにより、サービスがリクエストを処理している限り、毎秒少なくとも 1 つ
のトレースが記録されます。5% は、リザーバサイズを超えて追加リクエストがサンプリングされるレー
トです。
開始時にサービス料がかからないように、デフォルトのサンプリングレートは控えめになっています｡ デ
フォルトのサンプリングルールを変更し、サービスまたはリクエストのプロパティに基づいてサンプリン
グを適用する追加のルールを設定するように X-Ray を設定できます。
例えば、サンプリングを無効にして、状態を変更したり、ユーザーアカウントやトランザクションを処理
したりする呼び出しのすべての要求をトレースすることができます。バックグラウンドポーリング、ヘル
スチェック、接続保守などの大量の読み取り専用呼び出しには、低いレートでサンプリングを行い、発生
した問題に気づけるデータを得ることができます。
ステートマシンのサンプリングルールを設定:
1. X-Ray コンソール に移動します。
2. [Sampling] (サンプリング) を選択します。
3. ルールを作成するには、[Create sampling rule] (サンプリングルールの作成) を選択します。
ルールを編集するには、ルールの名前を選択します。
ルールを削除するには、ルールを選択し、[Actions] (アクション) メニューを使用して削除します。
名前や優先度など、既存のサンプリングルールの一部は変更できません。代わりに、既存のルールを追加
またはクローンを作成し、望みの変更を行い、新しいルールを活用します。
X-Ray サンプリングルールの詳細および各種パラメータの設定方法については、X-Ray コンソールにおけ
るサンプリングルールの設定を参照してください。
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上流サービスとの統合
エクスプレスワークフロー、同期ワークフロー、標準ワークフローなどの Step Functions ワークフローの
実行を上流サービスと統合するには、を設定する必要がありますtraceHeader。API Gateway で HTTP
API を使用している場合は、この処理が自動的に行われます。ただし、Lambda 関数や SDK を使用してい
る場合は、StartExecutionまたは StartSyncExecutionAPItraceHeader 呼び出しでを自分で設定
する必要があります。
traceHeader形式はとして指定する必要があります\p{ASCII}#。さらに、Step Functions
で同じトレース ID を使用できるようにするには、形式をとして指定する必要がありま
すRoot={TRACE_ID};Sampled={1 or 0}。Lambda 関数を使用している場合は、を現在のセグメント
のトレース ID に置き換え、サンプリングモードが true で、サンプリングモードが false0 であるかのよう
に1 Sampled フィールドを設定します。TRACE_IDこの形式でトレース ID を指定すると、完全なトレース
を確実に取得できます。
以下は、を指定する方法を示すために Python で記述された例ですtraceHeader。
state_machine = config.get_string_paramter("STATE_MACHINE_ARN")
if (xray_recorder.current_subsegment() is not None and
xray_recorder.current_subsegment().sampled) :
trace_id = "Root={};Sampled=1".format(
xray_recorder.current_subsegment().trace_id
)
else:
trace_id = "Root=not enabled;Sampled=0"
LOGGER.info("trace %s", trace_id)
# execute it
response = states.start_sync_execution(
stateMachineArn=state_machine,
input=event['body'],
name=context.aws_request_id,
traceHeader=trace_id
)
LOGGER.info(response)

概念
X-Ray コンソール
AWS X-Ray コンソールでは、サービスマップと、アプリケーションが処理するリクエストのトレースを表
示できます。ステートマシンで有効になっているときに、X-Ray が収集した詳細情報を閲覧するため、コ
ンソールにアクセスできます。
ステートマシン実行のために X-Ray コンソールにアクセスする方法に関する情報は、X-Ray コンソールの
表示 (p. 604) を参照してください。
X-Ray コンソールの詳細については、X-Ray コンソールのドキュメントを参照してください。

セグメント、サブセグメント、およびトレース
ステートマシンへのリクエストに関する情報をセグメントが記録します。これには、ステートマシンが実
行する作業などの情報が含まれており、ダウンストリームコールに関する情報があるサブセグメントを含
む可能性があります。
トレースでは、1 つのリクエストで生成されたセグメントをすべて収集します。
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サンプリング
効率的にトレースを行ってアプリケーションが処理するリクエストの代表的なサンプルを提供するた
め、X-Ray によってサンプリングアルゴリズムが適用され、トレースするリクエストが決定されます。こ
れは、サンプリングルールを編集すれば、変更できます。

メトリクス
ステートマシンの場合、X-Ray は呼び出し時間、状態遷移時間、Step Functions 全実行時間、およびこの
実行時間の分散を計測します。この情報には、X-Ray コンソールを通じてアクセスできます。

分析
AWS X-Ray 分析 コンソールは、トレースデータを解釈するために利用するインタラクティブなツールで
す。現在のトレースセットに関連付けられているグラフとメトリクスおよびフィールドのパネルをクリッ
クして、アクティブなデータセットをきめ細かく絞り込むことができます。これにより、ステートマシン
のパフォーマンス、パフォーマンス問題のすばやい発見と特定方法を分析できます。
X-Ray 分析の詳細については、AWS X-Ray 分析コンソールとの対話を参照してください。

Step Functions サービス統合と X-Ray
Step Functions と統合する AWS のサービスの一部は、リクエストにトレースヘッダーを追加し、X-Ray
デーモンを実行し、サンプリング判定を行ってトレースデータを X-Ray にアップロードすることで AWS
X-Ray と統合します。その他は、AWS X-Ray SDK を使ってインストルメント化する必要があります。XRay 統合をまだサポートしていないものもあります。Step Functions とのサービス統合を使用する場合
は、完全なトレースデータを提供するために X-Ray 統合が必要です。

ネイティブ X-Ray サポート
ネイティブ X-Ray サポートとのサービス統合には、次のものがあります。
• Amazon Simple Notification Service
• Amazon Simple Queue Service
• AWS Lambda
• AWS Step Functions

必要な計器
X-Ray 計器が必要なサービス統合:
• Amazon Elastic Container Service
• AWS Batch
• AWS Fargate

クライアント側のトレースのみ
その他のサービス統合では、X-Ray のトレースはサポートされません。ただし、クライアント側のトレー
スは引き続き収集できます。
• Amazon DynamoDB
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• Amazon EMR
• アマゾン SageMaker
• AWS CodeBuild
• AWS Glue

X-Ray コンソールの表示
X-Ray は、サービスからセグメント形式でデータを受け取ります。X-Ray は、トレースへの共通リクエス
トを含むセグメントをグループ化します。X-Ray は、トレースを処理して、アプリケーションのビジュア
ル表現を提供するサービスグラフを生成します。
ステートマシンの実行をスタートしたら、[Execution details] (実行詳細) セクションで [X-Ray trace map]
(X-Ray トレースマップ) を選択して X-Ray トレースを表示できます。

ステートマシンに対する X-Ray を有効にした後、X-Ray コンソールでその実行のトレース情報を表示でき
ます。

Step Functions の X-Ray トレース情報を表示
次の手順は、X-Ray を有効にして実行した後にコンソールに表示できる情報の種類を示しています。コー
ルバックパターンの例 (Amazon SQS、Amazon SNS、Lambda) (p. 452) サンプルプロジェクト用 X-Ray
トレースが表示されます。

トレース
実行が完了した後、X-Ray コンソールに移動して、そこで X-Ray トレース ページが表示されます。これ
により、サービスマップの概要と、ステートマシンのトレースおよびセグメント情報が表示されます。
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サービスマップ
X-Ray コンソールのサービスマップは、エラーが発生しているサービス、高レイテンシーとの接続がある
サービスを特定するか、不成功に終わったリクエストのトレースを識別する助けとなります。

トレースマップ上で、サービスノードを選択して、その接続を移動したリクエストを閲覧するため、その
ノードまたは 2 つのノード間のエッジへのリクエストを閲覧できます。ここで、WaitForCallBack ノー
ドが選択されており、その実行および応答ステータスに関する追加情報を表示できます。
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X-Ray サービスマップとステートマシンとの相関関係を確認できます。X-Ray をサポートしていれ
ば、Step Functions によって呼び出されるサービス統合ごとにサービスマップノードがあります。

セグメントとサブセグメント
トレースは、1 つのリクエストで生成されたセグメントを収集します。各セグメントには、リソース名、
リクエストの詳細、行った作業の詳細が含まれています。[Trace] (トレース) ページでは、セグメントと、
拡大した場合は対応するサブセグメントが表示されます。セグメントまたはサブセグメントを選択して、
その詳細を表示できます。
各タブを選択して、セグメントとサブセグメントの情報の表示方法を確認します。
Overview of Segments
このステートマシンのセグメントとサブセグメントの概要。サービスマップ上のノードごとに別のセ
グメントがあります。
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View segment detail
セグメントを選択すると、リソース名、リクエストの詳細、行った作業の詳細が含まれています。

View subsegment detail
セグメントでは、完了した作業に関するデータをサブセグメントに分けることができます。サブセグ
メントを選択すると、より詳細なタイミング情報と詳細を表示できます。サブセグメントには、AWS
のサービス、外部 HTTP API、SQL データベースへの呼び出しに関する追加の詳細を含めることがで
きます。
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分析
AWS X-Ray [Analytics] (分析) コンソールは、トレースデータを解釈するためのインタラクティブなツール
です。これを使用して、ステートマシンのパフォーマンスをより簡単に理解できます。このコンソールを
使用すると、インタラクティブな応答時間グラフと時系列グラフを使用して、トレースを調査、分析、お
よび視覚化できます。こうすると、パフォーマンスとレイテンシーの問題をすばやく選択しやすくなりま
す。
現在のトレースセットに関連付けられているグラフとメトリクスおよびフィールドのパネルをクリックし
て、アクティブなデータセットをきめ細かく絞り込むことができます。
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構成
X-Ray コンソールから、サンプリングと暗号化オプションを設定できます。
Sampling
[Sampling] (サンプリング) を選択して、サンプリングレートと設定の詳細を表示します。サンプリン
グルールを変更して記録するデータの量を制御し、特定の要件に合わせてサンプリング動作を変更で
きます。
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にデータがない場合はどうなりますか。

Encryption
Encryption (暗号化) を選択して、暗号化設定を変更します。デフォルトの設定を使って、X-Ray が静
止時のトレースと日付を暗号化できます。または、必要に応じてカスタマーマスターキーを選択でき
ます。後の方法を選択した場合、スタンダード AWS KMS 料金が適用されます。

トレースマップまたはサービスマップにデータがない
場合はどうなりますか。
X-Ray が有効なものの、X-Ray コンソールでデータが表示されない場合は、次の点をチェックしてくださ
い。
• IAM ロールを正しく設定して、X-Ray への書き込みが許可されるようにします。
• サンプリングルールでは、データのサンプリングが許可されています。
• 新しく作成または変更した IAM ロールが適用されるまでに短い遅延が生じる可能性があるため、数分後
にトレースマップまたはサービスマップを再度チェックしてください。
• [X-Ray Traces] (X-Ray トレース) パネルでデータが見つかりませんが表示されると、IAM アカウント設
定をチェックして、AWS Security Token Service が目的のリージョンに対して有効になるようにしま
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。
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AWS Step Functions でのセキュリ
ティ
このセクションでは、AWS Step Functions のセキュリティと認証について説明します。
目次
• AWS Step Functions でのデータ保護 (p. 613)
• AWS Step Functions での暗号化 (p. 614)
• 保管時の暗号化 (p. 614)
• 転送中の暗号化 (p. 614)
• AWS Step Functions の Identity and Access Management (p. 614)
• 認証 (p. 614)
• アクセスコントロール (p. 616)
• AWS Step Functions で IAM を使用する方法 (p. 616)
• Step Functions のロールの作成 (p. 616)
• サービス間での混乱した代理問題の防止 (p. 616)
• インラインポリシーを添付する (p. 617)
• 管理者以外のユーザー用の詳細な IAM 許可の作成 (p. 618)
• サービスレベルのアクセス許可 (p. 618)
• ステートマシンレベルのアクセス許可 (p. 619)
• 実行レベルのアクセス許可 (p. 619)
• アクティビティレベルのアクセス許可 (p. 620)
• AWS アカウントワークフロー内の他のリソースへのアクセス (p. 620)
• このトピックの主な概念 (p. 621)
• クロスアカウントリソースを呼び出す (p. 621)
• チュートリアル:AWSクロスアカウントリソースへのアクセス (p. 622)
• 前提条件 (p. 623)
• ステップ 1: タスクロールを更新してターゲットロールを指定す
る (p. 623)
• ステップ 2: ターゲットロールの信頼ポリシーを更新する (p. 624)
• ステップ 3: ターゲットロールで必要なアクセス許可をターゲットロールに
追加する (p. 625)
• ステップ 4: 実行ロールに権限を追加してターゲットロールを引き受け
る (p. 625)
• .sync 統合パターンへのクロスアカウントアクセス (p. 626)
• .sync 呼び出しの信頼ポリシーの更新 (p. 626)
• .sync 呼び出しに必要な権限 (p. 626)
• Step Functions の Amazon VPC Endpoint (p. 627)
• エンドポイントの作成 (p. 627)
• Amazon VPC エンドポイントのポリシー (p. 628)
• Step Functions 用 Amazon Virtual Private Cloud エンドポイントのポリ
シー (p. 628)
• 統合サービスの IAM ポリシー (p. 629)
• 動的リソースと静的リソース (p. 629)
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• [Run a Job] (ジョブ実行) パターンを使用したタスクの追加許可 (p. 629)
• IAM ロールの作成に使用されるポリシーテンプレート (p. 630)
• AWS Lambda (p. 631)
• AWS Batch (p. 631)
• Amazon DynamoDB (p. 632)
• Amazon ECS/AWS Fargate (p. 633)
• Amazon Simple Notification Service (p. 635)
• Amazon Simple Queue Service (p. 636)
• AWS Glue (p. 637)
• アマゾン SageMaker (p. 637)
• CreateTrainingJob (p. 638)
• CreateTransformJob (p. 641)
• Amazon EMR (p. 644)
• addStep (p. 644)
• cancelStep (p. 645)
• createCluster (p. 646)
• setClusterTerminationProtection (p. 646)
• modifyInstanceFleetByName (p. 647)
• modifyInstanceGroupByName (p. 648)
• terminateCluster (p. 648)
• Amazon EMR on EKS (p. 649)
• CreateVirtualCluster (p. 649)
• DeleteVirtualCluster (p. 650)
• StartJobRun (p. 651)
• AWS CodeBuild (p. 653)
• StartBuild (p. 654)
• StopBuild (p. 655)
• BatchDeleteBuilds (p. 656)
• BatchGetReports (p. 656)
• StartBuildBatch (p. 657)
• StopBuildBatch (p. 659)
• RetryBuildBatch (p. 659)
• DeleteBuildBatch (p. 661)
• X-Ray (p. 661)
• Amazon Athena (p. 662)
• StartQueryExecution (p. 662)
• StopQueryExecution (p. 667)
• GetQueryExecution (p. 667)
• GetQueryResults (p. 667)
• Amazon EKS (p. 668)
• CreateCluster (p. 668)
• CreateNodeGroup (p. 669)
• DeleteCluster (p.
612669)
• DeleteNodegroup (p. 670)
• Amazon API Gateway (p. 670)
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• AWS Glue DataBrew (p. 671)
• アマゾン EventBridge (p. 672)
• PutEvents (p. 672)
• AWS Step Functions (p. 673)
• アクティビティまたはタスクなし (p. 674)
• 分散マップステートを使用するための IAM ポリシー (p. 674)
• 分散マップステートを実行するための IAM ポリシーの例 (p. 675)
• Amazon S3 データセットからデータを読み取る IAM ポリシーの例 (p. 675)
• Amazon S3 バケットにデータを書き込むための IAM ポリシーの例 (p. 677)
• タグベースのポリシー (p. 677)
• ログ記録とモニタリング (p. 678)
• AWS Step Functions のコンプライアンス検証 (p. 678)
• AWS Step Functions での耐障害性 (p. 678)
• AWS Step Functions でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 679)
• AWS Step Functions での設定と脆弱性の分析 (p. 679)
Step Functions は IAM を使用して、他の AWS のサービスとリソースへのアクセスを制御します。IAM の
しくみの概要については、IAM ユーザーガイドのアクセス管理の概要を参照してください。セキュリティ
認証情報の概要については、Amazon Web Services の全般リファレンスの AWS セキュリティの認証情
報を参照してください。

AWS Step Functions でのデータ保護
AWS責任共有モデルは、AWS Step Functions 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。顧客は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持す
る責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ構成と管理タスク
が含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質問」を参照し
てください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された「AWS 責任
共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。
データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS 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 などの高度なマネージド・セキュリティ・サービスを利用します。これにより、Amazon
S3 に保存される機密データの検出と保護が支援されます。
• コマンドラインインターフェースまたは 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 E メールアドレスなどの機密情報やセンシティブ情報は、タグや [Name] (名前) フィールドなどの
自由形式のフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これは、Step Functions または コンソー
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ル、API、他の AWS のサービスで AWS CLI、または AWS SDK 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。

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

転送中の暗号化
Step Functions は、サービスと他の統合された AWS のサービス間で転送中のデータを暗号化します (他の
サービスで AWS Step Functions を使用する (p. 339) を参照)。Step Functions と統合サービス間を通過す
るすべてのデータは、Transport layer Security (TLS) を使用して暗号化されています。

AWS Step Functions の Identity and Access
Management
AWS Step Functions へのアクセスには、AWS によってリクエストの認証に使用される認証情報が必要
です。これらの認証情報には、他の AWS リソースからのイベントデータの取得などの AWS リソースへ
のアクセス権限が必要です。次のセクションでは、AWS Identity and Access Management (IAM) と Step
Functions を使用してリソースにアクセスできるユーザーを制御することで、リソースをセキュリティで
保護する方法について詳しく説明します。
• 認証 (p. 614)
• アクセスコントロール (p. 616)

認証
AWS には、次のタイプのアイデンティティでアクセスできます。
• AWS アカウントのルートユーザー – AWS にサインアップするときは、アカウントに関連付けられた E
メールアドレスとパスワードを指定します。これらはルート認証情報であり、これらの情報を使用する
と、すべての AWS リソースへの完全なアクセスが可能になります。

Important
セキュリティ上の理由から、アカウントへの完全な許可を持つ管理者 (IAM ユーザー) を作成す
るためにのみ、ルート認証情報を使用することをお勧めします。その後、この管理者を使用し
て、制限された許可を持つ他の IAM ユーザーとロールを作成できます。詳細については、IAM
ユーザーガイドで IAM ベストプラクティスおよび管理者のユーザーおよびグループの作成を参
照してください。
• IAM ユーザー – IAM ユーザーは、特定のカスタム許可 (例えば、Step Functions でターゲットにイベン
トデータを送信する許可) を持つアカウント内のアイデンティティです。IAM のユーザー名とパスワー
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ドを使用して、AWS Management Console、AWS ディスカッションフォーラム、AWS Support セン
ターなどのセキュリティ保護された AWS ウェブページにサインインできます。

ユーザー名とパスワードに加えて、各ユーザーのアクセスキーを生成することもできます。複数の SDK
の 1 つを通して、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、プログラムで AWS の
サービスにアクセスするときに、これらのキーを使用します。SDK と AWS CLI ツールでは、アクセス
キーを使用してリクエストが暗号で署名されます。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。Step Functions では、署名バージョン 4 がサポートされています。これ
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す。リクエストの認証の詳細につい
ては、「Amazon Web Services General Reference」(Amazon Web Services の全般リファレンス) の
「Signature Version 4 Signing Process」(署名バージョン 4 署名プロセス) を参照してください。

