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AWS IoT Things Graph とは
AWS IoT Things Graph は、IoT アプリケーションの開発を簡素化するオーケストレーションサービスで
す。これらのアプリケーションは、異なるプロトコル、データ形式、およびメッセージの構文を使用して
いるため、通常は互いに通信できない異なる製造元の異なるデバイスおよびウェブサービスを使用できま
す。

たとえば、ホームセキュリティアプリケーションは、同じ IoT 規格に準拠していない可能性がある様々な
製造元からのカメラ、ドアや窓のセンサー、およびモーションセンサーを含む場合があります。そのた
め、これらのカメラとセンサーは、相互に通信するように設計されているとは限りません。アプリケー
ションビルダーは、あるデバイスから別のデバイスにメッセージやアクションを変換するために多大な開
発努力を費やす必要があります。これは、ソフトウェア開発コストを押し上げ、市場投入までの時間を遅
らせます。

さらに、使用されるデバイスのベンダーは、インストールごとに異なる場合があります。デバイスのベン
ダーが変わるたびに、開発努力を繰り返す必要があります。お客様は、最もコスト効果の高い代替手段を
選択できるように、サポートされているデバイスの大規模なカタログを所有することを望みます。

最後に、多くのサイトでは、フローはウェブサービスを使用してクラウドで実行される可能性がありま
す。他のサイトでは、オートメーションフローをエッジゲートウェイ(AWS IoT Greengrass など) にデプ
ロイする必要があります。クラウドでもエッジゲートウェイでも実行できるフローを設計することは困難
です。AWS IoT Things Graph は、デバイス間のやり取りを管理し、必要な変換が行われるようにします。

モデルを介した通信

AWS IoT Things Graph は、モデルと呼ばれる再利用可能な抽象化を使用して、さまざまなデバイスやウェ
ブサービスと通信し、それらの間のやり取りをオーケストレートします。モデルは、デバイスによって生
成されたサポートされているアクションとイベントを定義します。また、それらのアクションを呼び出し
て、生成されたイベントを読み取る方法についても説明します。AWS IoT Things Graph を使用すると、ア
プリケーションビルダーは、モデルとそれに対応するデバイスおよびウェブサービスを使用して、アプリ
ケーションの一連のやり取りのみを指定します。AWS IoT Things Graph は、モデルを使用して、さまざま
なデバイスが使用するプロトコル、アドレス指定方式、データ形式を識別します。また、デバイスとウェ
ブサービス間のメッセージのすべての必要な翻訳を行います。これにより、フローは想定された順序で実
行されます。

フロー設計のインターフェイス

AWS IoT Things Graph は、視覚的なドラッグアンドドロップのフロー設計インターフェイスを提供し、
アプリケーション開発時間を劇的に短縮します。アプリケーションビルダーは、やり取りをグラフィカ
ルに定義し、ほんの数回のアクションでアプリケーションを構築できます。視覚的インターフェイスに
は、if-then-else などの条件付き演算や AND/OR などの論理演算子を実装するモデルが含まれていま
す。これにより、複数のステップからなるオートメーションフローを簡単に作成できます。また、AWS 
IoT Things Graph を使用すると、アプリケーションに統合するための追加作業を行わなくても、利用可能
になったときにシステム内のデバイスを新しいバージョンに置き換えることができます。

ビルド済みのモデル

AWS IoT Things Graph コンソールには、カメラやモーションセンサーなどの一般的に使用されるデバイ
ス、および Amazon Rekognition や AWS Lambda などのウェブサービス用にあらかじめ構築されたモデル
が含まれています。アプリケーションビルダーは、AWS IoT Things Graph を使用してデバイス用に独自の
モデルを作成することもできます。アプリケーションの構築後、それを AWS クラウドにデプロイして、
ウェブサービスと AWS IoT クラウドに接続されているデバイスとのやり取りをオーケストレートすること
ができます。また、AWS IoT Greengrass 対応デバイスにデプロイして、ローカルに接続されているデバ
イスとウェブサービス間のやり取りを調整することもできます。

1
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モデル、フロー、マッピング

モデル、フロー、マッピング
AWS IoT Things Graph には、モデル、マッピング、およびフローという 3 つの主要な概念があります。

デバイスおよびサービスモデル

デバイスおよびサービスモデルは、フローでやり取りするエージェントを表したものです。一般的に、デ
バイスおよびサービスモデルは、フロー内で相互にやり取りするデバイスおよびサービスの属性、入力、
および出力を定義します。AWS IoT Things Graph を使用すると、異なるメーカーによって生成されたデバ
イスの低レベルの実装を考慮することなく、デバイスとサービスのやり取りを定義できます。

フロー

フロー (またはワークフロー) は、デバイスモデルとサービスで構成されています。フローは、トリガーイ
ベントが発生した後に、デバイスとサービスがどのように相互にやり取りするかを定義します。フローは
これらの相互作用を一連のステップとしてリストします。各ステップは、デバイスまたはウェブサービス
上のアクション、およびアクションに関連する入力と出力が含まれます。このフローは、デバイスとサー
ビス間の論理的な相互作用と実行順序を定義します。

詳細については、「フローの仕組み」を参照してください。

マッピング

マッピングは、AWS IoT Things Graph が 1 つのデバイスの出力メッセージを、フロー内の次のデバイス
で予期される形式に変換することを可能にする情報を提供します。マッピングはデバイス間の違いを橋渡
しし、それらが一緒に機能することを可能にします。マッピングを使用すると、さまざまなメーカーのさ
まざまなデバイスを使用する IoT アプリケーションを構築できます。

AWS IoT Things Graph のしくみ
AWS IoT Things Graph フローを作成してデプロイするには、以下の手順を実行します。

ステップ 1: フローをビルドする
モデルライブラリからデバイスおよびウェブサービスモデルをフローのデザイナーにドラッグしてフロー
を構築します。(ページの左上にあるメニューアイコンを選択してこのページを見つけてから、[Flows (フ
ロー)] を選択することもできます。)

モデルライブラリには、AWS IoT Things Graph が公開したモデル (パブリックモデル) と、自分で作成し
たモデル (プライベートモデル) が含まれています。プライベートモデルは、自分自身にのみ表示されま
す。モデル出力を他のモデルの適切な入力と接続することによって相互作用を定義します。[Publish (公
開)] を選択して、フローを保存しデプロイ可能なフローのリストに公開します。
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ステップ 2: フロー設定の作成

ステップ 2: フロー設定の作成
表示される次のページでは、デプロイターゲット (クラウドまたは Greengrass) を設定し、フローのデバ
イスにレジストリのモノをマッピングします。

ターゲットを設定します。
フロー設定を作成するときは、次の作業を行います。

• クラウドのデプロイの場合は、フローアクション ARN を指定します。これは、フローがクラウドで実
行されるときに、AWS IoT Things Graph が使用する IAM ロールの ARN です。

• AWS IoT Greengrass デプロイの場合は、アプリケーションを実行する AWS IoT Greengrass グループ
を指定します。また、アプリケーション設定を保存する Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
バケットを指定して、AWS IoT Greengrass が起動時に取得できるようにします。

Cloud

3
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AWS IoT Greengrass

モノのマップ
フロー設定を作成するときは、フローで各デバイスモデルに対応するレジストリからモノを選択します。

4
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ステップ 3: デプロイ
デプロイを設定したら、クラウド、または AWS IoT Greengrass 対応デバイスにアプリケーションをデプ
ロイします。

AWS IoT Things Graph は、フローとその依存関係をパッケージ化し、クラウドまたは AWS IoT 
Greengrass 対応デバイスにプッシュします。AWS IoT Things Graph は、ローカルのコネクテッドデバイ
ス間のやり取りを管理します。

使用を開始する方法をお知りになりたいですか?
AWS IoT Things Graph コンソールの既存のデバイスとデバイスモデルを調べて、フローで使用するものが
利用できるかどうか確認します。目的のモデルが利用できない場合は、AWS IoT Things Graphコンソール
の組み込みのモデルエディタを使用して独自のモデルを構築できます。

モデルとウェブサービスをつなげて、フローを定義します。次に、フローをデプロイします。

フローの動作については、「フローの仕組み」を参照してください。この仕組みを示す例については、
「AWS IoT Things Graph の使用開始」を参照してください。
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フローの仕組み
フロー設定をデプロイすると、AWS IoT Things Graph ランタイムは、クラウドまたは AWS IoT 
Greengrass コアデバイスにデプロイされます。AWS IoT Things Graph ランタイムは、トリガーデバイス
とメッセージを識別し、デバイスとウェブサービス間の通信を処理して、フローが想定された順序で実行
されるようにします。AWS IoT Things Graphコンソールまたは AWS IoT Things Graph API を使用してモ
デルとフローの定義を作成できます。

次の図は、デバイス定義とフロー定義がデプロイされ、フローの実行準備が整ったときの AWS IoT Things 
Graph フローの仕組みを示しています。これは、建物セキュリティシステムの架空の自動ドアエントリ
ワークフローを示していて、グラフとして表されるビジネスプロセスの例です。

図では、バッジリーダーはモデル A、検証ウェブサービスはモデル B、回転ドアはモデル C、カメラはモ
デル D で定義されています。有効なバッジがスキャンされると、バッジリーダーは次のステップを実行さ
せるイベントをトリガーします。このステップは、検証ウェブサービスです。このステップではサービス
の検証 API を呼び出します。このようにして、AWS IoT Things Graph は、グラフ内のすべてのステップ
を調整します。

グラフ内のノードは、モノ (デバイスまたはウェブサービス) を表し、エッジはノードのペア間の接続を表
します。

それぞれのモノは、モデル (デバイス定義) で記述されます。モデルは、それぞれのモノを入力、出力、お
よび属性のセットとして定義します。また、モデルは、アプリケーションの他の部分が使用するためのイ
ンターフェイスも公開します。ワークフロー (フロー) 内の各ステップ (ノード) は、実行するデバイス、
サービス、または組み込み制御フローのアクションを表します。2 つのノード間の接続は、2 つのノード
間の論理的な相互作用または実行順序を表します。フローとは、連結した 1 つ以上のステップで、ビジネ
スプロセスを表します。

フロー設定の仕組み
AWS IoT Things Graph フロー設定は、特定の場所またはデプロイのワークフロー (フロー) を実装しま
す。フロー設定は、フロー、関連付けられたトリガー、およびフロー内で互いに対話するすべての対応す
る物理的なモノで構成されます。

次の図は、フロー設定の要素とそれらの相互関係を示しています。
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フロー設定の内容
フロー設定には以下の要素が含まれます。

Flow
フロー (またはワークフロー) は、デバイスモデルとサービスで構成されています。フローは、トリガーイ
ベントが発生した後に、デバイスとサービスがどのように相互にやり取りするかを定義します。フローは
これらの相互作用を一連のステップとしてリストします。各ステップは、デバイスまたはウェブサービス
上のアクション、およびアクションに関連する入力と出力が含まれます。このフローは、デバイスとサー
ビス間の論理的な相互作用と実行順序を定義します。

詳細については、「フローの仕組み」を参照してください。

デバイスおよびサービスモデル
デバイスおよびサービスモデルは、フローでやり取りするエージェントを表したものです。一般的に、デ
バイスおよびサービスモデルは、フロー内で相互にやり取りするデバイスおよびサービスの属性、入力、
および出力を定義します。AWS IoT Things Graph を使用すると、異なるメーカーによって生成されたデバ
イスの低レベルの実装を考慮することなく、デバイスとサービスのやり取りを定義できます。
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Triggers
トリガーは、フローを開始するイベントです。トリガーは、フローを開始させる条件 (経過時間の間隔、
センサーの動きの検出、温度の変化など) を定義します。フロー設定を作成するときに各フローのトリ
ガーを定義するので、異なるトリガーが異なるデプロイで指定されたフローを開始できます。

Things
モノは、フローで使用される物理デバイスです。フロー設定を作成するとき、特定のモノをフローで使用
されるデバイスモデルに関連付けます。たとえば、フローにサーモスタットデバイスモデルが含まれてい
る場合、フロー設定にはサーモスタットデバイスモデルに関連付けられている AWS IoT モノレジストリの
サーモスタットが含まれています。

フロー設定の作成方法
GraphQL を直接記述し、AWS IoT Things Graph API を使用することで、フロー設定を作成することがで
きます。AWS IoT Things Graph コンソールを使用すると、フロー設定を簡単に作成、維持、デプロイでき
ます。

AWS CLI と AWS IoT Things Graph コンソールの両方を使用してフロー設定を作成およびデプロイする方
法の詳細については、「フローを作成してデプロイする」を参照してください。

Namespaces
名前空間は、AWS IoT Things Graph Data Modeling (TDM) 言語を使用して作成されたエンティティ (たと
えばモデル) のリポジトリです。これらのエンティティは、特定のアカウントに関連付けられています。
名前空間は、各エンティティの URN の一部です。

初めて TDM エンティティをアップロードすると、AWS IoT Things Graph は名前空間を作成します。名
前空間は、AWS リージョン、アカウント ID、および固定サフィックス default で構成されています。
このパターンは、REGION/ACCOUNT ID/default です。たとえば、us-west-2 リージョンで作成された 
TDM エンティティは、このようになります。us-west-2/012345678910/default。

default の下のパスを拡張して、エンティティを整理することができます。たとえば、デバイス定義を
default/devices に、プロパティ定義を default/properties に配置できます。

現在、AWS IoT Things Graph はアカウントごとに 1 つの名前空間のみをサポートしています。名前空間
に保存される TDM エンティティは、プロパティ、状態、イベント、アクション、機能、マッピング、デ
バイス、およびサービスです。

パブリックおよびプライベートの 2 種類の名前空間があります。アカウントに関連付けられている名前空
間はプライベートです。この名前空間内に独自のエンティティモデルを作成してアップロードします。パ
ブリック名前空間は AWS によって管理され、すべてのアカウントがアクセスできるエンティティ定義が
含まれています。プライベート名前空間は、パブリック名前空間を追跡し、プライベート名前空間をパブ
リック名前空間の特定のバージョンと同期させることができます。

名前空間に関する詳細については、以下を参照してください。

• バージョニングとエンティティモデリング
• 名前空間のバージョニングとワークフロー
• AWS IoT Things Graph エンティティ、フロー、システム、デプロイのライフサイクル管理
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使用開始方法
このセクションには、AWS IoT Things Graph を使用したエンドツーエンドの開発を開始するための AWS 
IoT Things Graph エンティティモデル、ワークフロー (フロー)、およびデプロイ設定の例が含まれていま
す。

AWS IoT Things Graph を使用する場合、サービスおよび同じ AWS リージョンに存在する関連付けられ
たすべての AWS と AWS IoT サービス (AWS IoT Device Management、Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット、AWS Lambda 関数など) をデプロイする必要があります。

トピック
• クラウドでの AWS IoT Things Graph の開始方法 (p. 9)
• AWS IoT Greengrass での AWS IoT Things Graph の開始方法 (p. 21)
• サンプルの模擬デバイスの使用 (p. 52)

クラウドでの AWS IoT Things Graph の開始方法
このセクションでは、クラウドで AWS IoT Things Graph を使用してエンドツーエンドの開発を開始する
ための手順と例を示します。

トピック
• クラウドデプロイを準備する (p. 9)
• クラウドフローの例 (p. 10)

クラウドデプロイを準備する
このトピックでは、クラウドでフローを実行するときに AWS IoT Things Graph が適切なアクセス権限を
持つ IAM ロールを引き受ける方法を説明します。

クラウドデプロイ用の IAM ロールを作成および設定する
クラウドデプロイでは、AWS IoT Things Graph がお客様に代わってデプロイ内のフローを実行できるよ
うにするために、IAM ロールを使用する必要があります。サービスがお客様に代わってアクションを実
行するために引き受けるロールは、サービスロールと呼ばれます。このようなロールの詳細については、
「AWS のサービスにアクセス許可を委任するロールの作成」を参照してください。

作成するロールには、AWS IoT Things Graph がワークフロー内のすべてのアクションを実行できるように
するポリシーが必要です。MQTT メッセージを発行およびサブスクライブするデバイスやデバイスモデル
を含むワークフローには、Iot:Connect、Iot:DescribeEndpoint、Iot:Publish 用のアクセス許可
が必要です。このセクションの入門ガイドの例では Lambda のアクセス許可も必要です。ワークフローで
他のウェブサービスを使用している場合は、適切なポリシーを追加します。MQTT のパブリッシュおよび
サブスクライブのアクセス許可を割り当てるサンプル AWS IoT ポリシーについては、「パブリッシュ/サ
ブスクライブポリシーの例」を参照してください。

AWS IoT Things Graph フローをクラウドにデプロイするときは、AWS IoT Things Graph がクラウドでフ
ローを実行するときに引き受ける IAM ロールを指定する必要があります。フローが他のサービスを使用し
ている場合、ロールにもそれらのサービスに対する適切なアクセス許可が必要です。
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AWS リソースを保護する方法の詳細については、「IAM ベストプラクティス」を参照してください。IAM 
ロールにポリシーを適用するためのベストプラクティスについては、「最小限の特権を認める」および
「AWS 管理ポリシーを使用したアクセス許可の使用開始」を参照してください。

AWS IoT Things Graph との信頼関係が必要です。次の手順でこのロールを作成する方法について説明しま
す。

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) で、[ロール] を選択してから、[ロールの作成] 
を選択します。

2. [このロールを使用するサービスを選択] ページで、[IoT Things Graph]、[Next:Permissions (次へ: アク
セス許可)] の順に選択します。

3. [Attach permissions policies (アクセス許可ポリシーのアタッチ)] ページで、フローが必要とするアク
セス許可を含むポリシーを選択します。すべてのフローは AWS IoT への読み取り/書き込みアクセス
許可を必要とします。また、このセクションのサンプルフローは AWS Lambda への読み取りアクセ
ス許可を必要とします。[次へ: タグ] を選択します。

4. [タグの追加 (オプション)] ページで、ロールを分類するのに役立つオプションのタグを追加しま
す。［Next: Review (次へ: レビュー)］を選択します。

5. [Create role (ロールの作成)] ページで、ロールの名前を入力します。[ロールの作成] を選択します。

このロールを作成したら、クラウドフロー設定を作成するときに使用できるようにロールの ARN をコ
ピーします。

クラウドフローの例
このセクションの例では、AWS IoT Things Graph ワークフロー (フロー) を作成してクラウドにデプロイ
する手順を説明します。

トピック
• デバイスを使用したクラウドでのフローの作成 (p. 10)
• AWS CLI でデバイスを使用したフローの作成 (p. 18)

デバイスを使用したクラウドでのフローの作成
このトピックでは、クラウド内で動作する 3 つの模擬デバイス (モーションセンサー、カメラ、および画
面) で構成される単純なワークフロー (フロー) を作成してデプロイするための手順を説明します。模擬デ
バイスは、Raspberry Pi で実行されているデバイスのように振る舞います。

Note

この例で作成するフローは、AWS IoT Greengrass フローの例の「デバイスを使用したフローの
作成」のクラウドバージョンです。このクラウドの例は現在、模擬デバイスでのみフローを実行
する方法を示しています。

この例のフローは、モーションセンサーがモーションを検出した場合にトリガーされます。モーションセ
ンサーはカメラにメッセージを送信します。カメラは写真を撮影し、スクリーンに送信して表示します。

模擬デバイスのコードは、CloudMockDevices.zip または CloudMockDevices-v2.zip ファイルにあります。
最初のファイルには、AWS IoT Device SDK for Python v1 を使用するスクリプトが含まれています。2 番
目のファイルには、AWS IoT Device SDK for Python v2 を使用するスクリプトが含まれています。これら
のスクリプトは、Python 2.7 がインストールされている Raspberry Pi や Amazon EC2 インスタンスなど
の任意の Linux 環境で実行できます。

Prerequisites

この例を作成するには、以下の AWS リソースが必要です。
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• AWS アカウント
• 「クラウドデプロイを準備する」の手順に従って設定された IAM ロール

モノを作成する

AWS IoT コンソールを開き、3 つのモノを作成します。1 つはモーションセンサー用、もう 2 つは 
Raspberry Pi に取り付けられているカメラとスクリーン用です。

Registry でモノを作成する方法の詳細については、「Registry でデバイスを登録する」を参照してくださ
い。各モノの証明書が作成され、アクティブ化されていることを確認してください。

AWS IoT の概念の詳細については、「AWS IoT とは」を参照してください。

模擬デバイスを設定する

模擬デバイスでワークフロー (フロー) を実行するには、CloudMockDevices.zip ファイルまたは
CloudMockDevices-v2.zip ファイルの Python スクリプトを Linux 環境にコピーする必要があります。これ
らのスクリプトは実際のデバイスのアクションを模倣しています。

1. AWS IoT Device SDK for Python をインストールします。
2. CloudMockDevices.zip または CloudMockDevices-v2.zip ファイルをダウンロードして解凍します。展

開されたディレクトリには、cloudms.py、cloudcamera.py、および cloudscreen.py という名
前の 3 つのファイルが含まれています。

3. ms、camera、および screen という名前のフォルダを作成します。
4. cloudms.py ファイルを ms ディレクトリに、cloudcamera.py ファイルを camera ディレクトリ

に、そして cloudscreen.py ファイルを screen ディレクトリにコピーします。
5. 作成した 3 つのモノそれぞれの証明書とプライベートキーを、Linux 環境の適切なディレクトリにコ

ピーします。また、AWS IoT 用のルート認証機関 (CA) を各ディレクトリにコピーします。例えば、
モーションセンサーの証明書とプライベートキーは、ms ディレクトリ内に AWS IoT 用のルート CA 
と cloudms.py ファイルと一緒に保管されている必要があります。

モノの証明書を作成してアクティブ化していない場合は、「Registry でデバイスを登録する」の手順
に従ってください。必ず、各証明書にポリシーをアタッチします。

フローの作成と公開

AWS IoT Things Graph コンソールの代わりに AWS CLI を使用してこのフローを作成するには、「AWS 
CLI でデバイスを使用したフローの作成」の手順に従います。

1. AWS IoT Things Graph コンソールを開き、[フローの作成] を選択します。

2. フローを作成します。

表示される [Flow configuration (フロー設定)] ペインで、フローに名前を付けます (SecurityFlow な
ど)。[Create flow (フローの作成)] を選択します。
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3. デバイスモデルをフローに追加します。

[MotionSensor] デバイスモデルを検索します。デバイスモデルを選択して、フローデザイナーにド
ラッグします。[Camera (カメラ)] および [Screen (スクリーン)] デバイスモデルについても同じ手順を
実行します。

4. デバイスモデルを接続します。

フローデザイナーで、[MotionSensor] デバイスモデルのエッジを選択し、それを [Camera (カメラ)] デ
バイスモデルに接続します。また、[Camera] デバイスモデルを [Screen] デバイスモデルに接続しま
す。

5. モーションセンサーのトリガーを更新します。

右側のペインに表示されるトリガーエディタの [条件] で、[StateChanged] を選択します。[アクショ
ン] で、[ThingsGraph.startFlow] を選択します。

6. カメラデバイスのアクションを更新します。

a. フローデザイナーで、[Camera (カメラ)] デバイスモデルを選択します。
b. 右側のペインに表示されるアクションエディタで、[No action configured (アクションが設定され

ていません)] を選択します。
c. [アクション] で、[capture] を選択します。
d. [出力] を展開して「cameraResult」と入力します。

7. スクリーンデバイスモデルのアクションを更新します。

a. フローデザイナーで、[Screen (スクリーン)] デバイスモデルを選択します。
b. 右側のペインに表示されるアクションエディタで、[No action configured (アクションが設定され

ていません)] を選択します。
c. [アクション] で、[display] を選択します。
d. [入力] を展開して [Define Input (入力の定義)] を選択します。
e. [入力] に「${cameraResult.lastClickedImage}」と入力します。

8. フローを発行します。

ページの右上にある [Publish (発行)] を選択します。これによりフローが作成され、デプロイ可能なフ
ローのリストに追加されます。
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デバイスモデルにモノを関連付けます。

1. ページの左上にあるメニューアイコンを選択します。[モノ] を選択します。

[モノ] ページで、先に作成したモーションセンサーのモノを選択します。次に、[Associate with 
device (デバイスに関連付け)] を選択します。

2. [Select device model (デバイスモデルの選択)] ページで、[HCSR501MotionSensor] を選択します。
[Associate] (関連付ける) を選択します。このステップは、レジストリの HCSR501MotionSensor 
モーションセンサーのモノをフローのモーションセンサーデバイスモデルに関連付けま
す。HCSR501MotionSensor デバイスには、モーションセンサーデバイスモデルの機能が実装されま
す。
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3. [Select device model (デバイスモデルの選択)] ページに戻った後、ページを更新して、モーショ
ンセンサーのモノが HCSR501MotionSensor デバイスに関連付けられていることを確認しま
す。RaspberryPiCamera および RaspberryPiScreen デバイスに関して前述の 2 つのステップを
繰り返します。

フロー設定の作成とデプロイ

1. フロー設定を作成します。

ページの左上にあるメニューアイコンを選択し、[Flows (フロー)] を選択して [Flows (フロー)] 
ページに戻ります。作成したばかりのフローの横にあるボックスをオンにしてから、[Create flow 
configuration (フロー設定の作成)] を選択します。

2. フロー設定に名前を付けます。

フロー設定は、1 つのデプロイに固有の詳細を含みます。[Describe Flow Configuration (フロー設定の
詳細)] ページで、フローを選択して、フロー設定名を入力します。フロー設定名にスペースを含める
ことはできません。

[Cloud (クラウド)]、[次へ] の順に選択します。
3. ターゲットを設定します。

[Configure target (ターゲットの設定)] ページで、[Prepare for Cloud Deployments (クラウドデプロイ
の準備)] で作成したロールの ARN を入力します。[Next (次へ)] を選択します。
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4. デプロイするモノを選択します。

[Map Things (モノのマップ)] ページは、デプロイに含める特定のモノを選択するためのインターフェ
イスを提供します。デプロイ内の各デバイスモデルの下にあるメニューには、そのデバイスモデルに
関連付けられたモノがすべて含まれています。開始したばかりのため、このページの各デバイスのメ
ニューには、1 つのモノしか含まれていません (各デバイスモデルに関連付けたモノ)。

[Map Things (モノのマップ)] ページで、[MotionSensor] デバイスモデルの下のメニューから、先に作
成したモーションセンサーのモノを選択します。[Camera (カメラ)] および [Screen (スクリーン)] デバ
イスモデル用のカメラとスクリーンのモノを選択します。[Next (次へ)] を選択します。

5. トリガーを表示します。

[Set up triggers (トリガーの設定)] ページで、モーションイベントトリガーを定義する GraphQL がエ
ディタに表示されます。この GraphQL は、フローをトリガーするイベントを指定します。モーショ
ンセンサーが人の移動を検出すると、ThingsGraph.startFlow 関数がフローを開始します。この
コードを編集する必要はありません。

[Review] を選択します。
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6. 確認して作成します。

[Review and create (確認と作成)] ページで、フロー設定のために入力した情報を確認します。次に [作
成] を選択します。

[Flow configuration created (フロー設定作成済み)] メッセージが表示されたら、[Deploy now (今すぐデ
プロイする)] を選択します。

[Deployments (デプロイ)ページを更新して、フローがデプロイされたことを確認します。デプロイが
成功すると、[Deployments (デプロイ)] ページに [Status (ステータス)] 列に [Deployed in target (ター
ゲットにデプロイ済み)] が表示されます。

模擬デバイスでフローを実行する

各模擬デバイス用に Python スクリプトを実行するには、AWS IoT カスタムエンドポイントを知っておく
必要があります。これにより、AWS IoT に接続できます。
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このエンドポイントを見つけるには、AWS IoT コンソール (https://console.aws.amazon.com/iot/) を開いて 
[設定] を選択します。aws iot describe-endpoint AWS CLI コマンドを使用してエンドポイントを見つける
こともできます。

Amazon Trust Services (ATS) ルート CA を使用している場合は、次の AWS CLI コマンドを使用してカス
タムエンドポイントを見つけます。証明書および ATS エンドポイントの詳細については、「X.509 証明書
と AWS IoT」を参照してください。

aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS

以下の手順に従って 3 つの Python スクリプトをすべて実行し、模擬デバイスがフロー内で動作すること
を確認します。

1. Linux 環境で 3 つのターミナルセッションを開きます。1 つのターミナルで、ms ディレクトリに移動
します。ms.py スクリプトを実行するには、次のコマンドを実行します。

python cloudms.py -e custom endpoint -r root CA file path -c certificate file path -
k private key file path -n motion sensor thing name -id "cloudms" 
           

スクリプトの実行が開始されると、10 秒ごとに次の出力が表示されます。これは、模擬モーションセ
ンサーがモーションを検出したことを示します。

Published topic TG_MS/motion: {"isMotionDetected": true}

2. 2 番目のターミナルで、camera ディレクトリに移動します。次のコマンドを使用して、camera.py
スクリプトを実行します。

python cloudcamera.py -e custom endpoint -r root CA file path -c certificate file path
 -k private key file path -n camera thing name -id "cloudcamera" 
           

スクリプトの実行が開始されると、10 秒ごとに次の出力が表示されます。これは、模擬カメラがイ
メージをキャプチャして /capture/finished MQTT トピックに公開するように、モーションセン
サートリガーが指示していることを示しています。

Received message on topic TG_Camera/capture: {}

2019-02-11 21:37:33,430 - AWSIoTPythonSDK.core.protocol.mqtt_core - INFO - Performing 
 sync publish...
Published topic TG_Camera/capture/finished: {"lastClickedImage": "https://images-
na.ssl-images-amazon.com/images/I/41+K4pC74XL._AC_US218_.jpg"}

3. 3 番目のターミナルで、screen ディレクトリに移動します。次のコマンドを使用して、screen.py
スクリプトを実行します。

python cloudscreen.py -e custom endpoint -r root CA file path -c certificate file path
 -k private key file path -n screen thing name -id "cloudscreen" 
           

スクリプトの実行が開始されると、10 秒ごとに次の出力が表示されます。これは、模擬スクリーンが
模擬カメラからイメージを受信したことを示します。
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Received message on topic TG_Screen/display: {"imageUri":"https://images-na.ssl-images-
amazon.com/images/I/51rMLSWgwRL._AC_US218_.jpg"}

フローとフロー設定の削除 (オプション)

フロー設定をアンデプロイする方法、および作成したフロー設定とフローを削除する方法については、
「AWS IoT Things Graph エンティティ、フロー、システム、デプロイのライフサイクルの管理」の「フ
ロー設定の削除」および「システム、フロー、および名前空間の削除」を参照してください。

AWS CLI でデバイスを使用したフローの作成
このトピックには、「デバイスを使用したフローの作成」でフローを作成する AWS CLI コマンドが含ま
れています。この例の設定手順は、そのトピックの設定手順と同じです。この例を開始する前に、「フ
ローを作成してデプロイする」までそのトピックのすべての手順に従ってから、このトピックに戻りま
す。

CLI のインストール

AWS CLI をインストールするには、「AWS CLI のインストール」の手順に従います。

AWS CLI を使用してフローを作成する

以下の手順では、AWS CLI を使用してフローを作成およびデプロイする方法について説明します。

1. 次の AWS IoT Things Graph データモデル (TDM) コードには、この例で使用されるフローの定義が含
まれています。

このコードをファイルにコピーします。REGION と ACCOUNT ID のプレースホルダーは、お客様の 
AWS リージョンとアカウント ID に置き換えてください。

{
query SecurityFlow($camera: string!, $screen: string!) @workflowType(id: 
 \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Workflow:SecurityFlow\") { 
  variables { 
    cameraResult @property(id: \"urn:tdm:aws/examples:property:CameraStateProperty\") 
  } 
  steps { 
    step(name: \"Camera\", outEvent: [\"cameraStepDone\"]) { 
      DeviceActivity(deviceModel: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Camera\", out: 
 \"cameraResult\", deviceId: \"${camera}\") { 
        capture 
      } 
    } 
    step(name: \"Screen\", inEvent: [\"cameraStepDone\"]) { 
      DeviceActivity(deviceModel: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Screen\", 
 deviceId: \"${screen}\") { 
        display(imageUrl: \"${cameraResult.lastClickedImage}\") 
      } 
    } 
  }
}
} 
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2. 次のコマンドを入力して、フローを作成します。このコマンドは、Linux または UNIX 環境で作業して
いることを前提とします。その他の環境では、 cat ユーティリティに相当するコマンドを使用してく
ださい。

aws iotthingsgraph create-flow-template --definition 
 language=GRAPHQL,text='"'"$(cat PATH TO TDM FILE)"'"' 
               

3. 次の TDM コードには、この例で使用されるシステムの定義が含まれています。コンソールにより、
このシステムが作成されます。

このコードをファイルにコピーします。REGION と ACCOUNT ID のプレースホルダーは、お客様の 
AWS リージョンとアカウント ID に置き換えてください。

{
type SecurityFlow @systemType(id: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:System:SecurityFlow\", description: \"Home Security System\") { 
  motionSensor: Device @thing(id: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:MotionSensor\")  
  camera: Device @thing(id: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Camera\") 
  screen: Device @thing(id: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Screen\") 
  SecurityFlow: Flow @workflow(id: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:Workflow:SecurityFlow\")
}
} 
               

4. 次のコマンドを入力して、システムを作成します。

aws iotthingsgraph create-system-template --definition 
 language=GRAPHQL,text='"'"$(cat PATH TO TDM FILE)"'"' 
               

5. 次のコマンドを入力して、レジストリで作成したモノを、フローで使用されるデバイスモデルに関連
付けます。

MotionSensorName、CameraName、および ScreenName の各プレースホルダーは、前に作成した
モノの名前に置き換えてください。

aws iotthingsgraph associate-entity-to-thing --thing-name "MotionSensorName" --entity-
id "urn:tdm:aws/examples:Device:HCSR501MotionSensor"
aws iotthingsgraph associate-entity-to-thing --thing-name "CameraName" --entity-id 
 "urn:tdm:aws/examples:Device:RaspberryPiCamera"
aws iotthingsgraph associate-entity-to-thing --thing-name "ScreenName" --entity-id 
 "urn:tdm:aws/examples:Device:RaspberryPiScreen" 
               

6. 次の TDM コードには、この例で使用されるフロー設定の定義が含まれています。TDM 定義
は、definition オブジェクト内にあります。詳細については、「フロー設定の作成」を参照してく
ださい。

このコードをファイルにコピーします。REGION と ACCOUNT ID のプレースホルダーは、お客様の 
AWS リージョンとアカウント ID に置き換えてください。MotionSensorName、ScreenName、お
よび CameraName の各プレースホルダーは、前に作成したモノの名前に置き換えてください。

{
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query Room215 @deployment(id: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Deployment:Room215\", 
 systemId: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:System:SecurityFlow\") { 
    motionSensor(deviceId: \"MotionSensorName\") 
    screen(deviceId: \"ScreenName\") 
    camera(deviceId: \"CameraName\")  
    triggers {MotionEventTrigger(description: \"a trigger\") {   
    condition(expr: \"devices[name == 'motionSensor'].events[name == 
 'StateChanged'].lastEvent\")  
    action(expr: \"ThingsGraph.startFlow('SecurityFlow', bindings[name == 
 'camera'].deviceId, bindings[name == 'screen'].deviceId)\") 
    } 
   } 
  } 
  } 
               

7. 次のコマンドを入力して、フロー設定を作成します。

「クラウドデプロイを準備する」で作成した IAM ロール ARN で ROLE ARN を置き換えます。

aws iotthingsgraph create-system-instance --definition 
 language=GRAPHQL,text='"'"$(cat PATH TO TDM FILE)"'"' \ 
                --target CLOUD --flow-actions-role-arn ROLE ARN
              

オペレーションが完了すると、AWS CLI は次のデプロイ設定を JSON オブジェクトとして返しま
す。id ブロックの summary 値をフロー設定の TDM URN として使用します。

{ 
    "summary": { 
        "status": "PENDING_DEPLOYMENT", 
        "greengrassGroupName": "", 
        "target": "CLOUD", 
        "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:REGION:ACCOUNT ID:default#Deployment#Room215", 
        "updatedAt": 1555021747.176, 
        "id": "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Deployment:Room215", 
        "createdAt": 1555021747.176 
    }
}               

8. 次のコマンドを入力して、フロー設定を AWS IoT Greengrass グループにデプロイします。前の手順
で返された TDM URN 値を id パラメータの値として使用します。

aws iotthingsgraph deploy-system-instance --id SYSTEM INSTANCE URN
              

9. デプロイを確認するには、「模擬デバイスでフローを実行する (p. 16)」の手順に従います。

フローとフロー設定の削除 (オプション)

フロー設定をアンデプロイする方法、および作成したフロー設定とフローを削除する方法については、
「AWS IoT Things Graph エンティティ、フロー、システム、デプロイのライフサイクルの管理」の「フ
ロー設定の削除」および「システム、フロー、および名前空間の削除」を参照してください。
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IoT Things Graph の開始方法

AWS IoT Greengrass での AWS IoT Things Graph 
の開始方法

このセクションでは、AWS IoT Things Graph の AWS IoT Greengrass デプロイを使用してエンドツーエ
ンドの開発を開始するための手順と例を示します。

トピック
• AWS IoT Greengrass デプロイ用の環境の設定 (p. 21)
• AWS IoT Greengrass フローの例 (p. 22)

AWS IoT Greengrass デプロイ用の環境の設定
このトピックでは、AWS IoT Things Graph の使用を開始するために必要なタスクについて説明します。次
のタスクを実行しなければ、フローを正常にデプロイして実行することはできません。

開始する前に、AWS アカウントを持っていることを確認してください。

AWS IoT Greengrass グループの作成
Note

AWS CloudFormation を使用した AWS IoT Greengrass グループとリソースの作成および管理
の詳細については、「AWS IoT Greengrass リソースタイプのリファレンス」を参照してくださ
い。

AWS IoT Greengrass Core の設定に関連するタスクを実行するには、Mac、Windows、UNIX、または 
Linux システムが必要です。「AWS IoT Greengrass の開始方法」の設定手順では、Raspberry Pi を使用し
て開始することをお勧めしています。

1. AWS IoT Greengrass コアソフトウェアをダウンロードしてインストールします。

「AWS IoT Greengrass コアソフトウェアのインストール」の手順に従います。
2. AWS IoT Greengrass ソフトウェアを起動します。

「AWS IoT Greengrass Core デバイスへのクラウド設定のデプロイ」の手順に従って、AWS IoT 
Greengrass を開始します。

3. AWS IoT Greengrass コアデバイスのルートディレクトリに thingsgraph という名前のディレク
トリを作成します。AWS IoT Things Graph は、この場所にファイルをインストールします。この
ディレクトリには、ggc_user の読み取り、書き込み、実行のアクセス許可が必要です。AWS IoT 
Greengrass コアが Unix 互換オペレーティングシステムを使用している場合は、コマンドプロンプト
で次のコマンドを入力して、これらのアクセス許可を設定します。

sudo chown ggc_user: /thingsgraph

sudo chmod 700 /thingsgraph

AWS IoT Things Graph ログは、/greengrass/ggc/var/log/user/us-east-1/ThingsGraph/
ディレクトリに保存されます。AWS IoT Greengrass ログの設定方法の詳細については、「AWS IoT 
Greengrass Logs によるモニタリング」を参照してください。

4. AWS IoT Greengrass 用の IAM ロールを作成して、フローが実行時に他の AWS サービスとやり取り
するのに必要なポリシーをアタッチします。

例えば、Amazon S3 バケットの読み取りと書き込みを行う必要があるフローに
は、AmazonS3FullAccess ポリシーをアタッチする必要があります。
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5. AWS IoT Things Graph が AWS IoT Greengrass コアにフローをインストールする場合、フローのす
べての依存関係を含んだファイルが最初に Amazon S3 バケットにアップロードされます。次に、バ
ケットからフローとその依存関係がインストールされます。つまり、AWS IoT Greengrass サービス
にはこのバケットへのアクセス許可が必要です。

IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) で [ロール] を選択しま
す。Greengrass_ServiceRole というロールを選択し、AmazonS3FullAccess ポリシーをアタッチし
て、S3 バケットにアクセスできるようにします。

Java のインストール
AWS IoT Things Graph を実行するには、 AWS IoT Greengrass コアデバイスに Java 8 がインストールさ
れている必要があります。

Linux 環境を使用している場合、以下のステップに従って正しいバージョンの Java をインストールしま
す。Windows および Mac 環境に Java 8 をインストールする方法については、Java のウェブサイトを参
照してください。

1. Java 8 をインストールするには、次のコマンドを実行します。

sudo yum install java-1.8.0

2. Java 7 をアンインストールするには、次のコマンドを実行します。

sudo yum remove java-1.7.0-openjdk

3. 新しくインストールしたバージョンの Java にシンボリックリンクを作成するには、次のコマンドを
実行します。

sudo ln /etc/alternatives/java /usr/bin/java8

AWS IoT Greengrass フローの例
このセクションの例では、AWS IoT Greengrass グループにワークフロー (フロー) を作成してデプロイす
る手順を説明します。

トピック
• デバイスを使用した AWS IoT Greengrass グループでのフローの作成 (p. 22)
• Lambda 関数を使用したフローの作成 (p. 32)
• デバイスとサービスを使用したフローの作成 (p. 37)
• AWS CLI でデバイスを使用したフローの作成 (p. 44)
• AWS CLI で Lambda 関数を使用したフローの作成 (p. 46)
• CLI でデバイスとサービスを使用したフローの作成 (p. 49)

デバイスを使用した AWS IoT Greengrass グループでのフローの
作成
このトピックでは、3 つのデバイスに接続されている Raspberry Pi で構成されるシンプルなワークフ
ロー (フロー) を作成してデプロイする手順を説明します。デバイスは、Aukru HC-SR501 モーションセン
サー、Raspberry Pi カメラ、および Raspberry Pi スクリーンです。

この例のフローは、モーションセンサーがモーションを検出した場合にトリガーされます。モーションセ
ンサーはカメラにメッセージを送信します。カメラは写真を撮影し、スクリーンに送信して表示します。
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この例で使用されているデバイスを購入しない場合は、デバイスの機能を模倣する 3 つの Python スクリ
プトを実行することができます。このトピックでは、実際のデバイスと模擬デバイスの両方を使用してフ
ローを実行する方法を説明します。

模擬デバイスのコードは、MockDevices.zip または MockDevices-v2.zip ファイルにあります。最初のファ
イルには、AWS IoT Device SDK for Python v1 を使用するスクリプトが含まれています。2 番目のファイ
ルには、AWS IoT Device SDK for Python v2 を使用するスクリプトが含まれています。これらのスクリ
プトは、Python 2.7 がインストールされている Raspberry Pi や Amazon EC2 インスタンスなどの任意の 
Linux 環境で実行できます。

Prerequisites

この例を作成するには、以下の AWS リソースが必要です。

• AWS アカウント
• Amazon S3 バケット

実際のデバイスでこの例を作成するには、以下のハードウェアリソースが必要です。

• AWS IoT Greengrass バージョン 1.7 以降を実行する Raspberry Pi
• Aukru HC-SR501 モーションセンサー
• Raspberry Pi 7" タッチスクリーンディスプレイ
• Raspberry Pi カメラモジュール v2-8 megapixel、1080p

Raspberry Pi をセットアップする

実際のデバイスでワークフローを実行するには、これらのデバイスで Raspberry Pi を設定する必要があり
ます。模擬デバイスでこの例を作成している場合、「AWS IoT Greengrass グループの作成 (p. 23)」に
進みます。

• モーションセンサーを Raspberry Pi GPIO ピン 1 にアタッチします。
• 「Raspberry Pi カメラボードのドキュメント」の手順に従って、カメラを取り付けてください。
• 「Raspberry Pi 7" タッチスクリーンのアセンブリガイド」の手順に従って、スクリーンを取り付けてく

ださい。
• ThingsGraphPrototypeDevices.zip ファイルに含まれているドライバーをダウンロードしてイン

ストールします。ドライバーをインストールするには、README の手順に従います。

これで、Raspberry Pi がモーションセンサー、カメラ、スクリーンと通信するための設定ができました。

AWS IoT Greengrass グループの作成
Note

AWS CloudFormation を使用した AWS IoT Greengrass グループとリソースの作成および管理
の詳細については、「AWS IoT Greengrass リソースタイプのリファレンス」を参照してくださ
い。

実際のデバイスでこの例を作成する場合、モーションセンサー、カメラ、およびスクリーンをアタッチし
たのと同じ Raspberry Pi に AWS IoT Greengrass をインストールします。

模擬デバイスを使用している場合は、Python スクリプトが実行されているのと同じ Linux 環境に AWS IoT 
Greengrass をインストールします。
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適切なデバイスまたはコンピュータで「環境のセットアップ」の手順を実行します。AWS IoT Greengrass 
用の IAM ロール作成したことを確認してください (そのトピックの「AWS IoT Greengrass グループを作
成する」の手順のステップ 4)。AmazonS3FullAccess ポリシーをアタッチして、S3 バケットにアクセ
スできるようにします。

Note

この例で使用する AWS IoT Greengrass グループと Amazon S3 バケットは、同じ AWS リージョ
ンに作成する必要があります。作成する AWS IoT Things Graph エンティティは、これらのリ
ソースと同じリージョンに存在している必要があります。

モノを作成する

AWS IoT コンソールを開き、3 つのモノを作成します。1 つはモーションセンサー用、もう 2 つは 
Raspberry Pi に取り付けられているカメラとスクリーン用です。

Registry でモノを作成する方法の詳細については、「Registry でデバイスを登録する」を参照してくださ
い。各モノの証明書が作成され、アクティブ化されていることを確認してください。

AWS IoT コンソールの [Greengrass] タブで、自分のグループを選択し、[デバイス] を選択してから、3 つ
の新しいモノを AWS IoT Greengrass グループに追加します。

AWS IoT の概念の詳細については、「AWS IoT とは」を参照してください。

模擬デバイスを設定する

模擬デバイスでワークフロー (フロー) を実行するには、AWS IoT Greengrass Core SDK をインストール
し、MockDevices.zip または MockDevices-v2.zip ファイルの Python スクリプトを Linux 環境にコピーす
る必要があります。

実際のデバイスでこの例を作成している場合、「フローの作成とデプロイ (p. 27)」に進みます。

1. AWS IoT Device SDK for Python をインストールします。
2. MockDevices.zip または MockDevices-v2.zip ファイルをダウンロードして解凍します。展開された

ディレクトリには、ms.py、camera.py、および screen.py という名前の 3 つのファイルが含まれ
ています。

3. ms、camera、および screen という名前のフォルダを作成します。
4. ms.py ファイルを ms ディレクトリに、camera.py ファイルを camera ディレクトリに、そして

screen.py ファイルを screen ディレクトリにコピーします。
5. 作成した 3 つのモノそれぞれの証明書とプライベートキーを、Linux 環境の適切なディレクトリにコ

ピーします。また、AWS IoT 用のルート認証機関 (CA) を各ディレクトリにコピーします。例えば、
モーションセンサーの証明書とプライベートキーは、ms ディレクトリ内に AWS IoT 用のルート CA 
と ms.py ファイルと一緒に保管されている必要があります。

モノの証明書を作成してアクティブ化していない場合は、「Registry でデバイスを登録する」の手順
に従ってください。必ず、各証明書にポリシーをアタッチします。

フローの作成と公開

AWS IoT Things Graph コンソールの代わりに AWS CLI を使用してこのフローを作成するには、「AWS 
CLI でデバイスを使用したフローの作成」の手順に従います。

1. AWS IoT Things Graph コンソールを開き、[フローの作成] を選択します。

24

iot-tg-gs-environment.html
https://console.aws.amazon.com/iot/home
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/register-device.html
https://console.aws.amazon.com/iot/home
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/what-is-iot.html
samples/MockDevices.zip
samples/MockDevices-v2.zip
https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-python
samples/MockDevices.zip
samples/MockDevices-v2.zip
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/register-device.html
iot-tg-gs-thing-sample-deploy-cli.html
iot-tg-gs-thing-sample-deploy-cli.html
https://console.aws.amazon.com/thingsgraph/home


AWS IoT Things Graph ユーザーガイド
AWS IoT Greengrass フローの例

2. フローを作成します。

表示される [Flow configuration (フロー設定)] ペインで、フローに名前を付けます (SecurityFlow な
ど)。[Create flow (フローの作成)] を選択します。

3. デバイスモデルをフローに追加します。

[MotionSensor] デバイスモデルを検索します。デバイスモデルを選択して、フローデザイナーにド
ラッグします。[Camera (カメラ)] および [Screen (スクリーン)] デバイスモデルについても同じ手順を
実行します。

4. デバイスモデルを接続します。

フローデザイナーで、[MotionSensor] デバイスモデルのエッジを選択し、それを [Camera (カメラ)] デ
バイスモデルに接続します。また、[Camera] デバイスモデルを [Screen] デバイスモデルに接続しま
す。

5. モーションセンサーのトリガーを更新します。

右側のペインに表示されるトリガーエディタの [条件] で、[StateChanged] を選択します。[アクショ
ン] で、[ThingsGraph.startFlow] を選択します。

6. カメラデバイスモデルのアクションを更新します。

a. フローデザイナーで、[Camera (カメラ)] デバイスモデルを選択します。
b. 右側のペインに表示されるアクションエディタで、[No action configured (アクションが設定され

ていません)] を選択します。
c. [アクション] で、[capture] を選択します。
d. [出力] を展開して「cameraResult」と入力します。

7. スクリーンデバイスのアクションを更新します。
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a. フローデザイナーで、[Screen (スクリーン)] デバイスモデルを選択します。
b. 右側のペインに表示されるアクションエディタで、[No action configured (アクションが設定され

ていません)] を選択します。
c. [アクション] で、[display] を選択します。
d. [入力] を展開して [Define Input (入力の定義)] を選択します。
e. [入力] に「${cameraResult.lastClickedImage}」と入力します。

8. フローを発行します。

ページの右上にある [Publish (発行)] を選択します。これによりフローが作成され、デプロイ可能なフ
ローのリストに追加されます。

デバイスモデルにモノを関連付けます。

1. ページの左上にあるメニューアイコンを選択します。[モノ] を選択します。

[モノ] ページで、先に作成したモーションセンサーのモノを選択します。次に、[Associate with 
device (デバイスに関連付け)] を選択します。

2. [Select device model (デバイスモデルの選択)] ページで、[HCSR501MotionSensor] を選択します。
[Associate] (関連付ける) を選択します。このステップは、レジストリの HCSR501MotionSensor 
モーションセンサーのモノをフローのモーションセンサーデバイスモデルに関連付けま
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す。HCSR501MotionSensor デバイスには、モーションセンサーデバイスモデルの機能が実装されま
す。

3. [Select device model (デバイスモデルの選択)] ページに戻った後、ページを更新して、モーショ
ンセンサーのモノが HCSR501MotionSensor デバイスに関連付けられていることを確認しま
す。RaspberryPiCamera および RaspberryPiScreen デバイスに関して前述の 2 つのステップを
繰り返します。

フロー設定の作成とデプロイ

1. フロー設定を作成します。

ページの左上にあるメニューアイコンを選択し、[Flows (フロー)] を選択して [Flows (フロー)] 
ページに戻ります。作成したばかりのフローの横にあるボックスをオンにしてから、[Create flow 
configuration (フロー設定の作成)] を選択します。

2. フロー設定に名前を付けます。

フロー設定は、1 つのデプロイに固有の詳細を含みます。[Describe Flow Configuration (フロー設定の
詳細)] ページで、フローを選択して、フロー設定名を入力します。フロー設定名にスペースを含める
ことはできません。

[Greengrass]、[次へ] の順に選択します。
3. ターゲットを設定します。

[Configure target (ターゲットの設定)] ページで、Amazon S3 バケットの名前と AWS IoT Greengrass 
コアデバイスが属する AWS IoT Greengrassグループの名前を入力します。Amazon S3 バケットは
グローバルに一意であるため、バケット名は次のスクリーンショットの名前とは異なるものになりま
す。[Next (次へ)] を選択します。
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4. デプロイするモノを選択します。

[Map Things (モノのマップ)] ページは、デプロイに含める特定のモノを選択するためのインターフェ
イスを提供します。デプロイ内の各デバイスモデルの下にあるメニューには、そのデバイスモデルに
関連付けられたモノがすべて含まれています。開始したばかりのため、このページの各デバイスモデ
ルのメニューには、1 つのモノしか含まれていません (各デバイスに関連付けたモノ)。

[Map Things (モノのマップ)] ページの [motionSensor] で、先に作成したモーションセンサーのモノを
選択します。[Camera (カメラ)] デバイスモデルおよび [Screen (スクリーン)] デバイスモデル用のスク
リーンとカメラのモノを選択します。[Next (次へ)] を選択します。

5. トリガーを表示します。

[Set up triggers (トリガーの設定)] ページで、モーションイベントトリガーを定義する GraphQL がエ
ディタに表示されます。この GraphQL は、フローをトリガーするイベントを指定します。モーショ
ンセンサーが人の移動を検出すると、ThingsGraph.startFlow 関数がフローを開始します。この
コードを編集する必要はありません。

[Review] を選択します。
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6. 確認して作成します。

[Review and create (確認と作成)] ページで、フロー設定のために入力した情報を確認します。[Create] 
を選択します。

7. デプロイします。

[Flow configuration created (フロー設定作成済み)] メッセージが表示されたら、[Deploy now (今すぐデ
プロイする)] を選択します。

[Deployments (デプロイ)ページを更新して、フローがデプロイされたことを確認します。デプロイが
成功すると、[Deployments (デプロイ)] ページに [Status (ステータス)] 列に [Deployed in target (ター
ゲットにデプロイ済み)] が表示されます。

実際のデバイスでフローを実行する

この例を模擬デバイスで作成した場合は、「模擬デバイスでフローを実行する (p. 30)」に進んでくださ
い。
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Raspberry Pi、モーションセンサー、カメラ、およびスクリーンの電源をオンにします。モーションセン
サーとカメラを自分の正面に来るように配置します。モーションセンサーの前で手を動かします。カメラ
はユーザーの写真を撮影してスクリーンに表示します。

模擬デバイスでフローを実行する

各模擬デバイス用に Python スクリプトを実行するには、AWS IoT カスタムエンドポイントを知っておく
必要があります。これにより、AWS IoT に接続できます。

このエンドポイントを見つけるには、AWS IoT コンソール (https://console.aws.amazon.com/iot/) を開いて 
[設定] を選択します。aws iot describe-endpoint AWS CLI コマンドを使用してエンドポイントを見つける
こともできます。

Amazon Trust Services (ATS) ルート CA を使用している場合は、次の AWS CLI コマンドを使用してカス
タムエンドポイントを見つけます。証明書および ATS エンドポイントの詳細については、「X.509 証明書
と AWS IoT」を参照してください。
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aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS

以下の手順に従って 3 つの Python スクリプトをすべて実行し、模擬デバイスがフロー内で動作すること
を確認します。

Note

AWS IoT Device SDK for Python v2 を使用するスクリプトのパラメータとしてカスタムエンドポ
イントを渡す必要はありません。

1. Linux 環境で 3 つのターミナルセッションを開きます。1 つのターミナルで、ms ディレクトリに移動
します。ms.py スクリプトを実行するには、次のコマンドを実行します。

python ms.py -e custom endpoint -r root CA file path -c certificate file path -
k private key file path -n motion sensor thing name
          

スクリプトの実行が開始されると、10 秒ごとに次の出力が表示されます。これは、模擬モーションセ
ンサーがモーションを検出したことを示します。

Published topic motion sensor thing name/motion: {"isMotionDetected": true}

2. 2 番目のターミナルで、camera ディレクトリに移動します。次のコマンドを使用して、camera.py
スクリプトを実行します。

python camera.py -e custom endpoint -r root CA file path -c certificate file path -
k private key file path -n camera thing name
          

スクリプトの実行が開始されると、10 秒ごとに次の出力が表示されます。これは、模擬カメラがイ
メージをキャプチャして /capture/finished MQTT トピックに公開するように、モーションセン
サートリガーが指示していることを示しています。

Received message on topic camera thing name/capture: {}

2019-02-11 21:37:33,430 - AWSIoTPythonSDK.core.protocol.mqtt_core - INFO - Performing 
 sync publish...
Published topic camera thing name/capture/finished: {"lastClickedImage": "https://
images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41+K4pC74XL._AC_US218_.jpg"}

3. 3 番目のターミナルで、screen ディレクトリに移動します。次のコマンドを使用して、screen.py
スクリプトを実行します。

python screen.py -e custom endpoint -r root CA file path -c certificate file path -
k private key file path -n screen thing name
          

スクリプトの実行が開始されると、10 秒ごとに次の出力が表示されます。これは、模擬スクリーンが
模擬カメラからイメージを受信したことを示します。

Received message on topic screen thing name/display: {"imageUri":"https://images-
na.ssl-images-amazon.com/images/I/51rMLSWgwRL._AC_US218_.jpg"}
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フローとフロー設定の削除 (オプション)
フロー設定をアンデプロイする方法、および作成したフロー設定とフローを削除する方法については、
「AWS IoT Things Graph エンティティ、フロー、システム、デプロイのライフサイクルの管理」の「フ
ロー設定の削除」および「システム、フロー、および名前空間の削除」を参照してください。

Lambda 関数を使用したフローの作成
このトピックでは、3 つの AWS Lambda 関数をそのフロー内のサービスモデルとして使用する、シンプル
なワークフロー (フロー) を作成する方法について説明します。

フローは 60 秒ごとに実行され、3 つのサービスモデルを呼び出します。1 つは Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) からデータを読み取り、もう 1 つはデータを分析し、もう 1 つは分析結果を 
Amazon S3 バケットに保存します。

Prerequisites
この例を作成するには、以下のリソースが必要です。

Note

AWS IoT Greengrass グループと Amazon S3 バケットは同じ AWS リージョンに作成する必要が
あります。作成する AWS IoT Things Graph エンティティは、これらのリソースと同じリージョ
ンに存在している必要があります。

• AWS アカウント。
• AWS IoT Greengrass Core、バージョン 1.7 以降。
• AWS IoT Greengrass グループ。
• AWS IoT Greengrass コアデバイスにインストールされた Node.js。
• HelloWorld.txt という名前のファイルを含む Amazon S3 バケット。
• S3 バケットへのアクセス許可を持つ AWS IoT Greengrass IAM ロール。

このロールを AWS IoT Greengrass グループに追加します。AWS IoT Greengrass 用に IAM ロール設定
する方法については、「IAM ロールを設定する」を参照してください。

• S3 バケットへのアクセス許可を持つ Lambda IAM ロール。

AWS IoT Greengrass グループの作成
Note

AWS CloudFormation を使用した AWS IoT Greengrass グループとリソースの作成および管理
の詳細については、「AWS IoT Greengrass リソースタイプのリファレンス」を参照してくださ
い。

「環境のセットアップ」の手順を実行します。AWS IoT Greengrass 用の IAM ロール作成したことを
確認してください (そのトピックの「AWS IoT Greengrass グループを作成する」の手順のステップ 
4)。AmazonS3FullAccess ポリシーをアタッチして、S3 バケットにアクセスできるようにします。

グループの [設定] ページで、[Lambda ランタイム環境] の下で [Greengrass コンテナ] が選択されているこ
とを確認します。

Lambda 関数を作成してデプロイする

1. Lambda 関数を作成します。

1. 「シンプルな Lambda 関数の作成」の手順に従って、3 つの Lambda 関数 
(GetS3Object、WordCount、および SaveToS3) を作成します。
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Note

他の関数名を使用した場合、サンプルは動作しません。
2. これらの関数のコードは Lambdas.zip ファイルにあります。トリガーを追加しないでください。

サポートされている最新の Node.js ランタイムを選択します。Amazon S3 バケットへの読み取り/
書き込みアクセス許可を持つ IAM ロール。

SaveToS3 関数で、bucket の値をユーザーの S3 バケットの名前に置き換えます。

各 Lambda 関数は、フロー内のサービスモデルです。サービスモデル定義で使用できるよう
に、Lambda Amazon リソースネーム (ARN) をコピーします。

3. Lambda コンソールで関数をコピーして保存した後、[Actions (アクション)] メニューで [Publish 
new version (新しいバージョンを発行)] を選択します。各 Lambda 関数にはバージョン 1 を使用す
る必要があります。

2. Lambda 関数を AWS IoT Greengrass にデプロイします。

これを行うには、「AWS IoT Greengrass の Lambda 関数の設定」の手順に従います。

フローの作成と公開

AWS IoT Things Graph コンソールの代わりに AWS CLI を使用してこのフローを作成するには、「AWS 
CLI で Lambda 関数を使用したフローの作成」の手順に従います。

1. AWS IoT Things Graph コンソールを開きます。

[Create flow (フローの作成)] を選択します。

2. フローを作成します。

表示される [Flow configuration (フロー設定)] ペインで、フローの名前を入力します。[Create flow (フ
ローの作成)] を選択します。

3. サービスモデルをフローに追加します。

[Logic (ロジック)] タブで、[Clock (クロック)] を選択して、フローデザイナーにドラッグします。

[サービス] タブで、getS3Lambda サービスモデルを検索します。サービスモデルを選択
して、フローデザイナーにドラッグします。[wordCountLambda] サービスモデルおよび 
[saveResponseLambda] サービスモデルについても同じ手順を実行します。
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4. サービスモデルを接続します。

フローデザイナーで、[ClockTrigger] サービスモデルのエッジを選択し、それを [getS3Lambda] 
サービスモデルに接続します。次に、[getS3Lambda]、[wordCountLambda]、および 
[saveResponseLambda] の各サービスモデルを同じ方法で接続します。

5. [ClockTrigger] を更新します。

右側のペインに表示されるトリガーエディタの [頻度] で、「60」と入力して、右側のメニューから 
[秒] を選択します。[アクション] で、[ThingsGraph.startFlow] を選択します。

6. getS3Lambda サービスモデルアクションを追加します。

a. フローデザイナーで、[getS3Lambda] サービスモデルを選択します。右側のペインに表示され
るアクションエディタで、[No action configured (アクションが設定されていません)] を選択しま
す。表示されたリストで、[getS3ObjectAsString] を選択します。

b. [入力] を展開します。[Define Input (入力の定義)] を選択し、Amazon S3 バケットとファイルの名
前を bucket および key の値として入力します。

c. [出力] を展開して「getS3LambdaResult」と入力します。
7. wordCountLambda サービスモデルアクションを追加します。

a. フローデザイナーで、[wordCountLambda] サービスモデルを選択します。右側のペインに表示
されるアクションエディタで、[No action configured (アクションが設定されていません)] を選択
します。[アクション] ボックスで、[wordCount] を選択します。[入力] を展開して [Define Input 
(入力の定義)] を選択し、[message (メッセージ)] に「${getS3LambdaResult.message}」と
入力します。

b. [出力] を展開して「wordCountLambdaResult」と入力します。
8. saveResponseLambda サービスモデルアクションを追加します。

a. フローデザイナーで、[saveResponseLambda] サービスモデルを選択します。
b. 右側のペインに表示されるアクションエディタで、[No action configured (アクションが設定され

ていません)] を選択します。
c. [アクション] で、[save] を選択します。
d. [入力] を展開して [Define Input (入力の定義)] を選択し、[response (レスポンス)] に

「${wordCountLambdaResult}」と入力します。
9. フローを発行します。

ページの右上にある [Publish (発行)] を選択します。これによりフローが作成され、デプロイ可能なフ
ローのリストに追加されます。

フロー設定の作成とデプロイ

1. [Flows (フロー)] リストページで、作成したばかりのフローの横にあるボックスをオンにしてから、
[Create flow configuration (フロー設定の作成)] を選択します。
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2. フロー設定に名前を付けます。

[Describe Flow Configuration (フロー設定の詳細)] ページで、フローを選択して、フロー設定名を入力
します。フロー設定名にスペースを含めることはできません。[Greengrass]、[次へ] の順に選択しま
す。

3. ターゲットを設定します。

[Configure target (ターゲットの設定)] ページで、Amazon S3 バケットの名前と AWS IoT Greengrass 
コアデバイスが属する AWS IoT Greengrassグループの名前を入力します。Amazon S3 バケットは
グローバルに一意であるため、バケット名は次のスクリーンショットの名前とは異なるものになりま
す。[Next (次へ)] を選択します。

4. モノを選択します。

この例にはサービスモデルのみが含まれているため、フローで使用するモノを選択する必要はありま
せん。[Next (次へ)] を選択します。

5. トリガーを表示します。
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[Define trigger (トリガーの定義)] ページで、エディタに以下の GraphQL が表示されます。この 
GraphQL フローは、フローが実行される時間間隔を指定します。このフローは 60 秒ごとに実行され
ます。このコードを編集する必要はありません。

[Review] を選択します。

6. 確認して作成します。

[Review and create (確認と作成)] ページで、フロー設定のために入力した情報を確認します。[Create] 
を選択します。

7. デプロイします。

[Flow configuration created (フロー設定作成済み)] メッセージが表示されたら、[Deploy now (今すぐデ
プロイする)] を選択します。

[Deployments (デプロイ)ページを更新して、フローがデプロイされたことを確認します。デプロイが
成功すると、[Deployments (デプロイ)] ページに [Status (ステータス)] 列に [Deployed in target (ター
ゲットにデプロイ済み)] が表示されます。
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フローを実行する

フローがデプロイされた後、60 秒ごとに自動的に実行されます。Amazon S3 バケットに移動して、これ
が実行していることを確認できます。バケット内に word-count-response という名前の新しいファイ
ルが表示されます。

フローとフロー設定の削除 (オプション)

フロー設定をアンデプロイする方法、および作成したフロー設定とフローを削除する方法については、
「AWS IoT Things Graph エンティティ、フロー、システム、デプロイのライフサイクルの管理」の「フ
ロー設定の削除」および「システム、フロー、および名前空間の削除」を参照してください。

デバイスとサービスを使用したフローの作成
このトピックでは、3 つのデバイスに接続されている Raspberry Pi で構成されるシンプルなワークフ
ロー (フロー) を作成してデプロイする手順を説明します。デバイスは、Aukru HC-SR501 モーションセン
サー、Raspberry Pi カメラ、および Raspberry Pi スクリーンです。また、Amazon Rekognition の顔検出
機能を公開する AWS IoT Things Graph サービスモデルも含まれています。

モーション検知器が人の動きを検出すると、フローがトリガーされます。モーション検知器はカメラに
メッセージを送信します。カメラは写真を撮影し、Amazon Rekognition サービスモデルに送信します。
サービスモデルはイメージを送信してスクリーンに表示します。このサービスモデルは、DetectFaces
API の結果を処理したり、イメージ以外のものをスクリーンに送信することはありません。

Amazon Rekognition サービスとスクリーンの間にサービスモデルを追加することで、この例を変更でき
ます。追加サービスモデルは、イメージをスクリーンに送信する前に結果を処理することができます (イ
メージをスクリーンに表示するかどうかの決定など)。

Prerequisites

この例を作成するには、以下のリソースが必要です。

• AWS アカウント
• AWS IoT Greengrass バージョン 1.7 以降を実行する Raspberry Pi
• Aukru HC-SR501 モーションセンサー
• Raspberry Pi 7" タッチスクリーンディスプレイ
• Raspberry Pi カメラモジュール v2-8 megapixel、1080p
• Amazon S3 バケット

Raspberry Pi をセットアップする

ワークフロー (フロー) を実行するには、Raspberry Pi を設定する必要があります。

• モーションセンサーを Raspberry Pi GPIO ピン 1 にアタッチします。
• 「Raspberry Pi カメラボードのドキュメント」の手順に従って、カメラを取り付けてください。

「Raspberry Pi 7" タッチスクリーンのアセンブリガイド」の手順に従って、スクリーンを取り付けてく
ださい。

• ThingsGraphPrototypeDevices.zip ファイルに含まれているドライバーをダウンロードしてイン
ストールします。README の手順に従ってドライバーをインストールします。

これで、Raspberry Pi がモーションセンサー、カメラ、スクリーンと通信するための設定ができました。
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AWS IoT Greengrass グループの作成
Note

AWS CloudFormation を使用した AWS IoT Greengrass グループとリソースの作成および管理
の詳細については、「AWS IoT Greengrass リソースタイプのリファレンス」を参照してくださ
い。

モーションセンサー、カメラ、およびスクリーンをアタッチしたのと同じ Raspberry Pi に AWS IoT 
Greengrass をインストールします。

Raspberry Pi で「環境のセットアップ」の手順を実行します。AWS IoT Greengrass 用の IAM ロール作成
したことを確認してください (そのトピックの「AWS IoT Greengrass グループを作成する」の手順のス
テップ 4)。AmazonS3FullAccess ポリシーをアタッチして、S3 バケットにアクセスできるようにしま
す。

Note

この例で使用する AWS IoT Greengrass グループと Amazon S3 バケットは、同じ AWS リージョ
ンに作成する必要があります。作成する AWS IoT Things Graph エンティティは、これらのリ
ソースと同じリージョンに存在している必要があります。

モノを作成する
AWS IoT コンソールを開き、3 つのモノを作成します。1 つはモーションセンサー用、もう 2 つは 
Raspberry Pi に取り付けられているカメラとスクリーン用です。

Registry でモノを作成する方法の詳細については、「Registry でデバイスを登録する」を参照してくださ
い。

AWS IoT コンソールの [Greengrass] タブで、自分のグループを選択し、[デバイス] を選択してから、3 つ
の新しいモノを AWS IoT Greengrass グループに追加します。

AWS IoT の概念の概要については、「AWS IoT とは」を参照してください。

フローの作成と公開
AWS IoT Things Graph コンソールの代わりに AWS CLI を使用してこのフローを作成するには、「AWS 
CLI でデバイスとサービスを使用したフローの作成」の手順に従います。

1. AWS IoT Things Graph コンソールを開きます。

[Create flow (フローの作成)] を選択します。

2. フローを作成します。

表示される [Flow configuration (フロー設定)] ペインで、フローに名前を付けます 
(RekognitionFlow など)。[Create flow (フローの作成)] を選択します。

3. デバイスモデルとサービスモデルをフローに追加します。

1. [MotionSensor] デバイスモデルを検索します。デバイスを選択して、フローデザイナーにドラッグ
します。
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2. [CameraRkgnExample] デバイスモデルを検索します。デバイスモデルを選択して、フローデザイ
ナーにドラッグします。

3. [サービス] タブで、[Rekognition] サービスモデルを検索します。サービスを選択して、フローデザ
イナーにドラッグします。

4. [デバイス] タブで、[Screen (スクリーン)] デバイスモデルについても同じ手順を実行します。

4. デバイスモデルを接続します。

フローデザイナーで、[MotionSensor] デバイスモデルのエッジを選択し、それを 
[CameraRkgnExample] デバイスモデルに接続します。次に、[CameraRkgnExample] デバイスモデ
ル、[Rekognition] サービスモデル、および [Screen (スクリーン)] デバイスモデルを同じ方法で接続し
ます。

5. モーションセンサーのトリガーを更新します。

右側のペインに表示されるトリガーエディタの [条件] で、[StateChanged] を選択します。[アクショ
ン] で、[ThingsGraph.startFlow] を選択します。

6. カメラデバイスモデルのアクションを更新します。

a. フローデザイナーで、[CameraRkgnExample] デバイスモデルを選択します。
b. 右側のペインに表示されるアクションエディタで、[No action configured (アクションが設定され