• IAM ロール - IAM ロールは、アカウントで作成して特定のアクセス許可を付与できるもうひとつの IAM
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、特定のユーザーに関連付けられていませ
ん。IAM ロールでは、AWS のサービスおよびリソースにアクセスするために使用できる一時的なアクセ
スキーを取得することができます。IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – IAM ユーザーを作成するのではなく、AWS Directory
Service、エンタープライズユーザーディレクトリ、またはウェブアイデンティティプロバイダー
(IdP) の既存のアイデンティティを使用することもできます。このようなユーザーはフェデレーティッ
ドユーザーと呼ばれます。AWS では、ID プロバイダを通じてアクセスがリクエストされたとき、
フェデレーティッドユーザーにロールを割り当てます。フェデレーティッドユーザーの詳細について
は、「IAM User Guide」(IAM ユーザーガイド) の「Federated Users and Roles」(フェデレーティッ
ドユーザーとロール) を参照してください。

• クロスアカウントアクセス – アカウントの IAM ロールを使用して、アカウントのリソースにアクセス
するための許可を別のアカウントに付与することができます。この例については、[IAM ユーザーガイ
ド]の[チュートリアル: AWS アカウント間の IAM ロールを使用したアクセスの委任]」を参照してくだ
さい。
ワークフロー内のクロスアカウントリソースへのアクセスの詳細については、「」AWS アカウン
トワークフロー内の他のリソースへのアクセス (p. 620) と「」を参照してくださいチュートリア
ル:AWSクロスアカウントリソースへのアクセス (p. 622)。

• AWS のサービスのアクセス – アカウントで IAM ロールを使用して、アカウントのリソースにアクセ
スするために必要な許可を AWS のサービスに付与できます。例えば、Amazon Redshift がお客様に
代わって Amazon S3 バケットにアクセスし、バケットに保存されたデータを Amazon Redshift クラ
スターにロードすることを許可するロールを作成できます。詳細については、IAM ユーザーガイドの
AWS のサービスに許可を委任するロールの作成を参照してください。

• Amazon EC2 で実行されるアプリケーション － インスタンス上で実行されるアプリケーションが
AWS API リクエストを実行する際に使用するアクセスキーを EC2 インスタンスに保存する代わり
に、IAM ロールを使用して、これらのアプリケーション用の一時的認証情報を管理できます。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、インスタンスに添付されたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイル
にはロールが含まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時認証情報を取得することがで
きます。詳細については、「IAM User Guide」(IAM ユーザーガイド) の「Using Roles for Applications
on Amazon EC2」(Amazon EC2 上のアプリケーションに対するロールの使用) を参照してください。
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アクセスコントロール
有効な認証情報があればリクエストを認証できますが、アクセス許可が付与されている場合を除き、Step
Functions リソースの作成やアクセスはできません。例えば、Step Functions ルールに関連した AWS
Lambda、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)、および Amazon Simple Queue Service
(Amazon SQS) ターゲットを呼び出すには、許可が必要です。
以下のセクションでは、Step Functions の許可を管理する方法について説明します。
• AWS Step Functions で IAM を使用する方法 (p. 616)
• 管理者以外のユーザー用の詳細な IAM 許可の作成 (p. 618)
• Step Functions の Amazon VPC Endpoint (p. 627)
• 統合サービスの IAM ポリシー (p. 629)
• 分散マップステートを使用するための IAM ポリシー (p. 674)

AWS Step Functions で IAM を使用する方法
AWS Step Functions はコードの実行と AWS リソースへのアクセス (AWS Lambda 関数の呼び出しな
ど) が可能です。セキュリティを維持するために、IAM ロールを使用してこれらのリソースへの Step
Functions アクセスを許可する必要があります。
このガイドの Step Functions チュートリアル (p. 199) によって、ステートマシンを作成した AWS リー
ジョンで有効なIAM ロールの自動生成の利用を有効化できます。ただし、ステートマシン独自の IAM ロー
ルを作成できます。
ステートマシンで使用する IAM ポリシーを作成するときは、ポリシーにはステートマシンが引き受けるア
クセス許可を含める必要があります。例として、AWS既存の管理ポリシーを使用することもできます。ま
たは、特定のニーズを満たすカスタムポリシーを最初から作成できます。詳細については、IAM ユーザー
ガイドの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。
ステートマシン独自の IAM ロールを作成するには、このセクションのステップに従います。
この例では、Lambda 関数を呼び出す許可を持つIAM ロールを作成します。

Step Functions のロールの作成
1.

IAM コンソールにサインインし、[Roles] (ロール)、[Create role] (ロール作成))の順に選択します。

2.

[Select type of trusted entity] (信頼されたエンティティ) ページの [AWS service] ( のサービス) で、リ
ストから [Step Functions] を選択し、[Next: Permissions] (次へ: 許可) を選択します。

3.

[Attached permissions policy] (添付の許可ポリシー) ページで、[Next: Review] (次: レビュー) を選択し
ます。

4.

[Review] (確認) ページで、StepFunctionsLambdaRole を [Role name] (ロール名) に入力
し、[Create role] (ロールの作成) を選択します。
ロールのリストで、IAM ロールが表示されます。

IAM 許可とポリシーの詳細については、IAM ユーザーガイドのアクセス管理を参照してください。

サービス間での混乱した代理問題の防止
混乱した代理人とは、別のエンティティによってアクションの実行を強制されたエンティティ（サービス
またはアカウント）です。ではAWS、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
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元サービス) を呼び出すと、サービス間でのなりすましが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。このようななりすましは、アカウント
間でもサービス間でも発生する可能性があります。
「混乱した代理」を防ぐために、AWSでは、お客様のすべてのサービスのデータを保護するのに役立つ
ツールを提供しています。これには、アカウント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
シパルを使用します。このセクションでは、AWS Step Functionsに固有のサービス間の混乱した代理防止
に焦点を当てていますが、このトピックの詳細については、IAM ユーザーガイドの「混乱した代理問題の
セクション」を参照してください。
IAM が Step Functions に付与するリソースへのアクセス権限を制限するに
は、aws:SourceArnaws:SourceAccountリソースポリシーでおよびグローバル条件コンテキ
ストキーを使用することをお勧めします。これらのグローバル条件コンテキストキーを両方使用
し、aws:SourceArnAWS値にアカウント ID が含まれている場合、aws:SourceAccountAWS値と値の
アカウントはaws:SourceArn、AWS同じアカウント ID を使用しており、それらが同じアカウント ID を
使用する必要があります。

Note
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。完全な
ARN が不明の場合、または複数のリソースを指定する場合には、ARN の未知部分にワイルド
カード (*) が付いた、aws:SourceArnグローバルコンテキスト条件キーを使用します。例:
arn:aws:states:*:111122223333:*。
次に、信頼できるポリシーの例を示します。これは、Stepaws:SourceArn Functionsを使用して代理機能
の混乱を防ぐ方法を示しています。aws:SourceAccount
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Principal":{
"Service":[
"states.amazonaws.com"
]
},
"Action":"sts:AssumeRole",
"Condition":{
"ArnLike":{
"aws:SourceArn":"arn:aws:states:us-east-1:111122223333:stateMachine:*"
},
"StringEquals":{
"aws:SourceAccount":"111122223333"
}
}
}
]

インラインポリシーを添付する
Step FunctionsTask は状態の他のサービスを直接管理します。制御する必要があるサービスの API アク
ションに Step Functions からのアクセス許可がでるように、インラインポリシーを添付します。
1.
2.

IAM コンソール を開いて [Roles] (ロール) を選択し、Step Functions ロールを検索したら、そのロー
ルを選択します。
[Add inline policy] (インラインポリシーの追加) を選択します。
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3.

ロールのポリシーを作成するには、[Visual editor] (ビジュアルエディタ) または [JSON] タブを使用し
ます。

AWS Step Functions で他の AWS のサービスを制御する方法の詳細については、他のサービスで AWS
Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。

Note
Step Functions コンソールで作成された IAM ポリシーの例については、統合サービスの IAM ポリ
シー (p. 629) を参照してください。

管理者以外のユーザー用の詳細な IAM 許可の作成
IAM の ReadOnly などのデフォルトの管理ポリシーは、すべてのタイプの AWS Step Functions アクセス
許可を網羅しているとは限りません。このセクションでは、これらのさまざまなタイプのアクセス許可に
ついて説明し、設定例を示します。
Step Functions には、4 つのカテゴリの許可があります。ユーザーに許可するアクセスに応じて、これら
のカテゴリのアクセス許可を使用してアクセスを制御できます。
サービスレベルのアクセス許可 (p. 618)
特定のリソースで動作しない API コンポーネントに適用されます。
ステートマシンレベルのアクセス許可 (p. 619)
特定のステートマシンで動作するすべての API コンポーネントに適用されます。
実行レベルのアクセス許可 (p. 619)
特定の実行で動作するすべての API コンポーネントに適用されます。
アクティビティレベルのアクセス許可 (p. 620)
特定のアクティビティまたはその特定のインスタンスで動作するすべての API コンポーネントに適用
されます。

サービスレベルのアクセス許可
このアクセス許可レベルは、特定のリソースで動作しないすべての API アクションに適用されます。例え
ば、CreateStateMachine、CreateActivity、ListStateMachines、ListActivities に適用さ
れます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"states:ListStateMachines",
"states:ListActivities",
"states:CreateStateMachine",
"states:CreateActivity"
],
"Resource": [
"arn:aws:states:*:*:*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
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}

]

}

"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam:::role/my-execution-role"
]

ステートマシンレベルのアクセス許可
このアクセス許可レベルは、特定のステートマシンで動作するすべて
の API アクションに適用されます。これらの API オペレーションに
は、DeleteStateMachine、DescribeStateMachine、StartExecution、および
ListExecutions などのリクエストの一部として、ステートマシンの Amazon リソースネーム (ARN) が
必要です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"states:DescribeStateMachine",
"states:StartExecution",
"states:DeleteStateMachine",
"states:ListExecutions",
"states:UpdateStateMachine"
],
"Resource": [
"arn:aws:states:*:*:stateMachine:StateMachinePrefix*"
]
}
]

実行レベルのアクセス許可
このアクセス許可レベルは、特定の実行で動作するすべての API アクションに適用されます。これらの
API オペレーションには、DescribeExecution、GetExecutionHistory、StopExecution などのリ
クエストの一部として、実行の ARN が必要です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"states:DescribeExecution",
"states:DescribeStateMachineForExecution",
"states:GetExecutionHistory",
"states:StopExecution"
],
"Resource": [
"arn:aws:states:*:*:execution:*:ExecutionPrefix*"
]
}
]
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アクティビティレベルのアクセス許可
このアクセス許可レベルは、特定のアクティビティまたはその特定のインスタンスで動
作するすべての API アクションに適用されます。これらの API 操作には、リクエストの
一部として、、、などのアクティビティの ARN またはインスタンスのトークンが必要で
すSendTaskHeartbeat。DeleteActivityDescribeActivityGetActivityTask
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"states:DescribeActivity",
"states:DeleteActivity",
"states:GetActivityTask",
"states:SendTaskHeartbeat"
],
"Resource": [
"arn:aws:states:*:*:activity:ActivityPrefix*"
]
}
]

AWS アカウントワークフロー内の他のリソースへの
アクセス
Step Functions では、AWS アカウントワークフロー内のさまざまな構成のリソースにクロスアカウントで
アクセスできます。Step Functions サービスインテグレーションを使用すると、AWSAWS のサービスリ
ソースベースのポリシーやクロスアカウントコールがサポートされていない場合でも、任意のクロスアカ
ウントリソースを呼び出すことができます。
たとえば、開発とテストという名前の 2AWS アカウント つを同じ場所に所有しているとしますAWS リー
ジョン。クロスアカウントアクセスを使用すると、開発アカウントのワークフローは、テストアカウント
で使用できる Amazon S3 バケット、Amazon DynamoDB テーブル、Lambda 関数などのリソースにアク
セスできます。

Important
IAM ロールとリソースベースのポリシーは、単一のパーティション内のアカウント間でのみアク
セスを委任します。たとえば、標準 aws パーティションの米国西部 (北カリフォルニア) にアカ
ウントがあるとします。aws-cn パーティションの 中国 (北京) にもアカウントがあります。標準
aws アカウントで、中国 (北京) のアカウントの Amazon S3 リソースベースのポリシーを使用し
て、ユーザーにアクセスを許可することはできません。
クロスアカウントアクセスの詳細については、IAM User Guide の「クロスアカウントポリシー評価論理」
を参照してください。
AWS アカウントそれぞれが独自のリソースを完全に制御できますが、Step Functions を使用すると、コー
ドをカスタマイズしなくても、ワークフロー内のステップを再編成、交換、追加、削除できます。これ
は、プロセスが変更されたり、アプリケーションが進化したりしても実行できます。
入れ子になったステートマシンの実行を呼び出して、さまざまなアカウントで使用できるようにすること
もできます。そうすることで、ワークフローを効率的に分離して分離できます。
目次
• このトピックの主な概念 (p. 621)

620

AWS Step Functions デベロッパーガイド
AWSクロスアカウントリソースへのアクセス

• クロスアカウントリソースを呼び出す (p. 621)
• チュートリアル:AWSクロスアカウントリソースへのアクセス (p. 622)
• .sync 統合パターンへのクロスアカウントアクセス (p. 626)

このトピックの主な概念
実行ロール (p. 616)
Step Functions がコードを実行したり、AWS Lambda関数の InvokeAWS アクションなどのリソース
にアクセスしたりするために使用する IAM ロール。
サービスインテグレーション (p. 339)
Taskワークフロー内のステート内から呼び出すことができるAWS SDK 統合 API アクション。
ソースアカウント
ステートマシンを所有し、AWS アカウント実行を開始したAN。
ターゲットアカウント
AWS アカウントユーザーはこのアドレスに対してクロスアカウントコールを行います。
ターゲットロール
ターゲットアカウントの IAM ロールです。ターゲットアカウントが所有するリソースを呼び出すため
にステートマシンが引き受けます。
Job 実行 (.sync) (p. 360)
などのサービスを呼び出すために使用されるサービス統合パターンAWS Batch。また、Step
Functions ステートマシンがジョブの完了を待ってから次の状態に進みます。Step.sync Functions が
待機するように指示するには、ResourceTaskステート定義のフィールドにサフィックスを追加しま
す。

クロスアカウントリソースを呼び出す
ワークフローでクロスアカウントリソースを呼び出すには、次の操作を行います。
1. リソースを含むターゲットアカウントで IAM ロールを作成します。このロールは、ステートマシンを含
むソースアカウントに、ターゲットアカウントのリソースにアクセスする権限を付与します。
2. Taskステートの定義では、クロスアカウントリソースを呼び出す前にステートマシンが引き受けるター
ゲット IAM ロールを指定します。
3. ソースアカウントが一時的にこのロールを引き継ぐことができるように、ターゲット IAM ロールの信
頼ポリシーを変更します。信頼ポリシーには、ソースアカウントで定義されているステートマシンの
Amazon リソースネーム (ARN) を含める必要があります。また、AWSリソースを呼び出すための適切
な権限をターゲット IAM ロールに定義してください。
4. ソースアカウントの実行ロールを更新して、ターゲット IAM ロールを引き受けるために必要な権限を含
めます。
例については、チュートリアル:AWSクロスアカウントリソースへのアクセス (p. 622)を参照してくださ
い。

Note
ステートマシンは、複数のリソースにアクセスするための IAM ロールを引き継ぐように設定でき
ますAWS アカウント。ただし、ステートマシンは一度に 1 つの IAM ロールしか引き受けられま
せん。
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チュートリアル:AWSクロスアカウントリソースへのアクセス
SStep Functions ctionsのクロスアカウントアクセスサポートにより、異なる構成のリソースを共有できま
すAWS アカウント。このチュートリアルでは、Production というアカウントで定義されているクロスアカ
ウントの Lambda 関数にアクセスするプロセスを順を追って説明します。この関数は Development とい
うアカウントのステートマシンから呼び出されます。このチュートリアルでは、開発アカウントはソース
アカウントと呼ばれ、プロダクションアカウントはターゲット IAM ロールを含むターゲットアカウントで
す。
まず、Taskステートの定義で、クロスアカウントの Lambda 関数を呼び出す前にステートマシンが引き受
ける必要のあるターゲット IAM ロールを指定します。次に、ソースアカウントが一時的にターゲットロー
ルを引き継ぐことができるように、ターゲット IAM ロールの信頼ポリシーを変更します。また、AWSリ
ソースを呼び出すには、ターゲット IAM ロールに適切な権限を定義します。最後に、ソースアカウントの
実行ロールを更新して、ターゲットロールを引き受けるために必要な権限を指定します。

Note
ステートマシンは、複数のリソースにアクセスするための IAM ロールを引き継ぐように設定で
きますAWS アカウント。ただし、ステートマシンは、ステートの定義に基づいて一度に 1 つの
IAM ロールしか引き受けられません。Task
目次
• 前提条件 (p. 623)
• ステップ 1: タスクロールを更新してターゲットロールを指定する (p. 623)
• ステップ 2: ターゲットロールの信頼ポリシーを更新する (p. 624)
• ステップ 3: ターゲットロールで必要なアクセス許可をターゲットロールに追加する (p. 625)
• ステップ 4: 実行ロールに権限を追加してターゲットロールを引き受ける (p. 625)
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前提条件
• このチュートリアルでは、Lambda 関数の例を使用して、クロスアカウントアクセスを設定する方法を
示します。AWS他のリソースも使用できますが、必ず別のアカウントでリソースを設定してください。

Important
IAM ロールとリソースベースのポリシーは、単一のパーティション内のアカウント間でのみア
クセスを委任します。たとえば、標準 aws パーティションの米国西部 (北カリフォルニア) にア
カウントがあるとします。aws-cn パーティションの 中国 (北京) にもアカウントがあります。
標準 aws アカウントで、中国 (北京) のアカウントの Amazon S3 リソースベースのポリシーを
使用して、ユーザーにアクセスを許可することはできません。
• クロスアカウントリソースの Amazon リソースネーム (ARN) をテキストファイルに書き留めます。この
チュートリアルの後半では、この ARN をステートマシンの状態定義で指定します。TaskLambda 関数
ARN の例を次に示します。
arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:functionName

• ステートマシンが引き受ける必要のあるターゲット IAM ロールを作成したことを確認してください。

ステップ 1: タスクロールを更新してターゲットロールを指定する
Taskワークフローの状態で、クロスアカウントの Lambda 関数を呼び出す前にステートマシンが想定する
必要がある IDCredentials を含むフィールドを追加します。
次の手順では、というクロスアカウントの Lambda 関数にアクセスする方法を説明しますEcho。次の手順
に従って、AWS任意のリソースを呼び出すことができます。
1.
2.
3.
4.
5.

Step Functions コンソールを開き、[Create a state machine] (ステートマシンの作成)] を選択します。
「作成方法の選択」 ページで、「ワークフローを視覚的にデザインする」を選択し、デフォルトの選
択をすべてそのまま使用します。
ワークフロースタジオを開くには、[次へ] を選択します。
「アクション」タブで、Taskステートをキャンバスにドラッグアンドドロップします。これによ
り、Taskこの状態を使用するクロスアカウントの Lambda 関数が呼び出されます。
[構成] タブで、次の操作を行います。
a.
b.
c.