ていません)] を選択します。
c. [アクション] で、[capture] を選択します。
d. [出力] を展開して「cameraRkgnExampleResult」と入力します。

7. [Rekognition] サービスモデルのアクティビティを更新します。

a. フローデザイナーで、[Rekognition] サービスモデルを選択します。
b. 右側のペインに表示されるアクションエディタで、[No action configured (アクションが設定され

ていません)] を選択します。
c. [アクション] で、[detectFaces] を選択します。
d. [入力] を展開して [Define Input (入力の定義)] を選択します。
e. [bucketName] に「${cameraRkgnExampleResult.s3BucketName}」と入力します。
f. [itemName] に「${cameraRkgnExampleResult.s3ItemName}」と入力します。
g. [出力] を展開して「rekognitionResult」と入力します。

8. スクリーンデバイスモデルのアクティビティを更新します。

a. フローデザイナーで、[Screen (スクリーン)] デバイスモデルを選択します。
b. 右側のペインに表示されるアクションエディタで、[No action configured (アクションが設定され

ていません)] を選択します。
c. [アクション] で、[display] を選択します。
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d. [入力] を展開して [Define Input (入力の定義)] を選択します。
e. [imageUrl] に「${cameraRkgnExampleResult.lastClickedImage}」と入力します。

9. フローを発行します。

ページの右上にある [Publish (発行)] を選択します。これによりフローが作成され、デプロイ可能なフ
ローのリストに追加されます。

デバイスモデルへのモノの関連付け

1. デバイスモデルにモノを関連付けます。

ページの左上にあるメニューアイコンを選択します。[モノ] を選択します。

[モノ] ページで、先に作成したモーションセンサーのモノを選択します。次に、[Associate with 
device (デバイスに関連付け)] を選択します。

2. [Select device model (デバイスモデルの選択)] ページで、[HCSR501MotionSensor] を選択します。
[Associate] (関連付ける) を選択します。このステップは、レジストリの HCSR501MotionSensor 
モーションセンサーのモノをフローのモーションセンサーデバイスモデルに関連付けま
す。HCSR501MotionSensor デバイスには、モーションセンサーデバイスモデルの機能が実装されま
す。
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3. [Select device model (デバイスモデルの選択)] ページに戻った後、ページを更新して、モーショ
ンセンサーのモノが HCSR501MotionSensor デバイスに関連付けられていることを確認しま
す。RaspberryPiCameraRkgnExample および RaspberryPiScreen デバイスに関して前述の 2 
つのステップを繰り返します。

フロー設定の作成とデプロイ

1. フロー設定を作成します。

ページの左上にあるメニューアイコンを選択し、[Flows (フロー)] を選択して [Flows (フロー)] ページ
に戻ります。[Flows (フロー)] ページで、作成したばかりのフローの横にあるボックスをオンにしてか
ら、[Create flow configuration (フロー設定の作成)] を選択します。

2. フロー設定に名前を付けます。

[Describe Flow Configuration (フロー設定の詳細)] ページで、フローを選択して、フロー設定名を入力
します。フロー設定名にスペースを含めることはできません。[Greengrass]、[次へ] の順に選択しま
す。

3. ターゲットを設定します。

[Configure target (ターゲットの設定)] ページで、Amazon S3 バケットの名前と AWS IoT Greengrass 
コアデバイスが属する AWS IoT Greengrass グループの名前を入力します。Amazon S3 バケットは
グローバルに一意であるため、バケット名は次のスクリーンショットの名前とは異なるものになりま
す。[Next (次へ)] を選択します。
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4. デプロイするモノを選択します。

[Map Things (モノのマップ)] ページは、デプロイに含める特定のモノを選択するためのインターフェ
イスを提供します。デプロイ内の各デバイスモデルの下にあるメニューには、そのデバイスモデルに
関連付けられたモノがすべて含まれています。開始したばかりのため、このページの各デバイスモデ
ルのメニューには、1 つのモノしか含まれていません (各デバイスに関連付けたモノ)。

[Map Things (モノのマップ)] ページの [motionSensor] で、先に作成したモーションセンサーのモノを
選択します。[Camera (カメラ)] および [Screen (スクリーン)] デバイスモデル用のカメラとスクリーン
のモノを選択します。[Next (次へ)] を選択します。

5. トリガーを表示します。

[Define trigger (トリガーの定義)] ページで、フローのモーションイベントトリガーを
定義する GraphQL がエディタに表示されます。モーションセンサーが動きを検出する
と、ThingsGraph.startFlow 関数がフローを開始します。このコードを編集する必要はありませ
ん。

[Review] を選択します。
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6. 確認して作成します。

[Review and create (確認と作成)] ページで、フロー設定のために入力した情報を確認します。[Create] 
を選択します。

7. デプロイします。

[Flow configuration created (フロー設定作成済み)] メッセージが表示されたら、[Deploy now (今すぐデ
プロイする)] を選択します。

[Deployments (デプロイ)ページを更新して、フローがデプロイされたことを確認します。デプロイが
成功すると、[Deployments (デプロイ)] ページに [Status (ステータス)] 列に [Deployed in target (ター
ゲットにデプロイ済み)] が表示されます。

フローを実行する

スクリーンは Amazon Rekognition サービスモデルから返される情報を使用しないため、このフローを実
行する手順は「デバイスを使用したフローの作成が」のものと同じです。
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フローとフロー設定の削除 (オプション)
フロー設定をアンデプロイする方法、および作成したフロー設定とフローを削除する方法については、
「AWS IoT Things Graph エンティティ、フロー、システム、デプロイのライフサイクルの管理」の「フ
ロー設定の削除」および「システム、フロー、および名前空間の削除」を参照してください。

AWS CLI でデバイスを使用したフローの作成
このトピックには、「デバイスを使用したフローの作成」でフローを作成する AWS CLI コマンドが含ま
れています。この例の設定手順は、そのトピックの設定手順と同じです。この例を開始する前に、「フ
ローを作成してデプロイする」までそのトピックのすべての手順に従ってから、このトピックに戻りま
す。

CLI のインストール
AWS CLI をインストールするには、「AWS CLI のインストール」の手順に従います。

AWS CLI を使用してフローを作成する
以下の手順では、AWS CLI を使用してフローを作成およびデプロイする方法について説明します。

1. 次の AWS IoT Things Graph データモデル (TDM) コードには、この例で使用されるフローの定義が含
まれています。

このコードをファイルにコピーします。REGION と ACCOUNT ID のプレースホルダーは、お客様の 
AWS リージョンとアカウント ID に置き換えてください。

{
query SecurityFlow($camera: string!, $screen: string!) @workflowType(id: 
 \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Workflow:SecurityFlow\") { 
  variables { 
    cameraResult @property(id: \"urn:tdm:aws/examples:property:CameraStateProperty\") 
  } 
  steps { 
    step(name: \"Camera\", outEvent: [\"cameraStepDone\"]) { 
      DeviceActivity(deviceModel: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Camera\", out: 
 \"cameraResult\", deviceId: \"${camera}\") { 
        capture 
      } 
    } 
    step(name: \"Screen\", inEvent: [\"cameraStepDone\"]) { 
      DeviceActivity(deviceModel: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Screen\", 
 deviceId: \"${screen}\") { 
        display(imageUrl: \"${cameraResult.lastClickedImage}\") 
      } 
    } 
  }
}
} 
             

2. 次のコマンドを入力して、フローを作成します。このコマンドは、Linux または UNIX 環境で作業して
いることを前提とします。その他の環境では、 cat ユーティリティに相当するコマンドを使用してく
ださい。

aws iotthingsgraph create-flow-template --definition 
 language=GRAPHQL,text='"'"$(cat PATH TO TDM FILE)"'"' 
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3. 次の TDM コードには、この例で使用されるシステムの定義が含まれています。コンソールにより、
このシステムが作成されます。

このコードをファイルにコピーします。REGION と ACCOUNT ID のプレースホルダーは、お客様の 
AWS リージョンとアカウント ID に置き換えてください。

{
type SecurityFlow @systemType(id: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:System:SecurityFlow\", description: \"Home Security System\") { 
  motionSensor: Device @thing(id: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:MotionSensor\")  
  camera: Device @thing(id: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Camera\") 
  screen: Device @thing(id: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Screen\") 
  SecurityFlow: Flow @workflow(id: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:Workflow:SecurityFlow\")
}
} 
               

4. 次のコマンドを入力して、システムを作成します。

aws iotthingsgraph create-system-template --definition 
 language=GRAPHQL,text='"'"$(cat PATH TO TDM FILE)"'"' 
               

5. 次のコマンドを入力して、レジストリで作成したモノを、フローで使用されるデバイスモデルに関連
付けます。

MotionSensorName、CameraName、および ScreenName の各プレースホルダーは、前に作成した
モノの名前に置き換えてください。

aws iotthingsgraph associate-entity-to-thing --thing-name "MotionSensorName" --entity-
id "urn:tdm:aws/examples:Device:HCSR501MotionSensor"
aws iotthingsgraph associate-entity-to-thing --thing-name "CameraName" --entity-id 
 "urn:tdm:aws/examples:Device:RaspberryPiCamera"
aws iotthingsgraph associate-entity-to-thing --thing-name "ScreenName" --entity-id 
 "urn:tdm:aws/examples:Device:RaspberryPiScreen" 
               

6. 次の TDM コードには、この例で使用されるフロー設定の定義が含まれています。TDM 定義
は、definition オブジェクト内にあります。詳細については、「フロー設定の作成」を参照してく
ださい。

このコードをファイルにコピーします。REGION と ACCOUNT ID のプレースホルダーは、お客様の 
AWS リージョンとアカウント ID に置き換えてください。MotionSensorName、ScreenName、お
よび CameraName の各プレースホルダーは、前に作成したモノの名前に置き換えてください。

{
query Room215 @deployment(id: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Deployment:Room215\", 
 systemId: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:System:SecurityFlow\") { 
    motionSensor(deviceId: \"MotionSensorName\") 
    screen(deviceId: \"ScreenName\") 
    camera(deviceId: \"CameraName\")  
    triggers {MotionEventTrigger(description: \"a trigger\") {   
    condition(expr: \"devices[name == 'motionSensor'].events[name == 
 'StateChanged'].lastEvent\")  
    action(expr: \"ThingsGraph.startFlow('SecurityFlow', bindings[name == 
 'camera'].deviceId, bindings[name == 'screen'].deviceId)\") 
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    } 
   } 
  } 
  } 
               

7. 次のコマンドを入力して、フロー設定を作成します。

GREENGRASS GROUP および S3 BUCKET は、AWS IoT Greengrass グループおよび Amazon S3 バ
ケットの名前に置き換えてください。

aws iotthingsgraph create-system-instance --definition 
 language=GRAPHQL,text='"'"$(cat PATH TO TDM FILE)"'"' \ 
                --target GREENGRASS --greengrass-group-name GREENGRASS GROUP --s3-
bucket-name S3 BUCKET
              

オペレーションが完了すると、AWS CLI は次のデプロイ設定を JSON オブジェクトとして返しま
す。id ブロックの summary 値をフロー設定の TDM URN として使用します。

{ 
    "summary": { 
        "status": "PENDING_DEPLOYMENT", 
        "greengrassGroupName": "ThingsGraphGrnGr", 
        "target": "GREENGRASS", 
        "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:REGION:ACCOUNT ID:default#Deployment#Room215", 
        "updatedAt": 1555021747.176, 
        "id": "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Deployment:Room215", 
        "createdAt": 1555021747.176 
    }
}               

8. 次のコマンドを入力して、フロー設定を AWS IoT Greengrass グループにデプロイします。前の手順
で返された TDM URN 値を id パラメータの値として使用します。

aws iotthingsgraph deploy-system-instance --id SYSTEM INSTANCE URN
              

9. デプロイを確認するには、「実際のデバイスでフローを実行する (p. 29)」または「模擬デバイスで
フローを実行する (p. 30)」の手順に従います。

フローとフロー設定の削除 (オプション)

フロー設定をアンデプロイする方法、および作成したフロー設定とフローを削除する方法については、
「AWS IoT Things Graph エンティティ、フロー、システム、デプロイのライフサイクルの管理」の「フ
ロー設定の削除」および「システム、フロー、および名前空間の削除」を参照してください。

AWS CLI で Lambda 関数を使用したフローの作成
このトピックには、「Lambda 関数を使用したフローの作成」でフローを作成する AWS CLI コマンドが含
まれています。この例の設定手順は、そのトピックの設定手順と同じです。この例を開始する前に、「フ
ローを作成してデプロイする」までそのトピックのすべての手順に従ってから、このトピックに戻りま
す。
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CLI のインストール

AWS CLI をインストールするには、「AWS CLI のインストール」の手順に従います。

AWS CLI を使用してフローを作成する

以下の手順では、AWS CLI を使用してフローを作成およびデプロイする方法について説明します。

1. 次の AWS IoT Things Graph データモデル (TDM) コードには、この例で使用されるフローの定義が含
まれています。

このコードをファイルにコピーします。REGION と ACCOUNT ID のプレースホルダーは、お客様の 
AWS リージョンとアカウント ID に置き換えてください。S3 BUCKET IN SaveToS3 プレースホ
ルダーは、SaveToS3 Lambda 関数で使用している Amazon S3 バケットの名前に置き換えてくださ
い。

{
query TextProcessing @workflowType(id: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:Workflow:TextProcessing\") { 
  variables { 
    getS3LambdaResult @property(id: \"urn:tdm:aws/
examples:property:getS3ObjectAsStringResponse\") 
    wordCountLambdaResult @property(id: \"urn:tdm:aws/
examples:property:wordCountResponse\") 
  } 
  steps { 
    step(name: \"getS3Lambda", outEvent: [\"getS3LambdaDone\"]) { 
      WebserviceActivity(webservice: \"urn:tdm:aws/examples:Service:getS3Lambda\", out: 
 \"getS3LambdaResult\") { 
        getS3ObjectAsString(bucket: \"S3 BUCKET IN SaveToS3\", key: \"HelloWorld.txt\") 
      } 
    } 
    step(name: \"wordCountLambda", inEvent: [\"getS3LambdaDone\"], outEvent: 
 [\"wordCoundLambdaDone\"]) { 
      WebserviceActivity(webservice: \"urn:tdm:aws/examples:Service:wordCountLambda\", 
 out: \"wordCountLambdaResult\") { 
        wordCount(message: \"${getS3LambdaResult.message}\") 
      } 
    } 
    step(name: \"saveResponseLambda\", inEvent: [\"wordCoundLambdaDone\"]) { 
      WebserviceActivity(webservice: \"urn:tdm:aws/examples:Service:saveResponseLambda
\") { 
        save(response: \"${wordCountLambdaResult}\") 
      } 
    } 
  }
}
} 
             

2. 次のコマンドを入力して、フローを作成します。このコマンドは、Linux または UNIX 環境で作業して
いることを前提とします。その他の環境では、 cat ユーティリティに相当するコマンドを使用してく
ださい。

aws iotthingsgraph create-flow-template --definition 
 language=GRAPHQL,text='"'"$(cat PATH TO TDM FILE)"'"' 
               

3. 次の TDM コードには、この例で使用されるシステムの定義が含まれています。フローにデバイスま
たはデバイスモデルが含まれていないため、このシステムにはフローのみが含まれます。
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このコードをファイルにコピーします。REGION と ACCOUNT ID のプレースホルダーは、お客様の 
AWS リージョンとアカウント ID に置き換えてください。

{
type TextProcessing @systemType(id: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:System:TextProcessing", description: \"Text processing system\") { 
  TextProcessing: Flow @workflow(id: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:Workflow:TextProcessing\")
}
} 
               

4. 次のコマンドを入力して、システムを作成します。

aws iotthingsgraph create-system-template --definition 
 language=GRAPHQL,text='"'"$(cat PATH TO TDM FILE)"'"' 
               

5. 次の TDM コードには、この例で使用されるフロー設定の定義が含まれています。TDM 定義
は、definition オブジェクト内にあります。詳細については、「フロー設定の作成」を参照してく
ださい。

このコードをファイルにコピーします。REGION と ACCOUNT ID のプレースホルダーは、お客様の 
AWS リージョンとアカウント ID に置き換えてください。

{
query LambdaDeployment @deployment(id: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:Deployment:LambdaDeployment\", systemId: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:System:TextProcessing\") {
triggers {
TimeTrigger(description: \"Time based trigger\") { 
    condition(expr: \"every 60 seconds\") 
    action(expr: \"ThingsGraph.startFlow('TextProcessing')\") 
    } 
    } 
   }
} 
               

6. 次のコマンドを入力して、フロー設定を作成します。GREENGRASS GROUP および S3 BUCKET
は、AWS IoT Greengrass グループおよび Amazon S3 バケットの名前に置き換えてください。

aws iotthingsgraph create-system-instance --definition 
 language=GRAPHQL,text='"'"$(cat PATH TO TDM FILE)"'"' \ 
                --target GREENGRASS --greengrass-group-name GREENGRASS GROUP --s3-
bucket-name S3 BUCKET
              

オペレーションが完了すると、AWS CLI は次のデプロイ設定を JSON オブジェクトとして返しま
す。id ブロックの summary 値をフロー設定の TDM URN として使用します。

{ 
    "summary": { 
        "status": "PENDING_DEPLOYMENT", 
        "greengrassGroupName": "ThingsGraphGrnGr", 
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        "target": "GREENGRASS", 
        "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:REGION:ACCOUNT 
 ID:default#Deployment#LambdaDeployment", 
        "updatedAt": 1555022420.184, 
        "id": "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Deployment:LambdaDeployment", 
        "createdAt": 1555022420.184 
    }
} 
               

7. 次のコマンドを入力して、フロー設定を AWS IoT Greengrass グループにデプロイします。前の手順
で返された TDM URN 値を id パラメータの値として使用します。

aws iotthingsgraph deploy-system-instance --id SYSTEM INSTANCE URN
              

フローとフロー設定の削除 (オプション)
フロー設定をアンデプロイする方法、および作成したフロー設定とフローを削除する方法については、
「AWS IoT Things Graph エンティティ、フロー、システム、デプロイのライフサイクルの管理」の「フ
ロー設定の削除」および「システム、フロー、および名前空間の削除」を参照してください。

CLI でデバイスとサービスを使用したフローの作成
このトピックには、「デバイスとサービスを使用したフローの作成」でフローを作成する AWS CLI コマ
ンドが含まれています。この例の設定手順は、そのトピックの設定手順と同じです。この例を開始する前
に、「フローを作成してデプロイする」までそのトピックのすべての手順に従ってから、このトピックに
戻ります。

CLI のインストール
AWS CLI をインストールするには、「AWS CLI のインストール」の手順に従います。

AWS CLI を使用してフローを作成する
以下の手順では、AWS CLI を使用してフローを作成およびデプロイする方法について説明します。

1. 次の AWS IoT Things Graph データモデル (TDM) コードには、この例で使用されるフローの定義が含
まれています。このコードをファイルにコピーします。REGION と ACCOUNT ID のプレースホルダー
は、お客様の AWS リージョンとアカウント ID に置き換えてください。

{
query RekognitionFlow($cameraRkgnExample: string!, $screen: string!) @workflowType(id: 
 \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Workflow:RekognitionFlow\") { 
  variables { 
    cameraRkgnExampleResult @property(id: \"urn:tdm:aws/
examples:property:CameraStatePropertyRkgnExample\") 
    rekognitionResult @property(id: \"urn:tdm:aws:Property:Json\") 
  } 
  steps { 
    step(name: \"CameraRkgnExample\", outEvent: [\"cameraStepDone\"]) { 
      DeviceActivity(deviceModel: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:CameraRkgnExample
\", out: \"cameraRkgnExampleResult\", deviceId: \"${cameraRkgnExample}\") { 
        capture 
      } 
    } 
    step(name: \"Rekognition\", inEvent: [\"cameraStepDone\"], outEvent: 
 [\"rekognitionStepDone\"]) { 
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      WebserviceActivity(webservice: \"urn:tdm:aws/examples:service:Rekognition\", out: 
 \"rekognitionResult\") { 
        detectFaces(bucketName: \"${cameraRkgnExampleResult.s3BucketName}\", itemName: 
 \"${cameraRkgnExampleResult.s3ItemName}\") 
      } 
    } 
    step(name: \"Screen\", inEvent: [\"rekognitionStepDone\"]) { 
      DeviceActivity(deviceModel: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Screen\", 
 deviceId: \"${screen}\") { 
        display(imageUrl: \"${cameraRkgnExampleResult.lastClickedImage}\") 
      } 
    } 
  }
}
} 
             

2. 次のコマンドを入力して、フローを作成します。このコマンドは、Linux または UNIX 環境で作業して
いることを前提とします。その他の環境では、 cat ユーティリティに相当するコマンドを使用してく
ださい。

aws iotthingsgraph create-flow-template --definition 
 language=GRAPHQL,text='"'"$(cat PATH TO TDM FILE)"'"' 
               

3. 次の TDM コードには、この例で使用されるシステムの定義が含まれています。コンソールにより、
このシステムが作成されます。

このコードをファイルにコピーします。REGION と ACCOUNT ID のプレースホルダーは、お客様の 
AWS リージョンとアカウント ID に置き換えてください。

{
type RekognitionFlow @systemType(id: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:System:RekognitionFlow\") { 
  motionSensor: Device @thing(id: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:MotionSensor\")  
  cameraRkgnExample: Device @thing(id: \"urn:tdm:aws/
examples:deviceModel:CameraRkgnExample\") 
  screen: Device @thing(id: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Screen\") 
  RekognitionFlow: Flow @workflow(id: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:Workflow:RekognitionFlow\")
}
} 
               

4. 次のコマンドを入力して、システムを作成します。

aws iotthingsgraph create-system-template --definition 
 language=GRAPHQL,text='"'"$(cat PATH TO TDM FILE)"'"' 
               

5. 次のコマンドを入力して、レジストリで作成したモノを、フローで使用されるデバイスモデルに関連
付けます。

MotionSensorName、CameraName、および ScreenName の各プレースホルダーは、前に作成した
モノの名前に置き換えてください。

aws iotthingsgraph associate-entity-to-thing --thing-name "MotionSensorName" --entity-
id "urn:tdm:aws/examples:Device:HCSR501MotionSensor"
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aws iotthingsgraph associate-entity-to-thing --thing-name "CameraName" --entity-id 
 "urn:tdm:aws/examples:Device:RaspberryPiCameraRkgnExample"
aws iotthingsgraph associate-entity-to-thing --thing-name "ScreenName" --entity-id 
 "urn:tdm:aws/examples:Device:RaspberryPiScreen" 
               

6. 次の TDM コードには、この例で使用されるフロー設定の定義が含まれています。TDM 定義
は、definition オブジェクト内にあります。詳細については、「フロー設定の作成」を参照してく
ださい。

このコードをファイルにコピーします。REGION と ACCOUNT ID のプレースホルダーは、お客様の 
AWS リージョンとアカウント ID に置き換えてください。MotionSensorName、ScreenName、お
よび CameraName の各プレースホルダーは、前に作成したモノの名前に置き換えてください。

{
query Lobby @deployment(id: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Deployment:Lobby\", 
 systemId: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:System:RekognitionFlow\")  
{         
    motionSensor(deviceId: \"MotionSensorName\") 
    screen(deviceId: \"ScreenName\") 
    cameraRkgnExample(deviceId: \"CameraName\")         
    triggers { MotionEventTrigger(description: \"a trigger\") {   
        condition(expr: \"devices[name == 'motionSensor'].events[name == 
 'StateChanged'].lastEvent\")                   
        action(expr: \"ThingsGraph.startFlow('RekognitionFlow', bindings[name == 
 'cameraRkgnExample'].deviceId, bindings[name == 'screen'].deviceId)\") 
        }         
    }       
}
} 
               

7. 次のコマンドを入力して、フロー設定を作成します。GREENGRASS GROUP および S3 BUCKET
は、AWS IoT Greengrass グループおよび Amazon S3 バケットの名前に置き換えてください。

aws iotthingsgraph create-system-instance --definition 
 language=GRAPHQL,text='"'"$(cat PATH TO TDM FILE)"'"' \ 
                --target GREENGRASS --greengrass-group-name GREENGRASS GROUP --s3-
bucket-name S3 BUCKET
              

オペレーションが完了すると、AWS CLI は次のデプロイ設定を JSON オブジェクトとして返しま
す。id ブロックの summary 値をフロー設定の TDM URN として使用します。

{ 
    "summary": { 
        "status": "PENDING_DEPLOYMENT", 
        "greengrassGroupName": "ThingsGraphGrnGr", 
        "target": "GREENGRASS", 
        "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:REGION:ACCOUNT ID:default#Deployment#Lobby", 
        "updatedAt": 1555022871.418, 
        "id": "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Deployment:Lobby", 
        "createdAt": 1555022871.418 
    }
} 
               

8. 次のコマンドを入力して、フロー設定を AWS IoT Greengrass グループにデプロイします。前の手順
で返された TDM URN 値を id パラメータの値として使用します。
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aws iotthingsgraph deploy-system-instance --id SYSTEM INSTANCE URN
              

フローとフロー設定の削除 (オプション)
フロー設定をアンデプロイする方法、および作成したフロー設定とフローを削除する方法については、
「AWS IoT Things Graph エンティティ、フロー、システム、デプロイのライフサイクルの管理」の「フ
ロー設定の削除」および「システム、フロー、および名前空間の削除」を参照してください。

サンプルの模擬デバイスの使用
「使用開始」セクションの 2 つには、フローの実際の MQTT デバイスを模倣する、すぐに使用できる 
Python スクリプトが用意されています。それらのセクションは、「デバイスを使用したクラウドでのフ
ローの作成」と「デバイスを使用した AWS IoT Greengrass グループでのフローの作成」です。これらの
スクリプトは、フローのステップを仲介するために AWS IoT Things Graph が使用する MQTT トピックを
サブスクライブし、発行します。

このトピックでは、これらのスクリプトで実行されること、および実際のデバイスがない場合にスクリプ
トを変更してフローをテストする方法について説明します。

スクリプトは次の場所にあります。

• CloudMockDevices.zip または CloudMockDevices-v2.zip – クラウド模擬デバイスのスクリプトが含まれ
ています。最初のファイルには、AWS IoT Device SDK for Python v1 を使用するスクリプトが含まれて
います。2 番目のファイルには、AWS IoT Device SDK for Python v2 を使用するスクリプトが含まれて
います。

• MockDevices.zip または MockDevices-v2.zip – AWS IoT Greengrass 模擬デバイスのスクリプトが含ま
れています。最初のファイルには、AWS IoT Device SDK for Python v1 を使用するスクリプトが含まれ
ています。2 番目のファイルには、AWS IoT Device SDK for Python v2 を使用するスクリプトが含まれ
ています。

模擬デバイスでできること
AWS IoT Things Graph は、MQTT デバイスを含むフローで MQTT トピックを使用して、フローのデバイ
ス間の通信を仲介します。

モーションセンサー

モーションセンサー、カメラ、画面を含むフローの例では、モーションセンサーは、モーションを検出し
たことを示す JSON オブジェクトを発行します。モーションセンサーの模擬デバイスは実際のものではな
いため、10 秒ごとにメッセージを送信します。

Camera

カメラは、入力を受け取り、出力を生成するため、MQTT トピックのサブスクライブと発行の両方を実行
する必要があります。カメラは、AWS IoT Things Graph が写真を撮影する指示を出すトピックにサブスク
ライブします。カメラは、写真の撮影後、結果の画像の URI を含む JSON オブジェクトを別のトピックに
発行します。

Screen
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スクリーンは、AWS IoT Things Graph がイメージ URI を発行するトピックにサブスクライブします。模
擬デバイスは現実のものではないため、イメージ URI を標準の出力に含めるだけです。

フローシーケンス

フローのコンポーネントは、顔認識サービスがモーションセンサーをトリガーする人物を確認するドア入
口システムなど、より現実的なシナリオで使用できます。サービスが送信する結果に応じて、ドアが開い
たり閉じられたりします。

次の図は、フロー例がどのように機能するかを示しています。

モーションセンサーは /motion トピックに発行します。カメラは /capture トピックにサブスクライ
ブし、/capture/finished トピックに発行します。画面は /display トピックにサブスクライブしま
す。

フローで使用される各 MQTT トピックは、フロー内のデバイスに関連付けられたモノの名前で始まりま
す。次のリストには、各 MQTT トピックの名前と、そのトピックにサブスクライブまたはパブリッシュす
るデバイスが含まれます。これは、デバイスがフロー内で従うシーケンスです。

1. モーションセンサーは Motion Sensor Thing Name/motion に発行します。
2. カメラは Camera Thing Name/capture にサブスクライブします。
3. カメラは Camera Thing Name/capture/finished に発行します。
4. 画面は Screen Thing Name/display にサブスクライブします。

ここで、このシーケンスで各模擬デバイスが行う内容の詳細を見てみましょう。

モーションセンサー
モーションセンサーの模擬デバイスは、次の JSON を 10 秒ごとに Motion Sensor Thing Name/
motion に送信します。

      {"isMotionDetected": true} 
     

モーションセンサーは、このメッセージを発行すると、モーションセンサーの状態が変更されたことを 
AWS IoT Things Graph に伝えます。isMotionDetected 値およびブールデータ型は、Aukru HCSR501 
モーションセンサー定義で定義されているように、MotionSensorState エンティティ内の単一のフィー
ルドに位置します。

        type MotionSensorState @stateType(id: "urn:tdm:aws/
examples:State:MotionSensorState") { 
        isMotionDetected: Boolean @property(id: "urn:tdm:aws:property:Boolean") 
      } 
       

Aukru HCSR501 モーションセンサーの定義のキャパシティー実装により、モーションセンサーがメッ
セージを発行する MQTT トピックが指定されます。

Note

MQTT メッセージがデバイスイベントの一部として発生する場合、関連するトピックは Event ブ
ロックにあります。デバイスアクションの一部としてこの操作が発生した場合、関連するトピッ
クは Action ブロックにあります。
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Camera

        MQTT { 
            MotionSensorCapability(id: "urn:tdm:aws/
examples:capability:MotionSensorCapability") { 
              ... 
                Event(name: "StateChanged") { 
                    Subscribe(topic: "$macro(${systemRuntime.deviceId}/motion)") { 
                            responsepayload(property: "urn:tdm:aws/
examples:property:MotionSensorStateProperty") 
                    } 
                } 
              } 
            }                
     

モーションセンサーの状態が変更されると、AWS IoT Things Graph は StateChanged イベントで指定さ
れたトピックでメッセージを受信します。それらは、デバイス ID (フローで使用中の AWS IoT レジストリ
のモノの名前) および /motion です。これは、モーションセンサーの発行先トピックです。

Camera
カメラの模擬デバイスは、AWS IoT Things Graph が Camera Thing Name/capture に発行するキャ
プチャコマンドをリッスンします。カメラアクションの任意の入力値をフローで指定していないため、
このトピックに発行される JSON オブジェクトは空になります。次に、カメラは次の JSON を Camera 
Thing Name/capture/finished に発行します。

{"imageUri":"Image URI"} 
     

imageUri 値と文字列のデータ型は、Raspberry Pi カメラ定義で定義されているように、CameraState
エンティティ内の単一のフィールドに一致します。

        type CameraState @stateType(id: "urn:tdm:aws/examples:state:CameraState") { 
            lastClickedImage : Uri @property(id: "urn:tdm:aws:property:String") 
        } 
       

Raspberry Pi カメラの定義のキャパシティー実装は、カメラがメッセージのサブスクライブと発行を行う 
MQTT トピックを指定します。これらのトピックは、Publish ブロックの Action ブロック内にありま
す。

        MQTT { 
            CameraCapability(id: "urn:tdm:aws/examples:capability:CameraCapability") { 
              ... 
                Action(name: "capture") { 
                    Publish { 
                        Request(topic: "$macro(${systemRuntime.deviceId}/capture)") { 
                            params 
                        } 
                        Response(topic: "$macro(${systemRuntime.deviceId}/capture/
finished)") { 
                            responsePayload(property: "urn:tdm:aws/
examples:property:CameraStateProperty") 
                        } 
                    } 
                } 
              } 
            } 
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デバイスの状態で lastClickedImage のプロパティ値が変更されると、AWS IoT Things Graph は
device ID (thing name)/capture トピックに空のリクエストを発行します。次に、カメラが
device ID (thing name)/capture/finished トピックにレスポンスを発行することを予期しま
す。

Screen
AWS IoT Things Graph は、imageUri を受け取った後で、カメラが Screen Thing Name/display ト
ピックに送信するのと同じ JSON オブジェクトを発行します。

Raspberry Pi 画面の定義のキャパシティー実装は、画面がサブスクライブする MQTT トピックを指定しま
す。このトピックは、Publish ブロックの Action ブロック内にあります。

         MQTT { 
            ScreenCapability(id: "urn:tdm:aws/examples:capability:ScreenCapability") { 
              ... 
                Action(name: "display") { 
                    params { 
                        param(name:"imageUrl" property:"urn:tdm:aws:property:String") 
                    } 
                    Publish { 
                        Request(topic: "$macro(${systemRuntime.deviceId}/display)") { 
                            params { 
                                param(name: "imageUri", property: "urn:tdm:aws/
examples:property:CameraStateProperty", value: "${imageUrl.value}") 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
        } 
       

AWS IoT Things Graph はカメラからイメージ URI を取得し、次に Action 実装にパラメータとしてこれ
を渡します。Action 実装は、イメージ URI を device ID (thing name)/display トピックに発行
するよう AWS IoT Things Graph に指示します。

模擬デバイスの適応
任意の言語と SDK を使用して、独自の模擬デバイスを記述できます。

Python 模擬デバイスは以下を示します。

• AWS IoT Device SDK for Python および AWS IoT Greengrass Core SDK を使用して、クラウドおよび 
AWS IoT Greengrass グループで MQTT トピックにサブスクライブし、投稿する方法を示します。

• フローのステップを実行するときに、MQTT デバイスがどのように AWS IoT Things Graph とやり取り
するかを大まかに示します。

• 「デバイスを使用した AWS IoT Greengrass グループでのフローの作成」の模擬デバイススクリプト
も、AWS IoT Greengrass グループのデバイスが連携できるよう、このグループを検出して接続する方
法を示しています。これは、AWS IoT Things Graph コアデバイスで実行中に、デバイスが AWS IoT 
Greengrass へのメッセージの送信を開始する前に必要な最初のステップです。

模擬デバイスを適応する必要がある場合は、MQTT トピックと JSON ペイロードのみを変更して、独自の
フローで指定したトピック、入力、出力に合わせます。
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Python 模擬デバイススクリプトを適用するときは、myAWSIoTMQTTClient.subscribe および
myAWSIoTMQTTClient.publish を含む行を探します。たとえば、cloudcamera.py スクリプトはファ
イルの行 129 の thingName/capture トピックをサブスクライブします。

myAWSIoTMQTTClient.subscribe(thingName + "/capture", 0, customCallback)

subscribe メソッドの最初のパラメータは、模擬デバイスがサブスクライブするトピックを指定しま
す。このメソッドを使用して、フローで指定した MQTT トピックにサブスクライブできます。トピックで
メッセージを受信するたびに模擬デバイスでメッセージを出力する以外の操作を行う場合は、独自のコー
ルバック関数を作成できます。

cloudcamera.py スクリプトは、ファイルの行 120 で thingName/capture/finished トピックに対
して発行します。

myAWSIoTMQTTClient.publish(thingName + "/capture/finished", messageJson, 0)

publish メソッドの最初のパラメータは、模擬デバイスが公開するトピックを指定します。このメソッド
を使用して、フローで指定した MQTT トピックに公開します。2 番目のパラメータは、発行するメッセー
ジを含む JSON オブジェクトを指定します。この値を変更して、フローで指定した入出力に合わせること
ができます。
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エンティティのモデリング
このセクションでは、AWS IoT Things Graph データモデル (TDM) でワークフロー (フロー) を構成するエ
ンティティを作成した後に、それらを使用する方法について説明します。

エンティティには、プロパティ、状態、イベント、アクション、機能、マッピング、デバイス、およ
びサービスが含まれます。

TDM でこれらのエンティティを作成したら、UploadEntityDefinitions API を使用してそれらを名前
空間にアップロードします。

デバイスモデルとサービスの詳細な例については、「デバイスとサービスの定義の例」を参照してくださ
い。

トピック
• デバイス通信プロトコルによるモデリング (p. 57)
• MQTT デバイスモデリング 101 (p. 62)
• Modbus デバイスモデリング 101 (p. 68)
• サービスモデリング 101 (p. 73)
• エンティティの作成とアップロード (p. 80)
• バージョニングとエンティティモデリング (p. 88)
• AWS IoT Things Graph コンソールでのモデルとモノの表示 (p. 88)

デバイス通信プロトコルによるモデリング
AWS IoT Things Graph は、フロー内のデバイス通信用に MQTT プロトコルと Modbus プロトコルをサ
ポートしています。デバイスが使用するプロトコルは、デバイスを定義する方法に影響します。

このセクションのトピックでは、デバイスとデバイスのやり取りを定義する方法について説明します。

AWS IoT Things Graph は次のプロトコルをサポートしています。

• MQTT
• Modbus

HTTP (REST) と AWS Lambda 関数を使用するサービスの定義については、AWS IoT Things Graph デー
タモデルリファレンスの「サービス」を参照してください。

MQTT
AWS IoT Things Graph を使用すると、デバイス定義で MQTT を通信プロトコルとして指定すること
で、MQTT プロトコルを介してやり取りできるようになります。このトピックでは、GraphQL で MQTT 
デバイスをモデル化する方法について説明します。

以下の GraphQL は、MQTT プロトコルを使用するデバイス (カメラ) を定義する方法を示しています。こ
の例は、デバイスに実装されている状態、イベント、および機能が既に定義されていることを前提として
います。デバイスの定義の詳細については、Things Data Model リファレンス、および具体的には Device
の構成を参照してください。

 { 
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        type DemoCamera @deviceModel(id:"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:deviceModel:DemoCamera", 
                capability: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:capability:DemoCameraCap")
{ignore:void} 
      
        query DemoPhyCamera @device(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:device:DemoPhyCamera", 
                deviceModel: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DemoCamera") { 
            MQTT { 
                DemoCameraCap(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:capability:DemoCameraCap") { 
                    State { 
                        lastClickedImage(name: "lastImage", property: 
 "urn:tdm:aws:property:String") 
                    } 
                    Action(name: "capture") { 
                        Publish { 
                            Request(topic: "${systemRuntime.deviceId}/capture") { 
                                params 
                            } 
                            Response(topic: "${systemRuntime.deviceId}/capture/finished") { 
                                responsePayload(property: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:property:DemoCameraStateProperty") 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
        } 
  } 
         

主な要素:

• デバイスの State および Action の実装 - デバイスの実装では、デバイス Event も実装できます。
• Action 実装内の Publish ブロック - このブロックには Request と Response の定義が含まれてい

ます。
• Request の定義 - この定義は、MQTT リクエストトピックとパラメータ (送信される場合) を指定しま

す。
• Response の定義 - このオプションの定義では、MQTT レスポンストピック (ある場合) とそれに送信さ

れるペイロードが指定されます。

以下の GraphQL では、別の GraphQL デバイス (モーションセンサー) が定義されています。この例で
は、Subscribe ブロックが含まれているデバイス Event が実装されています。このブロックでは、モー
ションセンサーがサブスクライブする MQTT トピックを指定します。

{ 
        type DemoMotionSensor @deviceModel(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:deviceModel:DemoMotionSensor", 
            capability: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:capability:DemoMotionSensorCap") 
 {ignore:void} 
      
        query DemoPhyMotionSensor @device(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:device:DemoPhyMotionSensor", 
                deviceModel: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:deviceModel:DemoMotionSensor") { 
            MQTT { 
                MotionSensorCap(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:capability:DemoMotionSensorCap") { 
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                    State { 
                        isMotionDetected(name:"isMotionDetected", 
 property:"urn:tdm:aws:property:Boolean") 
                    } 
                    Event(name: "StateChanged") { 
                        Subscribe(topic: "${systemRuntime.deviceId}/motion") { 
                                responsepayload(property: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:property:DemoMotionSensorStateProperty") 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
        }
} 
         

Modbus
AWS IoT Things Graph を使用すると、デバイス定義で Modbus を通信プロトコルとして指定すること
で、Modbus プロトコルを介してやり取りできるようになります。

このトピックでは、GraphQL で Modbus デバイスをモデル化する方法について説明します。また、Things 
Data Model (TDM) で現在サポートされている Modbus インタラクションのタイプ、および AWS IoT 
Greengrass Modbus-RTU Protocol Adapter を使用してデータ型がモデル化されたときに発生するデータ変
換についても説明します。

前提条件

• バージョン 1 の AWS IoT Greengrass Modbus-RTU Protocol Adapter。
• AWS IoT のレジストリに認証情報で登録された Modbus デバイス。

Registry でモノを作成する方法の詳細については、「Registry でデバイスを登録する」を参照してくだ
さい。

Note

AWS IoT Greengrass グループにデバイスを追加するには、フローの実行中にデバイスがこれ
らの認証情報を使用する必要がなくても認証情報を持つモノとして登録する必要があります。

Modbus デバイスを定義するための GraphQL
以下の GraphQL は、Modbus プロトコルを使用するデバイス (スプリンクラー) を定義する方法を示して
います。この例は、デバイスに実装されている状態、アクション、および機能が既に定義されていること
を前提としています。デバイスの定義の詳細については、Things Data Model リファレンス、および具体
的には Device の構成を参照してください。

 { 

   type Sprinkler @deviceModel(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:DeviceModel:Sprinkler", 
                                capability: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:Capability:SprinklerCapability) { 
        ignore:void 
    } 
  
 query ModbusSprinkler @device(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:Device:MyModbusSprinkler", 
                                    deviceModel: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:DeviceModel:Sprinkler") { 
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        Modbus(serverId:"2") { 
            SprinklerCapability (id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:Capability:SprinklerCapability") {  
                State { 
                    valveState(name: "valveState", property:"urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
                    headAngle(name:  "headAngle",  property:"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:Property:Angle") 
                } 
                Action(name: "actuateSprinklerHead") { 
                    Params { 
                        param(name:shouldActivate, property: 
 "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
                    } 
                    WriteSingleCoil { 
                        Request(Address: 1) { 
                            params { 
                                param(name:shouldActivate, 
                                     property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean", 
                                      value: "${shouldActivate}") 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 

                Action(name: "getSprinklerHeadAngle") { 
                    Params 
                    ReadHoldingRegisters { 
                        Response { 
                            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:UInt16") 
                        } 
                    } 
                } 

                Action(name: "setSprinklerHeadAngle") { 
                    Params { 
                        param(name:angle, property: "urn:tdm:aws:Property:UInt16") 
                    } 
                    WriteSingleRegister { 
                        Request(Address: 1) { 
                            params { 
                                param(name:angle, 
                                     property: "urn:tdm:aws:Property:UInt16", 
                                      value: "${angle}") 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    } 
  } 
         

主な要素:

• Modbus プロトコルブロックに渡された serverId 引数 - この引数の値は、AWS IoT Things Graph が
メッセージを送信する先の Modbus エンドポイント ID を指定します。

• デバイスの State および Actions の実装 - Modbus では、ポーリングデバイスに送信するメッセージ
のイベントプロトコルが定義されないため、デバイス定義には Event 実装が含まれません。

• Modbus リクエストとレスポンスのオペレーション -
WriteSingleCoil、ReadHoldingRegisters、WriteSingleRegister などのオペレーション
は、AWS IoT Greengrass Modbus-RTU Protocol Adapter のオペレーションに正確にマッピングしま
す。
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やり取りのフロー
AWS IoT Things Graph は、AWS IoT Greengrass Modbus RTU Protocol Adapterコネクタ を使用して 
Modbus デバイスとやり取りします。次の図は、フローが Modbus デバイスを呼び出したときに発生する
フローを示しています。

ペイロードの変換
AWS IoT Things Graph が Modbus デバイスとやり取りするとき、AWS IoT Things Graph データモデル 
(TDM) でサポートされているほとんどの単純型と単純型のリストを Modbus ペイロードにマッピングでき
ます。ただし、複雑なオブジェクトをマッピングすることはできません。

次の表は、AWS IoT Things Graph が Modbus データのシリアル化と逆シリアル化するときに期待される
動作を説明しています。

コイルインタラクション

TDM データ型 Modbus シリアル化 TDM データの例 Modbus レジスターの例

ブール値のリスト (単一
のブール値は長さ 1 の
リストとして処理され
る)

値が false の場合は 0、
値が true の場合は 1 で
す。連続するコイルに
書かれています。

0

[0, 1, 1, 0]

0

[0, 1, 1, 0]

単一の整数値 (すべての
Int と UInt の値を含
む)

数値 == 0 の場合は 0。
それ以外の場合は 1 で
す。連続するコイルに
書かれています。

(UInt16)13

(Int64)0

[10, 0, -4, 14]

1

0

[1, 0, 1, 1]
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レジスターインタラクション

TDM データ型 Modbus シリアル化 TDM データの例 Modbus レジスターの例

ブールまたはブール値
のリスト

ブール値が true の場合
は各レジスターに 0x01
を書き込み、ブール値
が false の場合は 0x00
を書き込みます。

true

[true, true, false]

[0x0001]

[0x0001, 0x0001, 
0x0000]

Int8 および UInt8 値 各レジスターに 2 つの
整数を書き込みます。
奇数個の整数 (1 つの整
数を含む) がある場合、
値は MSB (最上位バイ
ト) に書き込まれます。

(Int8)1

[(int8)3, (int8)5, (int8)4]

[(UInt8)14, (UInt8)7]

[0x1000]

[0x0305][0x04000]

[0xD700]

Int16 値および UInt16 
値

各レジスターに 1 つの
整数を書き込みます。

[(Int16)17, (Int16)1] [0x0010][0x0001]

Int32 値および UInt32 
値

各 2 レジスターに 1 つ
の整数を書き込みま
す。MSB が最初に書き
込まれます。

[0x00123400, 0x00F0] [0x0012][0x3400]
[0x0000][0x00F0]

Int64 値および UInt64 
値

各 4 レジスターに 1 つ
の整数を書き込みま
す。MSB が最初に書き
込まれます。

0x11223344 [0x0000][0x0000]
[0x1122][0x3344]

Float32 値 各 2 レジスターに 1 つ
の浮動小数点を書き込
みます。

[3.14159, 2.71828] [0x4049][0x0FD0]
[0x402D][0xF84D]

Float64 値 各 4 レジスターに 1 つ
の浮動小数点を書き込
みます。

3.14159 [0x4009][0x21F9]
[0xF01B][0x866E]

文字列 UTF-8 でエンコードさ
れたテキスト文字列を
書き込みます。文字列
が奇数バイトの場合、
最後のバイトが最後の
レジスターの MSB に書
き込まれます。文字列
のリストは許可されて
いません。

"hello" [0x6865][0x6C6C]
[0x6F00]

MQTT デバイスモデリング 101
このトピックでは、MQTT デバイス用のモデルを作成する際に検討および計画する必要がある事項につい
て説明します。

モーションセンサーとカメラを参照ポイントとして使用しますが、このトピックで説明するプロセス
は MQTT 通信プロトコルを使用する任意のデバイスに適用できます。ここでモデル化するデバイス
は、Aukru HC-SR501 モーションセンサーと Raspberry Pi カメラです。
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Aukru-HC-SR501.zip および RaspberryPiCamera.zip ファイルには、このトピックで説明しているすべて
の GraphQL コードが含まれています。

デバイスを定義するときには、2 つの部分を作成する必要があります。1 番目は抽象デバイスモデルで
す。この部分は、ある種類のデバイスが行うことを一般的に定義します。2 番目の部分は、モデルを実装
するデバイス定義です。デバイス定義は、デバイスで使用される通信プロトコルを指定します。異なるプ
ロトコルを使用するデバイスは、同じデバイスモデルから継承できます。

デバイスを定義する前に、AWS IoT Things Graph コンソールを調べて、定義しているデバイスの種類の抽
象モデルがすでに存在するかどうかを確認します。その場合は、デバイスを定義するタスクに進むことが
できます。

デバイスの既存の抽象デバイスモデルがコンソールに見つからない場合は、それを定義する必要がありま
す。この演習では、モーションセンサーデバイスにモデルが現在存在しないと仮定します。

抽象デバイスモデルの作成
デバイス定義の最初の部分は、デバイスをデバイスモデルで抽象的に表したものです。デバイスモデルに
は機能が含まれています。この機能は後で定義しますが、ここではその AWS IoT Things Graph データモ
デル (TDM) URN をデバイスモデルで割り当てることができます。次の GraphQL には、モーションセン
サーとカメラのデバイスモデルが含まれています (REGION と ACCOUNT ID 値はアカウントに固有のもの
です)。

モーションセンサー
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type MotionSensor @deviceModel(id: "urn:tdm:aws/examples:deviceModel:MotionSensor", 
  capability: "urn:tdm:aws/examples:capability:MotionSensorCapability") { 
  ignore:void 
  } 
       

Camera (カメラ)

type Camera @deviceModel(id:"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Camera", 
  capability: "urn:tdm:aws/examples:capability:CameraCapability"){ 
  ignore:void
} 
       

デバイスの機能の作成 (モーションセンサー)
モーションセンサーのデバイス機能は、イベントが発生したときにセンサーに何が起こるか、またセン
サーがこのイベントにどのように応答するかを表します。

モーションセンサーのデバイス機能には、次の 2 つの TDM エンティティが必要です。

• State - センサーがモーションを検知したかどうかを表す
• Event - モーションセンサーがモーションを検知したときに送信する通知を表す

Event には、デバイスの State のインスタンスを表す複雑な Property も必要です。この Property
は、デバイスがモーションを検知するたびに MQTT トピックに発行するペイロードです。

デバイスの機能を定義するには、まずデバイスが果たす役割について考えます。モーションセンサーデバ
イスは、センサーの範囲内で体や体の一部の動きを検知します。モーションセンサーが動いている体を検
知すると、このイベントが発生したという通知が生成されます。したがって、機能の定義には 1 つのイベ
ントのみが必要です。

またモーション検知器には、モーション非検知状態とモーション検知状態の 2 つの状態があります。モー
ション検知イベントによって状態が変更されるため、状態とイベントを機能に含める必要があります。こ
の状態はブール値として表すことができます。次の GraphQL は、この状態を定義します。

type MotionSensorState @stateType(id: "urn:tdm:aws/examples:State:MotionSensorState") { 
        isMotionDetected: Boolean @property(id: "urn:tdm:aws:property:Boolean")
}   
       

センサーは動きを検知すると、MQTT トピックにメッセージを送信します。このメッセージには、セン
サーの現在の状態 (この例では、センサーの isMotionDetected プロパティの状態が false から true に
変わる) を記述するプロパティが含まれています。これを可能にするには、モーションセンサーの状態の
インスタンスである複雑なプロパティを作成する必要があります。次の GraphQL は、このプロパティを
定義します。

 type MotionSensorStateProperty @propertyType(id: "urn:tdm:aws/
examples:property:MotionSensorStateProperty", 
            instanceOf: "urn:tdm:aws/examples:State:MotionSensorState",
description: "Property representing the motion sensor state") {ignore:void}        
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モーション検出イベントがその状態の変化をトリガーしたときに、モーションセンサーデバイスが送信す
るペイロードとして、このプロパティを使用します。次の GraphQL はこの Event を定義し、MQTT ト
ピックに発行するペイロードとして複雑なプロパティを指定します。

type MotionSensorEvent @eventType(id: "urn:tdm:aws/examples:event:MotionSensorEvent",
payload: "urn:tdm:aws/examples:property:MotionSensorStateProperty") {ignore:void} 
       

Note

複雑なプロパティは、複数のプロパティを含む、または状態のインスタンスである任意のプロパ
ティです。

デバイスがどの MQTT トピックに対してこのペイロードを発行するかは、後でデバイス定義を作成すると
きに指定します。

これで、デバイスの機能を定義する準備ができました。機能には、前に作成した MotionSensorState
と、StateChanged という名前の MotionSensorEvent のインスタンスの両方が含まれます 。この機能
を一意に識別する TDM URN は、モーションセンサーの抽象デバイスモデルを作成したときに使用したも
のと一致します。

type MotionSensorCapability @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/
examples:capability:MotionSensorCapability") { 
        STATE: MotionSensorState @state(id: "urn:tdm:aws/examples:State:MotionSensorState") 
        StateChanged: MotionSensorEvent @event(id: "urn:tdm:aws/
examples:event:MotionSensorEvent")
}         
       

StateChanged イベント名は、デバイス定義でデバイスの機能を実装するときに使用します。

デバイスの機能の作成 (カメラ)
カメラデバイスの機能は、イメージをキャプチャするカメラのアクションを表します。カメラデバイスの
機能には、次の 2 つの TDM エンティティが必要です。

• State - カメラが撮影した最後のイメージを表す
• Action - イメージをキャプチャするときにカメラが送信する通知を表す

Action には、デバイスの State のインスタンスを表す複雑な Property も必要です。この Property
は、デバイスがイメージをキャプチャするたびに MQTT トピックに発行するペイロードです。

カメラはイメージをキャプチャして保存します。カメラがキャプチャした最後のイメージをその状態で保
存します。次の GraphQL は、この状態を定義します。

 type CameraState @stateType(id: "urn:tdm:aws/examples:state:CameraState") { 
            lastClickedImage : Uri @property(id: "urn:tdm:aws:property:String")
} 
       

イメージをキャプチャした後、カメラは MQTT トピックにメッセージを送信します。このメッセージに
は、カメラの現在の状態 (この場合は、最後にキャプチャしたイメージの場所) を説明するプロパティが

65



AWS IoT Things Graph ユーザーガイド
デバイス定義の作成

含まれています。モーションセンサーで行ったように、カメラの状態のインスタンスである複雑なプロパ
ティを作成する必要があります。次の GraphQL は、このプロパティを定義します。

type CameraStateProperty @propertyType(id: "urn:tdm:aws/
examples:property:CameraStateProperty",
instanceOf: "urn:tdm:aws/examples:state:CameraState") {ignore:void}     
       

このプロパティを、カメラがイメージをキャプチャし、状態が変化したときにカメラが送信するペイロー
ドとして使用します。次の GraphQL は、この Action を定義し、MQTT トピックに発行する値として複
雑なプロパティを指定します。

type Capture @actionType(id:"urn:tdm:aws/examples:action:Capture") { 
        return : CameraStateProperty @property(id: "urn:tdm:aws/
examples:property:CameraStateProperty")
} 
       

デバイスがどの MQTT トピックに対してこのペイロードを発行するかは、後でデバイス定義を作成すると
きに指定します。

これで、デバイスの機能を定義する準備ができました。機能には、前に作成した CameraState
と、capture というわかりやすい名前の付いた Capture アクションのインスタンスの両方が含まれま
す。この機能を一意に識別する TDM URN は、カメラの抽象デバイスモデルを作成したときに使用したも
のと一致します。

type CameraCapability @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/
examples:capability:CameraCapability") { 
        STATE: CameraState @state(id: "urn:tdm:aws/examples:state:CameraState") 
        capture: Capture @action(id: "urn:tdm:aws/examples:action:Capture")
}         
       

capture イベント名は、デバイス定義でデバイスの機能を実装するときに使用します。

デバイス定義の作成
これで、完全に定義された機能を含む抽象デバイスモデルが作成されたので、特定のデバイスの定義を記
述できます。抽象デバイスモデルと機能は、モーションセンサーが何をするかを汎用レベルで指定しま
す。デバイス定義は、フローデプロイで使用する特定のデバイスが AWS IoT Things Graph とどのように
やり取りするかを指定します。

デバイス定義には、MQTT ブロックが含まれています。このブロックは、前に定義した機能を実装しま
す。また、デバイスがペイロード (デバイスの状態が変更されたことを指定する複合プロパティ) を発行す
る MQTT トピックも指定します。次の GraphQL には、モーションセンサーのデバイス定義が含まれてい
ます。

query HCSR501MotionSensor @device(id: "urn:tdm:aws/examples:device:HCSR501MotionSensor", 
            deviceModel: "urn:tdm:aws/examples:deviceModel:MotionSensor") { 
        MQTT { 
            MotionSensorCapability(id: "urn:tdm:aws/
examples:capability:MotionSensorCapability") { 
                state { 
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                    isMotionDetected(name:"isMotionDetected", 
 property:"urn:tdm:aws:property:Boolean") 
                } 
                Event(name: "StateChanged") { 
                    Subscribe(topic: "$macro(${systemRuntime.deviceId}/motion)") { 
                            responsepayload(property: "urn:tdm:aws/
examples:property:MotionSensorStateProperty") 
                    } 
                } 
            } 
        }
}    
       

主な特徴:

• @device 宣言後に含まれる 2 つのパラメータは、デバイスの ID と、デバイスが継承する抽象デバイス
モデルです。

• MQTT ブロックには、前に作成した状態と、状態定義で指定したブール型プロパティが含まれます。
• MQTT ブロックには、Event ブロックも含まれます。このブロックは、機能定義で指定したイベント名
StateChanged と一致する値を持つ name 引数を取ります。

• イベントは Subscribe ブロックを使用して、イベント通知が発行される場所を指定しま
す。Subscribe ブロックは、デバイスが通知を発行する MQTT トピックを指定する topic 引数を取
ります。この場合、定義は macro キーワードを使用して、特定のフローデプロイでデバイスに関連付け
たモノの名前を AWS IoT レジストリ内に保存するシステム変数の値を含めます。これは、複数のフロー
デプロイのモノが一意の MQTT トピックに発行されるようにするための便利な方法です。

• responsepayload ブロックは、デバイスが MQTT トピックに送信するペイロードを指定する
property 引数を取ります。この場合、デバイスは、前に作成した複雑なプロパティの値を送信しま
す。

次の GraphQL には、カメラのデバイス定義が含まれています。

query RaspberryPiCamera @device(id: "urn:tdm:aws/examples:device:RaspberryPiCamera", 
            deviceModel: "urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Camera") { 
        MQTT { 
            CameraCapability(id: "urn:tdm:aws/examples:capability:CameraCapability") { 
                state { 
                    lastClickedImage(name: "lastImage", property: 
 "urn:tdm:aws:property:String") 
                } 
                Action(name: "capture") { 
                    Publish { 
                        Request(topic: "$macro(${systemRuntime.deviceId}/capture)") { 
                            params 
                        } 
                        Response(topic: "$macro(${systemRuntime.deviceId}/capture/
finished)") { 
                            responsePayload(property: "urn:tdm:aws/
examples:property:CameraStateProperty") 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
        }
} 
         

主な特徴:

67



AWS IoT Things Graph ユーザーガイド
Modbus デバイスモデリング 101

• @device 宣言後に含まれる 2 つのパラメータは、デバイスの ID と、デバイスが継承する抽象デバイス
モデルです。

• MQTT ブロックには、前に作成した状態と、状態定義で指定した String プロパティが含まれます。
• MQTT ブロックには、Action ブロックも含まれます。このブロックは、機能定義で指定したイベント

名 StateChanged と一致する値を持つ name 引数を取ります。
• アクションは Publish ブロックを使用して、アクションが出力を発行する場所を指定しま

す。Publish ブロックには、Request ブロックと Response ブロックが含まれます。Request ブ
ロックは、通知が発行されたときに動作中のアクションを設定する MQTT トピックを指定します。アク
ションが完了したことを示す通知を送信するには、Response ブロックを使用します。この通知には、
カメラがキャプチャした最後のイメージの場所が含まれます。

• Response ブロック内の responsepayload ブロックは、デバイスが MQTT トピックに送信するペイ
ロードを指定する property 引数を取ります。この場合、デバイスは、前に作成した複雑なプロパティ
の値を送信します。

Aukru-HC-SR501.zip および RaspberryPiCamera.zip ファイルには、このトピックで説明しているすべて
の GraphQL コードが含まれています。それらをダウンロードしてコードを操作し、変更内容を AWS IoT 
Things Graph にご自分でアップロードしてください。

Modbus デバイスモデリング 101
このトピックでは、Modbus デバイス用のモデルを作成するときに検討および計画する必要があることに
ついて説明します。

参照ポイントとして気象監視デバイスを使用しますが、このトピックで説明するプロセスは、Modbus 通
信プロトコルを使用する任意のデバイスに適用できます。ここでモデル化する気象監視デバイスは Elsner 
P03 Weather Station です (必ず仕様の説明を読んでください)。

Elsner-Weather-Station.zip ファイルには、このトピックで説明したすべての GraphQL コードが含まれて
います。

Elsner P03 Weather Station は、物理的環境の状態を測定します。仕様にあるデバイスの説明から、このデ
バイスは次の機能を実行することがわかります。

• 東、南、西のセンサーで明るさを測定
• 日没と日の出の認識
• 風の強さを測定
• 温度を測定
• 降水の有無を認識

デバイスを定義するときには、2 つの部分を作成する必要があります。1 番目は抽象デバイスモデルで
す。この部分は、ある種類のデバイスが行うことを一般的に定義します。2 番目の部分は、モデルを実装
するデバイス定義です。デバイス定義は、デバイスで使用される通信プロトコルを指定します。異なるプ
ロトコルを使用するデバイスは、同じデバイスモデルから継承できます。

デバイスを定義する前に、AWS IoT Things Graph コンソールを調べて、定義しているデバイスの種類の抽
象モデルがすでに存在するかどうかを確認します。その場合は、デバイスを定義するタスクに進むことが
できます。
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デバイスの既存の抽象デバイスモデルがコンソールに見つからない場合は、それを定義する必要がありま
す。この演習では、気象監視デバイスのモデルが現在は存在しないと仮定します。

抽象デバイスモデルの作成
デバイスが提供する機能について考えることから始めます。気象監視デバイス、または気象観測所は、気
温、風速、太陽光の明るさなど、物理的環境のさまざまな条件を測定します。AWS IoT Things Graph デー
タモデル (TDM) では、デバイスが実行できるこの一連のアクションはその機能です。

このデバイスは Modbus プロトコルを使用しているため、AWS IoT Things Graph はポーリングデバイス
とのみ通信します。このデバイスは他のデバイスからの入力を受け取らないので、TDM で Modbus デバイ
スをモデル化するときは、イベントを定義する必要はありません。Modbus デバイスの機能にはアクショ
ンのみが含まれています。

これを知っていれば、抽象 TDM デバイスモデルの作成から始めることができます。([REGION] と 
[ACCOUNT ID] 値は、アカウントに固有です。Suffix] 値は、気象観測所の異なるバージョンを作成する
まで 1 です。)

type  
WeatherStation @deviceModel(id: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:deviceModel:WeatherStation_{{SUFFIX}}",  
                                            capability: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:capability:WeatherStationCapability_{{SUFFIX}}"){ 
        IGNORE: VOID 
    } 
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次に、抽象モデルに含めた機能を定義する必要があります。製品仕様を調べ、ポーリングデバイスが実行
するすべてのアクションと、データの読み取りと書き込みに使用されるレジスターを書き留めます。一般
的な気象観測所のデバイスは、ポーリングしているデバイスからのみデータを読み取る必要があるため、
すべてのアクションは「取得」オペレーションになります。

気象観測所のモデルを作成しているので、雨を認識し、気温、風速、および東、西、南からの日光の明る
さを測定する機能を作成する必要があります。

type
WeatherStationCapability @capabilityType(id: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:capability:WeatherStationCapability_{{SUFFIX}}") { 
        getOutdoorTemperature: GetOutdoorTemperature @action(id: "urn:tdm:{{REGION}}/
{{ACCOUNT_ID}}/default:action:GetOutdoorTemperature_{{SUFFIX}}") 
        getIlluminanceOfSun_south: GetIlluminanceOfSun_south @action(id: "urn:tdm:
{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/default:action:GetIlluminanceOfSun_south_{{SUFFIX}}") 
        getIlluminanceOfSun_west: GetIlluminanceOfSun_west @action(id: "urn:tdm:{{REGION}}/
{{ACCOUNT_ID}}/default:action:GetIlluminanceOfSun_west_{{SUFFIX}}") 
        getIlluminanceOfSun_east: GetIlluminanceOfSun_east @action(id: "urn:tdm:{{REGION}}/
{{ACCOUNT_ID}}/default:action:GetIlluminanceOfSun_east_{{SUFFIX}}") 
        getLight: GetLight @action(id: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:action:GetLight_{{SUFFIX}}") 
        getWindSpeed: GetWindSpeed @action(id: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:action:GetWindSpeed_{{SUFFIX}}") 
        getRainCheck: GetRainCheck @action(id: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:action:GetRainCheck_{{SUFFIX}}") 
    }      
     

デバイスの機能を実装する
ここで、デバイスモデルの機能に含めたアクションを定義する必要があります。これを行うには、製品の
仕様を調べ、デバイスが機能内のアクションをどのように実行するかを判断します。

Elsner P03 Weather Station の仕様に記載されているデバイス機能は、デバイスモデル機能に含めたアク
ションに対応しています。

• getIlluminanceOfSun の 3 つのアクションタイプは、デバイスの 3 つの明るさセンサーに対応して
います。

• getLight アクションは、日没と日の出の認識に対応しています。
• getRainCheck アクションは降雨を認識する機能に対応し、getOutdoorTemperature および
getWindSpeed アクションはデバイスの温度および風の強さの測定機能に対応します。

この仕様には P03-Modbus output string (P03-Modbus 出力文字列) という名前のテーブルも含まれていま
す。このテーブルには次の情報が含まれています。

• 各測定値が格納されているレジスターアドレス。
• 各測定値を格納するために必要なバイト数。
• 各レジスター ([Variable (変数)] 列の下) に格納されている測定の種類。
• 各測定の [Meaning (意味)]。この列には、測定値のデータ型に関する重要な情報もあります。

以下の表からの抜粋は、仕様内の情報が、ユーザーのアクション定義と抽象デバイスモデルの完成時に作
成するデバイス定義の両方にどのように対応するかを理解するのに役立ちます。
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バイト数 レジスターアドレ
ス

可変   意味

3 0 屋外温度 H 符号付き、値/10 =

気温 xx.x°C

4   屋外温度 L  

5 1 太陽センサー、南 H 1〜99 キロルクス

6   太陽センサー、南 L  

この抜粋は、気温の測定値がレジスターアドレス 0 に格納されており、そのサイズが 2 バイトであること
を示しています。これには符号が含まれ (0 より上か下か)、摂氏目盛りが使用されます。これから、組み
込み TDM データ型 Int16 を getOutdoorTemperature アクションの戻り型として 戻り値の型として
使用できることがわかります。また、値を取得するために 2 バイトを読み取る必要があることもわかりま
す。この抜粋はまた、デバイスが南の太陽光の測定値をレジスターアドレス 1 に格納し、そのサイズも 2 
バイトであることを示しています。この値は Int16 としても返されます。

実際、アクションが測定する値のうち 1 つを除くすべての値を Int16 データ型で返すことができます。
雨センサーの測定値 (レジスターアドレス 7 にある) には、1 バイトのブール値が格納されます。

アクション定義を作成するときには、返されるデータ型について理解しておく必要があります。デバイス
定義を作成するときには、レジスターアドレス、データ型、およびサイズ (バイト単位) に関する情報を使
用します。

これで、デバイス、デバイスの機能、およびデバイスの動作方法に関する知識を使用して、次のアクショ
ンを定義できるようになりました。

type
GetOutdoorTemperature @actionType(id: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:action:GetOutdoorTemperature_{{SUFFIX}}") { 
        return: DegreesCelsius @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
    }
type
GetIlluminanceOfSun_south @actionType(id: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:action:GetIlluminanceOfSun_south_{{SUFFIX}}") { 
        return: KiloLux @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
    }
type
GetIlluminanceOfSun_west @actionType(id: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:action:GetIlluminanceOfSun_west_{{SUFFIX}}") { 
        return: KiloLux @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
    }
type
GetIlluminanceOfSun_east @actionType(id: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:action:GetIlluminanceOfSun_east_{{SUFFIX}}") { 
        return: KiloLux @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
    }
type
GetLight @actionType(id: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:action:GetLight_{{SUFFIX}}") { 
        return: Lux @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
    }
type
GetWindSpeed @actionType(id: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:action:GetWindSpeed_{{SUFFIX}}") { 
        return: WindSpeed @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
    }
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type
GetRainCheck @actionType(id: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:action:GetRainCheck_{{SUFFIX}}") { 
        return: IsRain @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
    } 
     

デバイスの定義を作成する
これで、完全な抽象デバイスモデルが完成しました。気象観測所が実行する機能と、この機能を実行する
ために必要なアクションを定義しました。次に、デバイスが抽象デバイスモデルの機能をどのように実装
するかを定義する必要があります。

これを行うには、次のことを知っておく必要があります。

• AWS IoT Things Graph のメッセージ送信先となる Modbus エンドポイント ID
• ポーリングデバイスが各アクションによって返されたそれぞれの情報を取得する各レジスターのアドレ

ス
• 読み取るバイト数
• 各測定値のデータ型

次の例は、これらの値がデバイス定義でどのように使用されるかを示しています。(Modbus デバイス定義
の要素についての詳細は、「Modbus」を参照してください。)

 query  
 ModbusElsnerWeatherStation @device(id: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:device:ModbusElsnerWeatherStation_{{SUFFIX}}", 
                                             deviceModel: "urn:tdm:{{REGION}}/
{{ACCOUNT_ID}}/default:deviceModel:WeatherStation_{{SUFFIX}}") { 
        Modbus(ServerId:"2") { 
            Capability (id: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:capability:WeatherStationCapability_{{SUFFIX}}") { 
                Action(name: "getOutdoorTemperature") { 
                    Params 
                    ReadInputRegisters { 
                        Request (Address: 0, ReadCount: 1) 
                        Response { 
                            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
                        } 
                    } 
                } 
                Action(name: "getIlluminanceOfSun_south") { 
                    Params 
                    ReadInputRegisters { 
                        Request (Address: 1, ReadCount: 1) 
                        Response { 
                            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
                        } 
                    } 
                } 
                Action(name: "getIlluminanceOfSun_west") { 
                    Params 
                    ReadInputRegisters { 
                        Request (Address: 2, ReadCount: 1) 
                        Response { 
                            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
                        } 
                    } 
                } 
                Action(name: "getIlluminanceOfSun_east") { 
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                    Params 
                    ReadInputRegisters { 
                        Request (Address: 3, ReadCount: 1) 
                        Response { 
                            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
                        } 
                    } 
                } 
                Action(name: "getLight") { 
                    Params 
                    ReadInputRegisters { 
                        Request (Address: 4, ReadCount: 1) 
                        Response { 
                            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
                        } 
                    } 
                } 
                Action(name: "getWindSpeed") { 
                    Params 
                    ReadInputRegisters { 
                        Request (Address: 5, ReadCount: 1) 
                        Response { 
                            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
                        } 
                    } 
                } 
                Action(name: "getRainCheck") { 
                    Params 
                    ReadInputRegisters { 
                        Request (Address: 6, ReadCount: 1) 
                        Response { 
                            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }      
     

@device の宣言の後に含まれる 2 つのパラメータは、デバイスの ID とデバイスモデルです。Modbus プ
ロトコルブロック内の serverId 値は Modbus エンドポイント ID です。ReadInputRegisters ブロッ
ク内の各リクエストには、デバイスが返すそれぞれの値のレジスターアドレスと読み込み数が含まれてい
ます。各戻り値のデータ型は responsePayload ブロックに含まれています。