Cross-account callステートの名前をに変更します。
[関数名] で [関数名を入力] を選択し、ボックスに Lambda 関数 ARN を入力します。例:
arn:aws:lambda:us-east-2:111122223333:function:Echo。
「IAM ロール ARN を提供する」には、ターゲット IAM ロール ARN を指定します。例:
arn:aws:iam::111122223333:role/LambdaRole。

Tip
あるいは、IAM ロール ARN を含む状態の JSON 入力にある既存のキーと値のペアへの
参照パスを指定することもできます (p. 84)。これを行うには、状態入力から [実行時に
IAM ロール ARN を取得] を選択します。参照パスを使用して値を指定する例について
は、を参照してくださいIAM ロールの ARN としての JSONPath の指定 (p. 43)。
6. [Next] (次へ) を選択します。
7. 「生成コードの確認」ページで、「次へ」を選択します。
8. 「ステートマシン設定の指定」ページで、名前、権限、ログレベルなど、新しいステートマシンの詳
細を指定します。
9. Create State Machine（ステートマシンの作成）を選択します。
10. ステートマシンの IAM ロール ARN とステートマシン ARN をテキストファイルに書き留めておきま
す。これらの ARN は、ターゲットアカウントの信頼ポリシーで提供する必要があります。
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これで、Task状態定義は次のような見た目になっている必要があります。
{

}

"StartAt": "Cross-account call",
"States": {
"Cross-account call": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:states:::lambda:invoke",
"Credentials": {
"RoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/LambdaRole"
},
"Parameters": {
"FunctionName": "arn:aws:lambda:us-east-2:111122223333:function:Echo",
},
"End": true
}
}

ステップ 2: ターゲットロールの信頼ポリシーを更新する
IAM ロールはターゲットアカウントに存在している必要があり、ソースアカウントがこのロールを一時的
に引き継ぐことができるようにその信頼ポリシーを変更する必要があります。さらに、ターゲット IAM
ロールを引き受けることができるユーザーを制御できます。
信頼関係の作成後、ソースアカウントの IAM ユーザーはAWS Security Token Service (AWS STS)
AssumeRoleの API オペレーションを使用できます。このオペレーションから提供される一時的なセキュ
リティ認証情報を使用して、AWSターゲットアカウントのリソースにアクセスできます。
1.

IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。

2.

コンソールのナビゲーションペインで、[Roles (ロール)] を選択し、検索ボックスを使用してターゲッ
トの IAM ロールを検索します。例: LambdaRole。

3.

[信頼関係] タブを選択します。

4.

[信頼ポリシーの編集] を選択し、次の信頼ポリシーを貼り付けます。AWS アカウント番号と IAM
ロール ARN を必ず置き換えてください。sts:ExternalIdフィールドでは、ロールの引き受け先
をさらに管理します。ステートマシンの名前には、AWS Security Token ServiceAssumeRole API が
サポートする文字のみを含める必要があります。詳細については、AWS Security Token ServiceAPI
AssumeRoleリファレンスのを参照してください。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/ExecutionRole" // The source account's
state machine execution role ARN
},
"Condition": { // Control which account and state machine can assume the target
IAM role

"StringEquals": {
"sts:ExternalId": "arn:aws:states:useast-1:123456789012:stateMachine:testCrossAccount"
will assume the role.
}
}
}
]
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}

5.

このウィンドウを開いたままにして、次のステップに進みます。

ステップ 3: ターゲットロールで必要なアクセス許可をターゲットロールに追加す
る
IAM ポリシーのアクセス許可により、特定のリクエストが許可されるか拒否されるかが決まります。ター
ゲット IAM ロールには、Lambda 関数を呼び出すための適切なアクセス許可が必要です。
1.

[Permissions] (許可) タブを選択します。

2.

[権限の追加] を選択し、[インラインポリシーの作成] を選択します。

3.

JSON タブを選択し、既存のコンテンツを次の権限に置き換えます。Lambda 関数 ARN を必ず交換し
てください。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "lambda:InvokeFunction",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-2:111122223333:function:Echo"
account AWS resource being accessed
}
]
}

4.

[Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。

5.

[ポリシーの確認] ページで、権限の名前を入力し、[ポリシーの作成] を選択します。

// The cross-

ステップ 4: 実行ロールに権限を追加してターゲットロールを引き受ける
Step Functions では、AssumeRoleすべてのクロスアカウントサービス統合のポリシーが自動的に生成さ
れるわけではありません。ステートマシンの実行ロールに必要な権限を追加して、ステートマシンが 1 つ
以上のターゲット IAM ロールを引き受けられるようにする必要がありますAWS アカウント。
1.

https://console.aws.amazon.com/iam/ にある IAM コンソールでステートマシンのロールを開きます。
これを実行するには:
a.

ステップ 1 で作成したステートマシンをソースアカウントで開きます (p. 623)。

b.

ステートマシンの詳細ページで、IAM ロール ARN を選択します。

2.

[権限] タブで [権限の追加] を選択し、[インラインポリシーの作成] を選択します。

3.

JSON タブを選択し、既存のコンテンツを次の権限に置き換えます。Lambda 関数 ARN を必ず交換し
てください。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/LambdaRole"
assumed
}
]

}
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4.

[Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。

5.

[ポリシーの確認] ページで、権限の名前を入力し、[ポリシーの作成] を選択します。

.sync 統合パターンへのクロスアカウントアクセス
.sync (p. 360)ワークフローでサービス統合パターンを使用する場合、Step Functions は呼び出され
たクロスアカウントリソースをポーリングして、タスクが完了したことを確認します。これにより、実際
のタスク完了時間と Step Functions がタスクを完了したと認識する時間との間に若干の遅延が生じます。
ターゲット IAM ロールには、.syncこのポーリングループを完了するための呼び出しに必要な権限が必要
です。これを行うには、ターゲットの IAM ロールに、ソースアカウントがこのロールを引き受けることを
許可する信頼ポリシーが必要です。さらに、ターゲット IAM ロールには、ポーリングループを完了するた
めに必要な権限が必要です。

Note
現在、arn:aws:states:::states:startExecution.syncネストされたエクスプ
レスワークフローではサポートされていません。代わりに arn:aws:states:::awssdk:sfn:startSyncExecution を使用します。

.sync 呼び出しの信頼ポリシーの更新
次の例に示すように、ターゲット IAM ロールの信頼ポリシーを更新します。sts:ExternalIdフィー
ルドでは、ロールの引き受け先をさらに管理します。ステートマシンの名前には、AWS Security Token
ServiceAssumeRole API がサポートする文字のみを含める必要があります。詳細については、AWS
Security Token Service API リファレンスの「AssumeRole」を参照してください。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::sourceAccountID:role/InvokeRole",
},
"Condition": {
"StringEquals": {
"sts:ExternalId": "arn:aws:states:useast-2:sourceAccountID:stateMachine:stateMachineName"
}
}
}
]
}

.sync 呼び出しに必要な権限
ステートマシンに必要な権限を付与するには、ターゲット IAM ロールに必要な権限を更新します。詳細に
ついては、「the section called “統合サービスの IAM ポリシー” (p. 629)」を参照してください。サンプル
ポリシーの Amazon EventBridge 権限は必要ありません。たとえば、ステートマシンを起動するには、次
の権限を追加します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"states:StartExecution"
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}

]

],
"Resource": [
"arn:aws:states:region:accountID:stateMachine:stateMachineName"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"states:DescribeExecution",
"states:StopExecution"
],
"Resource": [
"arn:aws:states:region:accountID:execution:stateMachineName:*"
]
}

Step Functions の Amazon VPC Endpoint
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用して AWS リソースをホストする場合、Amazon VPC
と AWS Step Functions ワークフローの間の接続を確立できます。公開インターネットと交差せずに、
この Step Functions ワークフローとの接続を使用できます。Amazon VPC エンドポイントは、Standard
Workflows、Express Workflows、Synchronous Express Workflows でサポートされています。
Amazon VPC を使用すると、カスタム仮想化ネットワークで AWS リソースを起動できます。VPCを使用
して、IP アドレス範囲、サブネット、ルートテーブル、ネットワークゲートウェイなどのネットワーク設
定を制御できます。Amazon VPC の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドを参照してください。
Amazon VPC を Step Functions に接続するには、まずインターフェイス VPC エンドポイントを定義する
と、VPC を他の AWS のサービスに接続できます。このエンドポイントを使用すると、インターネット
ゲートウェイやネットワークアドレス変換 (NAT) インスタンス、または VPN 接続を必要とせずに、信頼
性の高いスケーラブルな方法で接続できるようになります。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイ
ドのインターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink) を参照してください。

エンドポイントの作成
AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、AWS SDK、AWS Step
Functions API、または AWS CloudFormation を使用して、VPC に AWS Step Functions エンドポイントを
作成できます。
Amazon VPC コンソールまたは AWS CLI を使用して、エンドポイントを作成および設定する方法につい
ては、Amazon VPC ユーザーガイドのインターフェイスエンドポイントの作成を参照してください。

Note
エンドポイントを作成するとき、VPC の接続先のサービスとして Step Functions を指定しま
す。Amazon VPC コンソールで、このサービス名は AWS リージョンによって異なります。例
えば、米国東部 (バージニア北部) を選択した場合、Standard ワークフロー と Express ワークフ
ロー のサービス名は com.amazonaws.us-east-1.states であり、同期 Express ワークフロー の
サービス名は com.amazonaws.us-east-1.sync-states です。

Note
プライベート DNS を通じて、SDK のエンドポイントをオーバーライドせずに VPC エンドポイン
トを使用できます。ただし、Synchronous Express Workflows 用の SDK のエンドポイントを上書
きする場合は、DisableHostPrefixInjection 構成を true に設定する必要があります。例
(Java SDK V2):
SfnClient.builder()
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.endpointOverride(URI.create("https://vpce-{vpceId}.sync-states.useast-1.vpce.amazonaws.com"))
.overrideConfiguration(ClientOverrideConfiguration.builder()
.advancedOptions(ImmutableMap.of(SdkAdvancedClientOption.DISABLE_HOST_PREFIX_INJECTION,
true))
.build())
.build();

AWS CloudFormation を使用してエンドポイントを作成および設定する方法については、AWS
CloudFormation ユーザーガイドの AWS::EC2::VPCEndpoint リソースを参照してください。

Amazon VPC エンドポイントのポリシー
Step Functions への接続アクセスを制御するには、Amazon VPC エンドポイントの作成中に AWS Identity
and Access Management (IAM) エンドポイントポリシーを添付します。複数のエンドポイントポリシーを
添付することで、複雑な IAM ルールを作成できます。詳細については、以下を参照してください。
• Step Functions 用 Amazon Virtual Private Cloud エンドポイントのポリシー (p. 628)
• 管理者以外のユーザー用の詳細な IAM 許可の作成 (p. 618)
• VPC エンドポイントによるサービスのアクセスコントロール

Step Functions 用 Amazon Virtual Private Cloud エンドポイント
のポリシー
Step Functions 用 Amazon VPC エンドポイントのポリシーを作成できます。このポリシーでは以下を指定
します。
• アクションを実行できるプリンシパル。
• 実行可能なアクション。
• このアクションを実行できるリソース。
次の例は、1 人の IAM ユーザーにステートマシンの作成を許可し、すべての IAM ユーザーのステートマシ
ン削除許可を拒否を許可する Amazon VPC エンドポイントのポリシーを示しています。このサンプルポリ
シーでは、すべての IAM ユーザーに実行許可も付与されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": "*Execution",
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Principal": "*"
},
{
"Action": "states:CreateStateMachine",
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/MyUser"
}
},
{
"Action": "states:DeleteStateMachine",
"Resource": "*",
"Effect": "Deny",
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}

]

}

"Principal": "*"

エンドポイントポリシーの作成の詳細については、以下を参照してください。
• 管理者以外のユーザー用の詳細な IAM 許可の作成 (p. 618)
• VPC エンドポイントによるサービスのアクセスコントロール

統合サービスの IAM ポリシー
AWS Step Functions コンソールでステートマシンを作成すると、次のようにステートマシンの定義で使
用されるリソースに基づき、Step Functions によって、AWS Identity and Access Management (IAM) ポリ
シーが生成されます。
• ステートマシンが Optimized 統合の 1 つを使用している場合、ステートマシンに必要な許可とロールを
持つポリシーが作成されます。
• ステートマシンが AWS SDK 統合の 1 つを使用する場合、部分的な許可を持つ IAM ロールが作成されま
す。その後、IAM コンソールを使用して、欠落しているロールポリシーを追加できます。
以下の例では、ステートマシンの定義に基づき、Step Functions でポリシーが生成される様子を示しま
す。サンプルコードの項目 (例: [[resourceName]]) は、ステートマシンの定義に表示されている静的リ
ソースに置き換えられています。複数の静的リソースがある場合は、IAM ロールの各エントリが存在しま
す。

動的リソースと静的リソース
静的リソースは、ステートマシンのタスク状態で直接定義されます。タスク状態で直接呼び出す API アク
ションに関する情報を含めると、Step Functions はそのリソースのみの IAM ロールを作成します。
動的リソースは、状態入力に渡され、パスを使用してアクセスされるリソースです (パス (p. 84) 参照)。動
的リソースをタスクに渡す場合、Step Functions は "Resource": "*" を指定する権限の高いポリシーを
作成します。

[Run a Job] (ジョブ実行) パターンを使用したタスクの追加許可
[Run a Job] (p. 360) (ジョブ実行) パターン (.sync で終了するもの) を使用するタスクについては、接続さ
れたサービスの API アクションからのレスポンスのモニタリングおよび受信には、追加許可が必要です。
関連するポリシーには、[Request Response] (レスポンスの要求) または [Wait for Callback] (コールバック
を待機) パターンを使用するタスクよりも多くの許可が含まれます。同期タスクに関する情報は、サービ
ス統合パターン (p. 359) を参照してください。
Step Functions は、接続サービスでジョブが実行されたときのジョブのステータスをモニタリングするた
め、ポーリングとイベントという 2 つの方法を使用します。
ポーリングには、Describe または Get API アクション に対する許可 (ecs:DescribeTasks または
glue:GetJobRun など) が必要です。これらの許可がロールに欠落している場合、Step Functions はジョ
ブのステータスを判断できない場合があります。これは、一部の Run a Job (.sync) EventBridge サービス
統合がイベントをサポートしないためであり、一部のサービスはベストエフォートベースでしか、イベン
トを送信しません。
AWSサービスから Amazon EventBridge に送信されるイベントは、マネージドルールを使用して
Step Functions に送信されevents:PutTargets、events:PutRule、およびに対する権限が必要で
すevents:DescribeRule。これらの許可がロールに欠落している場合、Step Functions がジョブの完了
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を認識するまで遅延が発生する可能性があります。 EventBridge イベントの詳細については、「AWSサー
ビスからのイベント」を参照してください。

Note
ポーリングとイベントの両方をサポートする[Run a Job] (ジョブの実行) (.sync) タスクの場合、
イベントを使用してタスクが正常に完了する場合があります。これは、ロールにポーリングに
必要な許可がない場合でも発生します。この場合、ポーリング許可が正しくない、または欠落
していることにすぐに気付かないことがあります。まれなインスタンスでは、イベントが Step
Functions に配信されない場合や、Step Functions によって処理されない場合、実行がスタック
する可能性があります。ポーリング許可が正しく設定されていることを確認するには、次の方法
で、 EventBridge イベントのない環境で実行を実行できます。
• イベントを Step Functions に転送する役割を負うマネージドルールを削除します。
EventBridgeこのマネージドルールはアカウント内のすべてのステートマシンで共有されるた
め、他のステートマシンに思いがけない影響がでないようにするため、このアクションを実行
するのはテストアカウントまたは開発アカウントだけにしてください。削除する特定のマネー
ジドルールは、ターゲットサービスのポリシーテンプレートで events:PutRule に使用する
Resource フィールドを検査して特定できます。マネージドルールは、そのサービス統合を使
用するステートマシンを次回作成または更新するときに再度作成されます。 EventBridge ルー
ルの削除の詳細については、ルールの無効化と削除を参照してください。
• Step Functions Local でテストします。これは、[Run a Job] (ジョブの実行) (.sync)
タスクを完了するために行われるイベントの使用をサポートしていません。Step
Functions Local を使用するには、ステートマシンで使用する IAM ロールを引き
受けます。[Trust Relationship] (信頼関係) を編集する必要があるかもしれませ
ん。AWS_ACCESS_KEY_ID、AWS_SECRET_ACCESS_KEY、および AWS_SESSION_TOKEN 環
境変数を仮定されたロールの値に設定し、java -jar StepFunctionsLocal.jar を使用する Step
Functions Local を起動します。最後に、AWS CLI と --endpoint-url パラメータを使用して、ス
テートマシンを作成し、実行をスタートし、実行履歴を取得します。詳細については、「Step
Functions ステートマシンのローカルテスト (p. 313)」を参照してください。
[Run a Job] (ジョブの実行) (.sync) パターンを使用するタスクが停止すると、Step Functions
はベストエフォートでタスクをキャンセルしようとします。これには、次の許可が必要で
す。Cancel、Stop、Terminate、または Delete API アクション (batch:TerminateJob または
eks:DeleteCluster など) が必要です。ロールにこれらの許可がない場合、Step Functions はタスクを
キャンセルできず、タスクの実行中に追加料金が発生する可能性があります。タスク停止の詳細について
は、ジョブ実行 (p. 360)を参照してください。

IAM ロールの作成に使用されるポリシーテンプレート
次のトピックでは、Step Functions で自分達用に新しいロールの作成を選択する場合に使用するポリシー
テンプレートなどについて説明します。

Note
これらのテンプレートは、 他の AWS のサービスと連携するときに、Step Functions が IAM ポリ
シーを作成する方法と手動で Step Functions 用 IAM ポリシーを作成する方法を理解するため、
これらのテンプレートをレビューしてください。Step Functions サービス統合の詳細について
は、他のサービスで AWS Step Functions を使用する (p. 339) を参照してください。
トピック
• AWS Lambda (p. 631)
•
•
•
•
•

AWS Batch (p. 631)
Amazon DynamoDB (p. 632)
Amazon ECS/AWS Fargate (p. 633)
Amazon Simple Notification Service (p. 635)
Amazon Simple Queue Service (p. 636)
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• AWS Glue (p. 637)
• アマゾン SageMaker (p. 637)
• Amazon EMR (p. 644)
• Amazon EMR on EKS (p. 649)
• AWS CodeBuild (p. 653)
• X-Ray (p. 661)
• Amazon Athena (p. 662)
• Amazon EKS (p. 668)
• Amazon API Gateway (p. 670)
• AWS Glue DataBrew (p. 671)
• アマゾン EventBridge (p. 672)
• AWS Step Functions (p. 673)
• アクティビティまたはタスクなし (p. 674)

AWS Lambda
これらのテンプレート例では、ステートマシンの定義におけるリソースに基づき、AWS Step Functions に
よる IAM ポリシーの生成方法を示します。詳細については、以下を参照してください。
• 統合サービスの IAM ポリシー (p. 629)
• サービス統合パターン (p. 359)
AWS Step Functions は、ステートマシンの定義に基づいて IAM ポリシーを生成します。function1 と
function2 を呼び出す 2 つの AWS Lambda タスク状態を持つステートマシンの場合、この 2 つの関数
の lambda:Invoke アクセス許可を含むポリシーを使用する必要があります。
これは次の例で示されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:[[region]]:[[accountId]]:function:[[function1]]",
"arn:aws:lambda:[[region]]:[[accountId]]:function:[[function2]]"
]
}
]

AWS Batch
これらのテンプレート例では、ステートマシンの定義におけるリソースに基づき、AWS Step Functions に
よる IAM ポリシーの生成方法を示します。詳細については、次を参照してください。
• 統合サービスの IAM ポリシー (p. 629)
• サービス統合パターン (p. 359)
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AWS Batchはリソースレベルのアクセス制御を部分的にサポートしているため、を使用する必要がありま
す"Resource": "*"。
Run a Job (.sync)
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"batch:SubmitJob",
"batch:DescribeJobs",
"batch:TerminateJob"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:PutTargets",
"events:PutRule",
"events:DescribeRule"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:[[region]]:[[accountId]]:rule/
StepFunctionsGetEventsForBatchJobsRule"
]
}
]
}

Request Response
{

}

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

Amazon DynamoDB
これらのテンプレート例では、ステートマシンの定義におけるリソースに基づき、AWS Step Functions に
よる IAM ポリシーの生成方法を示します。詳細については、以下を参照してください。
• 統合サービスの IAM ポリシー (p. 629)
• サービス統合パターン (p. 359)
静的リソース
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:DeleteItem"
],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:[[region]]:[[accountId]]:table/[[tableName]]"
]
}
]

動的リソース
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:DeleteItem"
],
"Resource": "*"
}
]

すべての DynamoDB API アクションの IAM ポリシーの詳細については、Amazon DynamoDB 開発者ガイ
ドの「DynamoDB の IAM ポリシー」を参照してください。さらに、PartiQL for DynamoDB の IAM ポリ
シーについては、Amazon DynamoDB 開発者ガイドの「PartiQL for DynamoDB の IAM ポリシー」を参照
してください。

Amazon ECS/AWS Fargate
これらのテンプレート例では、ステートマシンの定義におけるリソースに基づき、AWS Step Functions に
よる IAM ポリシーの生成方法を示します。詳細については、以下を参照してください。
• 統合サービスの IAM ポリシー (p. 629)
• サービス統合パターン (p. 359)
TaskId の値は、タスクが送信されるまで不明なため、Step Functions は、権限の高い "Resource":
"*" ポリシーを作成します。

Note
"*" IAM ポリシーにもかかわらず、Step Functions によってスタートした Amazon Elastic
Container Service (Amazon ECS) タスクを停止できるだけです。
Run a Job (.sync)
静的リソース
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{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecs:RunTask"
],
"Resource": [
"arn:aws:ecs:[[region]]:
[[accountId]]:task-definition/[[taskDefinition]]"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecs:StopTask",
"ecs:DescribeTasks"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:PutTargets",
"events:PutRule",
"events:DescribeRule"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:[[region]]:
[[accountId]]:rule/StepFunctionsGetEventsForECSTaskRule"
]
}
]
}

動的リソース
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecs:RunTask",
"ecs:StopTask",
"ecs:DescribeTasks"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:PutTargets",
"events:PutRule",
"events:DescribeRule"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:[[region]]:
[[accountId]]:rule/StepFunctionsGetEventsForECSTaskRule"
]
}
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}

]

Request Response and Callback (.waitForTaskToken)
静的リソース
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecs:RunTask"
],
"Resource": [
"arn:aws:ecs:[[region]]:
[[accountId]]:task-definition/[[taskDefinition]]"
]
}
]
}

動的リソース
{

}

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

スケジュールされたAmazon ECS タスクでタスクでタスクロール、タスクロール、タスクロー
ル、iam:PassRoleまたはタスクロール上書きごとにアクセス許可を、呼び出し元エンティティ (この場
合は Step Functions) の CloudWatch Events IAM ロールに追加する必要があります。

Amazon Simple Notification Service
これらのテンプレート例では、ステートマシンの定義におけるリソースに基づき、AWS Step Functions に
よる IAM ポリシーの生成方法を示します。詳細については、以下を参照してください。
• 統合サービスの IAM ポリシー (p. 629)
• サービス統合パターン (p. 359)
静的リソース
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:sns:[[region]]:[[accountId]]:[[topicName]]"
]

パスに基づくリソース、または TargetArn または PhoneNumber に発行する
{

}

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

Amazon Simple Queue Service
これらのテンプレート例では、ステートマシンの定義におけるリソースに基づき、AWS Step Functions に
よる IAM ポリシーの生成方法を示します。詳細については、以下を参照してください。
• 統合サービスの IAM ポリシー (p. 629)
• サービス統合パターン (p. 359)
静的リソース
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sqs:SendMessage"
],
"Resource": [
"arn:aws:sqs:[[region]]:[[accountId]]:[[queueName]]"
]
}
]

動的リソース
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"sqs:SendMessage"
],
"Resource": "*"

AWS Glue
これらのテンプレート例では、ステートマシンの定義におけるリソースに基づき、AWS Step Functions に
よる IAM ポリシーの生成方法を示します。詳細については、以下を参照してください。
• 統合サービスの IAM ポリシー (p. 629)
• サービス統合パターン (p. 359)
AWS Glue には、リソースベースのコントロールはありません。
Run a Job (.sync)
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:StartJobRun",
"glue:GetJobRun",
"glue:GetJobRuns",
"glue:BatchStopJobRun"
],
"Resource": "*"
}
]

Request Response and Callback (.waitForTaskToken)
{

}

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

アマゾン SageMaker
これらのテンプレート例では、ステートマシンの定義におけるリソースに基づき、AWS Step Functions に
よる IAM ポリシーの生成方法を示します。詳細については、次を参照してください。
• 統合サービスの IAM ポリシー (p. 629)
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• サービス統合パターン (p. 359)

Note
これらの例では、IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)[[roleArn]] を参照します。こ
れにより SageMaker 、ML コンピューティングインスタンスまたは一括変換ジョブにデプロイさ
れます。詳細については、「Amazon SageMaker ロール」を参照してください。
トピック
• CreateTrainingJob (p. 638)
• CreateTransformJob (p. 641)

CreateTrainingJob
静的リソース
Run a Job (.sync)
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateTrainingJob",
"sagemaker:DescribeTrainingJob",
"sagemaker:StopTrainingJob"
],
"Resource": [
"arn:aws:sagemaker:[[region]]:[[accountId]]:training-job/[[trainingJobName]]*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:ListTags"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"[[roleArn]]"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:PutTargets",
"events:PutRule",
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"events:DescribeRule"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:[[region]]:[[accountId]]:rule/
StepFunctionsGetEventsForSageMakerTrainingJobsRule"
]
}
]
}

Request Response and Callback (.waitForTaskToken)
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateTrainingJob"
],
"Resource": [
"arn:aws:sagemaker:[[region]]:[[accountId]]:training-job/[[trainingJobName]]*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:ListTags"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"[[roleArn]]"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
}
}
}
]

動的リソース
.sync or .waitForTaskToken
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
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"sagemaker:CreateTrainingJob",
"sagemaker:DescribeTrainingJob",
"sagemaker:StopTrainingJob"

],
"Resource": [
"arn:aws:sagemaker:[[region]]:[[accountId]]:training-job/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:ListTags"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"[[roleArn]]"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:PutTargets",
"events:PutRule",
"events:DescribeRule"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:[[region]]:[[accountId]]:rule/
StepFunctionsGetEventsForSageMakerTrainingJobsRule"
]
}
]
}

Request Response and Callback (.waitForTaskToken)
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateTrainingJob"
],
"Resource": [
"arn:aws:sagemaker:[[region]]:[[accountId]]:training-job/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:ListTags"
],
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}

]

"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"[[roleArn]]"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
}
}
}

CreateTransformJob
Note
AWS Step FunctionsCreateTransformJobと統合するステートマシンを作成しても、ポリシー
は自動的に作成されません SageMaker。次のいずれかの IAM の例のに基づいて、作成された
ロールにインラインポリシーを添付する必要があります。
静的リソース
Run a Job (.sync)
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateTransformJob",
"sagemaker:DescribeTransformJob",
"sagemaker:StopTransformJob"
],
"Resource": [
"arn:aws:sagemaker:[[region]]:[[accountId]]:transformjob/[[transformJobName]]*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:ListTags"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
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"Resource": [
"[[roleArn]]"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:PutTargets",
"events:PutRule",
"events:DescribeRule"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:[[region]]:[[accountId]]:rule/
StepFunctionsGetEventsForSageMakerTransformJobsRule"
]
}
]
}

Request Response and Callback (.waitForTaskToken)
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateTransformJob"
],
"Resource": [
"arn:aws:sagemaker:[[region]]:[[accountId]]:transformjob/[[transformJobName]]*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:ListTags"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"[[roleArn]]"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
}
}
}
]
}
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動的リソース
Run a Job (.sync)
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateTransformJob",
"sagemaker:DescribeTransformJob",
"sagemaker:StopTransformJob"
],
"Resource": [
"arn:aws:sagemaker:[[region]]:[[accountId]]:transform-job/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:ListTags"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"[[roleArn]]"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:PutTargets",
"events:PutRule",
"events:DescribeRule"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:[[region]]:[[accountId]]:rule/
StepFunctionsGetEventsForSageMakerTransformJobsRule"
]
}
]
}

Request Response and Callback (.waitForTaskToken)
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateTransformJob"
],
"Resource": [
"arn:aws:sagemaker:[[region]]:[[accountId]]:transform-job/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:ListTags"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"[[roleArn]]"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
}
}
}
]

Amazon EMR
これらのテンプレート例では、ステートマシンの定義におけるリソースに基づき、AWS Step Functions に
よる IAM ポリシーの生成方法を示します。詳細については、以下を参照してください。
• 統合サービスの IAM ポリシー (p. 629)
• サービス統合パターン (p. 359)

addStep
静的リソース
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
"elasticmapreduce:DescribeStep",
"elasticmapreduce:CancelSteps"
],
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},
{

"Resource": [
"arn:aws:elasticmapreduce:[[region]]:[[accountId]]:cluster/[[clusterId]]"
]

"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:PutTargets",
"events:PutRule",
"events:DescribeRule"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:[[region]]:[[accountId]]:rule/
StepFunctionsGetEventForEMRAddJobFlowStepsRule"
]
}
]
}

動的リソース
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
"elasticmapreduce:DescribeStep",
"elasticmapreduce:CancelSteps"
],
"Resource": "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:PutTargets",
"events:PutRule",
"events:DescribeRule"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:[[region]]:[[accountId]]:rule/
StepFunctionsGetEventForEMRAddJobFlowStepsRule"
]
}
]
}

cancelStep
静的リソース
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "elasticmapreduce:CancelSteps",
"Resource": [
"arn:aws:elasticmapreduce:[[region]]:[[accountId]]:cluster/[[clusterId]]"
]
}
]
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}

動的リソース
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "elasticmapreduce:CancelSteps",
"Resource": "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
}
]

createCluster
静的リソース
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticmapreduce:RunJobFlow",
"elasticmapreduce:DescribeCluster",
"elasticmapreduce:TerminateJobFlows"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": [
"arn:aws:iam::{{account}}:role/[[roleName]]"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:PutTargets",
"events:PutRule",
"events:DescribeRule"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:[[region]]:[[accountId]]:rule/
StepFunctionsGetEventForEMRRunJobFlowRule"
]
}
]
}

setClusterTerminationProtection
静的リソース
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "elasticmapreduce:SetTerminationProtection",
"Resource": [
"arn:aws:elasticmapreduce:[[region]]:[[accountId]]:cluster/[[clusterId]]"
]
}
]

動的リソース
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "elasticmapreduce:SetTerminationProtection",
"Resource": "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
}
]

modifyInstanceFleetByName
静的リソース
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticmapreduce:ModifyInstanceFleet",
"elasticmapreduce:ListInstanceFleets"
],
"Resource": [
"arn:aws:elasticmapreduce:[[region]]:[[accountId]]:cluster/[[clusterId]]"
]
}
]

動的リソース
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticmapreduce:ModifyInstanceFleet",
"elasticmapreduce:ListInstanceFleets"
],
"Resource": "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
}
]
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modifyInstanceGroupByName
静的リソース
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups",
"elasticmapreduce:ListInstanceGroups"
],
"Resource": [
"arn:aws:elasticmapreduce:[[region]]:[[accountId]]:cluster/[[clusterId]]"
]
}
]

動的リソース
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups",
"elasticmapreduce:ListInstanceGroups"
],
"Resource": "*"
}
]

terminateCluster
静的リソース
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
"elasticmapreduce:DescribeCluster"
],
"Resource": [
"arn:aws:elasticmapreduce:[[region]]:[[accountId]]:cluster/[[clusterId]]"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:PutTargets",
"events:PutRule",
"events:DescribeRule"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:[[region]]:[[accountId]]:rule/
StepFunctionsGetEventForEMRTerminateJobFlowsRule"
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}

]

}

]

動的リソース
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
"elasticmapreduce:DescribeCluster"
],
"Resource": "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:PutTargets",
"events:PutRule",
"events:DescribeRule"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:[[region]]:[[accountId]]:rule/
StepFunctionsGetEventForEMRTerminateJobFlowsRule"
]
}
]
}

Amazon EMR on EKS
これらのテンプレート例では、ステートマシンの定義におけるリソースに基づき、AWS Step Functions に
よる IAM ポリシーの生成方法を示します。詳細については、以下を参照してください。
• 統合サービスの IAM ポリシー (p. 629)
• サービス統合パターン (p. 359)

CreateVirtualCluster
リソース
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"emr-containers:CreateVirtualCluster"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "arn:aws:iam::{{accountId}}:role/aws-service-role/emrcontainers.amazonaws.com/AnAWSServiceRoleForAmazonEMRContainers",
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}

]

}

"Condition": {
"StringLike": {
"iam:AWSServiceName": "emr-containers.amazonaws.com"
}
}

DeleteVirtualCluster
静的リソース
Run a Job (.sync)
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"emr-containers:DeleteVirtualCluster",
"emr-containers:DescribeVirtualCluster"
],
"Resource": [
"arn:aws:emr-containers:{{region}}:{{accountId}}:/virtualclusters/
[[virtualClusterId]]"
]
}
]
}

Request Response
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"emr-containers:DeleteVirtualCluster"
],
"Resource": [
"arn:aws:emr-containers:{{region}}:{{accountId}}:/virtualclusters/
[[virtualClusterId]]"
]
}
]
}

動的リソース
Run a Job (.sync)
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"emr-containers:DeleteVirtualCluster",
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}

]

}

"emr-containers:DescribeVirtualCluster"
],
"Resource": [
"arn:aws:emr-containers:{{region}}:{{accountId}}:/virtualclusters/*"
]

Request Response
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"emr-containers:DeleteVirtualCluster"
],
"Resource": [
"arn:aws:emr-containers:{{region}}:{{accountId}}:/virtualclusters/*"
]
}
]

StartJobRun
静的リソース
Run a Job (.sync)
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "emr-containers:StartJobRun",
"Resource": [
"arn:aws:emr-containers:{{region}}:{{accountId}}:/virtualclusters/
[[virtualClusterId]]"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"emr-containers:ExecutionRoleArn": [
"[[executionRoleArn]]"
]
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"emr-containers:DescribeJobRun",
"emr-containers:CancelJobRun"
],
"Resource": [
"arn:aws:emr-containers:{{region}}:{{accountId}}:/virtualclusters/
[[virtualClusterId]]/jobruns/*"
]
}
]
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}

Request Response
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "emr-containers:StartJobRun",
"Resource": [
"arn:aws:emr-containers:{{region}}:{{accountId}}:/virtualclusters/
[[virtualClusterId]]"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"emr-containers:ExecutionRoleArn": [
"[[executionRoleArn]]"
]
}
}
}
]
}

動的リソース
Run a Job (.sync)
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "emr-containers:StartJobRun",
"Resource": [
"arn:aws:emr-containers:{{region}}:{{accountId}}:/virtualclusters/*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"emr-containers:ExecutionRoleArn": [
"[[executionRoleArn]]"
]
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"emr-containers:DescribeJobRun",
"emr-containers:CancelJobRun"
],
"Resource": [
"arn:aws:emr-containers:{{region}}:{{accountId}}:/virtualclusters/*"
]
}
]

Request Response
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "emr-containers:StartJobRun",
"Resource": [
"arn:aws:emr-containers:{{region}}:{{accountId}}:/virtualclusters/*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"emr-containers:ExecutionRoleArn": [
"[[executionRoleArn]]"
]
}
}
}
]

AWS CodeBuild
これらのテンプレート例では、ステートマシンの定義におけるリソースに基づき、AWS Step Functions に
よる IAM ポリシーの生成方法を示します。詳細については、以下を参照してください。
• 統合サービスの IAM ポリシー (p. 629)
• サービス統合パターン (p. 359)
リソース:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"sns:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:sns:sa-east-1:123456789012:StepFunctionsSampleCodeBuildExecution1111-2222-3333-wJalrXUtnFEMI-SNSTopic-bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"codebuild:StartBuild",
"codebuild:StopBuild",
"codebuild:BatchGetBuilds",
"codebuild:BatchGetReports"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"events:PutTargets",
"events:PutRule",
"events:DescribeRule"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:sa-east-1:123456789012:rule/
StepFunctionsGetEventForCodeBuildStartBuildRule"
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}

]

}

],
"Effect": "Allow"

StartBuild
静的リソース
Run a Job (.sync)
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codebuild:StartBuild",
"codebuild:StopBuild",
"codebuild:BatchGetBuilds"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:[[region]]:[[accountId]]:project/[[projectName]]"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:PutTargets",
"events:PutRule",
"events:DescribeRule"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:[[region]]:[[accountId]]:rule/
StepFunctionsGetEventForCodeBuildStartBuildRule"
]
}
]
}

Request Response
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codebuild:StartBuild"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:[[region]]:[[accountId]]:project/[[projectName]]"
]
}
]

動的リソース
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Run a Job (.sync)
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codebuild:StartBuild",
"codebuild:StopBuild",
"codebuild:BatchGetBuilds"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:[[region]]:*:project/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:PutTargets",
"events:PutRule",
"events:DescribeRule"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:[[region]]:[[accountId]]:rule/
StepFunctionsGetEventForCodeBuildStartBuildRule"
]
}
]
}

Request Response
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codebuild:StartBuild"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:[[region]]:*:project/*"
]
}
]

StopBuild
静的リソース
{

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

]

}

]

"arn:aws:codebuild:[[region]]:[[accountId]]:project/[[projectName]]"

動的リソース
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codebuild:StopBuild"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:[[region]]:*:project/*"
]
}
]

BatchDeleteBuilds
静的リソース
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codebuild:BatchDeleteBuilds"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:[[region]]:[[accountId]]:project/[[projectName]]"
]
}
]

動的リソース
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codebuild:BatchDeleteBuilds"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:[[region]]:*:project/*"
]
}
]

BatchGetReports
静的リソース
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codebuild:BatchGetReports"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:[[region]]:[[accountId]]:report-group/[[reportName]]"
]
}
]

動的リソース
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codebuild:BatchGetReports"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:[[region]]:*:report-group/*"
]
}
]