Elsner-Weather-Station.zip ファイルには、このトピックで説明したすべての GraphQL コードが含まれて
います。ダウンロードして使用してから、手動で AWS IoT Things Graph にアップロードします。

サービスモデリング 101
このトピックでは、フローに含めるサービスのモデルを作成するときに検討および計画する必要があるこ
とについて説明します。2 つのサービス例を使用します。1 つは Amazon Rekognition サービスの機能を公
開するもの、もう 1 つは AWS Lambda 関数を実装するものです。このトピックがサービスのモデリング
に採用しているアプローチは、他の AWS サービスおよび Lambda 関数にも適用できます。

ServiceModels101.zip ファイルには、このトピックで説明したすべての GraphQL コードが含まれていま
す。

Note

このトピックで説明する Amazon Rekognition と getS3Lambda サービスモデルは、AWS IoT 
Things Graph コンソールで使用できます。「Lambda 関数を使用したフローの作成」 の例では、
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ここで説明した getS3Lambda サービスを使用しています。「デバイスとサービスを使用したフ
ローの作成」の例では、このトピックで説明した Amazon Rekognition サービスを使用していま
す。

AWS のサービスのモデリング
Amazon Rekognition は、オブジェクト、人物、テキスト、シーン、アクティビティを識別できる機械学
習サービスです。各機能を公開するエンドポイントへの REST リクエストをサポートしています。このト
ピックの例では、Amazon Rekognition DetectFaces API を AWS IoT Things Graph サービスとして実装
します。

モデルの作成を始める前に、基盤となる AWS サービスの要件を理解する必要があります。この情報は、
「Amazon Rekognition API リファレンス」で確認できます。

基盤となるサービスを理解する
Amazon Rekognition API リファレンスの最初のページにある以下の表には、API のすべての HTTP オペ
レーションに追加する必要があるヘッダーが含まれています。

ヘッダー 値 説明

Content-Type: application/x-amz-json-1.1 リクエストコンテンツが 
JavaScript Object Notation 
(JSON) であることを指定しま
す。また、JSON バージョンを指
定します。

X-Amz-Date: <Date> Authorization ヘッダー内の署
名を作成するときに使用され
る日付。ISO 8601 基本形式
の YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z'
にする必要があります。たと
えば、20141123T120000Z
という日付/時間は、Amazon 
Rekognition で使用できる有効な
x-amz-date です。

X-Amz-Target: RekognitionService.<operation> ターゲットの Amazon 
Rekognition オペ
レーション。たとえ
ば、RekognitionService.ListCollections
を使用して ListCollections
オペレーションを呼び出しま
す。

サービスモデルは、DetectFaces API への呼び出しにこれらのパラメータを含める必要がありま
す。AWS IoT Things Graph ランタイムがリクエストに X-Amz-Date ヘッダーを自動的に追加するため、
モデルがそれらに対応する必要はありません。したがって、HTTP リクエスト定義には次のヘッダーパラ
メータが含まれます。

headerParams { 
  param(name:"Accept", property:"urn:tdm:aws:Property:String", value:"application/json") 
  param(name:"Content-Type", property:"urn:tdm:aws:Property:String", value:"application/x-
amz-json-1.1") 
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  param(name:"X-Amz-Target", property:"urn:tdm:aws:Property:String", 
 value:"RekognitionService.DetectFaces")
} 
       

headerParams ブロックは、リクエストの必須ヘッダーパラメーターを設定します。Amazon 
Rekognition では、使用する機能 (RekognitionService.DetectFaces) に対して x-amz-json-1.1
コンテンツタイプと REST エンドポイント (X-Amz-Target) を指定する必要があります。この例で
は、AWS IoT Things Graph サービスは json の戻り値を想定しているので、Accept ヘッダーも含めま
す。

次に、「DetectFaces API」のリファレンスドキュメントを確認する必要があります。この API ではイ
メージを BLOB (Base64 でエンコードされたバイナリデータオブジェクト) または S3Object として渡す必
要があります。このサービス例は Amazon S3 オブジェクトを渡すため、HTTP リクエスト定義には次の本
体パラメータが含まれています。

bodyParams { 
  param(name:"", property:"urn:tdm:aws:Property:String", 
  value:"$macro({\"Image\":{\"S3Object\":{\"Bucket\":\"${bucketName.value}\",\"Name\":
\"${itemName.value}\"}}})")
} 
       

bodyParams ブロックで名前と値のペアを別々に定義したり、JSON オブジェクトで名前と値のペアを
渡したりすることができます。この例では JSON オブジェクトを使用しているため、name 属性は空の文
字列です。$macro 関数は、中括弧で囲まれ、ドル記号 (${}) が先頭に付加されたプレースホルダーを、
サービスアクティビティで値が指定された変数に置き換えます。定義しているサービスでは、Amazon S3 
バケット名と項目名 (S3 オブジェクトキー名とも呼ばれる) をそのアクティビティのパラメータとして指
定する必要があります。

アクションを定義する
これで、AWS サービスとして実装している AWS IoT Things Graph サービスの要件を理解できたので、
サービスモデルに実装する 1 つまたは複数のアクションを定義できます。

次の GraphQL は、DetectFaces アクションを定義する方法を示しています。

type DetectFaces @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples:action:DetectFaces") { 
    bucketName: String @property(id: "urn:tdm:aws:Property:String") 
    itemName: String @property(id: "urn:tdm:aws:Property:String") 
    return: RkgnResponseProperty @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Json")
}         
       

@actionType ディレクティブは、新しいアクションを一意に識別する URN 値を割り当てま
す。DetectFaces アクションは、 Amazon S3バケットと項目名を設定する 2 つの文字列プロパティで構
成されています。return キーワードは、戻り値に名前を割り当て (RkgnResponseProperty)、そのプ
ロパティタイプを JSON に設定します。

機能を定義する
デバイスと同様に、AWS IoT Things Graph サービスは機能を実装します。サービスの機能は、サービスに
対して定義したアクションで構成されます。次の GraphQL は、先ほど定義した DetectFaces アクショ
ンを含む Amazon Rekognition 機能を定義しています。
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type RekognitionCap @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/examples:capability:RekognitionCap") { 
    detectFaces: DetectFaces @action(id: "urn:tdm:aws/examples:action:DetectFaces")
}               

サービスモデルを定義する
この時点で、完全なサービスモデルを作成するために必要なものが揃いました。サービスモデルには、先
ほど作成した RekognitionCap 機能が実装されます。サービス定義内で、通信プロトコルとして REST
を指定することで、サービスとのやり取りを可能にします。HTTP リクエストのヘッダーと本文のパラ
メータを REST サービスに設定するサービスモデルの部分をすでに確認しました。必要なのはすべての部
分をまとめて、適切なパラメータがデバイスアクションに渡されることを確認するだけです。

 query Rekognition @service(id:"urn:tdm:aws/examples:service:Rekognition") { 
    REST { 
        RekognitionCap(id:"urn:tdm:aws/examples:capability:RekognitionCap") { 
            Action(name:"detectFaces") { 
                params { 
                    param(name:"bucketName", property:"urn:tdm:aws:Property:String") 
                    param(name:"itemName", property:"urn:tdm:aws:Property:String") 
                } 
                HttpPost { 
                    Request(url:"$macro(https://rekognition.
${systemConfig.awsRegion}.amazonaws.com)", auth:"SigV4", awsServiceName:"rekognition") { 
                        headerParams { 
                            param(name:"Accept", property:"urn:tdm:aws:Property:String", 
 value:"application/json") 
                            param(name:"Content-Type", 
 property:"urn:tdm:aws:Property:String", value:"application/x-amz-json-1.1") 
                            param(name:"X-Amz-Target", 
 property:"urn:tdm:aws:Property:String", value:"RekognitionService.DetectFaces") 
                        } 
                        bodyParams { 
                            param(name:"", property:"urn:tdm:aws:Property:String", 
                               value:"$macro({\"Image\":{\"S3Object\":{\"Bucket\":
\"${bucketName.value}\",\"Name\":\"${itemName.value}\"}}})") 
                        } 
                    } 
                    Response { 
                        responsePayload(property:"urn:tdm:aws:Property:Json") 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
}        
       

@service 宣言内の REST キーワードはこれを、基盤となる AWS サービスへの呼び出しを行うために 
REST インターフェイスを使用する HTTP AWS IoT Things Graph サービスとして定義します。Action 名
は、RekognitionCap 機能定義内のアクションの名前と対応しています。

HttpPost ブロックには、Request と Response の定義が含まれています。headerParams および
bodyParams のブロックをすでに確認しました。HTTP リクエスト URL を作成するために使用される
$macro 関数は、${systemConfig.awsRegion} プレースホルダーをユーザーの AWS リージョンに置
き換えます。(ユーザーのアカウント ID を取得する必要がある場合は、$systemConfig.accountId を
使用することもできます。)

基盤となるウェブサービスが AWS サービスの場合、Request ブロックにも auth と awsServiceName
の値が必要です。署名バージョン 4 (SigV4) は、HTTP リクエストで送信された情報を AWS が認証する方
法です。現在、認証は AWS サービスでのみサポートされています。
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Response ブロックは、HTTP レスポンスのコンテンツタイプを JSON オブジェクトとして設定します。
これは、DetectFaces アクション定義で指定した戻り型に対応しています。

params ブロックには、フローでの使用時にサービスに送信する必要がある 2 つのパラメータが含まれ
ています。「デバイスとサービスを使用したフローの作成」では、(フローの作成時に追加した) Amazon 
Rekognition サービスモデル の WebServiceActivity 定義がこれらの値を CameraRkgnExample デバ
イスから取得します。

{ 
  WebserviceActivity(webservice: "urn:tdm:aws/examples:service:Rekognition", out: 
 "rekognitionResult") { 
    detectFaces(bucketName: "${cameraResult.s3BucketName}", itemName: 
 "${cameraResult.s3ItemName}") 
  }
}       
       

WebServiceActivity 定義は、カメラがイメージを Amazon S3 バケットとして送信することを想定
しています。ユーザー独自のフローは異なる動作をする場合があり、この方法ではカメラがイメージ
を渡せないことがあります。カメラが別のフォーマットでイメージを送信する場合、違いに対応するた
め、DetectFaces アクションに他のプロパティを含める必要があります。

「デバイスとサービスを使用したフローの作成」の例では、Amazon Rekognition レスポンスに対して何の
処理も行われません。単に表示デバイスにイメージを渡すだけです。イメージをスクリーンに送信する前
に結果を処理してロジックを適用する AWS Lambda 関数を記述することで、このギャップを埋めること
ができます。これを AWS IoT Things Graph サービスとして実装する場合は、この関数をフローに含める
ことができます。次のセクションではその方法を説明します。

AWS Lambda 関数のモデリング
Lambda 関数を実装する AWS IoT Things Graph サービスには、AWS サービスが実装されているものと
ほとんど同じコンポーネントがあります。基盤となる Lambda 関数を作成するため、入力としてどの値
を取り、出力として返すことができるかをより細かく制御できます。この例で説明した getS3Lambda
サービスは、「Lambda 関数を使用したフローの作成」の例で使用されています。この関数のコードは
Lambdas.zip ファイルでダウンロードできます。そのファイルのサンプルコードを使用して、AWS IoT 
Things Graph サービスとして Lambda 関数を使用し始めることができます。

Lambda 関数をアクションとしてモデル化する
getS3Lambda サービスは、同じ名前で Lambda 関数を実装しています。前のセクションで説明した 
Amazon Rekognition サービスと同様に、この関数も Amazon S3 バケットとオブジェクトの名前をパラ
メータとして使用します。この場合、以下の関数のスニペットのように、パラメータの名前は bucket と
key になります。

    const params = { 
        Bucket: bucket, 
        Key: key, 
    }; 
       

サービスモデル定義は、そのアクションブロックに対応する params セクションを必要とします。

params { 
  param(name: "bucket", property:"urn:tdm:aws:property:String") 

77

iot-tg-gs-thingdev-sample.html
iot-tg-gs-thingdev-sample.html
iot-tg-gs-lambda-sample.html
samples/Lambdas.zip


AWS IoT Things Graph ユーザーガイド
AWS Lambda 関数のモデリング

  param(name: "key", property:"urn:tdm:aws:property:String")
} 
       

getS3Lambda コードは、バケットからオブジェクトを取得し、文字列としての値と文字列の長さを含む
オブジェクトを返します。次の GraphQL は対応するアクション定義を示しています。

type getS3ObjectAsStringAction @actionType(id: "urn:tdm:aws/
examples:action:getS3ObjectAsStringAction") { 
    bucket: String @property(id: "urn:tdm:aws:property:String"), 
    key : String @property(id: "urn:tdm:aws:property:String"), 
    return : getS3ObjectAsStringResponse @property(id: "urn:tdm:aws/
examples:property:getS3ObjectAsStringResponse")
} 
       

@actionType ディレクティブは、新しいアクションを一意に識別する URN 値を割り当てま
す。getS3ObjectAsStringAction アクションは、 Amazon S3バケットとオブジェクト
名を設定する 2 つの文字列プロパティで構成されています。return キーワードは、戻り値 
(getS3ObjectAsStringResponse) に名前を割り当て、そのプロパティタイプを urn:tdm:aws/
examples:property:getS3ObjectAsStringResponse に設定します。これは組み込みプロパティタ
イプではありません。文字列と長さの両方を含む複雑なプロパティです。このプロパティタイプを定義す
る必要があります。

複雑なプロパティを定義する
複雑なプロパティは状態のインスタンスとして作成されます。状態は、複雑なプロパティに含めるプロパ
ティで構成されています。

まず、Amazon S3 オブジェクトのコンテンツを表す文字列と Int32 値、および文字列の長さを含む状態
を作成することから始めます。

type S3ObjectDocument @stateType(id : "urn:tdm:aws/examples:State:S3ObjectDocument") { 
    message: String @property(id: "urn:tdm:aws:property:String"), 
    length: Int @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int32")
} 
         

この状態は、message という名前の String プロパティと length という名前の Int32 プロパティで構
成されます。これで、この状態のインスタンスである複雑なプロパティを作成できるようになりました。

type getS3ObjectAsStringResponse @propertyType(id: "urn:tdm:aws/
examples:property:getS3ObjectAsStringResponse" instanceOf: "urn:tdm:aws/
examples:State:S3ObjectDocument") {ignore:void} 
         

機能を定義する
デバイスと同様に、AWS IoT Things Graph サービスは機能を実装します。サービスの機能は、
サービスに対して定義したアクションで構成されます。次の GraphQL は、作成したばかりの
getS3ObjectAsStringAction アクションを含む機能を定義します。
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type getS3Capability @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/examples:capability:getS3Capability") 
 { 
    getS3ObjectAsString : getS3ObjectAsStringAction @action(id: "urn:tdm:aws/
examples:action:getS3ObjectAsStringAction")
}            
           

サービスモデルを定義する
この時点で、完全なサービスモデルを作成するために必要なものが揃いました。サービスモデルには、先
ほど作成した getS3Capability 機能が実装されます。bucket と key の値をサービスに送信するサー
ビスモデルの部分をすでに確認しました。必要なのは、すべての部分をまとめて、適切なパラメータが
サービスアクションに渡されるようにするだけです。

サービス定義内で、通信プロトコルとして AwsLambda を指定することで、Lambda 関数とのやり取り
を可能にします。AWS IoT Greengrass グループで Lambda 関数を実行する場合は、Action ブロック内
に InvokeGreengrassLambdaを指定します。クラウド上で Lambda 関数を実行する場合は、代わりに
InvokeCloudLambda を指定します。

query getS3Lambda @service(id: "urn:tdm:aws/examples:Service:getS3Lambda") { 
    AwsLambda { 
        getS3Capability(id: "urn:tdm:aws/examples:capability:getS3Capability") { 
            Action(name: "getS3ObjectAsString") { 
                params { 
                    param(name: "bucket", property:"urn:tdm:aws:property:String") 
                    param(name: "key", property:"urn:tdm:aws:property:String") 
                } 
                InvokeGreengrassLambda { 
                    Request(arn:"$macro(arn:aws:lambda:${systemConfig.awsRegion}:
${systemConfig.awsAccountId}:function:GetS3Object:1)") { 
                        params { 
                            param(name: "bucket", property:"urn:tdm:aws:property:String", 
 value: "${bucket.value}") 
                            param(name: "key", property:"urn:tdm:aws:property:String", 
 value: "${key.value}") 
                        } 
                    } 
                    Response { 
                        responsePayload(property: "urn:tdm:aws/
examples:property:getS3ObjectAsStringResponse") 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
           

@service 宣言内の AwsLambda キーワードは、これを AWS Lambda 関数を実装する AWS IoT Things 
Graph サービスとして定義します。Action 名は、getS3Capability 機能定義内のアクションの名前と
対応しています。

InvokeGreengrassLambda ブロックには、Request と Response の定義が含まれています。Lambda 
関数の ARN を作成するために使用される $macro 関数は、${systemConfig.awsRegion} プレースホ
ルダーと $systemConfig.accountId プレースホルダーをユーザーの AWS リージョンとアカウント ID 
に置き換えます。このサービス例では、ユーザーが GetS3Object という名前の Lambda 関数を作成した
と想定しています。また、ユーザーはその関数のバージョン 1 を使用する必要があります。

InvokeCloudLambda ブロックとクラウドで実行される Lambda 関数を使用することができます。これ
は同じ方法で動作します。
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Response ブロックは、レスポンスのコンテンツタイプを、作成した getS3ObjectAsStringResponse
プロパティとして設定します。これは、getS3ObjectAsStringAction アクション定義で指定した戻り
型に対応しています。

params ブロックには、フローでの使用時にサービスに送信する必要がある 2 つのパラメータが含まれて
います。「Lambda 関数を使用したフローの作成」では、getS3Object サービスモデル (フローの作成時
に追加したもの) の WebServiceActivity 定義がこれらの値を設定します。

{ 
      WebserviceActivity(webservice: "urn:tdm:aws/examples:Service:getS3Lambda", out: 
 "getS3LambdaResult") { 
        getS3ObjectAsString(bucket: "tg-test-gg", key: "HelloWorld.txt") 
      }
} 
           

ServiceModels101.zip ファイルには、このトピックで説明したすべての GraphQL コードが含まれていま
す。ダウンロードして使用してから、手動で AWS IoT Things Graph にアップロードします。

エンティティの作成とアップロード
フローのエンティティの作成には、次の 3 つの主なタスクが関連します。

• エンティティ (デバイスを含む) をフローで定義する。
• プライベート名前空間にエンティティをアップロードする。
• レジストリ内のモノを、定義およびアップロードしたデバイスに関連付ける。

このトピックでは、AWS CLI または AWS IoT Things Graph コンソールを使用してこれらのタスクを完了
する方法について説明します。

[Step 1.](ステップ 1.) エンティティを定義する
次の GraphQL には、「フローでの作業」で説明されているフローを構成するエンティティの完全な定義
が含まれています。(Things Graph Data Model (TDM) で GraphQL を使用する方法の概要については、
「AWS IoT Things Graph データモデルと GraphQL」を参照してください。

これらの定義は、デバイスを構成するすべての TDM エンティティとともに、バーコードリーダーとリー
ダーの出力で何らかの処理を実行する別のデバイスを作成します。

Note

モデルをアップロードする前に、次の例に示すように、すべての定義を中弧間で囲む必要があり
ます。

{ 
  # Basic type definitions 
  type 
  String @propertyType(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:property:String", dataType: 
 String) { 
    IGNORE: VOID 
  } 

  type 
  Boolean @propertyType(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:property:Boolean", dataType: 
 Boolean) { 
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    IGNORE: VOID 
  } 

  # Complex Type (State) definitions 
  type 
  BarcodeType @stateType(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:state:BarcodeType") { 
    id: Property @property(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:property:String") 
  } 

  type 
  Barcode @propertyType(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:property:Barcode", 
 instanceOf: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:state:BarcodeType") { 
    IGNORE: VOID 
  } 

  # Action definitions 
  type 
  DeviceA_ReadBarcode @actionType(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:action:DeviceA_ReadBarcode") { 
    return: Property @property(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:property:Barcode") 
  } 

  type 
  DeviceB_Action @actionType(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:action:DeviceB_Action") 
 { 
    input: Property @property(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:property:Barcode") 
  } 

  # Capability definitions 
  type 
  DeviceA @capabilityType(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:capability:DeviceA") { 
    readBarcode: Action @action(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:action:DeviceA_ReadBarcode") 
  } 

  type 
  DeviceB @capabilityType(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:capability:DeviceB") { 
    doSomething: Action @action(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:action:DeviceB_Action") 
  } 

  # Device model definitions (abstract device) 
  type 
  DeviceB @deviceModel(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DeviceB", 
 capability: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:capability:DeviceB") { 
    IGNORE: VOID 
  } 

  type 
  DeviceA @deviceModel(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DeviceA", 
 capability: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:capability:DeviceA") { 
    IGNORE: VOID 
  } 

  # Device definitions (physical device) 
  query 
  DeviceA @device(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:device:DeviceA", deviceModel: 
 "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DeviceA") { 
    MQTT { 
      Capability(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:capability:DeviceA") { 
        Action(name: "readBarcode") { 
          Publish { 
            Request(topic: "DeviceA/in") { 
              params 
            } 
            Response(topic: "DeviceA/out") { 
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              responsePayload(property: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:property:Barcode") 
            } 
          } 
        } 
      } 
    } 
  } 

  query 
  DeviceB @device(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:device:DeviceB", deviceModel: 
 "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DeviceB") { 
    MQTT { 
      Capability(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:capability:DeviceB") { 
        Action(name: "doSomething") { 
          params { 
            param(name: "input", property: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:property:Barcode") 
          } 
          Publish { 
            Request(topic: "DeviceB/in") { 
              params { 
                param(name: "readId", property: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:property:Barcode", value: "${input.value}") 
              } 
            } 
          } 
        } 
      } 
    } 
  }
} 
         

これらのモデルは、プロパティ、状態、アクション、機能、そしてこれらの他のエンティティを含む 2 つ
のデバイスを作成します。

[Step 2.](ステップ 2.) エンティティ定義をアップロー
ドする
フローを構成するエンティティ定義の作成が終わったら、定義をプライベート名前空間にアップロードし
ます。これを行うには、UploadEntityDefinitions API と CLI を使用するか、AWS IoT Things Graph 
コンソールを使用するという 2 つの方法があります。

エンティティ定義をアップロードする (CLI)

1. JSON 定義ドキュメントを作成します。

UploadEntityDefinitions API は、language と text の 2 つのパラメータ値を持つ JSON オブ
ジェクトを使用します。

現在、language のサポートされている値は GraphQL のみです。text の値は GraphQL に実装され
ている TDM 定義のセットです。結果の JSON は次の例のようになります。

{ 
    "language": "GRAPHQL", 
    "text" : "string containing the GRAPHQL models" 
 } 
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開発フレームワークと言語のサポートに応じて、JSON ペイロードを構築できます。便宜上、次の例
には、自分で作成しない場合にファイルにコピーできる有効な JSON オブジェクトが含まれていま
す。

{ 
    "language": "GRAPHQL", 
    "text": "{type String @propertyType(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:property:String', dataType: String) {IGNORE: VOID} type Boolean 
 @propertyType(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:property:Boolean', 
 dataType: Boolean) {IGNORE: VOID} type BarcodeType @stateType(id: 
 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:state:BarcodeType') {id: Property 
 @property(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:property:String')} type 
 Barcode @propertyType(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:property:Barcode', 
 instanceOf: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:state:BarcodeType') { IGNORE: 
 VOID} type DeviceA_ReadBarcode @actionType(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:action:DeviceA_ReadBarcode') {return: Property @property(id: 'urn:tdm:REGION/
ACCOUNT ID/default:property:Barcode')} type DeviceB_Action @actionType(id: 
 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:action:DeviceB_Action') { input: Property 
 @property(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:property:Barcode')} type DeviceA 
 @capabilityType(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:capability:DeviceA') 
 { readBarcode: Action @action(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:action:DeviceA_ReadBarcode')} type DeviceB @capabilityType(id: 'urn:tdm:REGION/
ACCOUNT ID/default:capability:DeviceB') {doSomething: Action @action(id: 
 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:action:DeviceB_Action')} type DeviceB 
 @deviceModel(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DeviceB', capability: 
 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:capability:DeviceB') {IGNORE: VOID} type DeviceA 
 @deviceModel(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DeviceA', capability: 
 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:capability:DeviceA') {IGNORE: VOID} query 
 DeviceA @device(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:device:DeviceA', deviceModel: 
 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DeviceA') { MQTT { Capability(id: 
 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:capability:DeviceA') { Action(name: 'readBarcode') 
 { Publish {Request(topic: 'DeviceA/in') {params} Response(topic: 'DeviceA/out') 
 {responsePayload(property: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:property:Barcode')}}}}}} 
 query DeviceB @device(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:device:DeviceB', 
 deviceModel: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DeviceB') { MQTT 
 {Capability(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:capability:DeviceB') {Action(name: 
 'doSomething') {params {param(name: 'input', property: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT 
 ID/default:property:Barcode')} Publish { Request(topic: 'DeviceB/in') { params 
 {param(name: 'readId', property: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:property:Barcode', 
 value: '${input.value}')}}}}}}}}"
}                 
         

2. JSON 定義ドキュメントをアップロードします。

GraphQL 定義を含む JSON ペイロードを作成したら、次の CLI コマンドを使用して自分の名前空間
にアップロードします。

aws iotthingsgraph upload-entity-definitions --document file://entity file name        
          
        

このコマンドは非同期的に実行されます。次の例のように、これらのエンティティを使用する前
に、get-upload-status コマンドを使用して実行が完了したかどうかを確認してください。

aws iotthingsgraph get-upload-status --upload-id UPLOAD ID
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エンティティ定義をアップロードする (AWS IoT Things Graph コンソール)

1. AWS IoT Things Graph コンソールで、ページの左上にあるメニューアイコンを選択します。[Models 
(モデル)] を選択します。

2. [Models (モデル)] ページで、[Create model (モデルの作成)] を選択します。

3. [Create device model (デバイスモデルの作成)] ページで、モデルの名前を入力します。[Upload a 
GraphQL file (GraphQL ファイルのアップロード)] または [Code in a GraphQL editor (GraphQL エディ
タのコード)] を選択できます。

GraphQL ファイルをアップロードする場合は、「エンティティ定義のアップロード (CLI) (p. 82)」
で作成したのと同じ JSON 定義ドキュメントを使用できます。

この例では、[Code in a GraphQL editor (GraphQL エディタのコード)] を選択します。続いて、[Next]
(次へ) をクリックします。
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4. [Provide GraphQL (GraphQL の指定)] ページで、モデルの GraphQL をエディタにコピーします。次
に、[インポート] を選択します。新しいモデルが [Models (モデル)] ページのリストに含まれているこ
とを確認してください。
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[Step 3.](ステップ 3.) デバイスとモノを関連付ける
2 つのデバイスを作成したので、それらをレジストリ内のモノと関連付けます。(デバイス用のモノをま
だ作成していない場合は、モノの作成方法について「Registry でデバイスを登録する」を参照してくださ
い。)

デバイスとモノを関連付ける (CLI)

抽象的なデバイスに関連付けるために設定したモノが 2 つある場合、次の CLI コマンドを使用してそれら
をデバイスに関連付けることができます。

aws iotthingsgraph associate-entity-to-thing --thing-name DeviceA --entity-id 
 "urn:tdm:REGION/ACCOUNT_ID/default:device:DeviceA"                     
aws iotthingsgraph associate-entity-to-thing --thing-name DeviceB --entity-id 
 "urn:tdm:REGION/ACCOUNT_ID/default:device:DeviceB"                              
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デバイスとモノを関連付ける (AWS IoT Things Graph コンソール)

1. AWS IoT Things Graph コンソールのホームページで、ページの左上にあるメニューアイコンを選択し
ます。[Models (モデル)] を選択します。

2. [Things (モノ)] ページで、作成したデバイスに関連付けるために、レジストリから AWS IoT のモノの
横にあるチェックボックスを選択します。[Associate] (関連付ける) を選択します。

3. [Select device model (デバイスモデルを選択)] ページで、モノに関連付けるデバイスを選択します。
その後、[関連付け] を選択します。

4. [モノ] ページで、ページを再ロードして、デバイスとモノが関連付けられていることを確認します。
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5. [ThingB] およびその他のデバイスに関連付けるモノすべてに対して、ステップ 2 と 3 を繰り返しま
す。

これらのエンティティを含むフローの作成と管理の詳細については、「フローの作成とデプロイ」を参照
してください。

バージョニングとエンティティモデリング
AWS IoT Things Graph を使用すると、名前空間のさまざまなバージョンを作成できます。既存のデプロイ
と互換性のない方法で名前空間内の 1 つ以上のエンティティを変更すると、AWS IoT Things Graph は名
前空間の新しいバージョンを作成します。ワークフロー (フロー) の各インスタンスは名前空間のバージョ
ンに関連付けられており、フローの既存のデプロイは以前のバージョンの名前空間に関連付けられている
ため、引き続き機能します。

エンティティのアップロード
UploadEntityDefinitions API は、名前空間のバージョンを作成できるようにする 2 つのオプションパラメー
タを受け取ります。deprecateExistingEntities パラメータの値を true に設定すると、AWS IoT 
Things Graph は、新しいエンティティ定義をアップロードする前に、名前空間の現在のバージョンにあ
る既存のエンティティすべてを非推奨にします。これにより、名前空間の新しいバージョンが作成されま
す。

パブリック名前空間との同期
syncWithPublicNamespace パラメータの値を true に設定すると、AWS IoT Things Graph は、名前
空間を最新バージョンのパブリック名前空間と同期させます。これにより、既存のフローのデプロイが使
用するエンティティ定義との非互換性が生じる可能性があるため、AWS IoT Things Graph は新しいバー
ジョンの名前空間を作成します。

非推奨または更新されたエンティティ定義を使用するフローの既存のデプロイメントは、以前のバージョ
ンの名前空間と関連付けられているため、引き続き機能します。

プライベート名前空間からパブリック名前空間にエンティティ定義を追加する場合、独自のフローを更新
して、パブリック名前空間にあるエンティティのバージョンを使用するようにする必要があります。

名前空間の詳細については、「AWS IoT Things Graph の名前空間」を参照してください。

AWS IoT Things Graph コンソールでのモデルとモ
ノの表示

AWS IoT Things Graph コンソールのモデルセクションには、名前空間およびパブリック名前空間で使用
可能なすべてのサービス、デバイス、およびデバイスモデルが表示されます。また、各デバイスとデバイ
スモデル (その定義および関連付けられたモノを含む) に関する重要な情報も表示されます。コンソールの
モノセクションには、AWS IoT レジストリ内のすべてのモノが表示されます。また、このセクションによ
り、それらのモノを名前空間とパブリック名前空間内のデバイスに関連付けることができます。

このトピックでは、モデルセクションおよびモノセクションの機能とその使用方法について説明します。
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モデルリスト
モデルセクションのメインページには、次のスクリーンショットに示すように名前空間およびパブリック
名前空間内のすべてのデバイスおよびデバイスモデルのリストが表示されます。

[Models (モデル)] リストページにサービス、デバイス、およびデバイスモデルが表示されます。ま
た、AWS IoT Things Graph データモデル URN も表示されます。

モデルを作成するには、[モデルの作成] を選択します。サービス、デバイス、またはデバイスモデルのす
べてのコンポーネント (プロパティ、状態、アクション、イベント、機能) が含まれているファイルをアッ
プロードする手順に従います。次のスクリーンショットに示すように、ブラウザの GraphQL エディタで
モデルを編集することもできます。

MotionSensor デバイスモデル定義は、ブラウザベースの GraphQL エディタに表示されます。

AWS IoT Things Graph データモデルを使用したデバイス定義の作成の詳細については、AWS IoT Things 
Graph データモデルリファレンスの「デバイスとサービスの定義の例」を参照してください。

モデルの詳細
各サービス、デバイス名、またはデバイスモデルの詳細を表示するには、[Device class/subclass (デバイ
スクラス/ サブクラス)] 列でリンクされた名前を選択します。(名前の横にあるボックスをオンにして、[表
示を表示] を選択することもできます。) 表示されたページのデフォルトの [詳細] タブには、次のスクリー
ンショットに示すように定義に関する概要情報が表示されます。

[Model details (モデルの詳細)] ページには、サービス、デバイス、またはデバイスモデルの URN が表示さ
れます。また、定義のプロパティ、アクション、およびイベントも表示されます。

デバイスモデルを表示している場合は、[Device models (デバイスモデル)] タブと [Associated things (関連
付けられたモノ)] タブも表示されます。[Device models (デバイスモデル)] タブには、デバイスとその機能
を実装する、名前空間およびパブリック名前空間内のすべてのデバイスが表示されます。次のスクリーン
ショットは、[MotionSensor] デバイスモデルを実装する 1 つのデバイスを示しています。

[MotionSensor] デバイスモデルの [Device models] (デバイスモデル) セクションに 
[HCSR501MotionSensor] デバイスが表示されています。

デバイスモデルを表示している場合は、[Associated things (関連付けられたモノ)] タブに、デバイスモデル
を実装するデバイスに関連付けられている AWS IoT レジストリ内のすべてのモノが表示されます。また、
このページから関連付けられたモノを検索することもできます。

[MotionSensor] デバイスモデルの [Associated things (関連付けられているモノ)] タブには、関連付けられ
たモノとその ARN が表示されます。

モデルの定義
サービス、デバイス、またはデバイスモデルの定義は、2 つの方法で表示することができます。定義が含
まれているファイルをダウンロードするには、[Download model (モデルのダウンロード)] を選択します。
ブラウザで定義を表示するには、[View definition (定義の表示)] を選択します。新しいウィンドウに完全な
モデル定義が表示されます。

[View definition (定義の表示)] には、MotionSensor 定義 (その機能、状態、イベント、およびプロパティを
含む) が表示されます。

[詳細] タブを選択すると、[Edit model (モデルの編集)] と [編集]が画面の右側に表示され、有効になってい
ます。2 つのボタンは同じオペレーションを実行します。定義を編集するには、[編集] または [Edit Model 
(モデルの編集)] を選択します。サービス、デバイス、またはデバイスモデルのコンポーネント (プロパ
ティ、状態、アクション、イベント、機能) の更新バージョンが含まれているファイルをアップロードす
る手順に従います。ブラウザの GraphQL エディタでモデルを編集することもできます。
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デバイスへのモノの関連付け
AWS IoT Things Graph コンソールのモノのセクションには、AWS IoT レジストリ内のすべてのモノが一
覧表示されます。このページを使用して、各モノを名前空間またはパブリック名前空間内のデバイスに関
連付けることができます。

モノをデバイスに関連付けた後、そのモノを、デバイスまたはデバイスの継承元であるデバイスモデルを
含むフローを格納するデプロイに含めることができます。次のスクリーンショットは、モノリストの例を
示しています。

[MotionSensor1] モノが [HCSR501MotionSensor] デバイスに関連付けられています。[Associated entity ID 
(関連付けられたエンティティ ID)] 列に各デバイスの AWS IoT Things Graph URN が表示されます。

モノをデバイスに関連付けるには、モノを選択し、[Associate with model (モデルに関連付ける)] を選択
します。[Select device model (デバイスモデルの選択)] リストが表示されます。リストをページ分割する
か、[Search device models (デバイスモデルの検索)] ボックスを使用して目的のデバイスを検索できます。

[Select device model (デバイスモデルの選択)] ウィンドウで [HCSR501MotionSensor] が選択されます。

1 つのモノを関連付けることができるデバイスは 1 つだけです。デバイスへのモノの関連付けを解除する
には、モノを選択し、[Dissociate with model (モデルとの関連付けの解除)] を選択します。
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フローの作成とデプロイ
ワークフロー (フロー) を構成するエンティティを正常にモデル化してアップロードしたら、それらを作
成、デプロイ、および操作することができます。フローでのエンティティの作成と管理の詳細について
は、「モデリングエンティティ」を参照してください。