StartBuildBatch
静的リソース
Run a Job (.sync)
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codebuild:StartBuildBatch",
"codebuild:StopBuildBatch",
"codebuild:BatchGetBuildBatches"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:[[region]]:[[accountId]]:project/[[projectName]]"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:PutTargets",
"events:PutRule",
"events:DescribeRule"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:[[region]]:[[accountId]]:rule/
StepFunctionsGetEventForCodeBuildStartBuildBatchRule"
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}

]

}

]

Request Response
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codebuild:StartBuildBatch"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:[[region]]:[[accountId]]:project/[[projectName]]"
]
}
]

動的リソース
Run a Job (.sync)
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codebuild:StartBuildBatch",
"codebuild:StopBuildBatch",
"codebuild:BatchGetBuildBatches"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:[[region]]:[[accountId]]:project/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:PutTargets",
"events:PutRule",
"events:DescribeRule"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:[[region]]:[[accountId]]:rule/
StepFunctionsGetEventForCodeBuildStartBuildBatchRule"
]
}
]
}

Request Response
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codebuild:StartBuildBatch"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:[[region]]:[[accountId]]:project/*"
]
}
]

StopBuildBatch
静的リソース
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codebuild:StopBuildBatch"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:[[region]]:[[accountId]]:project/[[projectName]]"
]
}
]

動的リソース
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codebuild:StopBuildBatch"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:[[region]]:[[accountId]]:project/*"
]
}
]

RetryBuildBatch
静的リソース
Run a Job (.sync)
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"codebuild:RetryBuildBatch",
"codebuild:StopBuildBatch",
"codebuild:BatchGetBuildBatches"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:[[region]]:[[accountId]]:project/[[projectName]]"
]

Request Response
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codebuild:RetryBuildBatch"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:[[region]]:[[accountId]]:project/[[projectName]]"
]
}
]

動的リソース
Run a Job (.sync)
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codebuild:RetryBuildBatch",
"codebuild:StopBuildBatch",
"codebuild:BatchGetBuildBatches"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:[[region]]:[[accountId]]:project/*"
]
}
]

Request Response
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
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}

]

}

"Action": [
"codebuild:RetryBuildBatch"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:[[region]]:[[accountId]]:project/*"
]

DeleteBuildBatch
静的リソース
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codebuild:DeleteBuildBatch"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:[[region]]:[[accountId]]:project/[[projectName]]"
]
}
]

動的リソース
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codebuild:DeleteBuildBatch"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:[[region]]:[[accountId]]:project/*"
]
}
]

X-Ray
これらのテンプレート例では、ステートマシンの定義におけるリソースに基づき、AWS Step Functions に
よる IAM ポリシーの生成方法を示します。詳細については、以下を参照してください。
• 統合サービスの IAM ポリシー (p. 629)
• サービス統合パターン (p. 359)
X-Ray トレースを有効にするには、トレースを許可に適切な許可を備えた IAM ポリシーが必要です。ス
テートマシンが他の統合サービスを使用している場合は、追加の IAM ポリシーが必要になる場合がありま
す。特定のサービス統合の IAM ポリシーを参照してください。
X-Ray トレースを有効にしてステートマシンを作成すると、IAM ポリシーが自動的に作成されます。
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Note
既存のステートマシンのために X-Ray トレースを有効にする場合は、X-Ray トレースを有効にで
きる許可を備えたをポリシーを追加する必要があります。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"xray:PutTraceSegments",
"xray:PutTelemetryRecords",
"xray:GetSamplingRules",
"xray:GetSamplingTargets"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]

Step Functions での X-Ray の使用の詳細については、AWS X-Ray および Step Functions (p. 599) を参照
してください。

Amazon Athena
これらのテンプレート例では、ステートマシンの定義におけるリソースに基づき、AWS Step Functions に
よる IAM ポリシーの生成方法を示します。詳細については、以下を参照してください。
• 統合サービスの IAM ポリシー (p. 629)
• サービス統合パターン (p. 359)

StartQueryExecution
静的リソース
Run a Job (.sync)
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"athena:startQueryExecution",
"athena:stopQueryExecution",
"athena:getQueryExecution",
"athena:getDataCatalog"
],
"Resource": [
"arn:aws:athena:{{region}}:{{accountId}}:workgroup/[[workGroup]]",
"arn:aws:athena:{{region}}:{{accountId}}:datacatalog/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetObject",
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"s3:ListBucket",
"s3:ListBucketMultipartUploads",
"s3:ListMultipartUploadParts",
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:CreateBucket",
"s3:PutObject"

},
{

},
{

]
}

}

],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*"
]

"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateDatabase",
"glue:GetDatabase",
"glue:GetDatabases",
"glue:UpdateDatabase",
"glue:DeleteDatabase",
"glue:CreateTable",
"glue:UpdateTable",
"glue:GetTable",
"glue:GetTables",
"glue:DeleteTable",
"glue:BatchDeleteTable",
"glue:BatchCreatePartition",
"glue:CreatePartition",
"glue:UpdatePartition",
"glue:GetPartition",
"glue:GetPartitions",
"glue:BatchGetPartition",
"glue:DeletePartition",
"glue:BatchDeletePartition"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:{{region}}:{{accountId}}:catalog",
"arn:aws:glue:{{region}}:{{accountId}}:database/*",
"arn:aws:glue:{{region}}:{{accountId}}:table/*",
"arn:aws:glue:{{region}}:{{accountId}}:userDefinedFunction/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lakeformation:GetDataAccess"
],
"Resource": [
"*"
]

Request Response
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"athena:startQueryExecution",
"athena:getDataCatalog"
],
"Resource": [
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},

},
{

},
{

]
}

}

]

"arn:aws:athena:{{region}}:{{accountId}}:workgroup/[[workGroup]]",
"arn:aws:athena:{{region}}:{{accountId}}:datacatalog/*"

{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket",
"s3:ListBucketMultipartUploads",
"s3:ListMultipartUploadParts",
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:CreateBucket",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateDatabase",
"glue:GetDatabase",
"glue:GetDatabases",
"glue:UpdateDatabase",
"glue:DeleteDatabase",
"glue:CreateTable",
"glue:UpdateTable",
"glue:GetTable",
"glue:GetTables",
"glue:DeleteTable",
"glue:BatchDeleteTable",
"glue:BatchCreatePartition",
"glue:CreatePartition",
"glue:UpdatePartition",
"glue:GetPartition",
"glue:GetPartitions",
"glue:BatchGetPartition",
"glue:DeletePartition",
"glue:BatchDeletePartition"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:{{region}}:{{accountId}}:catalog",
"arn:aws:glue:{{region}}:{{accountId}}:database/*",
"arn:aws:glue:{{region}}:{{accountId}}:table/*",
"arn:aws:glue:{{region}}:{{accountId}}:userDefinedFunction/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lakeformation:GetDataAccess"
],
"Resource": [
"*"
]

動的リソース
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Run a Job (.sync)
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"athena:startQueryExecution",
"athena:stopQueryExecution",
"athena:getQueryExecution",
"athena:getDataCatalog"
],
"Resource": [
"arn:aws:athena:{{region}}:{{accountId}}:workgroup/*",
"arn:aws:athena:{{region}}:{{accountId}}:datacatalog/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket",
"s3:ListBucketMultipartUploads",
"s3:ListMultipartUploadParts",
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:CreateBucket",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateDatabase",
"glue:GetDatabase",
"glue:GetDatabases",
"glue:UpdateDatabase",
"glue:DeleteDatabase",
"glue:CreateTable",
"glue:UpdateTable",
"glue:GetTable",
"glue:GetTables",
"glue:DeleteTable",
"glue:BatchDeleteTable",
"glue:BatchCreatePartition",
"glue:CreatePartition",
"glue:UpdatePartition",
"glue:GetPartition",
"glue:GetPartitions",
"glue:BatchGetPartition",
"glue:DeletePartition",
"glue:BatchDeletePartition"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:{{region}}:{{accountId}}:catalog",
"arn:aws:glue:{{region}}:{{accountId}}:database/*",
"arn:aws:glue:{{region}}:{{accountId}}:table/*",
"arn:aws:glue:{{region}}:{{accountId}}:userDefinedFunction/*"
]
},
{
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]
}

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"lakeformation:GetDataAccess"
],
"Resource": [
"*"
]

Request Response
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"athena:startQueryExecution",
"athena:getDataCatalog"
],
"Resource": [
"arn:aws:athena:{{region}}:{{accountId}}:workgroup/*",
"arn:aws:athena:{{region}}:{{accountId}}:datacatalog/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket",
"s3:ListBucketMultipartUploads",
"s3:ListMultipartUploadParts",
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:CreateBucket",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateDatabase",
"glue:GetDatabase",
"glue:GetDatabases",
"glue:UpdateDatabase",
"glue:DeleteDatabase",
"glue:CreateTable",
"glue:UpdateTable",
"glue:GetTable",
"glue:GetTables",
"glue:DeleteTable",
"glue:BatchDeleteTable",
"glue:BatchCreatePartition",
"glue:CreatePartition",
"glue:UpdatePartition",
"glue:GetPartition",
"glue:GetPartitions",
"glue:BatchGetPartition",
"glue:DeletePartition",
"glue:BatchDeletePartition"
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},
{

]
}

}

],
"Resource": [
"arn:aws:glue:{{region}}:{{accountId}}:catalog",
"arn:aws:glue:{{region}}:{{accountId}}:database/*",
"arn:aws:glue:{{region}}:{{accountId}}:table/*",
"arn:aws:glue:{{region}}:{{accountId}}:userDefinedFunction/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lakeformation:GetDataAccess"
],
"Resource": [
"*"
]

StopQueryExecution
リソース
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"athena:stopQueryExecution"
],
"Resource": [
"arn:aws:athena:{{region}}:{{accountId}}:workgroup/*"
]
}
]

GetQueryExecution
リソース
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"athena:getQueryExecution"
],
"Resource": [
"arn:aws:athena:{{region}}:{{accountId}}:workgroup/*"
]
}
]

GetQueryResults
リソース
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"athena:getQueryResults"
],
"Resource": [
"arn:aws:athena:{{region}}:{{accountId}}:workgroup/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*"
]
}
]

Amazon EKS
これらのテンプレート例では、ステートマシンの定義におけるリソースに基づき、AWS Step Functions に
よる IAM ポリシーの生成方法を示します。詳細については、以下を参照してください。
• 統合サービスの IAM ポリシー (p. 629)
• サービス統合パターン (p. 359)

CreateCluster
リソース
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"eks:CreateCluster"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"eks:DescribeCluster",
"eks:DeleteCluster"
],
"Resource": "arn:aws:eks:sa-east-1:444455556666:cluster/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": [
"arn:aws:iam::444455556666:role/StepFunctionsSample-EKSClusterManagEKSServiceRole-ANPAJ2UCCR6DPCEXAMPLE"
],
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}

]

}

"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "eks.amazonaws.com"
}
}

CreateNodeGroup
リソース
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeSubnets",
"eks:CreateNodegroup"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"eks:DescribeNodegroup",
"eks:DeleteNodegroup"
],
"Resource": "arn:aws:eks:sa-east-1:444455556666:nodegroup/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole",
"iam:ListAttachedRolePolicies"
],
"Resource": "arn:aws:iam::444455556666:role/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": [
"arn:aws:iam::444455556666:role/StepFunctionsSample-EKSClusterManNodeInstanceRole-ANPAJ2UCCR6DPCEXAMPLE"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "eks.amazonaws.com"
}
}
}
]
}

DeleteCluster
リソース
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"eks:DeleteCluster",
"eks:DescribeCluster"
],
"Resource": [
"arn:aws:eks:sa-east-1:444455556666:cluster/ExampleCluster"
]
}
]

DeleteNodegroup
リソース
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"eks:DeleteNodegroup",
"eks:DescribeNodegroup"
],
"Resource": [
"arn:aws:eks:sa-east-1:444455556666:nodegroup/ExampleCluster/
ExampleNodegroup/*"
]
}
]
}

Step Functions での Amazon EKS の使用の添付詳細については、Step Functions で Amazon EKS を呼び
出す (p. 403) を参照してください。

Amazon API Gateway
これらのテンプレート例では、ステートマシンの定義におけるリソースに基づき、AWS Step Functions に
よる IAM ポリシーの生成方法を示します。詳細については、以下を参照してください。
• 統合サービスの IAM ポリシー (p. 629)
• サービス統合パターン (p. 359)
リソース:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"execute-api:Invoke"
],
"Resource": [
"arn:[[region]]:[[accountId]]:*"
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}

]

}

]

次のコード例では、API Gateway を呼び出すためのリソースポリシーを示しています。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "states.amazonaws.com"
},
"Action": "execute-api:Invoke",
"Resource": "arn:aws:execute-api:<region>:<account-id>:<api-id>/<stagename>/<HTTP-VERB>/<resource-path-specifier>",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceArn": [
"<SourceStateMachineArn>"
]
}
}
}
]
}

AWS Glue DataBrew
これらのテンプレート例では、ステートマシンの定義におけるリソースに基づき、AWS Step Functions に
よる IAM ポリシーの生成方法を示します。詳細については、次を参照してください。
• 統合サービスの IAM ポリシー (p. 629)
• サービス統合パターン (p. 359)
Run a Job (.sync)
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"databrew:startJobRun",
"databrew:listJobRuns",
"databrew:stopJobRun"
],
"Resource": [
"arn:aws:databrew:{{region}}:{{accountId}}:job/*"
]
}
]

Request Response
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"databrew:startJobRun"
],
"Resource": [
"arn:aws:databrew:{{region}}:{{accountId}}:job/*"
]
}
]

アマゾン EventBridge
これらのテンプレート例では、ステートマシンの定義におけるリソースに基づき、AWS Step Functions に
よる IAM ポリシーの生成方法を示します。詳細については、以下を参照してください。
• 統合サービスの IAM ポリシー (p. 629)
• サービス統合パターン (p. 359)

PutEvents
静的リソース
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"events:PutEvents"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:us-east-1:123456789012:event-bus/stepfunctionssampleproject-eventbus"
],
"Effect": "Allow"
}
]
}

動的リソース
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:PutEvents"
],
"Resource": "arn:aws:events:*:*:event-bus/*"
}
]

Step Functions EventBridge の使用の詳細については、を参照してくださいStep Functions で EventBridge
を呼び出す (p. 419)。

672

AWS Step Functions デベロッパーガイド
統合サービスの IAM ポリシー

AWS Step Functions
1 つのネストされたワークフロー実行のため、StartExecution を呼び出すステートマシンの場合は、そ
のステートマシンへの許可を制限する IIAM ポリシーを使用します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"states:StartExecution"
],
"Resource": [
"arn:aws:states:[[region]]:[[accountId]]:stateMachine:[[stateMachineName]]"
]
}
]

詳細については、次を参照してください。
• 他のサービスでの使用 (p. 339)
• サービス API にパラメータを渡す (p. 364)
• AWS Step Functions (p. 420)
Synchronous
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"states:StartExecution"
],
"Resource": [
"arn:aws:states:[[region]]:[[accountId]]:stateMachine:
[[stateMachineName]]"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"states:DescribeExecution",
"states:StopExecution"
],
"Resource": [
"arn:aws:states:[[region]]:[[accountId]]:execution:[[stateMachineName]]:*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:PutTargets",
"events:PutRule",
"events:DescribeRule"
],
"Resource": [
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"arn:aws:events:[[region]]:[[accountId]]:rule/
StepFunctionsGetEventsForStepFunctionsExecutionRule"
]
}
]
}

Asynchronous
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"states:StartExecution"
],
"Resource": [
"arn:aws:states:[[region]]:[[accountId]]:stateMachine:[[stateMachineName]]"
]
}
]

}

ネストされたワークフロー実行の添付詳細については、タスク状態からワークフロー実行を開始す
る (p. 128) を参照してください。

アクティビティまたはタスクなし
Activity タスクのみを持つステートマシン、またはタスクをまったく持たないステートマシンでは、す
べてのアクションとリソースへのアクセスを拒否する IAM ポリシーを使用します。
{

}

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

Activity タスクの使用の添付詳細については、アクティビティ (p. 46) を参照してください。

分散マップステートを使用するための IAM ポリシー
Step Functions コンソールを使用してワークフローを作成すると、Step Functions はワークフロー定義内
のリソースに基づいて IAM ポリシーを自動的に生成できます。これらのポリシーには、ステートマシン
ロールが Distributed Map ステートのStartExecution API アクションを呼び出すために必要な最低限の
権限が含まれています。これらのポリシーには、Amazon S3 のバケットやオブジェクト、LambdaAWS 関
数などのリソースにアクセスするために必要最低限の権限を持つステップ関数も含まれています。IAM ポ
リシーで必要なアクセス許可のみを含めることを強くお勧めします。たとえば、Mapワークフローに分散
モードの状態が含まれている場合は、ポリシーの範囲をデータセットを含む特定の Amazon S3 バケット
とフォルダに限定します。
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Important
Distributed Map の状態入力で、既存のキーと値のペアへの参照パスを使用して (p. 84) Amazon
S3 バケットとオブジェクト、またはプレフィックスを指定する場合は、必ずワークフローの IAM
ポリシーを更新してください。実行時にパスが解決するバケット名とオブジェクト名にポリシー
の範囲を絞ります。
このトピックの内容
• 分散マップステートを実行するための IAM ポリシーの例 (p. 675)
• Amazon S3 データセットからデータを読み取る IAM ポリシーの例 (p. 675)
• Amazon S3 バケットにデータを書き込むための IAM ポリシーの例 (p. 677)

分散マップステートを実行するための IAM ポリシーの例
ワークフローに Distributed Map ステートを含める場合、Step Functions にはステートマシンロールが
Distributed Map ステートのStartExecution API アクションを呼び出すための適切な権限が必要です。
次の IAM ポリシー例では、Distributed Map ステートの実行に必要な最小限の権限をステートマシンロール
に付与します。

Note
必ず、Distributed Map ステートを使用しているステートマシンの名前に
置き換えてくださいstateMachineName。例: arn:aws:states:useast-2:123456789012:stateMachine:mystateMachine。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"states:StartExecution"
],
"Resource": [
"arn:aws:states:region:accountID:stateMachine:stateMachineName"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"states:DescribeExecution",
"states:StopExecution"
],
"Resource": "arn:aws:states:region:accountID:execution:stateMachineName/*"
}
]

Amazon S3 データセットからデータを読み取る IAM ポリシーの
例
以下の IAM ポリシーの例では、ListObjectsV2 アクションと GetObjectAPI アクションを使用して Amazon
S3 データセットにアクセスするのに必要な最小限の権限を付与しています。

Example Amazon S3 オブジェクトをデータセットとしての IAM ポリシー
次の例は、という名前の Amazon S3processImages バケットに含まれるオブジェクトにアクセスするア
クセス許可を最小にする IAMmyBucket ポリシーの例を示しています
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::myBucket"
],
"Condition": {
"StringLike": {
"s3:prefix": [
"processImages"
]
}
}
}
]

Example データセットとしての CSV ファイルの IAM ポリシー
次の例は、という名前の CSV ファイルへのアクセス許可を最小にする IAMratings.csv ポリシーの例を
示しています
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::myBucket/csvDataset/ratings.csv"
]
}
]

Example Amazon S3 インベントリをデータセットとしての IAM ポリシー
次の例は、Amazon S3 インベントリレポートへのアクセス許可を最小にする IAM ポリシーの例を示して
います
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::destination-prefix/source-bucket/config-ID/YYYY-MM-DDTHH-MMZ/
manifest.json",
"arn:aws:s3:::destination-prefix/source-bucket/config-ID/data/*"
]
}
]
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}

Amazon S3 バケットにデータを書き込むための IAM ポリシーの
例
以下の IAM ポリシー例では、PutObject API アクションを使用して Amazon S3 バケット内の CSVJobs
という名前のフォルダに子ワークフローの実行結果を書き込むのに必要な最小限の権限を付与します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:GetObject",
"s3:ListMultipartUploadParts",
"s3:AbortMultipartUpload"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::resultBucket/csvJobs/*"
]
}
]

タグベースのポリシー
Step Functions は、タグベースのポリシーをサポートしています。例えば、キー environment および値
production のタグを含むすべての Step Functions リソースへのアクセスを制限できます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"states:TagResource",
"states:UntagResource",
"states:DeleteActivity",
"states:DeleteStateMachine",
"states:StopExecution"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {"aws:ResourceTag/environment": "production"}
}
}
]

このポリシーでは、ステートマシンまたはアクティビティを削除する機能、実行を停止する機能、および
environment/production としてタグ付けされているすべてのリソースに対してタグを追加または削除
する機能を Deny (拒否) します。
タグ付けの詳細については、以下を参照してください。
• Step Functions でのタグ付け (p. 159)
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• IAM タグを使用したアクセスの制御

ログ記録とモニタリング
AWS Step Functions でのログ記録およびモニタリングの詳細については、ロギングとモニタリン
グ (p. 578) セクションを参照してください。

AWS Step Functions のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査者は、複数の AWS Step Functions コンプライアンスプログラムの
一環として AWS のセキュリティとコンプライアンスを評価します。これらのプログラムに
は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA などが含まれます。
特定のコンプライアンスプログラムの対象となる AWS サービスのリストについては、「コンプライア
ンスプログラムによる AWS 対象範囲内のサービス」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 内のレポートのダウンロード」「」を参照してください。
Step Functions 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
役立つ以下のリソースを提供しています。
• セキュリティ＆コンプライアンスクイックリファレンスガイド – これらのデプロイガイドには、アーキ
テクチャ上の考慮事項の説明と、AWS でセキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン
環境をデプロイするためのステップが記載されています。
• HIPAA セキュリティおよびコンプライアンスホワイトペーパーのアーキテクチャの設計 - このホワイト
ペーパーでは、企業が AWS を使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明し
ます。
• AWS コンプライアンスのリソース - このワークブックおよびガイドのコレクションは、ユーザーの業界
や地域で使用できるかもしれません。
• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config 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を包括的に表示してお
り、セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立ちます。

AWS Step Functions での耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築
されます。AWSリージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワーク
でConnectされている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラ
ビリティーゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケーションと
データベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複
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 グローバルインフラストラクチャに加えて、Step Functions は、データの耐障害性とバックアップの
ニーズに対応できるように複数の機能を提供しています
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AWS Step Functions 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 Step Functions は、Amazon Web Services のセキュリティプロセスの概
要ホワイトペーパーに記載されている 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 が発行している APIコールを使用して、ネットワーク経由で Step Functions にアクセスします。ク
ライアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以
降が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman
(ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS)を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされて
いる必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされて
います。
また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時セキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。
これらの API オペレーションは任意のネットワークの場所から呼び出すことができますが、Step
Functions ではリソースベースのアクセスポリシーがサポートされているため、ソース IP アドレスに基づ
く制限を含めることができます。また、Step Functionsを使用して、特定の Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) エンドポイントまたは特定の VPC からのアクセスを制御することもできます。これによ
り、実質的に AWS ネットワーク内の特定の VPC からの特定の Step Functions リソースへのネットワー
クアクセスが分離されます。

AWS Step Functions での設定と脆弱性の分析
構成および IT 管理は、AWS とお客様の間で共有される責任です。詳細については、AWS 責任共有モデ
ルを参照してください。
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トラブルシューティング
Step Functions の操作中に問題が発生した場合は、次のトラブルシューティングのリソースを使用してく
ださい。
トピック
• 一般的なトラブルシューティング (p. 680)
• サービス統合のトラブルシューティング (p. 681)
• アクティビティのトラブルシューティング。 (p. 682)
• Express ワークフローのトラブルシューティング (p. 683)

一般的なトラブルシューティング
ステートマシンを作成できません。
ステートマシンに関連付けられた IAM ロールには、十分な許可 (p.
)があるわけではないかもしれま
せん。以下を含む IAM ロールの権限を確認しますAWSサービス統合タスク、X-Ray、 CloudWatch ロギン
グ。.sync タスク状態には、追加許可が必要です。

を使用できません JsonPath を使用して前のタスクの
出力を参照します。
のために JsonPathの場合、JSON キーはで終わる必要があります.$。つまり、 JsonPath は、キーと値
のペアでのみ使用できます。の「使用」 JsonPath 配列などの他の場所で使用する場合は、を使用できま
す組み込み関数 (p.
)。例えば、以下のようなものを実行できます。
タスク A の出力:
{
}

"sample": "test"

タスク B:
{
}

"JsonPathSample.$": "$.sample"

Tip
[data flow simulator in the Step Functions console] (Step Functions コンソールのデータフローシ
ミュレータ) を使用して、JSON パス構文をテストし、状態 、 の中でデータの操作方法に関する
理解を深め、状態の間でのデータを渡す方法を確認します。

状態遷移に遅延がありました。
Standard ワークフローでは、状態遷移の数に制限があります。状態遷移の制限を超えると、Step
Functions はクォータのバケットがいっぱいになるまで、状態遷移を遅らせます。状態遷移制限の
調整は、StateTransitionの「メトリクス」Step Functions サービスメトリックのディメンショ
ン (p. 582)の セクション CloudWatch Metric ページ。
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新しいStandard ワークフローの実行をスタートする
と、ExecutionLimitExceeded エラーがあれば、
失敗します。
各 AWS アカウントの Step Functions オープン実行数は 1,000,000 回に制限されています。この制限
を超えた場合、Step Functions は、ExecutionLimitExceededというエラーをスローします。この
制限は Express Workflow には適用されません。以下を使用できますCloudWatch Metric Mオープン実
行の数を概算するには、次のようにします。ExecutionsStarted - (ExecutionsSucceeded +
ExecutionsTimedOut + ExecutionsFailed + ExecutionsAborted)。

並列状態の 1 つのブランチで障害が発生すると、実行
全体が失敗となります。
これは想定される動作です。parallel 状態を使用するときに障害が発生しないようにするには、Step
Functions が各ブランチからスローされるエラーを補足 (p.
)できるように設定します。

サービス統合のトラブルシューティング
ジョブはダウンストリームサービスで完了しています
が、Step Functions ではタスクの状態が「進行中」の
ままになるか、完了が遅れます。
.sync サービス統合パターンについては、Step Functions は、EventBridge ルール、ダウンストリー
ム API、またはその両方の組み合わせを使用して、ダウンストリームジョブのステータスを検出しま
す。一部のサービスでは、Step Functions はモニタリングのため EventBridge ルールを作成しません。
例えば、AWS Glue サービス統合のため、EventBridge ルールを使用する代わりに、Step Functions が
glue:GetJobRun 呼び出しを行います。API 呼び出し頻度のため、ダウンストリームタスク完了と Step
Functions タスクの完了時間は異なります。Step Functions には、EventBridge ルールを管理し、ダウンス
トリームサービスを呼び出すために IAM 許可が必要です。実行ロールへの許可が不十分であるために、タ
スクの完了にどれほどの影響がでているのかついての詳細は、[Run a Job] (ジョブ実行) パターンを使用し
たタスクの追加許可 (p. 629) を参照してください。

ネストされたステートマシンの実行から JSON 出力を
返したいと思っています。
Step Functions には、startExecution.sync と startExecution.sync:2 の 2 つの Step Functions
同期サービス統合があります。どちらもネストされたステートマシンが完了するのを待機しますが、異な
る Output 形式を返します。startExecution.sync:2 を使用して、Output で JSON 出力を返すこと
ができます。

Lambda 関数を別のアカウントから呼び出すことはで
きません。
Task 状態の Resource フィールドでは、パラメータ内で arn:aws:states:::lambda:invoke を使用
し、FunctionArn を渡します。ステートマシンに関連付けられている IAM ロールには、クロスアカウン
ト Lambda 関数 lambda:invokeFunction を呼び出す適切な許可が必要です。
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{

}

"StartAt":"CallLambda",
"States":{
"CallLambda":{
"Type":"Task",
"Resource":"arn:aws:states:::lambda:invoke",
"Parameters":{
"FunctionName":"arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function"
},
"End":true
}
}

.waitForTaskToken 状態から渡されたタスクーク
ンが表示されません。
Task 状態の Parameters フィールドでは、タスクトークンを渡す必要があります。例えば、以下のよう
なコードを実行できます。
{

}

"StartAt":"taskToken",
"States":{
"taskToken":{
"Type":"Task",
"Resource":"arn:aws:states:::lambda:invoke.waitForTaskToken",
"Parameters":{
"FunctionName":"get-model-review-decision",
"Payload":{
"token.$":"$$.Task.Token"
},
},
"End":true
}
}

Note
任意の API アクションを使用して、.waitForTaskToken の使用を試みることができます。ただ
し、一部の API には適切なパラメーターがありません。

アクティビティのトラブルシューティング。
ステートマシンの実行がアクティビティ状態でスタッ
クされます。
アクティビティタスクの状態は、GetActivityTaskAPI アクションを使用してタスクトークンをポーリング
するまでスタートされません。ベストプラクティスとして、スタックの実行を回避するために、タスクレ
ベルのタイムアウトを追加します。詳細については、「タイムアウトを使用して実行のスタックを回避す
る (p. 334)」を参照してください。
ActivityScheduledステートマシンがイベントで動かなくなった場合は、アクティビティワーカーフリー
トに問題があるか、規模が小さくなっていることを示しています。ActivityScheduleTime (p. 580)
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CloudWatch メトリクスを監視し、その時間が長くなるとアラームを設定する必要があります。ただし、
ステートマシンの実行が停止していて、ActivityActivityStartedステートがステートに移行しない
場合はステートマシンレベルでタイムアウトを定義してください。これを行うには、ステートマシン定義
の最初に、TimeoutSecondsStatesフィールド外のフィールドを指定します。

タスクトークンを待っている間に、アクティビティ
ワーカーがタイムアウトします。
ワーカーは GetActivityTaskAPI アクションを使用して、実行中のステートマシンによって実行
スケジュールがある指定されたアクティビティ ARN を持つタスクを取得する API アクション。
GetActivityTaskロングポールをスタートするため、サービスは HTTP 接続を開いたままにして、タス
クが使用可能になるとすぐに応答します。応答前にサービスがリクエストする最大時間は 60 秒です。60
秒以内に利用可能なタスクがない場合、ポーリングは Null 文字列を持つ taskToken を返します。このタ
イムアウトを回避するには、AWS SDK または API コールを活用するために用いるクライアントで 65 秒
以上のタイムアウトがあるクライアント側のソケットを設定します。

Express ワークフローのトラブルシューティング
StartSyncExecution API コールからの応答を受信
する前にアプリケーションをタイムアウトします。
API コールを行うために使用するAWS SDKまたはクライアントでクライアント側のソケットタイムアウト
を設定します。応答を受信するには、タイムアウトには Express Workflow の実行時間よりも長い値を指定
する必要があります。

Express Workflow 障害をトラブルシューティングする
ために、実行履歴を表示できません。
Express ワークフローは、Express ワークフローに実行履歴を記録しませんAWS Step Functions。代わり
に、 CloudWatch ロギングを有効にする必要があります。ログ記録をオンにすると、 CloudWatch Logs
Insights クエリを使用して Express Workflow 実行を確認できます。「実行」タブの「有効化」ボタンを
選択すると、Express Workflowの実行履歴をSStep Functions ctionsコンソールに表示することもできま
す。詳細については、「Step Functions コンソールでの実行の表示とデバッグ (p. 133)」を参照してくだ
さい。
所要時間に基づいて実行を一覧表示するには:
fields ispresent(execution_arn) as exec_arn
| filter exec_arn
| filter type in ["ExecutionStarted", "ExecutionSucceeded", "ExecutionFailed",
"ExecutionAborted", "ExecutionTimedOut"]
| stats latest(type) as status,
tomillis(earliest(event_timestamp)) as UTC_starttime,
tomillis(latest(event_timestamp)) as UTC_endtime,
latest(event_timestamp) - earliest(event_timestamp) as duration_in_ms by execution_arn
| sort duration desc

失敗した実行とキャンセルされた実行を一覧表示するには:
fields ispresent(execution_arn) as isRes | filter type in ["ExecutionFailed",
"ExecutionAborted", "ExecutionTimedOut"]
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関連情報
次の表は、本サービスを利用する際に役立つと思われる関連リソースの一覧です。
リソース

説明

AWS Step Functions API リファレンス

API アクション、パラメータ、データ型に関する
説明と、サービスから返されるエラーのリスト。

AWS Step Functionsコマンドラインリファレンス

AWS Step Functions で使用できる AWS CLI コマ
ンドの説明。

Step Functions 製品情報

Step Functions に関する情報のメインのウェブ
ページ。

ディスカッションフォーラム

Step Functions と他の AWS のサービスに関する技
術的な質疑応答の場である開発者向けのコミュニ
ティフォーラム。

AWS Support情報

AWS のインフラストラクチャサービスでのア
プリケーションの構築と実行を支援する AWS
Support、 1 対 1 で対応が迅速なサポートチャネル
に関する情報のメインウェブページです。
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ドキュメント履歴
このセクションでは、AWS Step Functions デベロッパーガイドの主な変更点を一覧表示します。
変更

説明

変更日

新機能

Step Functions では、Mapステート用の新しい分散モードを使用して、データ 2022 年 12
処理のための大規模なparallel ワークフローをオーケストレーションするため 年 12 日
12 日日
のサポートが追加されています。詳細については、次を参照してください。
• ステートマシンでの大規模なparallel ワークロードのオーケストレーショ
ン (p. 119)
• 分散モードでのマップステートの使用 (p. 70)

新機能

Step Functions は、AWS他のアカウントで設定されたクロスアカウントリ
ソースへのアクセスをサポートするようになりました。詳細については、次
を参照してください。

2022 年 11
日 11 日
11 日日

• AWS アカウントワークフロー内の他のリソースへのアクセス (p. 620)
• チュートリアル:AWSクロスアカウントリソースへのアクセス (p. 622)
• Task state
更新

Step Functions では、Express ワークフローの実行を表示およびデバッグす
るための新しいコンソール操作が提供されるようになりました。詳細につい
ては、次を参照してください。

2022 年 10
月 18 日

• コンソールでの標準ワークフローとエクスプレスワークフローの実
行 (p. 129)
• Step Functions コンソールでの実行の表示とデバッグ (p. 133)
更新

Amazon EMR のサービス統合を最適化するために、addStepおよ
びaddStep.sync API を使用する際に、ExecutionRoleArnオプションで
パラメータを指定するサポートが追加されました。詳細については、「Step
Functions を使用して Amazon EMR を呼び出す (p. 388)」を参照してくださ
い。

2022 年 9
月 20 日

ドキュメン Step Functions を使用してサーバーレスワークフローを構築する際のコスト
トのみの更 の最適化に関する推奨事項を提供する新しいトピックを追加しました。詳細
新
については、「エクスプレスワークフローを使用したコスト最適化 (p. 23)」
を参照してください。

2022 年 9
月 15 日

更新

2022 年 8
月 31 日

Step Functions では、配列操作、データのエンコードとデコード、ハッシュ
計算、JSON データ操作、数学関数操作、一意の識別子の生成など、データ
処理タスクを実行するための 14 種類の新しい組み込み関数のサポートが追加
されています。
ドキュメントのみの更新:
既存の組み込み関数と新しく導入された組み込み関数をすべて、実行に役立
つデータ処理タスクのタイプに基づいて次のカテゴリにグループ化しまし
た。
• 配列の組込み関数 (p. 28)
• データのエンコードとデコードの組込み関数 (p. 32)
• ハッシュ計算の組み込み関数 (p. 33)
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変更

説明

変更日

• JSON データ操作の組み込み関数 (p. 33)
•
•
•
•

数学演算の組込み関数 (p. 35)
文字列操作の組み込み関数 (p. 36)
固有識別子生成用の組み込み関数 (p. 36)
ジェネリック操作の組み込み関数 (p. 37)

詳細については、「組み込み関数 (p. 28)」を参照してください。
更新

Step Functions は、さらに 3AWS つのサービス (AmazonAWS Billing
2022 年 7
Conductor、Amazon Pinpoint SMS、音声 V2) を追加することで
月 26 日
GameSparks、AWS SDK 統合のサポートを拡大しました。詳細については、
「サポートされているのログの変更AWSSDK 統合 (p. 423)」を参照してくだ
さい。

ドキュメン Step Functions がサポートするAWS SDK インテグレーションに加えられた
トのみの更 すべての更新の概要を含む新しいトピックを追加しました。詳細について
新
は、「」を参照してください。の要約AWSSDK 統合の更新 (p. 424)

2022 年 7
月 26 日

ドキュメン AWS Step Functions開発者ガイドには、Express Workflows専用に生成され
トのみの更 る実行メトリックに関する詳細が含まれるようになりました。詳細について
新
は、「Express ワークフローの実行メトリクス (p. 580)」を参照してくださ
い。

2022 年 6
月 9 日日
日日

更新

2022 年 5
月 9 日日
日日

Step Functions コンソールの強化日 5 日
コンソールの実行詳細ページが再設計され、次の機能強化が行われました。
• 実行が失敗した理由を一目で特定できます。
• ステートマシンの 2 つの新しい視覚化モード、テーブルビューとイベント
ビューです。これらのビューでは、フィルターを適用して目的の情報のみ
を表示することもできます。さらに、イベントビューの内容をイベントの
タイムスタンプに基づいてソートできます。
• グラフビューモードではドロップダウンリストを使用してステートの反復
を切り替えるか、MapMapテーブルビューモードのステートツリービューで
ステートを切り替えます。
• ワークフローの各状態に関する詳細情報を表示します。これに
は、TaskParallel完全な入出力データ転送パスや状態の再試行回数が含
まれます。
• ステートマシンの実行 Amazon リソースネームをコピーするオプション、
ステートマシン遷移の合計数を表示するオプション、実行詳細を JSON 形
式でエクスポートするオプションなど、さまざまな機能強化が行われまし
た。
ドキュメントのみの更新
実行の詳細ページに表示されるさまざまな種類の情報を説明する新しいト
ピックを追加しました。また、この情報を調べる方法を示すチュートリアル
を追加しました。詳細については、次を参照してください。
• Step Functions コンソールでの実行の表示とデバッグ (p. 133)
• チュートリアル:Step Functions コンソールを使用してステートマシンの実
行を表示する (p. 142)
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変更

説明

変更日

更新

Step Functions では、エンティティ（サービスまたはアカウント）が別のエ
ンティティによってアクションの実行を強制された場合に発生する、混乱を
招く副セキュリティ問題を回避するための回避策が提供されるようになりま
した。詳細については、次を参照してください。

2022 年 5
月 2 日日
日日

• サービス間での混乱した代理問題の防止 (p. 616)
更新

• Step Functions は、さらに 21AWS のサービスを追加することでAWS SDK
統合のサポートを拡大しました。詳細については、「サポートされている
AWS SDK のサービスの統合 (p. 343)」を参照してください。
• ドキュメントのみの更新:

2022 年 4
月 19 日

• Step Functions とAWS SDK サービスの統合を誤って実行したときに生
成される例外に含まれるすべての例外プレフィックスのリストを追加し
ました。詳細については、「サポートされているAWS SDK のサービス
の統合 (p. 343)」を参照してください。
• サポートされているAWS SDK インテグレーションでサポートされて
いない API アクションのリストを追加しました。詳細については、
「サポートされているサービスでサポートされない API アクショ
ン (p. 358)」を参照してください。
• 現在廃止されている、サポートされているすべてのAWS SDK インテグ
レーションのリストを追加しました。詳細については、「非推奨のAWS
SDK のサービスの統合 (p. 359)」を参照してください。
新機能

Step Functions Local はAWS SDK 統合とサービス統合のモッキングをサポー
トするようになりました。詳細については、次を参照してください。

2022 年 1
月 28 日

• モックサービス統合の使用 (p. 321)
新機能

AWS Step Functionsを使用したバックエンド統合として、同期エクスプレス
ステートマシンを使用した Amazon API Gateway REST API の作成がサポー
トされるようになりましたAWS Cloud Development Kit (AWS CDK)。詳細に
ついては、次を参照してください。

2021 年 12
月 10 日

• を使用して同期エクスプレスステートマシンを使用した API Gateway
REST API の作成AWS CDK (p. 300)
更新

Step Functions は、Step Functions と Amazon Athena のアップグレードされ
たコンソールの統合を示す 3 つの新しいサンプルプロジェクトを追加しまし
た。詳細については、次を参照してください。

2021 年 11
月 22 日

• 複数のクエリを実行します (Amazon Athena、Amazon SNS) (p. 509)
• ラージデータセットをクエリする (Amazon Athena、Amazon S3、AWS
Glue、Amazon SNS) (p. 515)
• データを最新の状態に保つ (Amazon Athena、Amazon S3、AWS
Glue) (p. 520)
新機能

Step Functions は、同期エクスプレスワークフローの Amazon VPC エンド
ポイントのサポートを追加しました。詳細については、次を参照してくださ
い。
• Step Functions の Amazon VPC Endpoint (p. 627)
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変更

説明

変更日

更新

AWS Step Functionsが、Step FunctionsAWS Batch 統合使用方法を示す 3 つ
の新しいサンプルプロジェクトを追加しました。詳細については、次を参照
してください。

2021 年 10
月 14 日

• ファンアウトと AWS Batch ジョブ (p. 565)
• Lambda を含む AWS Batch (p. 568)
• Step Functions の使用と エラー処理を伴う AWS Batch (p. 562)
新機能

AWS Step Functions は AWS SDK 統合を追加し、200 を超える AWS のサー
ビスのすべてに対する API アクションを使用できるようにします。詳細につ
いては、以下を参照してください。

2021 年 9
月 30 日

• AWS SDK のサービスの統合 (p. 342)
• AWS SDK のサービス統合を使用して Amazon S3 バケット情報を収集す
る (p. 266)
新機能

AWS Step Functions は、ビジュアルワークフローデザイナー、AWS Step
Functions Workflow Studioを追加しました。詳細については、以下を参照し
てください。

2021 年 6
月 17 日

• AWS Step Functions Workflow Studio (p. 162)
• AWS Step Functions Workflow Studio 使用に関する説明 (p. 189)
更新

AWS Step Functionsは、 CodeBuild 統合に 4 つの新しい
2021 年 6
月4日
APIStartBuildBatchStopBuildBatchRetryBuildBatch、DeleteBuildBatch、、
を追加しました。詳細については、次を参照してください。
• Step Functions を使って AWS CodeBuild を呼び出す (p. 398)

新機能

AWS Step Functionsアマゾンと統合できるようになりました EventBridge。
詳細については、次を参照してください。

2021 年 5
月 14 日

• Step Functions で EventBridge を呼び出す (p. 419)
• Step Functions と アマゾン EventBridge (p. 672) の IAM ポリシー
• カスタムイベントを送信するEventBridge (p. 538) の方法を示すサンプルプ
ロジェクト
更新

AWS Step Functions は、Step Functions と Amazon Redshift データ API を使 2021 年 4
用して ETL/ELT ワークフローを実行する方法を示す新しいサンプルプロジェ 月 16 日
クトを追加しました。詳細については、以下を参照してください。
• Amazon Redshift (Lambda、Amazon Redshift データ API) を使用して ETL/
ELT ワークフローを実行する (p. 545)

新機能

AWS Step Functions には、コンソールに新しいデータフローシミュレータが
あります。詳細については、以下を参照してください。

2021 年 4
月8日

• Step Functions コンソール (p. 274)
新機能

AWS Step Functions は EKS で Amazon EMR と統合するようになりました。 2021 年 3
詳細については、以下を参照してください。
月 29 日
• AWS Step Functions で EKS の Amazon EMR を呼び出します。 (p. 396)
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変更

説明

変更日

更新

ステートマシン定義の YAML サポートが AWS Toolkit for Visual Studio Code
そして AWS CloudFormation に追加されました。詳細については、以下を参
照してください。

2021 年 3
月4日

• 定義形式のサポート (p. 277)
• AWS Toolkit for Visual Studio Code
新機能

AWS Step Functions は AWS Glue DataBrew と統合するようになりました。
詳細については、次を参照してください。

2021 年 1
月6日

• Step Functions を使った AWS Glue DataBrew ジョブの管理 (p. 418)
• とはAWS Glue DataBrew? DataBrew 開発者ガイドにあります。
新機能

AWS Step Functions Synchronous Express Workflows が利用可能になり、マ
イクロサービスを簡単にオーケストレートできます。詳細については、以下
を参照してください。

2020 年 11
月 24 日

• 同期および非同期 Express ワークフロー (p. 22)
• 同期 Express ワークフローを呼び出す (p. 541) の方法を示すサンプルプロ
ジェクト
• StartSyncExecutionAPI ドキュメンテーション。
新機能

AWS Step Functions は Amazon API Gateway と統合するようになりまし
た。詳細については、以下を参照してください。

2020 年 11
月 17 日

• Step Functions を使用して API Gateway を呼び出し (p. 413)
• Step Functions と Amazon API Gateway (p. 670) の IAM ポリシー
• API Gateway を呼び出す (p. 530) の方法を示すサンプルプロジェクト
新機能

AWS Step Functions は Amazon Elastic Kubernetes Service と統合されるよ
うになりました。詳細については、以下を参照してください。

2020 年 11
月 16 日

• Step Functions で Amazon EKS を呼び出す (p. 403)
• Step Functions と Amazon EKS (p. 668) の IAM ポリシー
• Amazon EKS クラスターの管理 (p. 524) の方法を示すサンプルプロジェク
ト
新機能

AWS Step Functions はAmazon Athena と統合するようになりました。詳細
については、以下を参照してください。

2020 年 10
月 22 日

• Step Functions で Athena を呼び出す (p. 401)
• Step Functions と Amazon Athena (p. 662) の IAM ポリシー
• Athena クエリをスタートする (p. 504) の方法を示すサンプルプロジェクト
新機能

AWS Step Functionsはを使ってAWS X-Ray、 end-to-end ワークフローのト
レースをサポートしており、ステートマシンの実行全体を完全に可視化し、
配信されたアプリケーションの分析とデバッグを容易にします。詳細につい
ては、次を参照してください。
• AWS X-Ray および Step Functions (p. 599)
• Step Functions と X-Ray (p. 661) の IAM ポリシー
• AWS Step Functions API リファレンス
• TracingConfiguration
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変更

説明

変更日

更新

AWS Step Functions は、最大 262,144 バイトのペイロードサイズのデータを
UTF-8 エンコード文字列としてサポートしています。こうして、標準ワーク
フローと Express ワークフローの両方で、より大きなペイロードを処理でき
ます。

2020 年 9
月3日

より大きなペイロードを使用するために、既存のステートマシンを変更
する必要はありません。ただし、更新された API を使用するには、Step
Functions SDK および Local Runner の最新バージョンに更新する必要があり
ます。詳細については、以下を参照してください。
• クォータ (p. 572)
• the section called “ラージペイロードを渡す代わりに Amazon S3 ARNs を
使用する” (p. 334)
• States.DataLimitExceeded (p. 151)
• the section called “CloudWatch ” (p. 596)
• the section called “EventBridge ペイロード” (p. 587)
• AWS Step Functions API リファレンス
• CloudWatchEventsExecutionDataDetails
• HistoryEventExecutionDataDetails
• GetExecutionHistory
• ActivityScheduledEventDetails
• ActivitySucceededEventDetails
• CloudWatchEventsExecutionDataDetails
• ExecutionSucceededEventDetails
• LambdaFunctionScheduledEventDetails
• ExecutionSucceededEventDetails
• StateEnteredEventDetails
• StateExitedEventDetails
• TaskSubmittedEventDetails
• TaskSucceededEventDetails
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変更

説明

変更日

更新

Amazon ステートメント言語 は次のように更新されました。

2020 年 8
月 13 日

• 選択ルール (p. 54) が追加
• Null 比較演算子、IsNull。IsNull は JSON Null 値に対してテストし、
前の状態の出力が NULL かどうかを検出するために使用できます。
• 他に4つの新しい演算子、 IsBoolean IsNumeric IsString 、が追加されま
した IsTimestamp。
• IsPresent 演算子を使ったフィールドの存在または非存在のテス
ト。IsPresent を使って、存在しないキーへのアクセスを試みたときの
States.Runtime エラーを防止できます。
• ワイルドカードパターンマッチングにより、1 つ以上のワイルドカード
があるパターンに対する文字列比較をサポートします。
• サポートされている比較演算子の 2 つの変数の比較。
• Task 状態のタイムアウト値とハートビートの値
は、TimeoutSecondsPath と HeartbeatSecondsPath フィールドを使
う固定値ではなく 状態入力から動的に提供できるようになりました。詳細
は、タスク (p. 40) を参照してください。
• 新しい ResultSelector (p. 87) フィールドは、ResultPath を適用する前の
状態の結果を操作する方法を提供します。ResultSelector フィールド
は、マップ (p. 63)、並行 (p. 59)、および タスク (p. 40) 状態のオプション
フィールドです。
• 組み込み関数 (p. 28) は、Task 状態がなくてもベーシックな操作を許可す
るために追加されました。組み込み関数は、Parameters フィールドと
ResultSelector フィールド内で使用できます。
更新

AWS Step FunctionsAmazon SageMakerCreateProcessingJob API コー
ルをサポートするようになりました。詳細については、次を参照してくださ
い。

2020 年 8
月4日

• Step Functions で SageMaker を管理する (p. 381)
• データを前処理し、機械学習モデルをトレーニングす
る (p. 492)、CreateProcessingJob を実証するサンプルプロジェクトで
す。
新機能

AWS Step Functions が AWS Serverless Application Model でサポートされ、
ワークフローのオーケストレーションをサーバーレスアプリケーションに簡
単に統合できるようになりました。詳細については、次を参照してくださ
い。

2020 年 5
月 27 日

• AWS Step Functions および AWS SAM (p. 281)
• AWS::Serverless::StateMachine
• AWS SAM ポリシーテンプレート
新機能

AWS Step Functions が、Step Functions 実行をネストする
ための新しい同期呼び出しを導入しました。新しい呼び出し
arn:aws:states:::states:startExecution.sync:2
は、JSON オブジェクトを返します。元の呼び出し
arn:aws:states:::states:startExecution.sync は引き続きサポー
トされ、JSON のエスケープされた文字列を返します。詳細については、以
下を参照してください。
• 統合サービスとして AWS Step Functions 実行を管理する (p. 420)
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2020 年 5
月 19 日
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変更

説明

変更日

新機能

AWS Step Functions は AWS CodeBuild と統合するようになりました。詳細
については、以下を参照してください。

2020 年 5
月5日

• 他のサービスで AWS Step Functions を使用する (p. 339)
• Step Functions を使って AWS CodeBuild を呼び出す (p. 398)
• Step Functions 用統合最適化 (p. 367)
新機能

Step Functions は、AWS Toolkit for Visual Studio Code でサポートされるよ
うになり、コードエディタを離れなくても、ステートマシンベースのワーク
フローを簡単に作成および視覚化できます。

2020 年 3
月 31 日

更新

標準ワークフロー用 Amazon CloudWatch Logs へのログを設定できるように
なりました。詳細については、次を参照してください。

2020 年 2
月 25 日

• CloudWatch Logs を使用したログ記録 (p. 595)
新機能

AWS Step Functions は、 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) から直接パブ
リック IP アドレスを必要とせずにアクセスできるようになりました。詳細に
ついては、以下を参照してください。
• Step Functions の Amazon VPC Endpoint (p. 627)
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2019 年 12
月 23 日
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変更

説明

変更日

新機能

Express ワークフローは新しいワークフロータイプで、IoT データの取り込
み、ストリーミングデータ処理と変換、モバイルアプリケーションのバック
エンドなど、大容量のイベント処理ワークロードに適しています。

2019 年 12
月3日

詳細については、次の新規および更新されたトピックを参照してください。
• 標準ワークフロー対 Express ワークフロー (p. 20)
• 実行の保証 (p. 22)
• AWS Step Functions の開始方法 (p. 11)
• 他のサービスで AWS Step Functions を使用する (p. 339)
• Step Functions 用統合最適化 (p. 367)
• Amazon SQS からの大容量メッセージの処理 (Express ワークフ
ロー) (p. 478)
• 選択的チェックポイントの例 (Express ワークフロー) (p. 483)
• クォータ (p. 572)
• クォータ (p. 572)
• CloudWatch Logs を使用したログ記録 (p. 595)
• AWS Step Functions API リファレンス
• CreateStateMachine
• UpdateStateMachine
• DescribeStateMachine
• DescribeStateMachineForExecution
• StopExecution
• DescribeExecution
• GetExecutionHistory
• ListExecutions
• ListStateMachines
• StartExecution
• CloudWatchLogsLogGroup
• LogDestination
• LoggingConfiguration
新機能

AWS Step Functionsが Amazon EMRと統合されました。詳細については、以
下を参照してください。
• 他のサービスで AWS Step Functions を使用する (p. 339)
• Step Functions を使用して Amazon EMR を呼び出す (p. 388)
• Step Functions 用統合最適化 (p. 367)
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2019 年 11
月 19 日
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変更

説明

変更日

更新

AWS Step Functionsが、AWS Step Functions Data Science SDK をリリース
しました。詳細については、以下を参照してください。

2019 年 11
月7日

• GitHub のプロジェクト
• SDK ドキュメント
• SageMakerGitHub コンソールと関連プロジェクトで使用できる以下のサン
プルノートブック。
• hello_world_workflow.ipynb
• machine_learning_workflow_abalone.ipynb
• training_pipeline_pytorch_mnist.ipynb
更新

Step Functions で Amazon 用の追加の API アクションがサポートされ
SageMaker、機能のデモンストレーション用に 2 つの新しいサンプルプロ
ジェクトが追加されました。詳細については、以下を参照してください。

2019 年 10
月3日

• Step Functions で SageMaker を管理する (p. 381)
• 他のサービスで AWS Step Functions を使用する (p. 339)
• 機械学習モデルのトレーニング (p. 467)
• 機械学習モデルのチューニング (p. 472)
新機能

Step Functions は、統合サービス API として StartExecution を呼び出す
ことで、新しいワークフロー実行の開始をサポートします。以下を参照して
ください。

2019 年 8
月 12 日

• タスク状態からワークフロー実行を開始する (p. 128)
• 統合サービスとして AWS Step Functions 実行を管理する (p. 420)
• 他のサービスで AWS Step Functions を使用する (p. 339)
• Step Functions ワークフロー実行スタート用 IAM ポリシー (p. 673)
新機能

Step Functions には、統合サービスにタスクトークンを渡
し、SendTaskSuccess または SendTaskFailure でそのタスクトークン
が返されるまで実行を一時停止する能力が含まれています。以下を参照して
ください。
• サービス統合パターン (p. 359)
• タスクトークンのコールバックまで待機する (p. 361)
• コールバックパターンの例 (Amazon SQS、Amazon SNS、Lambda)
(p. 452)
• Step Functions 用統合最適化 (p. 367)
• 人間による承諾プロジェクト例をデプロイする (p. 249)
• サービス統合メトリクス (p. 582)
Step Functions は、状態の定義の "Parameters"フィールド内で直接に現
在の実行に関する動的な情報にアクセスする方法を提供するようになりまし
た。以下を参照してください。
• Context オブジェクト (p. 116)
• コンテキストオブジェクトノードをパラメータとして渡す (p. 366)
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2019 年 5
月 23 日
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変更

説明

変更日

新機能

Step Functions は、実行ステータスの変更に備えて、 CloudWatch Events を
サポートします。以下を参照してください。

2019 年 5
月8日

• EventBridge (CloudWatch Events (イベント) (p. 586)
• Amazon CloudWatch イベントユーザーガイド
新機能

Step Functions がタグを使用して IAM の許可をサポートするようになりまし
た。詳細については、以下を参照してください。

2019 年 3
月5日

• Step Functions でのタグ付け (p. 159)
• タグベースのポリシー (p. 677)
新機能

Step Functions Local が利用可能になりました。テストと開発のためにローカ
ルマシンで Step Functions を実行できます。Step Functions Local は Java ア
プリケーションまたは Docker イメージとしてダウンロードできます。Step
Functions ステートマシンのローカルテスト (p. 313) を参照してください。

2019 年 2
月4日

新機能

AWS Step Functions が北京 リージョンおよび寧夏リージョンで利用可能にな 2018 年 1
りました。サポートされている リージョン (p. 7) を参照してください。
月 15 日

新機能

Step Functions は、コスト配分を追跡するのに役立つリソースタグ付けをサ
ポートします。ステートマシンへのタグ付けは、[Details] (詳細) ページで、
または API アクションを使用して行うことができます。Step Functions での
タグ付け (p. 159) を参照してください。

2019 年 1
月7日

新機能

AWS Step Functions が、欧州 (パリ) リージョンと南米 (サンパウロ) リー
ジョンで利用可能になりました。サポートされている リージョン (p. 7) を参
照してください。

2018 年 12
月 13 日

新機能

AWS Step Functions が欧州 (ストックホルム) リージョンで利用可能になりま 2018 年 12
した。サポートされているリージョンのリストについては、サポートされて
月 12 日
いる リージョン (p. 7) を参照してください。

新機能

状態の定義を編集する際に、統合されているサービスの状態定義を簡単に設
定および生成できるようになりました。詳細については、以下を参照してく
ださい。

2018 年 12
月 10 日

• コードスニペット (p. 366)
• コードスニペットの使用 (p. 245)
新機能

Step Functions は、一部の AWS のサービスと統合されるようになりまし
た。Amazon ステートメント言語のタスク状態から、これらの統合サービス
の API にパラメータを直接呼び出して渡すことができるようになりました。
詳細については、以下を参照してください。

2018 年 11
月 29 日

• 他のサービスで AWS Step Functions を使用する (p. 339)
• サービス API にパラメータを渡す (p. 364)
• Step Functions 用統合最適化 (p. 367)
更新

タスク状態のドキュメントの TimeoutSeconds および
HeartbeatSeconds の説明を見直しました。タスク (p. 40) を参照してくだ
さい。
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2018 年 10
月 24 日
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変更