トピック
• フローの作成とデプロイ (AWS IoT Greengrass) (p. 91)
• フローの作成とデプロイ (クラウド) (p. 99)
• フローの修正 (p. 107)
• フローへのトリガーの追加 (p. 108)
• Choice ノードの使用 (p. 110)

フローの作成とデプロイ (AWS IoT Greengrass)
フローをモデル化し、それに含まれるすべてのエンティティをアップロードしたら、フローを作成してデ
プロイします。

前提条件

Note

AWS IoT Greengrass グループと Amazon S3 バケットは同じ AWS リージョンに作成する必要が
あります。作成する AWS IoT Things Graph エンティティは、これらのリソースと同じリージョ
ンに存在している必要があります。

• AWS アカウント
• AWS IoT Greengrass Core、バージョン 1.7 以降

コアのルートに thingsgraph という名前のディレクトリを作成します。Greengrass のログの設定方
法の詳細については、「AWS IoT Greengrass Logs によるモニタリング」を参照してください

• Amazon S3 バケット
• S3 バケットへのアクセス許可を持つ AWS IoT Greengrass IAM ロール

このロールを Greengrass グループに追加します。Greengrass の IAM ロールを設定する方法の詳細につ
いては、「IAM ロールを設定する」を参照してください。

• モデルの作成およびアップロードでの手順の完了

AWS CLI または AWS IoT Things Graph コンソールを使用してフローを作成およびデプロイする方法につ
いて説明します。AWS CLI とコンソールはどちらも、モデルの作成およびアップロードで作成した 2 つの
デバイスを使用します。

Note

thingsgraph ディレクトリを AWS IoT Greengrass コアデバイスのルートに作成する必要があ
ります。このディレクトリが存在しない場合は、コアデバイスへのデプロイは機能しません。

トピック
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• フロー (CLI) を作成およびデプロイする (p. 92)
• フローを作成およびデプロイする (AWS IoT Things Graph コンソール) (p. 95)

フロー (CLI) を作成およびデプロイする
フローで使用するモデルを作成しました。作成する残りの AWS IoT Things Graph データモデル (TDM) エ
ンティティは、ワークフロー、システム、およびフロー設定です。

1. フローを定義します。

次の GraphQL には、バーコードリーダーから別のデバイスにメッセージを送信するフローの定義が
含まれます。

{ 
  query 
  BarcodeReaderFlow($device1Id: String, $device2Id: String) @workflowType(id: 
 "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Workflow:BarcodeReaderFlow") { 
    variables { 
      barcode @property(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:property:Barcode") 
    } 
    steps { 
      step(name: "DeviceA", outEvent: ["step1_done"]) { 
        DeviceActivity(deviceModel: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:deviceModel:DeviceA", deviceId: "${device1Id}", out: "barcode") @device(id: 
 "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:device:DeviceA") { 
          readBarcode 
        } 
      } 
      step(name: "DeviceB", inEvent: ["step1_done"]) { 
        DeviceActivity(deviceModel: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:deviceModel:DeviceB", deviceId: "${device2Id}") @device(id: 
 "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:device:DeviceB") { 
          doSomething(input: "${barcode}") 
        } 
      } 
    } 
  }
}                
         

2. フローを作成します。

フローをモデル化した後は、CreateWorkflowTemplate API を使用して作成します。この API 
は、language および text の 2 つのパラメータ値を含む JSON オブジェクトを使用します。

現在、language のサポートされている値は GraphQL のみです。text の値は GraphQL に実装され
ている TDM 定義のセットです。

結果の JSON は次の例のようになります。

{ 
    "language": "GRAPHQL", 
    "text": "{query BarcodeReaderFlow($device1Id: String, $device2Id: String) 
 @workflowType(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Workflow:BarcodeReaderFlow') 
 {variables {barcode @property(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:property:Barcode')} steps {step(name: 'DeviceA', outEvent: ['step1_done']) 
 {DeviceActivity(deviceModel: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DeviceA', 
 deviceId: '${device1Id}', out: 'barcode') {readBarcode}} step(name: 'DeviceB', 
 inEvent: ['step1_done']) {DeviceActivity(deviceModel: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT 
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 ID/default:deviceModel:DeviceB', deviceId: '${device2Id}') {doSomething(input: 
 '${barcode}')}}}}}"
} 
        

フローの GraphQL 定義を含む JSON ペイロードを構築した後、次の CLI コマンドを使用して名前空
間にフローを作成します。

 aws iotthingsgraph create-flow-template --definition file://flow file name  
        

3. システムを定義します。

このステップでは、先ほど作成したフローと、モデル化およびレジストリ内の 2 つのモノに関連付け
たデバイスを含むシステムを定義します (モデルの開始方法)。

次の GraphQL には、フローおよびそれらの 2 つのモノを含むシステムが含まれています。この例の 
URN は、モデルの開始方法で作成したモノに関連付けられているデバイスモデルの一意の識別子で
す。

{ 
  type 
  securitySystem @systemType(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:system:BarcodeReaderFlow') { 
    device1: Thing @thing(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DeviceA') 
    device2: Thing @thing(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DeviceB') 
    barcodeReaderFlow: Workflow @workflow(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:Workflow:BarcodeReaderFlow') 
  }
}   
         

4. システムを作成します。

システムを定義した後は、CreateSystemTemplate API を使用してシステムを作成します。この 
API は、language および text の 2 つのパラメータ値を含む JSON オブジェクトを使用します。

現在、language のサポートされている値は GraphQL のみです。text パラメータの値は、GraphQL 
で実装されている TDM 定義のセットです。

結果の JSON は次の例のようになります。

{ 
    "language": "GRAPHQL", 
    "text": "{type securitySystem @systemType(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:system:BarcodeReaderFlow') {device1: Thing @thing(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT 
 ID/default:deviceModel:DeviceA') device2: Thing @thing(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT 
 ID/default:deviceModel:DeviceB') barcodeReaderFlow: Workflow @workflow(id: 
 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Workflow:BarcodeReaderFlow')}}"
}     
        

フローの GraphQL 定義を含む JSON ペイロードを構築した後、次の CLI コマンドを使用して名前空
間にフローを作成します。

 aws iotthingsgraph create-system-template --definition file://system file name
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5. フロー設定を定義します。

システムはフロー設定内でデプロイされます。

次の GraphQL は、さきほど作成したシステムのフロー設定を定義します。トリガーを 10 秒ごとにフ
ローを開始するフローに渡します。

{ 
  query 
  BarcodeReaderFlow @deployment(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:deployment:BarcodeReaderFlow', systemId: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:system:BarcodeReaderFlow') { 
    device1(deviceId: 'DeviceA') 
    device2(deviceId: 'DeviceB') 
    triggers { 
      TenSecondTrigger(description: 'a trigger') { 
        condition(expr: 'every 10 seconds') 
        action(expr: 'ThingsGraph.startFlow(\"barcodeReaderFlow\", bindings[name == 
 \"device1\"].deviceId, bindings[name == \"device2\"].deviceId)') 
      } 
    } 
  }
} 
         

6. フロー設定を作成します。

フロー設定を定義した後は、CreateSystemInstance API を使用してそれを作成します。この API 
は、language および text の 2 つのパラメータ値を含む JSON オブジェクトを使用します。

現在 language のサポートされている値は GraphQL のみです。text の値は GraphQL に実装されて
いる TDM 定義のセットです。

結果の JSON は次の例のようになります。

{ 
    "language": "GRAPHQL", 
    "text": "{ query BarcodeReaderFlow @deployment(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT 
 ID/default:deployment:BarcodeReaderFlow', systemId: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:system:BarcodeReaderFlow') {device1(deviceId: 'DeviceA') device2(deviceId: 
 'DeviceB') triggers {TenSecondTrigger(description: 'a trigger') {condition(expr: 
 'every 10 seconds') action(expr: 'ThingsGraph.startFlow(\"barcodeReaderFlow\", 
 bindings[name == \"device1\"].deviceId, bindings[name == \"device2\"].deviceId)')}}}}"
} 
        

CreateSystemInstance API の 3 つの追加のパラメータも必要です。

target

デプロイのターゲットタイプ。AWS IoT Greengrass デプロイメントの場合は、GREENGRASS を
指定します。

s3BucketName

AWS IoT Things Graph がフロー設定の依存関係クロージャをデプロイする Amazon S3 バケット
の名前。
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greengrassGroupName

フローを実行される AWS IoT Greengrass グループの名前。AWS IoT Things Graph は、AWS 
Lambda 関数をこのグループにデプロイし、指定された S3 バケットに保存されているフロー設
定を使用するように設定します。また、デバイス定義で指定されている MQTT トピックへのサブ
スクリプションを追加し、フロー内のデバイスをグループに追加します。

フロー設定の GraphQL 定義を含む JSON ペイロードを構築した後、次の CLI コマンドを使用してそ
れを名前空間にアップロードします。このコマンドの出力には、フロー設定の ID が含まれています。
フロー設定をデプロイするときにこの値を使用します。

aws iotthingsgraph create-system-instance --definition file://flow configuration file 
 name --target GREENGRASS --greengrass-group-name GREENGRASS GROUP NAME --s-3-bucket-
name S3 BUCKET NAME  
        

7. フロー設定をデプロイします。

AWS IoT Greengrass API を使用して、設定で指定した DeploySystemInstance グループにフロー
設定をデプロイします。この API は、フロー設定を作成したときに指定した AWS IoT Greengrass グ
ループに AWS IoT Things Graph、デバイス、フローを追加します。指定した S3 バケットに設定とそ
の依存関係も追加します。

次の CLI コマンドを使用してフローをデプロイします。

aws iotthingsgraph deploy-system-instance --id SYSTEM DEPLOYMENT CONFIGURATION ID
        

このフロー設定がデプロイされると、AWS IoT Greengrass コアデバイスのデバイスログを確認し
て、フローが 10 秒ごとに実行されていることを確認できます。

フローを作成およびデプロイする (AWS IoT Things 
Graph コンソール)
1. AWS IoT Things Graph コンソールにサインインします。

[Create flow (フローの作成)] を選択します。

2. フローに名前を付けます。

[Flow configuration (フロー設定)] ペインで、フローの名前を入力します。この名前にスペースを含め
ることはできません。

[Create flow (フローの作成)] を選択します。
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3. トリガーとデバイスをフローに追加します。

[Logic (ロジック)] タブで、[Clock (クロック)] を選択して、フローデザイナーにドラッグします。

[DeviceA] を検索します。これはモデルの作成およびアップロードで作成したバーコードリーダーで
す。デバイスを選択して、フローデザイナーにドラッグします。[DeviceB] にも同じ操作を行います。

4. デバイスに接続します。

フローデザイナーで、[ClockTrigger] のエッジを選択して、それを [DeviceA] に接続します。[DeviceA] 
および [DeviceB] を同じ方法で接続します。

DeviceA は出力 (バーコード) を DeviceB に渡すため、2 つのデバイス間にイベントが表示されます。
次の図に示すように、このイベントを複数のデバイスやサービスに接続することで、この出力を複数
のデバイスやサービスに渡すことができます。

これは、複数のエンティティに出力を渡す正しい方法です。1 つのデバイスやサービスを複数のデバ
イスやサービスに直接接続すると、フローを公開しようとしたときに構文エラーが発生します。

5. [ClockTrigger] を更新します。

右側のペインに表示されるトリガーエディタの [頻度] で、「10」と入力して、右側のメニューから 
[秒] を選択します。[アクション] で、[ThingsGraph.startFlow] を選択します。

6. [DeviceA] のデバイスアクションを更新します。

フローのデザイナーで、[DeviceB] を選択します。右側のペインに表示されるアクションエディタで、
[No action configured (アクションが設定されていません)] を選択します。表示されたドロップダウ
ンボックスから [readBarcode] を選択します。[出力] オプションの左側にある矢印を選択します。
[Output (出力)] の下に表示されるテキストボックスに「deviceAResult」と入力します。

フローデザイナーの面をクリックして、アクションエディタを閉じます。
7. [DeviceB] のデバイスアクションを更新します。

フローのデザイナーで、[DeviceB] を選択します。右側のペインに表示されるアクションエディタで、
[No action configured (アクションが設定されていません)] を選択します。表示されたドロップダウン
ボックスから [doSomething] を選択します。[Inputs (入力) ]オプションの下にある [Define Input (入
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力を定義する)] を選択します。表示されたポップアップボックスに「${deviceAResult}」と入力し
ます。[Save Input (入力の保存)] ボタンを選択します。

フローデザイナーの面をクリックして、アクションエディタを閉じます。
8. フローを発行します。

ページの右上にある [Publish (発行)] を選択します。これによりフローが作成され、デプロイ可能なフ
ローのリストに追加されます。次に、[Go to flow list (フローリストに移動)] を選択して、フローが作
成されたことを確認します。

9. フロー設定の作成を開始します。

[Flows (フロー)] リストページで、作成したばかりのフローの横にあるチェックボックスをオンにして
から、[Create flow configuration (フロー設定の作成)] を選択します。

10. フロー設定に名前を付けます。

[Describe flow configuration (フロー設定の詳細)] ページで、フローを選択してデプロイ名を入力しま
す。デプロイ名にスペースを含めることはできません。[Greengrass]、[次へ] の順に選択します。

11. ターゲットを設定します。

[Configure target (ターゲットの設定)] ページで、Amazon S3 バケットの名前と AWS IoT Greengrass 
コアデバイスが属する AWS IoT Greengrass グループの名前を入力します。[Next (次へ)] を選択しま
す。
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12. モノを選択します。

[Map Things (モノのマップ)] ページの [DeviceA] にあるメニューから、モデルの作成とアップロー
ドでこのデバイスに関連付けたモノを選択します。[DeviceB] にも同じ操作を行います。[Next (次へ)] 
を選択します。

13. トリガーを表示します。

[Set up triggers (トリガーの設定)] ページで、エディタに以下の GraphQL が表示されます。この 
GraphQL フローは、フローが実行される時間間隔を指定します。このフローは 10 秒ごとに実行され
ます。このコードを編集する必要はありません。

[Review] を選択します。
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14. 確認と作成

[Review and create (確認と作成)] ページで、フロー設定のために入力した情報を確認します。

[Create] を選択します。
15. デプロイ

[Flow configuration created (フロー設定作成済み)] メッセージが表示されたら、[Deploy now (今すぐデ
プロイする)] を選択します。

デプロイが成功すると、[Deployments] (デプロイ) ページに [Status] (ステータス) 列に [Deployed in 
target] (ターゲットにデプロイ) が表示されます。

フローの作成とデプロイ (クラウド)
フローをモデル化し、それに含まれるすべてのエンティティをアップロードしたら、フローを作成してデ
プロイします。
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前提条件

• AWS アカウント
• 「クラウドデプロイを準備する」の手順に従って設定された IAM ロール
• モデルの作成およびアップロードでの手順の完了

AWS CLI または AWS IoT Things Graph コンソールを使用してフローを作成およびデプロイする方法につ
いて説明します。AWS CLI とコンソールはどちらも、モデルの作成およびアップロードで作成した 2 つの
デバイスを使用します。

トピック
• フロー (CLI) を作成およびデプロイする (p. 100)
• フローを作成およびデプロイする (AWS IoT Things Graph コンソール) (p. 103)

フロー (CLI) を作成およびデプロイする
フローで使用するモデルを作成しました。作成する残りの AWS IoT Things Graph データモデル (TDM) エ
ンティティは、ワークフロー、システム、およびフロー設定です。

1. フローを定義します。

次の GraphQL には、バーコードリーダーから別のデバイスにメッセージを送信するフローの定義が
含まれます。

{ 
  query 
  BarcodeReaderFlow($device1Id: String, $device2Id: String) @workflowType(id: 
 "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Workflow:BarcodeReaderFlow") { 
    variables { 
      barcode @property(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:property:Barcode") 
    } 
    steps { 
      step(name: "DeviceA", outEvent: ["step1_done"]) { 
        DeviceActivity(deviceModel: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:deviceModel:DeviceA", deviceId: "${device1Id}", out: "barcode") @device(id: 
 "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:device:DeviceA") { 
          readBarcode 
        } 
      } 
      step(name: "DeviceB", inEvent: ["step1_done"]) { 
        DeviceActivity(deviceModel: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:deviceModel:DeviceB", deviceId: "${device2Id}") @device(id: 
 "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:device:DeviceB") { 
          doSomething(input: "${barcode}") 
        } 
      } 
    } 
  }
}                
         

2. フローを作成します。

フローをモデル化した後は、CreateWorkflowTemplate API を使用して作成します。この API 
は、language および text の 2 つのパラメータ値を含む JSON オブジェクトを使用します。
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現在、language のサポートされている値は GraphQL のみです。text の値は GraphQL に実装され
ている TDM 定義のセットです。

結果の JSON は次の例のようになります。

{ 
    "language": "GRAPHQL", 
    "text": "{query BarcodeReaderFlow($device1Id: String, $device2Id: String) 
 @workflowType(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Workflow:BarcodeReaderFlow') 
 {variables {barcode @property(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:property:Barcode')} steps {step(name: 'DeviceA', outEvent: ['step1_done']) 
 {DeviceActivity(deviceModel: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DeviceA', 
 deviceId: '${device1Id}', out: 'barcode') {readBarcode}} step(name: 'DeviceB', 
 inEvent: ['step1_done']) {DeviceActivity(deviceModel: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT 
 ID/default:deviceModel:DeviceB', deviceId: '${device2Id}') {doSomething(input: 
 '${barcode}')}}}}}"
} 
        

フローの GraphQL 定義を含む JSON ペイロードを構築した後、次の CLI コマンドを使用して名前空
間にフローを作成します。

 aws iotthingsgraph create-flow-template --definition file://flow file name  
        

3. システムを定義します。

このステップでは、先ほど作成したフローと、モデル化およびレジストリ内の 2 つのモノに関連付け
たデバイスを含むシステムを定義します (モデルの開始方法)。

次の GraphQL には、フローおよびそれらの 2 つのモノを含むシステムが含まれています。この例の 
URN は、モデルの開始方法で作成したモノに関連付けられているデバイスモデルの一意の識別子で
す。

{ 
  type 
  securitySystem @systemType(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:system:BarcodeReaderFlow") { 
    device1: Thing @thing(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DeviceA") 
    device2: Thing @thing(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DeviceB") 
    barcodeReaderFlow: Workflow @workflow(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:Workflow:BarcodeReaderFlow") 
  }
}   
         

4. システムを作成します。

システムを定義した後は、CreateSystemTemplate API を使用してシステムを作成します。この 
API は、language および text の 2 つのパラメータ値を含む JSON オブジェクトを使用します。

現在、language のサポートされている値は GraphQL のみです。text パラメータの値は、GraphQL 
で実装されている TDM 定義のセットです。

結果の JSON は次の例のようになります。
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{ 
    "language": "GRAPHQL", 
    "text": "{type securitySystem @systemType(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:system:BarcodeReaderFlow') {device1: Thing @thing(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT 
 ID/default:deviceModel:DeviceA') device2: Thing @thing(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT 
 ID/default:deviceModel:DeviceB') barcodeReaderFlow: Workflow @workflow(id: 
 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Workflow:BarcodeReaderFlow')}}"
}     
        

フローの GraphQL 定義を含む JSON ペイロードを構築した後、次の CLI コマンドを使用して名前空
間にフローを作成します。

 aws iotthingsgraph create-system-template --definition file://system file name
        

5. フロー設定を定義します。

システムはフロー設定内でデプロイされます。

次の GraphQL は、さきほど作成したシステムのフロー設定を定義します。トリガーを 10 秒ごとにフ
ローを開始するフローに渡します。

{ 
  query 
  BarcodeReaderFlow @deployment(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:deployment:BarcodeReaderFlow', systemId: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:system:BarcodeReaderFlow') { 
    device1(deviceId: 'DeviceA') 
    device2(deviceId: 'DeviceB') 
    triggers { 
      TenSecondTrigger(description: 'a trigger') { 
        condition(expr: 'every 10 seconds') 
        action(expr: 'ThingsGraph.startFlow(\"barcodeReaderFlow\", bindings[name == 
 \"device1\"].deviceId, bindings[name == \"device2\"].deviceId)') 
      } 
    } 
  }
} 
         

6. フロー設定を作成します。

フロー設定を定義した後は、CreateSystemInstance API を使用してそれを作成します。この API 
は、language および text の 2 つのパラメータ値を含む JSON オブジェクトを使用します。

現在 language のサポートされている値は GraphQL のみです。text の値は GraphQL に実装されて
いる TDM 定義のセットです。

結果の JSON は次の例のようになります。

{ 
    "language": "GRAPHQL", 
    "text": "{ query BarcodeReaderFlow @deployment(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT 
 ID/default:deployment:BarcodeReaderFlow', systemId: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:system:BarcodeReaderFlow') {device1(deviceId: 'DeviceA') device2(deviceId: 
 'DeviceB') triggers {TenSecondTrigger(description: 'a trigger') {condition(expr: 
 'every 10 seconds') action(expr: 'ThingsGraph.startFlow(\"barcodeReaderFlow\", 
 bindings[name == \"device1\"].deviceId, bindings[name == \"device2\"].deviceId)')}}}}"
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} 
        

クラウドデプロイの場合、CreateSystemInstance API には次の 2 つの追加のパラメータも必要で
す。

target

デプロイのターゲットタイプ。クラウドデプロイの場合は、CLOUD を指定します。
flowActionsRoleArn

フローを実行する際に AWS IoT Things Graph が引き受ける IAM ロールの ARN です。このロー
ルは、実行時にフローが使用する Lambda、AWS IoT、および他の AWS のサービスへの読み取
りおよび書き込みアクセス権限を持っている必要があります。

フロー設定の GraphQL 定義を含む JSON ペイロードを構築した後、次の CLI コマンドを使用してそ
れを名前空間にアップロードします。このコマンドの出力には、フロー設定の ID が含まれています。
フロー設定をデプロイするときにこの値を使用します。

aws iotthingsgraph create-system-instance --definition file://flow configuration file 
 name --target CLOUD --flow-actions-role-arn "IAM Role"   
         

7. フロー設定をデプロイします。

DeploySystemInstance API を使用して、フロー設定をクラウドにデプロイします。

以下のコマンドは、AWS CLI を使用してフロー設定をデプロイする方法を示しています。

aws iotthingsgraph deploy-system-instance --id SYSTEM DEPLOYMENT CONFIGURATION ID
        

フローを作成およびデプロイする (AWS IoT Things 
Graph コンソール)
1. AWS IoT Things Graph コンソールにサインインします。

[Create flow (フローの作成)] を選択します。

2. フローに名前を付けます。

[Flow configuration (フロー設定)] ペインで、フローの名前を入力します。この名前にスペースを含め
ることはできません。
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[Create flow (フローの作成)] を選択します。
3. トリガーとデバイスをフローに追加します。

[Logic (ロジック)] タブで、[Clock (クロック)] を選択して、フローデザイナーにドラッグします。

[DeviceA] を検索します。これはモデルの作成およびアップロードで作成したバーコードリーダーで
す。デバイスを選択して、フローデザイナーにドラッグします。[DeviceB] にも同じ操作を行います。

4. デバイスに接続します。

フローデザイナーで、[ClockTrigger] のエッジを選択して、それを [DeviceA] に接続します。[DeviceA] 
および [DeviceB] を同じ方法で接続します。

DeviceA は出力 (バーコード) を DeviceB に渡すため、2 つのデバイス間にイベントが表示されます。
次の図に示すように、このイベントを複数のデバイスやサービスに接続することで、この出力を複数
のデバイスやサービスに渡すことができます。

これは、複数のエンティティに出力を渡す正しい方法です。1 つのデバイスやサービスを複数のデバ
イスやサービスに直接接続すると、フローを公開しようとしたときに構文エラーが発生します。

5. [ClockTrigger] を更新します。

右側のペインに表示されるトリガーエディタの [頻度] で、「10」と入力して、右側のメニューから 
[秒] を選択します。[アクション] で、[ThingsGraph.startFlow] を選択します。

6. [DeviceA] のデバイスアクションを更新します。

フローのデザイナーで、[DeviceB] を選択します。右側のペインに表示されるアクションエディタで、
[No action configured (アクションが設定されていません)] を選択します。表示されたドロップダウ
ンボックスから [readBarcode] を選択します。[出力] オプションの左側にある矢印を選択します。
[Output (出力)] の下に表示されるテキストボックスに「deviceAResult」と入力します。

フローデザイナーの面をクリックして、アクションエディタを閉じます。
7. [DeviceB] のデバイスアクションを更新します。
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フローのデザイナーで、[DeviceB] を選択します。右側のペインに表示されるアクションエディタで、
[No action configured (アクションが設定されていません)] を選択します。表示されたドロップダウン
ボックスから [doSomething] を選択します。[Inputs (入力) ]オプションの下にある [Define Input (入
力を定義する)] を選択します。表示されたポップアップボックスに「${deviceAResult}」と入力し
ます。[Save Input (入力の保存)] ボタンを選択します。

フローデザイナーの面をクリックして、アクションエディタを閉じます。
8. フローを発行します。

ページの右上にある [Publish (発行)] を選択します。これによりフローが作成され、デプロイ可能なフ
ローのリストに追加されます。次に、[Go to flow list (フローリストに移動)] を選択して、フローが作
成されたことを確認します。

9. フロー設定の作成を開始します。

[Flows (フロー)] リストページで、作成したばかりのフローの横にあるチェックボックスをオンにして
から、[Create flow configuration (フロー設定の作成)] を選択します。

10. フロー設定に名前を付けます。

[Describe flow configuration (フロー設定の詳細)] ページで、フローを選択してデプロイ名を入力しま
す。デプロイ名にスペースを含めることはできません。[Cloud (クラウド)]、[次へ] の順に選択しま
す。

11. ターゲットを設定します。

[Configure target (ターゲットの設定)] ページで、[Prepare for Cloud Deployments (クラウドデプロイ
の準備)] で作成したロールの ARN を入力します。[Next (次へ)] を選択します。
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12. モノを選択します。

[Map Things (モノのマップ)] ページの [DeviceA] にあるメニューから、モデルの作成とアップロー
ドでこのデバイスに関連付けたモノを選択します。[DeviceB] にも同じ操作を行います。[Next (次へ)] 
を選択します。

13. トリガーを表示します。

[Set up triggers (トリガーの設定)] ページで、エディタに以下の GraphQL が表示されます。この 
GraphQL フローは、フローが実行される時間間隔を指定します。このフローは 10 秒ごとに実行され
ます。このコードを編集する必要はありません。

[Review] を選択します。
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14. 確認と作成

[Review and create (確認と作成)] ページで、フロー設定のために入力した情報を確認します。

[Create] を選択します。
15. デプロイ

[Flow configuration created (フロー設定作成済み)] メッセージが表示されたら、[Deploy now (今すぐデ
プロイする)] を選択します。

デプロイが成功すると、[Deployments] (デプロイ) ページに [Status] (ステータス) 列に [Deployed in 
target] (ターゲットにデプロイ) が表示されます。

フローの修正
フローをデプロイした後は、修正することができます。各フローは、名前空間バージョンに関連付けられ
ています。
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フローを改訂または作成するときは、互換性のある名前空間バージョンを指定する必要があります。これ
により、名前空間のエンティティが改訂または廃止された場合でも、フローは引き続き機能し続けます。

オプションの compatibleNamespaceVersion パラメータを CreateFlowTemplate API に渡すと、
フローを特定のバージョンの名前空間に関連付けます。これにより、名前空間内のエンティティが廃止に
なったり、フローと互換性のない方法で更新されたりしても、フローのデプロイは引き続き機能します。

UpdateFlowTemplate は、compatibleNamespaceVersion パラメータも取りま
す。compatibleNamespaceVersion を使用して、更新されたバージョンのフローを、フローの更新と
互換性のあるバージョンの名前空間に関連付けることができます。

フローはバージョニングされていないため、フローの以前の実装を更新することはできません。最新バー
ジョンのフローのみを改訂することができます。

名前空間の詳細については、「AWS IoT Things Graph の名前空間」を参照してください。

フローへのトリガーの追加
トリガーを使用すると、フローに式を含めることができます。時間ベースのトリガー、またはデバイスで
発生するイベントに関連付けられているトリガーを作成できます。

時間ベースのトリガーをフローに追加するには、AWS IoT Things Graph コンソールのフローデザイナーの 
[Logic (ロジック)] タブを使用します。時間ベースのトリガーは、定義した時間間隔が経過した後にフロー
を開始します。

デバイスの機能に少なくとも 1 つのイベントが含まれている場合は、デバイスをトリガーとして使用する
こともできます。フローをトリガーするイベントが作成する一連の条件を指定します。

このトピックでは、AWS IoT Things Graph コンソールを使用して時間ベースのトリガーとデバイストリ
ガーをフローに含める方法について説明します。

時間ベースのトリガー
時間ベースのトリガーを含めるには、[Logic (ロジック) タブで [Clock (クロック)] を選択して、フローデザ
イナーにドラッグします。これにより、[ClockTrigger] という名前のノードがデザイナーに追加されます。
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右側のペインに表示されるトリガーエディタの [頻度] で 、任意の数を入力します。次に、右側のメニュー
から、使用する時間間隔のタイプを選択します。選択肢は、[秒]、[分]、[時間]、[日]、[週]、[月]、[年] で
す。

[アクション] で、[ThingsGraph.startFlow] を選択します。現在、これが [アクション] の唯一のオプション
です。

デバイストリガー
1 つ以上のイベントがあり、機能にアクションがないデバイスを含めると、デバイスは自動的にトリガー
になり、右側のペインにある [Set as Trigger (トリガーとして設定)] スイッチが無効になります。このよう
なデバイスのみをトリガーにすることができ、フロー内のステップにはなりません。

1 つ以上のアクションがあり、機能にイベントがないイベントを含めると、デバイスは自動的にステップ
になり、[Set as Trigger (トリガーとして設定)] スイッチが無効になります。

1 つ以上のイベントと 1 つ以上のアクションがあるデバイスを含めると、デバイスはデフォルトでス
テップになり、[Set as Trigger (トリガーとして設定)] スイッチが有効になります。デバイスをトリガー
として設定することを選択した場合、トリガーエディタが右側のペインに表示されます。このエディタ
の [Condition event (条件イベント)] メニューから、使用するイベントを選択します。[アクション] で、
[ThingsGraph.startFlow] を選択します。現在、これが [アクション] の唯一のオプションです。

次のスクリーンショットは、機能に ButtonPressed イベントが含まれているボタンを示してい
ます。[Condition event (条件イベント)] でこのイベントが選択されています。ButtonPressed イ
ベントは、isLightOn という名前の 1 つのブール値で構成されるペイロードを返します。この値
は、lastEvent 変数に保存されます。lastEvent 変数は、トリガーデバイスの最後のイベントによって
出力された値を保存します。
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lastEvent 変数に保存されている値を使用して、条件が満たされるたびにフローを開始する式を作
成することができます。この式は、[Condition expression (条件式)] フィールドに入力します。この場
合、ButtonPressed の値が lastEvent.isLightOn のときに、ボタンの false イベントがフローを開
始します。イベントが発生するたびにフローを開始するには、[Condition expression (条件式)] フィールド
を空のままにします。

トリガーイベントによって出力される値の数とタイプによっては、より複雑な式を作成できます。たとえ
ば、デバイスが lastEvent および type という名前の 2 つのプロパティを持つ value 変数を出力する場
合、以下の式を記述することができます。

lastEvent.type == "measurement" && lastEvent.value > 60

トリガーとフローの設定
フロー設定を作成するとき、フロー内のトリガーは更新できません。フロー内のトリガーを更新するとき
は、更新されたトリガーを含む新しいフロー設定を作成してデプロイする必要があります。既存のフロー
設定内のトリガーは更新できません。

Choice ノードの使用
Choice ノードを使用すると、フローの実行中に条件付きロジックを含めることができます。このトピック
では、AWS IoT Things Graph コンソールで Choice ノードエディタを使用する方法について説明します。

このトピックでは、Choice ノードを使用して、時間に応じてライトをオン/オフする時間ベースのフロー
を作成する方法を説明します。名前空間に、1 日の時間を AWS Lambda として返す Int 関数を実装する
サービスが含まれていることを前提としています。また、TurnOn および TurnOff アクションを持つラ
イトのデバイスモデルが名前空間に含まれていることも前提としています。

この例は、デモンストレーションのみを目的としています。この例のアプローチは、次の要素を含む任意
のワークフロー (フロー) に適用できます。
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• 時間や温度など、現在の状態に関する情報を返す Lambda 関数を実装するサービス

サービスの作成方法については、サービスモデリング 101 を参照してください。
• TurnOn および TurnOff アクションに相当するものが含まれているデバイスまたはデバイスモデル

アクションを使用してデバイスを作成する方法を示す例については、デバイスおよびサービス定義の
例を参照してください。モデルの作成の詳細については、AWS IoT Things Graph データモデルリファレ
ンスを参照してください。

このトピックの手順では、次のフローを作成します。

フローの作成
以下の手順では、フローのすべての要素 (デバイス、サービス、イベント、および Choice ノード) をフ
ローデザイナーに配置する方法について説明します。

1. AWS IoT Things Graph コンソールを開き、[フローの作成] を選択します。

2. フローを作成します。

[Flow configuration (フロー設定)] ペインで、フローに名前を付けます (LightFlow など)。
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3. フローに要素を追加します。

[Logic (ロジック)] タブで、[Clock (クロック)] を選択して、フローデザイナーにドラッグします。

[Service (サービス)] タブで Lambda サービスを検索します。サービスを選択して、フローデザイナー
にドラッグします。

[Logic (ロジック)] タブで、[Choice (選択)] を選択して、フローデザイナーにドラッグします。

[Devices (デバイス)] タブで、デバイスまたはデバイスモデルを選択して、フローデザイナーにドラッ
グします。この同じデバイスをもう一度フローデザイナーにドラッグします。

デバイスまたはデバイスモデルの 2 つのインスタンスは、Choice ノードの出力に応じて、フロー内で
発生する可能性がある異なるステップを表します。

4. フロー要素を接続します。

フローデザイナーで、[ClockTrigger] を Lambda 関数に接続します。Lambda 関数を Choice ノードに
接続します。Choice ノードをデバイスの両方のインスタンスに接続します。

フローデザイナーは、Lambda 関数と Choice ノードの間に 1 つのイベント、および Choice ノードと
デバイスまたはデバイスモデルの各インスタンスの間に 1 つのイベントを表示します。Lambda 関数
に続くイベントのデフォルト名を変更することができます。他のイベントは、Choice ノードで作成し
たイベントに基づいて名前が付けられます。
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イベントと Choice ノードロジックの設定
以下の手順では、フロー内でトリガーロジック、サービス出力、および Choice ノードロジックを設定す
る方法について説明します。

1. クロックトリガーを設定します。

フローデザイナーで、[ClockTrigger] を選択します。右側のペインに表示されるトリガーエディ
タの [頻度] で、「1」と入力して、右側のメニューから [時間] を選択します。[アクション] で、
[ThingsGraph.startFlow] を選択します。

2. Lambda サービスの出力を設定します。

フローデザイナーでサービスを選択します。右側のペインに表示されるアクションエディタで、[No 
action configured (アクションが設定されていません)] を選択します。Choice ノードの出力を生成する
アクションを選択します。出力を格納する変数の名前を入力します。Choice ノード内のロジックは、
この出力の値を使用してイベントを作成します。
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3. Choice ノードに名前を付けます。

フローデザイナーで、Choice ノードを選択します。右側のペインに表示される Choice エディタで、
[Choice title (選択タイトル)] に値を入力します。