説明

変更日

更新

実行履歴の最大サイズの制限についての説明を改善し、関連するベストプラ
クティスのトピックへのリンクを追加しました。

2018 年 10
月 17 日

• ステートマシンの実行に関連するクォータ (p. 574)
• 履歴のクォータに到達しないようにする (p. 336)
更新

AWS Step Functions ドキュメントに新しいチュートリアルを追加しました。
Amazon S3 イベント発生時にステートマシンの実行をスタートする (p. 211)
を参照してください。

2018 年 9
月 25 日

更新

上限ドキュメントから、Step Functions コンソールに表示される最大実行エ
ントリを削除しました。クォータ (p. 572) を参照してください。

2018 年 9
月 13 日

更新

アクティビティタスクポーリング時のレイテンシー向上に関する、新しい
ベストプラクティスのトピックを AWS Step Functions ドキュメントに追加
しました。アクティビティタスクのポーリング時のレイテンシーを回避す
る (p. 337) を参照してください。

2018 年 8
月 30 日

更新

アクティビティおよびアクティビティワーカーに関する AWS Step Functions
トピックを改善しました。アクティビティ (p. 46) を参照してください。

2018 年 8
月 29 日

更新

AWS Step Functions CloudTrail 統合に関するトピックを改善しました。AWS
CloudTrail を使用して Step Functions をログ記録 (p. 591) を参照してくださ
い。

2018 年 8
月7日

更新

AWS CloudFormation チュートリアルに JSON の例が追加されました。AWS 2018 年 23
CloudFormation を使用して Step Functions 用の Lambda ステートマシンを作 月 6 日
成する (p. 283) を参照してください。

更新

Lambda サービスエラー処理に関する新しいトピックが追加されまし
た。Lambda サービスの例外を処理する (p. 336) を参照してください。

2018 年 6
月 20 日

新機能

AWS Step Functions が、アジアパシフィック (ムンバイ) リージョンで使用
できるようになりました。サポートされているリージョンのリストについて
は、サポートされている リージョン (p. 7) を参照してください。

2018 年 6
月 28 日

新機能

AWS Step FunctionsがAWS GovCloud (米国西部) リージョンで利用可能に
なりました。サポートされているリージョンのリストについては、サポート
されている リージョン (p. 7) を参照してください。AWS GovCloud (米国西
部) リージョンでの Step Functions の使用方法については、を参照してくだ
さいAWS GovCloud (US)。

2018 年 6
月 28 日

更新

Parallel 状態のエラー処理に関するドキュメントを改良しました。エラー
処理 (p. 62) を参照してください。

2018 年 6
月 20 日

更新

Step Functions での入出力処理に関するドキュメントが改良されまし
た。InputPath、ResultPath、OutputPath を使用して、ワークフロー、
状態、タスクにおける JSON のフローを制御する方法について説明します。
以下を参照してください。

2018 年 7
月6日

• Step Functions の入出力処理 (p. 82)
• ResultPath (p. 106)
更新

並行状態のサンプルコードを改良しました。並行 (p. 59) を参照してくださ
い。
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2018 年 6
月4日
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変更

説明

変更日

新機能

CloudWatch で API とサービスメトリクスをモニタリングできるようになり
ました。を使用した Step Fun CloudWatch (p. 578) を参照してください。

2018 年 5
月 25 日

更新

StartExecution、StopExecution、および StateTransition のスロッ 2018 年 5
月 16 日
トリング制限が、次のリージョンで引き上げられました。
• 米国東部 (バージニア北部)
• 米国西部 (オレゴン)
• 欧州 (アイルランド)
詳細については、クォータ (p. 572) を参照してください。

新機能

AWS Step Functions が今では、米国西部 (北カリフォルニア) リージョンと
アジアパシフィック (ソウル) リージョンで利用可能になりました。サポート
されているリージョンのリストについては、サポートされている リージョ
ン (p. 7) を参照してください。

2018 年 5
月5日

更新

インターフェイスの変更に合わせて手順と画像を更新しました。

2018 年 4
月 25 日

更新

作業を継続するために、新しい実行を開始する方法を示す新しいチュートリ
アルが追加されました。長時間実行されるワークフロー実行を新規実行とし
て継続する (p. 235) を参照してください。このチュートリアルでは、サービ
スの制限を回避するための設計パターンについて説明します。履歴のクォー
タに到達しないようにする (p. 336) を参照してください。

2018 年 4
月 19 日

更新

ステートマシンに関する概念情報を追加し、状態に関するドキュメントの概
要を改善しました。状態 (p. 24) を参照してください。

2018 年 3
月9日

更新

AWS Step Functionsデベロッパーガイドは、HTML、PDF、および Kindle
に加えて、でもご利用いただけます GitHub。フィードバックを残すには、
GitHub右上隅にあるアイコンを選択します。

2018 年 3
月2日

更新

Step Functions に関するその他のリソースを説明するトピックを追加しまし
た。

2018 年 2
月 20 日

関連情報 (p. 684) を参照してください。
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変更

説明

変更日

新機能

• 新しいステートマシンを作成する場合、Lambda 関数へのアクセスを許可
する IAM ロールを AWS Step Functions で作成することを承認する必要が
あります。
• 以下のチュートリアルを更新し、ステートマシンの作成ワークフローにお
ける小さな変更を反映しました。
• AWS Step Functions の開始方法 (p. 11)

2018 年 2
月 19 日

• Lambda を使用する Step Functions ステートマシンの作成 (p. 199)
• Step Functions を使用してアクティビティステートマシンを作成す
る (p. 224)
• Step Functions ステートマシンを使用してエラー条件を処理する (p. 203)
• Lambda を使用してループを反復する (p. 229)
更新

Ruby で記述されたサンプルアクティビティワーカーについて説明するトピッ
クを追加しました。この実装は、Ruby アクティビティワーカーを直接作成す
るために使用するか、別の言語でアクティビティワーカーを作成するための
設計パターンとして使用できます。

2018 年 2
月6日

例アクティビティRuby のワーカー (p. 47) を参照してください。
更新

Lambda 関数を使用してカウントを反復する設計パターンについて説明する
新しいチュートリアルを追加しました。

2018 年 1
月 31 日

Lambda を使用する Step Functions ステートマシンの作成 (p. 199) を参照し
てください。
更新

IAM 許可に関するコンテンツを更新
し、DescribeStateMachineForExecution および
UpdateStateMachine API を追加しました。

2018 年 1
月 26 日

管理者以外のユーザー用の詳細な IAM 許可の作成 (p. 618) を参照してくださ
い。
更新

新たに利用可能となったリージョンを追加しました:カナダ (中部)、アジアパ
シフィック (シンガポール)。

2018 年 1
月 25 日

サポートされている リージョン (p. 7) を参照してください。
更新

チュートリアルと手順を更新し、Step Functions をロールとして選択する許
可が IAM から下りたことを反映しました。

2018 年 1
月 24 日

更新

状態間で大きいペイロードを渡さないことを推奨する新しいベストプラク
ティストピックを追加しました。

2018 年 1
月 23 日

ラージペイロードを渡す代わりに Amazon S3 ARNs を使用する (p. 334) を参
照してください。
更新

ステートマシンを作成するための更新されたインターフェイスに合わせて手
順を修正しました。
• AWS Step Functions の開始方法 (p. 11)
• Lambda を使用する Step Functions ステートマシンの作成 (p. 199)
• Step Functions を使用してアクティビティステートマシンを作成す
る (p. 224)
• Step Functions ステートマシンを使用してエラー条件を処理する (p. 203)
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2018 年 1
月 17 日
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変更

説明

変更日

新機能

サンプルプロジェクトを使用して、ステートマシンとすべての関連 AWS リ
ソースをすばやくプロビジョンできます。Step Functions サンプルプロジェ
クト (p. 436) を参照してください。

2018 年 1
月 11 日

使用可能なサンプルプロジェクトには、以下が含まれます。
• ジョブステータスのポーリング (Lambda、AWS Batch) (p. 447)
• タスクタイマー (Lambda、Amazon SNS) (p. 450)

Note
これらのサンプルプロジェクトおよび関連ドキュメントで、同じ機
能の実装について説明したチュートリアルを置き換えました。
更新

実行のスタックの回避に関する情報を含むベストプラクティスセクションを
追加しました。Step Functions のベストプラクティス (p. 334) を参照してく
ださい。

2018 年 1
月5日

更新

再試行が料金にどのように影響を与えるかに関する注意を追加しました。

2017 年 12
月8日

Note
再試行は状態遷移として扱われます。状態遷移が課金に及ぼす影響
については、Step Functions コストを参照してください。
更新

リソース名に関する情報を追加しました。

Note

2017 年 12
月6日

Step Functions では、非 ASCII 文字を含むステートマシン、実行、
およびアクティビティ名を作成できます。これらの非 ASCII 名は
Amazon では機能しません CloudWatch。 CloudWatch メトリクスを
確実に追跡できるようにするには、ASCII 文字のみを使用する名前
を選択します。
更新

セキュリティの概要情報を改訂し、詳細な IAM アクセス権限に関するトピッ
クを追加しました。「AWS Step Functions でのセキュリティ (p. 611)」およ
び「管理者以外のユーザー用の詳細な IAM 許可の作成 (p. 618)」を参照して
ください。

2017 年 11
月 27 日

新機能

既存のステートマシンを更新できます。ステップ 3: ステートマシンの更
新 (p. 13) を参照してください。

2017 年 11
月 15 日
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変更

説明

変更日

更新

Lambda.Unknown エラーを明確にするための注意を追加し、以下のセクショ
ンで Lambda のドキュメントへのリンクを追加しました。

2017 年 10
月 17 日

• エラー名 (p. 150)
• ステップ 3: Catch フィールドを使用するステートマシンの作成 (p. 204)

Note
Lambda での未処理のエラーは、エラー出力で Lambda.Unknown
として報告されます。これには、 out-of-memory エラーと関数の
タイムアウトが含まれます。Lambda.Unknown、States.ALL、
または States.TaskFailed を一致させて、こういったエラーに
処理できます。Lambda が最大呼び出し数に達すると、エラーは
Lambda.TooManyRequestsException となります。Lambda 関数
エラーの詳細については、AWS Lambda開発者ガイドの「エラー処
理と自動再試行」を参照してください。
更新

IAM の手順を訂正して明確にし、すべてのチュートリアル (p. 199)のスクリー 2017 年 10
ンショットを更新しました。
月 11 日

更新

• Step Functions コンソールの変更を反映するために、ステートマシンの実
行結果の新しいスクリーンショットを追加しました。Lambda コンソール
の変更点を反映するために、以下のチュートリアルの Lambda の手順を書
き換えました。
• Lambda を使用する Step Functions ステートマシンの作成 (p. 199)
• ジョブステータスポーリングを作成する

2017 年 10
月6日

• タスクタイマーの作成
• Step Functions ステートマシンを使用してエラー条件を処理する (p. 203)
• 以下のセクションで、ステートマシンの作成について情報を訂正して明確
にしました。
• AWS Step Functions の開始方法 (p. 11)
• Step Functions を使用してアクティビティステートマシンを作成す
る (p. 224)
更新

IAM コンソールの変更点を反映するため、以下のセクションの IAM の手順を
書き換えました。

2017 年 10
月5日

• AWS Step Functions で IAM を使用する方法 (p. 616)
• Lambda を使用する Step Functions ステートマシンの作成 (p. 199)
• ジョブステータスポーリングを作成する
• タスクタイマーの作成
• Step Functions ステートマシンを使用してエラー条件を処理する (p. 203)
• API Gateway を使用した Step Functions API の作成 (p. 214)
更新

ステートマシンデータ (p. 80) セクションを書き換えました。

2017 年 9
月 28 日

新機能

API アクションのスロットリングに関する制限 (p. 574)が、Step Functions が
利用可能なすべてのリージョンで引き上げられました。

2017 年 9
月 18 日
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変更

説明

変更日

更新

• すべてのチュートリアルで新しい実行の開始に関する情報を訂正し明確に
しました。

2017 年 ９
月 14 日

• アカウントに関連するクォータ (p. 573) セクションの情報を訂正し明確に
しました。
更新

Lambda コンソールの変更を反映して、以下のチュートリアルを書き換えま
した。

2017 年 8
月 28 日

• Lambda を使用する Step Functions ステートマシンの作成 (p. 199)
• Step Functions ステートマシンを使用してエラー条件を処理する (p. 203)
• ジョブステータスポーリングを作成する
新機能

Step Functions は欧州 (ロンドン) で利用可能になりました。

2017 年 8
月 23 日

新機能

ステートマシンのビジュアルワークフローでは、グラフのズームイン、ズー
ムアウト、および中央揃えができます。

2017 年 8
月 21 日

新機能

Important
実行では、その名前を 90 日間、別の実行で使用できなくなりまし
た。

2017 年 8
月 18 日

複数の StartExecution の呼び出しを同じ名前で行うと、新しい実行は開
始されず、以下のルールが適用されます。
入力の型

実行状態
オープン

[Closed]
(クローズ)

同一

Success

ExecutionAlreadyExists

異なる

ExecutionAlreadyExists
ExecutionAlreadyExists

詳細については、AWS Step Functions API リファレンス の
StartExecution API アクションの name リクエストパラメータを参照して
ください。
更新

ステートマシンの ARN を API Gateway を使用した Step Functions API の作
成 (p. 214) チュートリアルに渡す代替手段に関する情報を追加しました。

2017 年 8
月 17 日

更新

新しいジョブステータスポーリングの作成チュートリアルを追加しました。

2017 年 8
月 10 日

新機能

• Step Functions は、ExecutionThrottled CloudWatch メトリクスを作成 2017 年 8
します。詳細については、「を使用した Step Fun CloudWatch (p. 578)」を 月 3 日
参照してください。
• 状態のスロットリングに関連するクォータ (p. 573) セクションを追加しま
した。

更新

ステップ 1: API Gateway 用の IAM ロールを作成する (p. 214) セクションの
手順が更新されました。

2017 年 7
月 18 日

更新

選択 (p. 53) セクションの情報を訂正し明確にしました。

2017 年 6
月 23 日
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変更

説明

変更日

更新

以下のチュートリアルに、他の AWS アカウントのリソースの使用に関する
情報を追加しました。

2017 年 6
月 22 日

• Lambda を使用する Step Functions ステートマシンの作成 (p. 199)
• AWS CloudFormation を使用して Step Functions 用の Lambda ステートマ
シンを作成する (p. 283)
• Step Functions を使用してアクティビティステートマシンを作成す
る (p. 224)
• Step Functions ステートマシンを使用してエラー条件を処理する (p. 203)
更新

以下のセクションの情報を訂正し明確にしました。
• AWS Step Functions の開始方法 (p. 11)
• Step Functions ステートマシンを使用してエラー条件を処理する (p. 203)

2017 年 6
月 21 日

• 状態 (p. 24)
• Step Functions のエラー処理 (p. 150)
更新

Step Functions コンソールの更新に合わせて、すべてのチュートリアルが書
き直されました。

2017 年 6
月 12 日

新機能

Step Functions は、アジアパシフィック (シドニー) で利用可能になりまし
た。

2017 年 6
月8日

更新

Amazon ステートメント言語 (p. 25) セクションを再構成しました。

2017 年 6
月7日

更新

Step Functions を使用してアクティビティステートマシンを作成する (p. 224)
セクションの情報を訂正し明確にしました。

2017 年 6
月6日

更新

Retry の使用例と Catch の使用例 (p. 155) のコード例を訂正しました。

2017 年 6
月5日

更新

AWS ドキュメントの基準を使用してこのガイドを再構成しました。

2017 年 5
月 31 日

更新

並行 (p. 59) セクションの情報を訂正し明確にしました。

2017 年 5
月 25 日

更新

パスセクションとフィルタセクションを Step Functions の入出力処理 (p. 82)
セクションに統合しました。

2017 年 5
月 24 日

更新

を使用した Step Fun CloudWatch (p. 578) セクションの情報を訂正し明確に
しました。

2017 年 5
月 15 日

更新

GreeterActivities.java チュートリアルの Step Functions を使用してア
クティビティステートマシンを作成する (p. 224) ワーカーコードを更新しま
した。

2017 年 5
月9日

更新

AWS Step Functions とは? (p. 1) セクションに入門動画を追加しました。

2017 年 4
月 19 日
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変更

説明

変更日

更新

以下のチュートリアルの情報を訂正し明確にしました。

2017 年 4
月 19 日

• AWS Step Functions の開始方法 (p. 11)
• Lambda を使用する Step Functions ステートマシンの作成 (p. 199)
• Step Functions を使用してアクティビティステートマシンを作成す
る (p. 224)
• Step Functions ステートマシンを使用してエラー条件を処理する (p. 203)
更新

Lambda を使用する Step Functions ステートマシンの作成 (p. 199) および
Step Functions ステートマシンを使用してエラー条件を処理する (p. 203)
チュートリアルに Lambda テンプレートに関する情報を追加しました。

2017 年 4
月6日

更新

「Maximum input or result data size」の制限を「Maximum input or result
2017 年 3
data size for a task, state, or execution」に変更しました (32,768 文字)。詳細 月 31 日
については、「タスクの実行に関連するクォータ (p. 575)」を参照してくださ
い。

新機能

• Step Functions は、Step Functions を Amazon CloudWatch Events ター
ゲットとして設定することで、ステートマシンの実行をサポートします。

2017 年 3
月 21 日

• EventBridge を使用して定期的にステートマシンの実行を開始する (p. 209)
チュートリアルを追加しました。
新機能

• Step Functions で、優先エラー処理メソッドとして Lambda 関数エラー処
理を使用できます。

2017 年 3
月 16 日

• Step Functions ステートマシンを使用してエラー条件を処理する (p. 203)
チュートリアルおよび Step Functions のエラー処理 (p. 150) セクションを
更新しました。
新機能

Step Functions は欧州 (フランクフルト) で利用可能になりました。

2017 年 3
月7日

更新

目次のトピックを再編成し、次のチュートリアルを更新しました。

2017 年 2
月 23 日

• AWS Step Functions の開始方法 (p. 11)
• Lambda を使用する Step Functions ステートマシンの作成 (p. 199)
• Step Functions を使用してアクティビティステートマシンを作成す
る (p. 224)
• Step Functions ステートマシンを使用してエラー条件を処理する (p. 203)
新機能

• Step Functions コンソールの [State Machines] ページには、[Copy to New]
(新しいものにコピー) ボタンおよび [Delete] (削除) ボタンが含まれます。

2017 年 2
月 23 日

• コンソールでの変更点に合わせてスクリーンショットを更新しました。
新機能

• Step Functions は API Gateway を使用した API の作成をサポートしていま
す。

2017 年 2
月 14 日

• API Gateway を使用した Step Functions API の作成 (p. 214) チュートリア
ルを追加しました。
新機能

• Step Functions は、AWS CloudFormation と統合します。
• AWS CloudFormation を使用して Step Functions 用の Lambda ステートマ
シンを作成する (p. 283) チュートリアルを追加しました。

更新

Parallel 状態に関連して ResultPath フィールドおよび OutputPath
フィールドの現在の動作を明確にしました。
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変更

説明

変更日

更新

• チュートリアルにおけるステートマシンの命名の制約を明確にしました。
• コード例をいくつか修正しました。

2017 年 1
月5日

更新

最新のプログラミングモデルを使用するように Lambda 関数の例を更新しま
した。

2016 年 12
月9日

新機能

Step Functions の初回リリース。

2016 年 12
月1日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、AWS 全般のリファレンスの AWS 用語集を参照してください。
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