4. Choice ノードで最初のルールの条件を設定します。

[Rule A] を展開します。必要に応じて、ルールのタイトルを入力します。

Lambda サービスからの出力を評価する式を入力します。この例では、ルールは現在の時間を評価し
て、現在が夜間かどうかを判断します ${getHourResult > 14}。
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5. Choice ノードで最初のルールのイベントを設定します。

[Add event (イベントの追加)] を選択します。イベント名を入力します。この例では、条件内の式が
isNight と評価されるたびに、ルールによって true という名前のイベントが作成されます。
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6. Choice ノードで、2 番目のルールの条件を設定します。

[Add rule] を選択します。[Rule B] を展開します。必要に応じて、ルールのタイトルを入力します。

Lambda サービスからの出力を評価する式を入力します。この例では、ルールは現在の時間を評価し
て、現在が日中かどうかを判断します: ${getHourResult <= 13}。
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7. Choice ノードで 2 番目のルールのイベントを設定します。

[Add event (イベントの追加)] を選択します。イベント名を入力します。この例では、条件内の式が
isDay と評価されるたびに、ルールによって true という名前のイベントが作成されます。
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8. Choice ノードでデフォルトのイベントを設定します。

[Default rule (デフォルトのルール)] を展開します。このルールは、前のステップからの出力が予想外
のときに何を実行するかを決定します。このルールに対して新しいイベントと変数を作成できます。
この例では、デフォルトで isNight イベントが使用されています。

Note

デフォルトのイベントは必須です。
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9. デバイスの各インスタンスに接続されているイベントに名前を付けます。

Choice ノードに続くイベントのいずれかを選択します。Choice ノードで作成したイベントの 1 つの
名前を入力します。もう 1 つのイベントを選択して、Choice ノードのもう 1 つのイベント名を入力し
ます。入力を開始すると、フローデザイナーによって、Choice ノードで作成したイベントが自動入力
のためプロンプトで表示されます。

119



AWS IoT Things Graph ユーザーガイド
Choice ノードでの条件付きロジックの使用

10. デバイスのアクションを設定します。

isNight イベントに接続されているデバイスまたはデバイスモデルを選択します。[No action 
configured (設定されているアクションなし)] を選択し、[turnOn] アクションを選択します。

isDay イベントに接続されているデバイスまたはデバイスモデルを選択します。[No action 
configured (設定されているアクションなし)] を選択し、[turnOff] アクションを選択します。

この例では、Choice ノードによって出力されたイベントに応じて、同じデバイスが 2 つの可能なステップ
のうちの 1 つを実行します。同じデバイスを複数のステップで使用し、Choice ノードによって出力された
イベントに応じて、異なるアクションを実行できます。Choice ノードを使用して、ルールの数、ルール内
の式の複雑さ、および作成した変数の数に応じて、より複雑なロジックを実行できます。

Choice ノードでの式の詳細については、「Choice ノードでの条件ロジックの使用」を参照してくださ
い。

Choice ノードでの条件付きロジックの使用
AWS IoT Things Graph データモデル式により、Choice ノードで条件ロジックを表すことができます。こ
のトピックでは、AWS IoT Things Graph コンソールでこれらの式を実装する方法を説明します。また、式
に変数と論理演算子を含める方法についても説明します。このトピックでは、「Choice ノードの操作」を
参照済みであることを前提としています。

トピック
• フローへの Choice ノードとルールの追加 (p. 120)
• ルールでの式の記述 (p. 123)

フローへの Choice ノードとルールの追加
Choice ノードは、フロー内の 1 つ以上のステップに従います。このステップでは、フローで次に発生する
ステップを決定するために、フローで使用される出力を生成します。次の図は、このような種類の決定ポ
イントを示しています。

Example

クロックは、1 時間ごとに時刻を確認するサービスをトリガーします。Choice ノードは、現在の時刻に応
じてライトをオンまたはオフにするかどうかを決定します。

フローに Choice ノードを追加するには

1. フローデザイナーの右側にある [ロジック] タブを選択します。
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2. [Choice] を選択し、フローデザイナーにドラッグします。
3. フロー内のステップ (デバイスまたはサービスによって表される) を Choice ノードに接続します。フ

ローデザイナーには、デバイスまたはサービスと Choice ノード間のイベントが表示されます。この
イベントのデフォルト名は置き換えることができます。

4. Choice ノードを 2 つ以上のデバイスおよびサービスに接続します。これらのデバイスとサービスは、
フローのステップを表します。フローデザイナーには、Choice ノードと、Choice ノードを接続した
各ステップ間のイベントが表示されます。これらのイベントの名前は、Choice ノードで作成するイベ
ントにちなんで付けられます。

5. Choice ノードを選択します。フローデザイナーで、右側のペインに Choice アクティビティエディタ
が表示されます。
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Choice アクティビティエディタで、オプションのタイトルを追加するために使用するテキストボックスが
表示されます。このエディタには、ルール A という名前の 1 つのルールと、デフォルトルールも含まれて
います。さらにルールを追加するには、[Add rule (ルールの追加)] を選択します。

Example

次の図は、Choice ノードを設定し、そのノードを次のステップ候補に接続したとき (ライトのオン/オフが
切り替わります) のフローデザイナーキャンバスの外観を示しています。

ルールにより、条件がイベントに結び付けられます。ルールの条件が満たされると、Choice ノードは、
ルールで指定されたイベントを起動します。ルールで作成するイベントの後に、Choice ノードに続く各イ
ベントに名前を付けます。デフォルトのルールでは、他のルールの条件が満たされない場合に使用するイ
ベントを指定します。デフォルトのルールは必須です。イベントは、Choice ノードをフロー内の条件付き
ステップに接続します。
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ルールでの式の記述
各ルール (デフォルトのルールを除く) には条件が含まれている必要があり、各条件は AWS IoT Things 
Graph データモデル式で表現します。このセクションでは、式に変数とロジックを組み込む方法について
説明します。

ルールでの変数値の使用
式が変数またはパスに対する単純な操作で構成されている場合、次の例のように、変数またはパスの名前
を使用してその値にアクセスできます。

            ${getHourResult < 14} 
            ${getHourResultA > getHourResultB} 
            ${image.width == 32} 
           

次の表に、これらの式で使用される値のデータ型を示します。

データ型 値

getHourResult Int

getHourResultA Int

getHourResultB Int

image.width Int 型の Image プロパティを持つ width オブジェ
クト。

文字列の連結
次の例は、式内の文字列を連結する方法を示しています。

            ${message == "Current time: " + getHourResult} 
           

次の表に、この式で使用される値のデータ型を示します。

データ型 値

message 文字列

getHourResult Int

論理演算子
論理 AND、OR、および NOT には、次の演算子を使用します。

Logic 演算子

AND &&
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Logic 演算子

または ||

NOT !

Example

            ${image.height == 32 && image.width == 55} 
            ${getHourResult == 14 || !isDay} 
            ${!isNight} 
           

次の表に、この式で使用される値のデータ型を示します。

データ型 値

image.height Int 型の Image プロパティを持つ width オブジェ
クト。

getHourResult Int

isDay ブール値

isNight ブール値
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システムとフロー設定の使用
フローを発行するときに、AWS IoT Things Graph コンソールによってシステムが作成されます。このセク
ションでは、システムおよびフロー設定の要素について説明します。また、AWS CLI を使用してこれらの
コンテンツを作成する方法についても説明します。

トピック
• システムの作成 (p. 125)
• フロー設定の作成 (AWS IoT Greengrass) (p. 126)
• フロー設定の作成 (クラウド) (p. 133)
• AWS IoT Things Graph コンソールでフロー設定およびフロー実行を表示する (p. 141)

システムの作成
システムは、IoT システム内で相互作用するデバイス、サービス、およびワークフロー (フロー) のコレク
ションです。システムは AWS IoT と AWS IoT Things Graph フローで構成されます。

AWS IoT Things Graph コンソールでフローを作成すると、システムが自動的に作成されます。たとえば、
「デバイスとサービスを使用したフローの作成」のシステムには、RekognitionFlow が含まれます。以
下の AWS IoT Things Graph データモデル (TDM) コードは、例で作成されたシステムの基盤となる定義を
示しています。REGION と ACCOUNT ID のプレースホルダーは、お客様の AWS リージョンとアカウント 
ID に置き換えてください。

type RekognitionFlowSystem @systemType(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:System:RekognitionFlowSystem") { 
  motionSensor: MotionSensor @thing(id: "urn:tdm:aws/examples:DeviceModel:MotionSensor") 
  cameraRkgnExample: CameraRkgnExample @thing(id: "urn:tdm:aws/
examples:DeviceModel:CameraRkgnExample") 
  screen: Screen @thing(id: "urn:tdm:aws/examples:DeviceModel:Screen") 
  RekognitionFlow: RekognitionFlow @workflow(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:Workflow:RekognitionFlow")
} 
         

このシステムでは以下が当てはまります。

• @systemType 宣言では、括弧内の識別子が TDM URN であるシステムを作成します。
• motionSensor: MotionSensor などを使用して、デバイスまたはデバイスモデルおよびフローを、フロー

設定で使用される名前 (各コロンの左側) に割り当てます。フロー設定は、フロー名を使用してフローを
開始します。デバイス名またはデバイスモデル名を使用して、レジストリの特定のモノを各デバイスま
たはデバイスモデルに割り当てます。フロー設定で、これらの名前はシステム内の名前と完全に一致す
る必要があります。

• @thing 宣言は、システム内のデバイスまたはデバイスモデルを指定します。
• @workflow 宣言は、システム内のフローを指定します。システム定義でサービスを指定する必要はあ

りません。
• システムに複数のフローを含めることができます (TDM を自分で記述する場合)。これにより、一度に複

数のフローをデプロイできます。

以下のコマンドは、AWS CLI を使用してシステムを作成する方法を示しています。

125

https://docs.aws.amazon.com/thingsgraph/latest/ug/iot-tg-models-tdm-iot-system.html
https://console.aws.amazon.com/thingsgraph/home
https://docs.aws.amazon.com/thingsgraph/latest/ug/iot-tg-gs-thingdev-sample.html
https://docs.aws.amazon.com/thingsgraph/latest/ug/iot-tg-models-tdm-urnscheme.html


AWS IoT Things Graph ユーザーガイド
フロー設定の作成 (AWS IoT Greengrass)

 aws iotthingsgraph create-system-template --definition language=GRAPHQL,text="TDM System 
 Definition" 
         

プログラムによるシステム作成の詳細については、AWS IoT Things Graph API リファレンスの
「CreateSystemTemplate」を参照してください。

次のセクションでは、フロー設定を作成する方法について説明します。

フロー設定の作成 (AWS IoT Greengrass)
フロー設定では、物理的な場所でシステムのデプロイに必要なすべての要素とプロパティを指定しま
す。フロー設定は、他の必要なリソースを指定する属性を持つ AWS IoT Things Graph データモデル 
(TDM) デプロイ定義によって構成されています。これらには、システムがデプロイされている Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) バケットの名前、およびシステムがデプロイされている AWS IoT 
Greengrass グループの名前が含まれます。

このセクションでは、フロー設定の構造について説明し、AWS CLI および AWS IoT Things Graph コン
ソールを使用してそれを作成する方法を示します。

トピック
• AWS CLI でのフロー設定の作成 (p. 126)
• AWS IoT Things Graph コンソールでフロー設定を作成する (p. 128)

AWS CLI でのフロー設定の作成
このセクションでは、AWS CLI での「デバイスとサービスを使用したフローの作成」で使用されるフロー
設定を作成する方法について説明します。環境のセットアップ、モノの作成、フロー (およびシステム) 
の作成、デバイスへのモノの関連付けに関する詳細な手順については、このトピックを参照してくださ
い。AWS CLI でフローを作成する手順については、「フローの作成とデプロイ」を参照してください。

フロー設定の定義
以下の AWS IoT Things Graph (TDM) では、「デバイスとサービスを使用したフローの作成」で作成し
たフロー設定の基盤となる定義を示します。REGION と ACCOUNT ID のプレースホルダーは、お客様の 
AWS リージョンとアカウント ID に置き換えてください。

query Lobby @deployment(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Deployment:Lobby" systemId: 
 "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:System:RekognitionFlowSystem") { 
    motionSensor(deviceId: "MotionSensor1") 
    screen(deviceId: "Screen1") 
    cameraRkgnExample(deviceId: "Camera1") 
     
    triggers { 
        MotionEventTrigger(description: 'a trigger') { 
            condition(expr: "devices[name == 'motionSensor'].events[name == 
 'StateChanged'].lastEvent.value")  
            action(expr: "ThingsGraph.startFlow('RekognitionFlow', bindings[name == 
 'cameraRkgnExample'].deviceId, bindings[name == 'screen'].deviceId)") 
        } 
    }
} 
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このデプロイ定義では、以下が当てはまります。

• GraphQL query としてデプロイ定義を作成します。
• @deployment 宣言は、AWS IoT Things Graph にデプロイ定義を作成するよう指示します。この識別子

は、括弧内の TDM URN です。
• 括弧内の次の値は、このデプロイでデプロイするワークフロー (フロー) を含むシステムの URN です。
• 中括弧内のコンテンツは、(システム定義で指定されているように) デバイスまたはデバイスモデルの名

前を、AWS IoT レジストリに登録されているモノに割り当てて開始します。TDM でこの割り当てを行
う前に、AssociateEntityToThing API を使用して、デプロイで使用しているモノそれぞれに各デバイス
を関連付けます。deviceId の値は、レジストリでのモノの名前です。

• triggers ブロックには、1 つ以上のトリガーが含まれています。この例の MotionEventTrigger
は、フローと、トリガー条件が満たされたときに開始される condition をトリガーする action で構
成されます。

• 条件では、2 つのパス式を使用して、デバイスがモーションを検出したかどうかを判断する述
語式を使用し、フローで使用されているデバイスとそのデバイスのイベントの 1 つを識別しま
す。lastEvent デバイスから送信された motionSensor の値が true、空でない文字列、ま
たはゼロ (0) 以外の数値の場合、devices[name == 'motionSensor'].events[name == 
'StateChanged'].lastEvent.value 式が true に評価されます。これは、モーションを検知するイ
ベントが発生したことを意味します。イベントが発生するたびに式が true と評価されるようにする場合
は、devices[name == 'motionSensor'].events[name == 'StateChanged'].lastEvent を
使用します。

• action は、指定されたフローを開始する ThingsGraph.startFlow 関数を使用します。フロー名
は、システム定義のフローの名前と一致します。bindings パス式は、フローで使用されているモノの
名前を指定します。

これで完全なデプロイ定義を作成したため、AWS CLI を使用してフロー設定を作成できます。

アクション内のフロー名に続く値は、任意の有効なフローパラメータとすることができます。次の例で
は、トリガーのアクションブロック内で使用できる値とパス式の一部を示しています。

DataEmitterTrigger01(description: "trigger on integer events") { 
        condition(expr: "devices[name == 'dataEmitter'].events[name == 
 'IntegerEvent'].lastEvent.val > 10") 
        action(expr: "ThingsGraph.startFlow('exampleFlow1', devices[name 
 == 'dataEmitter'].events[name == 'IntegerEvent'].lastEvent.val, 
 False, 1.1, ((String)devices[name == 'dataEmitter'].events[name == 
 'IntegerEvent'].lastEvent.val).charAt(0))") 
      }

DataEmitterTrigger02(description: "trigger on json events") { 
        condition(expr: "devices[name == 'dataEmitter'].events[name == 
 'JsonEvent'].lastEvent") 
        action(expr: "ThingsGraph.startFlow('exampleFlow2', -100, True, -1.0000000001, 
 devices[name == 'dataEmitter'].events[name == 'JsonEvent'].lastEvent)") 
      } 
                     

トリガーの詳細については、「トリガー」を参照してください。

フロー設定の作成
以下のコマンドは、AWS CLI を使用してフロー設定を作成する方法を示しています。

aws iotthingsgraph create-system-instance --definition language=GRAPHQL,text="TDM 
 Deployment Definition" \
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--target GREENGRASS --greengrass-group-name AWS IoT Greengrass Group Name --s3-bucket-
name Amazon S3 Bucket Name
                    

• target パラメータ – デプロイのターゲットタイプを指定します。AWS IoT Greengrass デプロイメン
トの場合は、GREENGRASS を指定します。

• greengrass-group-name パラメータ – フロー設定のデプロイ先となる AWS IoT Greengrass グルー
プの名前を指定します。

• s3-bucket-name パラメータ – フロー設定のリソースファイルを保存およびデプロイするために使用
される Amazon S3 バケットを指定します。

オペレーションが完了すると、AWS CLI は次のデプロイ設定を JSON オブジェクトとして返します。

{ 
        "summary": { 
            "status": "PENDING_DEPLOYMENT", 
            "greengrassGroupName": "AWS IoT Greengrass Group Name", 
            "target": "GREENGRASS", 
            "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:REGION:ACCOUNT ID:default#Deployment#Lobby", 
            "updatedAt": 1547245009.256, 
            "id": "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Deployment:Lobby", 
            "createdAt": 1547245009.256 
        }
} 
                     

このデプロイの概要:

• status オブジェクトの summary 値は、フロー設定が作成されるときは PENDING_DEPLOYMENT にな
ります。

• id ブロックの summary 値は、フロー設定の TDM URN です。

次のコマンドは id 値を使用して、フロー設定をターゲットにデプロイします。

aws iotthingsgraph deploy-system-instance --id Flow Configuration Id
                    

プログラムによるフロー設定作成の詳細については、AWS IoT Things Graph API リファレンスの
「CreateSystemInstance」を参照してください。

AWS IoT Things Graph コンソールでフロー設定を作
成する
以下の手順は、「デバイスとサービスを使用したフローの作成」でフローを作成およびデプロイするため
の手順のサブセットです。環境のセットアップ、モノの作成、フロー (およびシステム) の作成、デバイス
へのモノの関連付けに関する詳細な手順については、このトピックを参照してください。

1. フロー設定を作成します。

ページの左上にあるメニューアイコンを選択し、[Flows (フロー)] を選択して [Flows (フロー)] ページ
に戻ります。[Flows (フロー)] ページで、作成したばかりのフローの横にあるボックスをオンにしてか
ら、[Create flow configuration (フロー設定の作成)] を選択します。
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2. フロー設定に名前を付けます。

[Describe Flow Configuration (フロー設定の詳細)] ページで、フローを選択して、フロー設定名を入力
します。フロー設定名にスペースを含めることはできません。[Greengrass]、[次へ] の順に選択しま
す。

3. ターゲットを設定します。

[Configure target (ターゲットの設定)] ページで、Amazon S3 バケットの名前と AWS IoT Greengrass 
コアデバイスが属する AWS IoT Greengrass グループの名前を入力します。[Next (次へ)] を選択しま
す。
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4. デプロイするモノを選択します。

[Map Things (モノのマップ)] ページは、デプロイに含める特定のモノを選択するためのインターフェ
イスを提供します。デプロイ内の各デバイスの下にあるメニューには、そのデバイスに関連付けられ
たモノがすべて含まれています。開始したばかりのため、このページの各デバイスのメニューには、1 
つのモノしか含まれていません (各デバイスに関連付けたモノ)。

[Map Things (モノのマップ)] ページで、[MotionSensor] デバイスの下から、先に作成したモーション
センサーのモノを選択します。[Camera (カメラ)] および [Screen (スクリーン)] デバイス用のカメラと
スクリーンのモノを選択します。[Next (次へ)] を選択します。
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5. トリガーを表示します。

[Define trigger (トリガーの定義)] ページで、フローのモーションイベントトリガーを
定義する GraphQL がエディタに表示されます。モーションセンサーが動きを検出する
と、ThingsGraph.startFlow 関数がフローを開始します。このコードを編集する必要はありませ
ん。

[Review] を選択します。

131



AWS IoT Things Graph ユーザーガイド
AWS IoT Things Graph コンソールでフロー設定を作成する

6. 確認して作成します。

[Review and create (確認と作成)] ページで、フロー設定のために入力した情報を確認します。[Create] 
を選択します。
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7. デプロイします。

[Flow configuration created (フロー設定作成済み)] メッセージが表示されたら、[Deploy now (今すぐデ
プロイする)] を選択します。

デプロイが成功すると、[Deployments (デプロイ)] ページに [Status (ステータス)] 列に [Deployed in 
target (ターゲットにデプロイ済み)] が表示されます。

フロー設定の作成 (クラウド)
フロー設定では、物理的な場所でシステムのデプロイに必要なすべてのコンポーネントとプロパティを
指定します。フロー設定は、AWS IoT Things Graph データモデル (TDM) デプロイ定義によって構成され
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ています。定義の属性は、AWS IoT Things Graph がクラウドでフローを実行するときに引き受ける IAM 
ロールなど、その他の必要なリソースを指定します。

このセクションでは、フロー設定の構造について説明し、AWS IoT Things Graph コンソールおよび AWS 
CLI を使用してそれを作成する方法を示します。

トピック
• AWS CLI でのフロー設定の作成 (p. 134)
• AWS IoT Things Graph コンソールでフロー設定を作成する (p. 136)

AWS CLI でのフロー設定の作成
以下の手順は、「デバイスとサービスを使用したフローの作成」でフローを作成およびデプロイするため
の手順と似ています。トピックには、環境のセットアップ、モノの作成、フロー (およびシステム) の作
成、デバイスへのモノの関連付けに関する詳細な手順が含まれています。これはクラウドデプロイである
ため、AWS IoT Greengrass グループを作成および設定する代わりに、「クラウドデプロイの準備」の手
順に従って AWS IoT Things Graph がフローを実行するときに引き受ける IAM ロールを作成します。

フロー設定の定義
以下の AWS IoT Things Graph (TDM) では、「デバイスとサービスを使用したフローの作成」で作成し
たフロー設定の基盤となる定義を示します。REGION と ACCOUNT ID のプレースホルダーは、お客様の 
AWS リージョンとアカウント ID に置き換えてください。

query Lobby @deployment(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Deployment:Lobby" systemId: 
 "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:System:RekognitionFlowSystem") { 
    motionSensor(deviceId: "MotionSensor1") 
    screen(deviceId: "Screen1") 
    cameraRkgnExample(deviceId: "Camera1") 
     
    triggers { 
        MotionEventTrigger(description: 'a trigger') { 
            condition(expr: "devices[name == 'motionSensor'].events[name == 
 'StateChanged'].lastEvent.value")  
            action(expr: "ThingsGraph.startFlow('RekognitionFlow', bindings[name == 
 'cameraRkgnExample'].deviceId, bindings[name == 'screen'].deviceId)") 
        } 
    }
} 
                     

このデプロイ定義では、以下が当てはまります。

• GraphQL query としてデプロイ定義を作成します。
• @deployment 宣言は、AWS IoT Things Graph にデプロイ定義を作成するよう指示します。この識別子

は、括弧内の TDM URN です。
• 括弧内の次の値は、ワークフロー (フローとも呼ばれます) またはこのデプロイでデプロイするフローを

含むシステムの URN です。
• 中括弧内のコンテンツは、(システム定義で指定されているように) デバイスまたはデバイスモデルの名

前を、AWS IoT レジストリに登録されているモノに割り当てて開始します。TDM でこの割り当てを行
う前に、AssociateEntityToThing API を使用して、デプロイで使用しているモノそれぞれに各デバイス
を関連付けます。deviceId の値は、レジストリでのモノの名前です。

• triggers ブロックには、1 つ以上のトリガーが含まれています。この例の MotionEventTrigger
は、フローと、トリガー条件が満たされたときに開始される condition をトリガーする action で構
成されます。
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• 条件では、2 つのパス式を使用して、デバイスがモーションを検出したかどうかを判断する述
語式を使用し、フローで使用されているデバイスとそのデバイスのイベントの 1 つを識別しま
す。lastEvent デバイスから送信された motionSensor の値が true、空でない文字列、ま
たはゼロ (0) 以外の数値の場合、devices[name == 'motionSensor'].events[name == 
'StateChanged'].lastEvent.value 式が true に評価されます。これは、モーションを検知するイ
ベントが発生したことを意味します。イベントが発生するたびに式が true と評価されるようにする場合
は、devices[name == 'motionSensor'].events[name == 'StateChanged'].lastEvent を
使用します。

• action は、指定されたフローを開始する ThingsGraph.startFlow 関数を使用します。フロー名
は、システム定義のフローの名前と一致します。bindings パス式は、フローで使用されているモノの
名前を指定します。

これで完全なデプロイ定義を作成したため、AWS CLI を使用してフロー設定を作成できます。

アクション内のフロー名に続く値は、任意の有効なフローパラメータとすることができます。次の例で
は、トリガーのアクションブロック内で使用できる値とパス式の一部を示しています。

DataEmitterTrigger01(description: "trigger on integer events") { 
        condition(expr: "devices[name == 'dataEmitter'].events[name == 
 'IntegerEvent'].lastEvent.val > 10") 
        action(expr: "ThingsGraph.startFlow('exampleFlow1', devices[name 
 == 'dataEmitter'].events[name == 'IntegerEvent'].lastEvent.val, 
 False, 1.1, ((String)devices[name == 'dataEmitter'].events[name == 
 'IntegerEvent'].lastEvent.val).charAt(0))") 
      }

DataEmitterTrigger02(description: "trigger on json events") { 
        condition(expr: "devices[name == 'dataEmitter'].events[name == 
 'JsonEvent'].lastEvent") 
        action(expr: "ThingsGraph.startFlow('exampleFlow2', -100, True, -1.0000000001, 
 devices[name == 'dataEmitter'].events[name == 'JsonEvent'].lastEvent)") 
      } 
                     

トリガーの詳細については、「トリガー」を参照してください。

フロー設定の作成
以下のコマンドは、AWS CLI を使用してフロー設定を作成する方法を示しています。

aws iotthingsgraph create-system-instance --definition language=GRAPHQL,text="TDM 
 Deployment Definition" \
--target CLOUD --flow-actions-role-arn IAM Role \
--metrics-configuration true/false
                    

• target パラメータ – デプロイのターゲットタイプを指定します。クラウドデプロイの場合は、CLOUD
を指定します。

• flow-actions-role-arn パラメータ – クラウドでフローを実行するときに AWS IoT Things Graph 
が引き受けるロールを指定します。このロールを作成する手順については、「クラウドデプロイを準備
する」を参照してください。

オペレーションが完了すると、AWS CLI は次のデプロイ設定を JSON オブジェクトとして返します。
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{ 
        "summary": { 
            "status": "PENDING_DEPLOYMENT", 
            "greengrassGroupName": "AWS IoT Greengrass Group Name", 
            "target": "GREENGRASS", 
            "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:REGION:ACCOUNT ID:default#Deployment#Lobby", 
            "updatedAt": 1547245009.256, 
            "id": "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Deployment:Lobby", 
            "createdAt": 1547245009.256 
        }
} 
                     

このデプロイの概要:

• status オブジェクトの summary 値は、フロー設定が作成されるときは PENDING_DEPLOYMENT にな
ります。

• id ブロックの summary 値は、フロー設定の TDM URN です。

次のコマンドは id 値を使用して、フロー設定をターゲットにデプロイします。

aws iotthingsgraph deploy-system-instance --id Flow Configuration Id
                    

プログラムによるフロー設定作成の詳細については、AWS IoT Things Graph API リファレンスの
「CreateSystemInstance」を参照してください。

AWS IoT Things Graph コンソールでフロー設定を作
成する
以下の手順は、「デバイスとサービスを使用したフローの作成」でフローを作成およびデプロイするため
の手順と似ています。トピックには、環境のセットアップ、モノの作成、フロー (およびシステム) の作
成、デバイスへのモノの関連付けに関する詳細な手順が含まれています。これはクラウドデプロイである
ため、AWS IoT Greengrass グループを作成および設定する代わりに、「クラウドデプロイの準備」の手
順に従って AWS IoT Things Graph がフローを実行するときに引き受ける IAM ロールを作成します。

1. フロー設定を作成します。

ページの左上にあるメニューアイコンを選択し、[Flows (フロー)] を選択して [Flows (フロー)] ページ
に戻ります。[Flows (フロー)] ページで、作成したばかりのフローの横にあるボックスをオンにしてか
ら、[Create flow configuration (フロー設定の作成)] を選択します。

2. フロー設定に名前を付けます。
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[Describe Flow Configuration (フロー設定の詳細)] ページで、フローを選択して、フロー設定名を入力
します。フロー設定名にスペースを含めることはできません。[Cloud (クラウド)]、[次へ] の順に選択
します。

3. ターゲットを設定します。

[Configure target (ターゲットの設定)] ページで、[Prepare for Cloud Deployments (クラウドデプロイ
の準備)] で作成したロールの ARN を入力します。[Next (次へ)] を選択します。

4. デプロイするモノを選択します。

[Map Things (モノのマップ)] ページは、デプロイに含める特定のモノを選択するためのインターフェ
イスを提供します。デプロイ内の各デバイスの下にあるメニューには、そのデバイスに関連付けられ
たモノがすべて含まれています。開始したばかりのため、このページの各デバイスのメニューには、1 
つのモノしか含まれていません (各デバイスに関連付けたモノ)。

[Map Things (モノのマップ)] ページで、[MotionSensor] デバイスの下から、先に作成したモーション
センサーのモノを選択します。[Camera (カメラ)] および [Screen (スクリーン)] デバイス用のカメラと
スクリーンのモノを選択します。[Next (次へ)] を選択します。
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5. トリガーを表示します。

[Define trigger (トリガーの定義)] ページで、フローのモーションイベントトリガーを
定義する GraphQL がエディタに表示されます。モーションセンサーが動きを検出する
と、ThingsGraph.startFlow 関数がフローを開始します。このコードを編集する必要はありませ
ん。

[Review] を選択します。
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6. 確認して作成します。

[Review and create (確認と作成)] ページで、フロー設定のために入力した情報を確認します。[Create] 
を選択します。
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7. デプロイします。

[Flow configuration created (フロー設定作成済み)] メッセージが表示されたら、[Deploy now (今すぐデ
プロイする)] を選択します。

デプロイが成功すると、[Deployments (デプロイ)] ページに [Status (ステータス)] 列に [Deployed in 
target (ターゲットにデプロイ済み)] が表示されます。
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AWS IoT Things Graph コンソールでフロー設定お
よびフロー実行を表示する

AWS IoT Things Graph コンソールのフロー設定ページには、作成したすべてのデプロイとその現在のス
テータスが表示されます。このページは、各デプロイについてのより詳細な概要情報にもリンクしていま
す。これには、デプロイが作成された日付、およびフローの各デバイスまたはデバイスモデルに割り当て
られたモノが含まれます。

デプロイの詳細ページには、フロー実行のリストも用意されています。各フロー実行は、各フロー実行が
送信したメッセージを含むページにリンクしています。これらのメッセージは、各ステップが実行を開始
した時間、正常に完了した時間、失敗した時間などの情報を提供します。

このトピックでは、フロー設定ページとフロー実行ページの機能、およびそれらにアクセスする方法につ
いて説明します。

フローの設定
フロー設定セクションのメインページには、作成したすべてのフロー設定が一覧表示されます。フロー
設定ごとに、ID (AWS IoT Things Graph データモデル [TDM] URN)、ステータス、作成日も一覧表示
します。AWS IoT Greengrass デプロイの場合は、フロー設定のデプロイターゲットである AWS IoT 
Greengrass グループの名前が一覧表示されます。

フロー設定に関するより詳細な概要データを表示するには、その名前をクリックします。次のページに
は、フロー設定に関する一般的な設定情報が表示されます。

このページの [Assigned Things (割り当てられたモノ)] セクションには、フローのデバイスまたはデバイス
モデルに割り当てられた AWS IoT レジストリのモノも表示されます。
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フロー実行
フロー設定のフロー実行のリストを表示するには、[Flow executions (フロー実行)] タブを選択します。
[Flow executions (フロー実行)] ページには、デプロイ後のフローのすべての実行を示すリストが含まれま
す。フローの実行は、トリガーがフローを開始するたびに開始され、フローの完了の成功または失敗で終
了します。

このページを使用して、フロー設定でのフロー完了の失敗のタイミングを判断できます。特定の期間内の
フロー実行に関する詳細を探している場合は、実行開始日時を検索できます。

特定のフロー実行に関するメッセージを表示するには、フロー実行を選択してから、ページの右上にある 
[View details (詳細を表示)] を選択します。

[Flow executions messages (フロー実行メッセージ)] ページには、フローの各ステップおよびアクティ
ビティのメッセージが表示されます。ステップがいつスケジュールされたか、ステップがいつ開始され
たか、アクティビティがいつ開始されたかを示します。フローパラメータの値、および AWS IoT Things 
Graph がフローの各ステップとアクティビティに渡した入力が表示されます。エラーが発生した時期も示
します。このページを使用して、フローの実行の失敗をトラブルシューティングできます。
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AWS IoT Things Graph エンティ
ティ、フロー、システム、デプロイ
のライフサイクルの管理

このトピックには、ワークフロー (フロー) とシステムの名前空間バージョンおよびリビジョンを管理する
方法に関する情報が含まれています。

名前空間のバージョニングにより、デバイスやデバイスモデル (お客様が所有するもの、またはパブリッ
ク名前空間と同期するときに追加されるもの) を更新または作成するときに、フロー、システム、および
デプロイ設定の破損から保護されます。下位互換性のない変更により、既存のデプロイが破損することは
ありません。以前のバージョンが含まれているフローの新しいデプロイであっても同様です。

さらに、このトピックでは、名前空間から既存のエンティティを削除する方法、およびフロー、システ
ム、デプロイ設定を廃止して削除する方法について説明します。

名前空間管理
名前空間は、AWS IoT Things Graph Data Model (TDM) 言語を使用して作成されたエンティティのコンテ
ナです。これらのエンティティは、特定のアカウントに関連付けられています。名前空間は、各エンティ
ティの URN の一部です。

次の例では、名前空間はデバイス名 (DL05PLCUnits) より前のすべてです。

urn:tdm:REGION/ACCOUNT_ID/default:deviceModel:DL05PLCUnits

以下は、名前空間に保存されているエンティティを示しています。

• プロパティ
• States
• イベント
• アクション
• 機能
• Mappings
• デバイス
• デバイスモデル
• サービス

システム、フロー、およびデプロイは名前空間に保存されません。

初めてエンティティ定義をアップロードすると、AWS IoT Things Graph は名前空間を作成します。この
名前空間は、パブリック名前空間の現在のバージョンと同期しています。AWS IoT Things Graph は、エン
ティティ定義をアップロードするまえに TDM をデバッグするために使用できる ValidateEntityDefinitions
エンティティ API を提供します。TDM が有効であることを確認したら、UploadEntityDefinitions API また
は AWS IoT Things Graph コンソールを使用して定義をアップロードします。

下位互換性のない変更を行うと、AWS IoT Things Graph によって名前空間の新しいバージョンが作成され
ます。次の例は、新しい名前空間バージョンの作成を要求するアクションの例を示しています。
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• 名前空間で、既存のエンティティ (プロパティ、アクション、イベントなど) を更新します。
• 名前空間はパブリック名前空間と同期します。
• 名前空間の既存のエンティティを廃止し、新しいエンティティのセットと置き換えます。

AWS IoT Things Graph コンソールまたは UploadEntityDefinitions API を使用して既存のエンティティを更
新できます。UploadEntityDefinitions API には、他の 2 つのアクションを実行できるようにする 2 つのオ
プションのブールパラメータがあります。

• syncWithPublicNamespace
• deprecateExistingEntities

UploadEntityDefinitions オペレーションの完了後、フローでエンティティが使用可能になるまでに
短い遅延が発生します。テストとスクリプト化されたソリューションを記述している場合は、この遅延を
考慮してください。

フローを作成すると、AWS IoT Things Graph はデフォルトで現在のバージョンの名前空間でエンティティ
を使用します。フローをデプロイすると、AWS IoT Things Graph はデフォルトで現在のバージョンの名
前空間に対してそのフローを検証します。つまり、現在の名前空間に対応していないエンティティが含ま
れているフローをデプロイしようとすると、デフォルトではデプロイが失敗します。廃止されたエンティ
ティを含むフローも失敗します。

フローと互換性のあるエンティティを含む以前の名前空間を指定するには、CreateFlowTemplate API のオ
プションの compatibleNamespaceVersion パラメータを使用します。このパラメータのフローを作成
すると、AWS IoT Things Graph は、フローをデプロイするときにこのパラメータに設定したバージョン
の値に対してフローを検証します。CreateSystemTemplate には、このオプションのパラメータもあるた
め、デプロイ時にシステムとフローが同じ名前空間バージョンを使用していることを確認します。

UpdateFlowTemplate API と UpdateSystemTemplate API は同じオプションの
compatibleNamespaceVersion パラメータを使用します。つまり、これらのオペレーションを使用し
て、デプロイ時に検証されるフローに対して名前空間バージョンを変更できます。

システム、フロー、および名前空間の削除
AWS IoT Things Graph コンソールでフローを削除するには、[フロー] ページで、削除するフローを選択し
ます。[削除] を選択します。

AWS IoT Things Graph コンソールでフローを作成するとフローが含まれているシステムが自動的に作成さ
れます。フローを削除すると、AWS IoT Things Graph コンソールにより、フローが含まれているシステム
が自動的に削除されます。

DeprecateFlowTemplate API および DeprecateSystemTemplate API により、フローまたはシステムを削
除する前に削除対象としてマークできます。廃止されたシステムとワークフローをデプロイすることはで
きませんが、そのシステムまたはフローを含む既存のデプロイは引き続き実行できます。AWS IoT Things 
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Graph コンソールを使用しない場合は、フローを削除する前にシステムまたはフローを非推奨にする必要
があります。システムに含まれているフローを削除する前には、システムを削除する必要があります。

DeleteFlowTemplate API および DeleteSystemTemplate API により、廃止されたフローまたはシステムを
削除できます。フローを削除すると、そのフローが含まれているシステムは更新またはデプロイされなく
なります。システムを削除すると、そのシステムが含まれているデプロイ設定は更新またはデプロイされ
なくなります。そのフローが含まれている既存のデプロイは引き続き実行されます。これは、デプロイ時
に取得されるワークフローのスナップショットが使用されるためです。削除されたシステムが含まれてい
るデプロイについても同様です。システムを削除する前に、システム内のすべてのフローを削除する必要
があります。

名前空間を削除するには、DeleteNamespace API を使用します。名前空間を削除する前に、その名前空間
でエンティティを使用するすべてのシステム、フロー、およびフロー設定を削除する必要があります。名
前空間を削除した後も、既存のフローデプロイは引き続き機能します。AWS IoT Things Graph は、各デプ
ロイのスナップショット (フロー、フロー設定、システム、およびエンティティ) を作成します。

フロー設定の削除
デプロイ設定を削除するには、2 つのステップが必要になります。

1. フロー設定をアンデプロイします。このステップでは、AWS IoT Greengrass グループまたはクラウド
から設定を削除します。

2. フロー設定を削除します。このステップにより、デプロイ設定が AWS IoT Things Graph から削除され
ます。

次の手順では、AWS IoT Things Graph コンソールを使用してデプロイ手順を削除する方法を示します。

1. フロー設定をアンデプロイします。

[デプロイ] ページで、削除するフロー設定を選択します。ページの右上で、[Undeploy (アンデプロイ)] 
を選択します。「Undeploy」と入力し、表示されるダイアログボックスで [Undeploy (アンデプロ
イ)] を選択します。

2. デプロイ設定を削除します。

[デプロイ] ページで、削除するフロー設定を選択します。ページの右上で、[Delete (削除)] を選択しま
す。「delete」と入力し、表示されるダイアログボックスで [Delete (削除)] を選択します。

UndeploySystemInstance および DeleteSystemInstance API もこれらの 2 つのアクションを実行します。
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AWS IoT Things Graphでのセキュリ
ティ

AWSでは、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWSのお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。

セキュリティは、AWSとお客様の間の共有責任です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。

• クラウドのセキュリティ-AWS は、AWS クラウドでAWS のサービスを実行するインフラストラクチャ
を保護する責任を負います。また、AWSは、使用するサービスを安全に提供します。AWS コンプライ
アンスプログラム の一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテストお
よび検証しています。AWS IoT Things Graph に適用するコンプライアンスプログラムの詳細について
は、コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービスをご参照ください。

• クラウド内のセキュリティ–お客様の責任は、使用するAWSのサービスに応じて判断されます。また、
お客様は、データの機密性、お客様の会社の要件、および適用可能な法律および規制など、その他の要
因についても責任を担います。

このドキュメントは、Things Graph を使用する際に責任共有モデルを適用する方法を理解するのに役立ち
ます 以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために Things Graph 
を設定する方法を示します。また、Things Graph リソースのモニタリングや保護に役立つ、他の AWS の
サービスの使用方法についても説明します。

トピックス
• AWS IoT Things Graph のセキュリティ (p. 147)
• AWS IoT Greengrass デプロイでのセキュリティ (p. 149)
• AWS IoT Things Graph 名前空間のセキュリティ (p. 150)
• AWS IoT Things Graphでのデータ保護 (p. 151)
• AWS IoT Things Graph のためのアイデンティティおよびアクセス管理  (p. 153)
• のモニタリングAWS IoT Things Graph (p. 167)
• AWS IoT Things Graph のコンプライアンス検証 (p. 176)
• AWS IoT Things Graph での耐障害性 (p. 176)
• AWS IoT Things Graphでのインフラストラクチャセキュリティ (p. 177)
• AWS IoT Things Graph での設定と脆弱性の分析 (p. 177)
• AWS IoT Things Graph のセキュリティのベストプラクティス (p. 177)

AWS IoT Things Graph のセキュリティ
AWS IoT Things Graphは X.509 証明書、管理対象サブスクリプション、AWS IoTポリシーと IAM ポリ
シーとロールを使用して、クラウド内またはローカルAWS IoT Greengrass環境。AWS IoT Things Graph
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の使用AWS IoTセキュリティ機能とAWS IoT Greengrassセキュリティ機能AWS IoT Greengrassデプロ
イ。

の詳細AWS IoTセキュリティの詳細については、でのセキュリティAWS IoT()AWS IoT開発者ガイド。

の詳細AWS IoT Greengrassセキュリティの詳細については、AWS IoT Greengrassのセキュリティ()AWS 
IoT Greengrass Version 1開発者ガイド。

クラウドデプロイのフロー実行用の IAM ロール
クラウドデプロイでは、IAM ロールを使用して、AWS IoT Things Graphデプロイのフローをお客様に代
わってデプロイのフローを実行することをに許可します。このロールの作成の詳細については、「クラウ
ドデプロイの準備」を参照してください。

次の図は、AWS IoT Things Graph のセキュリティが AWS IoT のセキュリティ内にどのように適合するか
を示しています。

のフロー実行用の IAM ロールAWS IoT Greengrassデ
プロイ
AWS IoT Greengrassデプロイでは、IAM ロールを使用して、AWS IoT Things Graphデプロイのフローを
お客様に代わってデプロイのフローを実行することをに許可します。あなたのAWS IoT Greengrassサービ
スロールには、Amazon S3 に対する読み取りおよび書き込みアクセス許可も必要です。これらのロールの
作成および設定の詳細については、「AWS IoT Greengrass デプロイ用の環境の設定」を参照してくださ
い。

次の図は、AWS IoT Things Graph のセキュリティが AWS IoT Greengrass のセキュリティ内にどのよう
に適合するかを示しています。
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AWS IoT Greengrass デプロイでのセキュリティ
AWS IoT Things Graph は、AWS IoT Greengrass デプロイに AWS IoT Greengrass のセキュリティ機能を
使用します。詳細については、「」を参照してください。AWS IoT Greengrassのセキュリティ()AWS IoT 
Greengrass Version 1開発者ガイド。

AWS IoT Things Graph ユーザーは、以下のアクションを実行するためのアクセス許可を必要とします。

• s3:REST.GET.OBJECT
• s3:REST.PUT.OBJECT
• iot:CreateTopicRule
• iot:ListTopicRules
• iot:GetTopicRule
• iot:DescribeThing
• iot:ListThingPrincipals
• iot:UpdateThing
• iot:AddThingToThingGroup
• iot:DescribeThingGroup
• iot:CreateThingGroup
• iot:ListThingsInThingGroup
• iot:DeleteThingGroup
• iot:RemoveThingFromThingGroup
• greengrass:CreateGroupVersion
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• greengrass:CreateDeployment
• greengrass:GetDeviceDefinitionVersion
• greengrass:CreateDeviceDefinitionVersion
• greengrass:CreateDeviceDefinition
• greengrass:GetFunctionDefinitionVersion
• greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion
• greengrass:CreateFunctionDefinition
• greengrass:GetResourceDefinitionVersion
• greengrass:CreateResourceDefinitionVersion
• greengrass:CreateResourceDefinition
• greengrass:GetSubscriptionDefinitionVersion
• greengrass:CreateSubscriptionDefinitionVersion
• greengrass:CreateSubscriptionDefinition
• greengrass:ListGroups
• greengrass:GetGroupVersion
• greengrass:GetConnectorDefinitionVersion
• greengrass:CreateConnectorDefinition
• greengrass:CreateConnectorDefinitionVersion
• iam:PassRole

MQTT サブスクリプション
AWS IoT Things Graph は、AWS IoT Greengrass Core デバイスで AWS Lambda 関数として実行されま
す。新しいワークフローがAWS IoT Greengrass,AWS IoT Things Graphは、ワークフロー内のデバイス
と、システムとの間の通信用として、サブスクリプションテーブルにエントリを作成します。AWS IoT 
Things GraphLambda 関数。

したがって、AWS IoT Things Graph はワークフロー内のデバイスが使用するすべての MQTT トピックへ
のサブスクリプションを作成します。サブスクリプションテーブルは、すべての通信の認証のために AWS 
IoT Greengrass Core デバイスによって使用されます。-AWS IoT Things GraphLambda 関数は、ワークフ
ロー内のデバイス間における通信を仲介します。

AWS IoT Things Graph 名前空間のセキュリティ
ワークフローで使用する各エンティティは、名前空間に属している必要があります。詳細については、
「名前空間」を参照してください。

アカウントの名前空間に保存されているエンティティは、アカウント内のすべてのユーザーが利用できま
す。アカウント内のすべてのユーザーには、名前空間内のすべてのエンティティ定義への読み取りおよび
書き込みアクセス権があります。

あなたがデプロイするためAWS IoT Things Graph～AWS IoT Greengrassの設定を行います。AWS IoT 
Greengrassセキュリティの手順を行います。Greengrass セキュリティの設定()AWS IoT Greengrass開発
者ガイド。

ワークフローのデプロイ時に、AWS IoT Things GraphIAM サービスロールを使用します。このロールに
は、AWS IoT Things Graph がワークフローで使用するすべての MQTT トピックをパブリッシュし、サブ
スクライブするために必要なすべてのポリシーを含める必要があります。

IAM ロールの詳細については、を参照してください。IAM ロールの使用()IAM ユーザーガイド。
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AWS IoT Things Graphでのデータ保護
AWS責任共有モデルは、AWS IoT Things Graph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
任を担います。ご利用者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、使用する AWS のサービス のセキュリティ設定と管理タスク
が含まれています。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アクセス許可のみを各ユーザーに付与できます。ま
た、以下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サービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使用し

ます。
• Amazon Macieなどのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これは、Amazon 

S3に保存されている個人データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140-2の検証

を受けた暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エン
ドポイントの詳細については、[Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2] (連邦情報処理規
格 (FIPS) 140-2) を参照してください。

顧客のメールアドレスなどの機密または注意を要する情報は、タグや [Name] (名前) フィールドなど自由
形式のフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS CLI、または 
AWS SDK で Things Graph または他の AWS のサービスを使用する場合も同様です。タグまたは名前に
使用する自由記入欄に入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サーバーへ
URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報を URL に含めないこ
とを強くお勧めします。

データ保護の詳細については、AWS セキュリティブログのブログ投稿「AWS の責任共有モデルと 
GDPR」を参照してください。

データ暗号化
データ保護には、データの転送中の保護 (AWS IoT との間の送受信時) と、保管時の保護 (デバイスや 
AWS の他のサービスによる保存時) があります。AWS IoT に送信されるすべてのデータは、MQTT また
は HTTPS プロトコルを使用する Transport Layer Security (TLS) 接続を介して転送されるため、転送中の
データはデフォルトで保護されます。AWS IoT デバイスはデータを収集し、そのデータを AWS の他の
サービスに送信して処理します。

AWS の他のサービスにおけるデータ暗号化の詳細については、該当サービスのセキュリティに関するド
キュメントを参照してください。

保管時の暗号化
フローのクラウドデプロイの場合、AWS IoT Things Graph はサーバー側の暗号化を使用して保管時のデー
タを保護します。詳細については、AWS IoT デベロッパーガイドの AWS IoT でのデータ暗号化を参照し
てください。
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フローの AWS IoT Greengrass デプロイでは、AWS IoT Things Graph は AWS IoT Greengrass の暗号
化機能を使用します。詳しくは、AWS IoT Greengrass Version 1 デベロッパーガイドの「Encryption at 
rest」(保管時の暗号化) を参照してください。

さらに、AWS IoT Things Graph は、フローを AWS IoT Greengrass コアにインストールするときに、
まずフローのすべての依存関係が含まれているファイルを Amazon S3 バケットにアップロードしま
す。AWS IoT Things Graph は、このファイルを HTTPS プロトコルを使用してアップロードするため、転
送中のファイルはデフォルトで安全に保護されます。Amazon S3 バケットを保護するのはお客様の責任と
なります。

転送中の暗号化
フローのクラウドデプロイの場合、AWS IoT Things Graph は Transport Layer Security (TLS) プロトコル
を使用して転送中のデータを保護します。詳細については、AWS IoT 開発者ガイドの AWS IoT のトラン
スポートセキュリティを参照してください。

フローの AWS IoT Greengrass デプロイでは、AWS IoT Things Graph は AWS IoT Greengrass のデータ
保護機能を使用します。詳しくは、AWS IoT Greengrass Version 1 デベロッパーガイドの「Encryption in 
Transit」(転送時の暗号化) を参照してください。

さらに、AWS IoT Things Graph は、フローを AWS IoT Greengrass コアにインストールするときに、
まずフローのすべての依存関係が含まれているファイルを Amazon S3 バケットにアップロードしま
す。AWS IoT Things Graph は、このファイルを HTTPS プロトコルを使用してアップロードするため、転
送中のファイルはデフォルトで安全に保護されます。Amazon S3 バケットを保護するのはお客様の責任と
なります。

キーの管理
AWS IoT Things Graph へのすべての接続は Transport Layer Security (TLS) プロトコルを介して行われる
ため、最初の TLS 接続にクライアント側の暗号化キーは不要です。デバイスは X.509 証明書を使用して認
証する必要があります。AWS IoT はお客様に代わって証明書を生成できます。この場合、パブリック/プラ
イベートキーペアが生成されます。

証明書は次の方法で生成できます。

• AWS IoT コンソールを使用している場合は、証明書とキーをダウンロードするように求められます。
• create-keys-and-certificate AWS CLI コマンドを使用している場合は、AWS CLI から証明書と

キーが返されます。

Important

お客様は、証明書とプライベートキーをデバイスにコピーして安全に保管する責任があります。

インターネットトラフィックのプライバシー
クラウドデプロイの場合、AWS IoT Things Graph はオンプレミスアプリケーションとの接続や、AWS ア
カウントおよびリージョン間の接続をサポートしていません。

AWS IoT Greengrass デプロイの場合、AWS IoT Greengrass は AWS IoT Greengrass コアのコンポーネン
ト間でローカルに送信されるデータを暗号化しません。これには、グループメンバー (AWS Lambda 関数
やコネクタなど)、AWS IoT Greengrass Core SDK、およびストリームマネージャーからの通信が含まれま
す。
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データ保持期間
AWS IoT Things Graph の以下の特徴は、データ保持に関連しています。

• API を使用して AWS IoT Things Graph リソースを削除すると、サービスはそのリソースをただちに削
除します。

• AWS IoT Things Graph は、AWS アカウントを削除するまで、一部のフロー実行に関するログデータを
保持します。アカウントを削除すると、AWS IoT Things Graph はすべての残りのログデータを削除しま
す。

• 新しいバージョンの名前空間を作成すると、AWS IoT Things Graph は以前のバージョンのスナップ
ショットを作成します。以前のバージョンの名前空間は、名前空間を削除すると削除されます。

• フローを AWS IoT Greengrass にデプロイすると、AWS IoT Things Graph は、フロー設定の依存関係
クロージャを含むデプロイアーティファクトを作成し、それを指定の Amazon S3 バケットに保存しま
す。デプロイが完了したら、このアーティファクトを削除できます。

AWS IoT Things Graph のためのアイデンティティ
およびアクセス管理

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御す
るために役立つ AWS のサービスです。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に AWS IoT Things 
Graph リソースの使用を許可する (アクセス許可を持たせる) かを制御します。IAM は、無料で使用できる 
AWS のサービスです。

トピック
• 対象者 (p. 153)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 154)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 156)
• AWS IoT Things Graph で IAM を使用する方法 (p. 157)
• AWS IoT Things Graph アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 161)
• AWS IoT Things Graph Identity and Access のトラブルシューティング (p. 164)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、AWS IoT Things Graph で行う作業によって異な
ります。

[サービスユーザー] - AWS IoT Things Graph サービスを使用してジョブを実行する場合は、必要なアク
セス許可と認証情報を管理者が用意します。作業を実行するためにさらに多くの AWS IoT Things Graph 
機能を使用するとき、追加のアクセス許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解する
と、管理者から適切な許可をリクエストするのに役に立ちます。AWS IoT Things Graph の機能にアクセス
できない場合は、「AWS IoT Things Graph Identity and Access のトラブルシューティング (p. 164)」を
参照してください。

[サービス管理者] - 社内の AWS IoT Things Graph リソースを担当している場合は、通常、AWS IoT Things 
Graph へのフルアクセスがあります。従業員がどの AWS IoT Things Graph 機能とリソースアクセスする
必要があるかを決定するのは管理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービ
スユーザーの許可を変更する必要があります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解して
ください。お客様の会社で AWS IoT Things Graph で IAM を利用する方法の詳細については、AWS IoT 
Things Graph で IAM を使用する方法 (p. 157)を参照してください。
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IAM 管理者 - 管理者は、AWS IoT Things Graph へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細につ
いて確認する場合があります。IAM で使用できる AWS IoT Things Graph アイデンティティベースのポリ
シーの例を表示するには、「AWS IoT Things Graph アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 161)」
を参照してください。

アイデンティティを使用した認証
認証は、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。AWS Management 
Consoleを使用したサインインの詳細については、『IAM ユーザーガイド』の「IAM ユーザーまたはルー
トユーザーとしての AWS Management Console へのサインイン」を参照してください。

AWS アカウント のルートユーザーもしくは IAM ユーザーとして、または IAM ロールを引き受けることに
よって、認証を受ける (AWS にサインインする) 必要があります。会社のシングルサインオン認証を使用
することも、Google や Facebook を使用してサインインすることもできます。このような場合、管理者は
以前に IAM ロールを使用して ID フェデレーションを設定しました。他の会社の認証情報を使用して AWS 
にアクセスした場合、ロールを間接的に割り当てられています。

AWS Management Consoleに直接サインインするには、パスワードとルートユーザーの E メールまたは 
IAM ユーザー名を使用します。ルートユーザーまたは IAM ユーザーのアクセスキーを使用して AWS にプ
ログラム的にアクセスできます。AWS は、ユーザーの認証情報を使用してリクエストに暗号的で署名する
ための SDK とコマンドラインツールを提供します。AWS ツールを使用しない場合は、リクエストに自分
で署名する必要があります。これには、インバウンド API リクエストを認証するためのプロトコル、署名
バージョン 4 を使用します。リクエストの認証の詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の 「署
名バージョン 4 の署名プロセス」 を参照してください。

使用する認証方法を問わず、追加のセキュリティ情報の提供を要求される場合もあります。例えば、AWS 
では多要素認証 (MFA) を使用してアカウントのセキュリティを高めることを推奨しています。詳細につい
ては、『IAM ユーザーガイド』の「AWS での多要素認証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を初めて作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービスとリソースに対
して完全なアクセス権限を持つシングルサインインアイデンティティで始めます。このアイデンティティ
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。強くお勧めするのは、日常的なタスクには、それが
管理者タスクであっても、ルートユーザーを使用しないことです。代わりに、初期の IAM ユーザーを作成
するためにのみ、ルートユーザーを使用するというベストプラクティスに従います。その後、ルートユー
ザーの認証情報を安全な場所に保管し、それらを使用して少数のアカウントおよびサービス管理タスクの
みを実行します。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、単一のユーザーまたはアプリケーションに対する特定の許可を持つ AWS アカウント 内
のアイデンティティです。IAM ユーザーは、ユーザー名とパスワード、アクセスキーのセットなど、長
期的な認証情報を持つことができます。アクセスキーの生成方法の詳細については、『IAM ユーザーガイ
ド』の「IAM ユーザーのアクセスキーの管理」を参照してください。IAM ユーザーにアクセスキーを生成
するとき、必ずキーペアを表示して安全に保存してください。後になって、シークレットアクセスキーを
回復することはできません。新しいアクセスキーペアを生成する必要があります。

IAM グループ は、IAM ユーザーのコレクションを指定するアイデンティティです。グループとしてサ
インインすることはできません。グループを使用して、一度に複数のユーザーに対してアクセス許可
を指定できます。多数の組のユーザーがある場合、グループを使用すると管理が容易になります。例え
ば、IAMAdminsという名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理するアクセス許可
を与えることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の特定の人またはアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには永
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続的な長期の認証情報がありますが、ロールではテンポラリ認証情報が利用できます。詳細については、
『IAM ユーザーガイド』の「IAM ユーザーの作成が適している場合 (ロールではなく)」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロール は、特定のアクセス許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM 
ユーザーに似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによっ
て、AWS Management Consoleで IAM ロールをテンポラリに引き受けることができます。ロールを引き
受けるには、AWS CLI または AWS API 演算を呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使用
する方法の詳細については、『IAM ユーザーガイド』の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールとテンポラリ認証情報は、次の状況で役立ちます。

• テンポラリ IAM ユーザーアクセス許可 - IAM ユーザーは、特定のタスクに対して複数の異なるアクセス
許可をテンポラリに IAM ロールで引き受けることができます。

• 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代わりに、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 ID プロバイダーからの既存のアイデンティティを
使用できます。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
バイダー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 ユーザーガイド』の「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 - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。ロールは、クロスアカウントアク
セスを許可する主な方法です。ただし、一部の AWS のサービスでは、(ロールをプロキシとして使用す
る代わりに) リソースにポリシーを直接アタッチできます。クロスアカウントアクセスでのロールとリ
ソースベースのポリシーの違いの詳細については、IAM ユーザーガイドの IAM ロールとリソースベース
のポリシーとの相違点を参照してください。

• [Cross-service access] (クロスサービスアクセス) – 一部の AWS のサービスは、AWS のサービスの機能
を使用します。例えば、サービスで呼び出しを行う場合、そのサービスでは Amazon EC2 でアプリケー
ションを実行したり、Amazon S3 にオブジェクトを保存したりするのが一般的です。サービスは、呼び
出し元プリンシパルのアクセス許可、サービスロール、またはサービスリンクロールを使用してこれを
行う場合があります。
• [Principal permissions] (プリンシパル許可) – IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクショ

ンを実行する場合、そのユーザーはプリンシパルとみなされます。ポリシーは、プリンシパルにアク
セス許可を付与します。一部のサービスを使用する場合、別のサービスで別のアクションをトリガー
するアクションを実行することがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必
要です。アクションがポリシーで追加の依存アクションを必要とするかどうかを確認するには、サー
ビス認証リファレンス の AWS IoT Things Graph のアクション、リソース、および条件キーを参照し
てください。

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

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

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

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

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でのアクセスは、ポリシーを作成し、それらを IAM アイデンティティまたは AWS リソースに添付
することで制御できます。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、ID やリソースに関連付けて、これら
のアクセス許可を定義します。ルートユーザーまたは IAM ユーザーとしてサインインすることも、IAM 
ロールを引き受けることもできます。その後リクエストを行うと、AWS が関連するアイデンティティベー
スまたはリソースベースのポリシーを評価します。ポリシーでのアクセス許可により、リクエストが許可
されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に保存されま
す。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、『IAM ユーザーガイド』の「JSON ポ
リシー概要」を参照してください。

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

すべての IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) は、アクセス許可のない状態からスタートします。
言い換えると、デフォルト設定では、ユーザーは何もできず、自分のパスワードを変更することすらでき
ません。何かを実行するアクセス許可をユーザーに付与するには、管理者がユーザーにアクセス許可ポリ
シーを添付する必要があります。また、管理者は、必要なアクセス許可があるグループにユーザーを追加
できます。管理者がグループにアクセス許可を付与すると、そのグループ内のすべてのユーザーにこれら
のアクセス許可が付与されます。

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

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

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

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーの例は、IAM ロールの信頼ポリシー および Amazon S3 バケットポリシーです。リソースベー
スのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定のリソースへのア
クセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、ポリシーは、指定されたプリンシパ
ルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件を定義します。リソースベースのポリシーで、プ
リンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユーザー、ロール、フェデレー
ティッドユーザー、または AWS のサービスを含めることができます。
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リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーで IAM の AWS 管理ポリシーを使用することはできません。

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

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

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

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

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

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

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

AWS IoT Things Graph で IAM を使用する方法
AWS IoT Things Graph へのアクセスを管理するために IAM を使用する前に、AWS IoT Things Graph でど
の IAM 機能が使用できるかを理解しておく必要があります。AWS IoT Things Graph およびその他の AWS 
のサービスが IAM と連携する方法の概要を把握するには、IAM ユーザーガイドの「IAM と連携する AWS 
のサービス」を参照してください。

トピック
• AWS IoT Things Graph アイデンティティベースのポリシー (p. 158)
• AWS IoT Things Graph リソースベースのポリシー (p. 160)
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• アクセスコントロールリスト (p. 161)
• AWS IoT Things Graph タグに基づいた承認 (p. 161)
• AWS IoT Things GraphIAM; ロール (p. 161)

AWS IoT Things Graph アイデンティティベースのポリシー
IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否されたアクションとリソースを指定でき、
さらにアクションが許可または拒否された条件を指定できます。AWS IoT Things Graph は、特定のアク
ション、リソース、および条件キーをサポートします。JSON ポリシーで使用するすべての要素について
は、IAM ユーザーガイド の「IAM JSON ポリシーエレメントのリファレンス」を参照してください。

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

JSON ポリシーの Action 要素は、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションを記述します。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API 演算と同じです。一致する 
API 演算を持たないアクセス許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、ポリシーに
複数のアクションが必要な演算もあります。これらの追加アクションは、依存アクション と呼ばれます。

このアクションは、関連付けられた操作を実行するための許可を付与するポリシーで使用されます。

AWS IoT Things Graph コントロールプレーンは IAM ポリシーを使用してユーザーが実行できる操作を定
義します。AWS IoT Things Graph API リファレンスのすべてのアクションに対してアクセス許可を割り当
てるポリシーを作成できます。

たとえば、次のポリシーはユーザーにCreateSystemインスタンスアピ。

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

次のポリシーは、すべてのアクションを実行するためのアクセス許可を付与します。

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

AWS IoT Things Graph のポリシーアクションは、アクションの前に以下のプレフィックス を使用しま
す。iotthingsgraph:。 たとえば、iotthingsgraph エンティティをアップロードするためのアクセス許
可をユーザーに付与するには、AWS IoT Things Graph UploadEntityDefinitionsAPI オペレーション
では、iotthingsgraph:UploadEntityDefinitionsポリシー内のアクション。ポリシーステートメ
ントには、Action 要素または NotAction 要素を含める必要があります。AWS IoT Things Graph は、こ
のサービスで実行できるタスクを記述する一連の独自のアクションを定義します。

単一のステートメントに複数のアクションを指定するには、以下のようにコンマで区切ります。

"Action": [ 
      "iotthingsgraph:action1", 
      "iotthingsgraph:action2"

ワイルドカード (*) を使用して複数のアクションを指定することができます。例えば、Create という単語
で始まるすべてのアクションを指定するには、以下のアクションを含めます。

"Action": "iotthingsgraph:Create*"

AWS IoT Things Graph アクションのリストを表示するには、IAM ユーザーガイドの「AWS IoT Things 
Graph によって定義されたアクション」を参照してください。

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

Resource JSON ポリシーエレメントは、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを
指定します。ステートメントには、Resource または NotResource エレメントを含める必要がありま
す。ベストプラクティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これ
は、リソースレベルのアクセス許可 と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して
実行できます。

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

"Resource": "*"

AWS IoT Things Graph ワークフロー (フロー) インスタンスリソースには、次の ARN があります。

arn:${Partition}:iotthingsgraph:${Region}:${Account}:workflow/${WorkflowName}

ARN の詳細については、AWS全般のリファレンスの「Amazon リソースネーム (ARN)」を参照してくだ
さい。

たとえば、ステートメントで SecurityFlow フローを指定するには、次の ARN を使用します。

"Resource": "arn:aws:iotthingsgraph:us-east-1:123456789012:workflow/SecurityFlow"

特定のアカウントに属するすべてのフローを指定するには、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "arn:aws:iotthingsgraph:us-east-1:123456789012:workflow/*"
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リソースの作成など、一部の AWS IoT Things Graph アクションは、特定のリソースで実行できません。
このような場合は、ワイルドカード (*) を使用する必要があります。

"Resource": "*"

複数のリソースを単一のステートメントで指定するには、ARN をカンマで区切ります。

"Resource": [ 
      "resource1", 
      "resource2"

AWS IoT Things Graph リソースタイプとその ARN のリストを表示するには、IAM ユーザーガイドの
「AWS IoT Things Graph で定義されるリソース」を参照してください。どのアクションで各リソースの 
ARN を指定できるかについては、「AWS IoT Things Graph で定義されるアクション」を参照してくださ
い。

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

Condition エレメント (またはCondition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定
できます。Condition エレメントはオプションです。イコールや以下などの 条件演算子 を使用する条件
式を作成して、リクエスト内に値のあるポリシーの条件に一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition エレメントを指定する場合、または 1 つの Condition エレ
メントに複数のキーを指定する場合、AWS が論理 AND 演算を使用してそれらを評価します。単一の条件
キーに複数の値を指定する場合、AWSが論理的な OR 演算を使用して条件を評価します。ステートメント
のアクセス許可が付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー可変も使用できます。例えば、IAM ユーザー名でタグ付けされて
いる場合のみ、リソースにアクセスする IAM ユーザーアクセス許可を付与できます。詳細については、
『IAM ユーザーガイド』の「IAM ポリシーエレメント: 変数およびタグ」を参照してください。

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

AWS IoT Things Graph は独自の条件キーを定義し、一部のグローバル条件キーの使用をサポートしていま
す。すべての AWS グローバル条件キーを確認するには、『IAM ユーザーガイド』の「AWS グローバル条
件コンテキストキー」を参照してください。

AWS IoT Things Graph 条件キーのリストを確認するには、IAM ユーザーガイドの「AWS IoT Things 
Graph の条件キー」を参照してください。どのアクションおよびリソースと条件キーを使用できるかにつ
いては、「AWS IoT Things Graph で定義されるアクション」を参照してください。

例

AWS IoT Things Graph アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「AWS IoT Things 
Graph アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 161)」を参照してください。

AWS IoT Things Graph リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、指定されたプリンシパルが AWS IoT Things Graph リソースに対して実
行できるアクションと実行条件を指定する JSON ポリシードキュメントです。AWS IoT Things Graph 
は、IAM のリソースベースのポリシーをサポートしていません。
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アクセスコントロールリスト
アクセスコントロールリスト (ACL) は、リソースにアタッチできる被付与者のリストです。AWS IoT 
Things Graph は ACL をサポートしていません。

AWS IoT Things Graph タグに基づいた承認
タグを AWS IoT Things Graph リソースにアタッチすることも、AWS IoT Things Graph 
へのリクエストでタグを渡すこともできます。タグに基づいてアクセスを制御するに
は、iotthingsgraph:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/key-name、または
aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの条件要素でタグ情報を提供します。AWS IoT Things 
Graph リソースへのタグ付けの詳細については、「AWS IoT Things Graph リソースのタグ付け」を参照
してください。

リソースのタグに基づいてリソースへのアクセスを制限するためのアイデンティティベースのポリシーの
例を表示するには、「タグに基づいた AWS IoT Things Graph フロー設定の表示 (p. 164)」を参照してく
ださい。

AWS IoT Things GraphIAM; ロール
IAM ロールは AWS アカウント内のエンティティで、特定の許可を持っています。

での一時的な認証情報の使用AWS IoT Things Graph

一時的な認証情報を使用して、フェデレーションでサインイン、IAM ロールを引き受ける、またはクロス
アカウントロールを引き受けることができます。一時的なセキュリティ認証情報を取得するには、を呼び
出します。AWS STSなどの API オペレーションAssumeRoleまたはGetFederationToken。

AWS IoT Things Graph では、一時認証情報の使用をサポートしています。

サービスにリンクされたロール

サービスにリンクされたロールは、AWS のサービスに対して、ユーザーに代わって他のサービスのリソー
スにアクセスしてアクションを実行することを許可します。AWS IoT Things Graph は、サービスにリンク
されたロールをサポートしていません。

サービスロール

この機能では、サービスロールをユーザーに代わって引き受けることをサービスに許可します。このロー
ルにより、サービスはユーザーに代わって他のサービスのリソースにアクセスし、アクションを実行でき
ます。サービスロールは、IAM アカウントに表示され、サービスによって所有されます。つまり、IAM 管
理者は、このロールのアクセス許可を変更できます。ただし、これを行うことにより、サービスの機能が
損なわれる場合があります。

AWS IoT Things Graph ではサービスロールがサポートされています。

AWS IoT Things Graph アイデンティティベースのポ
リシーの例
デフォルトでは、IAM ユーザーおよびロールには、AWS IoT Things Graph リソースを作成または変更す
るアクセス許可はありません。また、AWS Management Console や AWS CLI、AWS API を使用してタス
クを実行することもできません。IAM 管理者は、ユーザーとロールに必要な、指定されたリソースで特定
の API オペレーションを実行するアクセス許可をユーザーとロールに付与する IAM ポリシーを作成する必
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要があります。続いて、管理者はそれらのアクセス許可が必要な IAM ユーザーまたはグループにそのポリ
シーを添付します。

これらの JSON ポリシードキュメント例を使用して IAM の ID ベースのポリシーを作成する方法について
は、『IAM ユーザーガイド』の「JSON タブでのポリシーの作成」を参照してください。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 162)
• AWS IoT Things Graph コンソールを使用する (p. 162)
• 自分の許可の表示をユーザーに許可する (p. 163)
• AWS IoT Things Graph フローの取得 (p. 164)
• タグに基づいた AWS IoT Things Graph フロー設定の表示 (p. 164)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは非常に強力です。アカウント内で、AWS IoT Things Graphリソースを作成、アクセ
ス、または削除できるかどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウントに追加
料金が発生する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成または編集するときは、以下
のガイドラインと推奨事項に従います：

• AWS 管理ポリシーの使用を開始する – AWS IoT Things Graphの使用をすばやく開始するには、AWS 管
理ポリシーを使用して、従業員に必要なアクセス許可を付与します。これらのポリシーはアカウントで
既に有効になっており、AWS によって管理および更新されています。詳細については、IAM ユーザーガ
イドの「AWS 管理ポリシーを使用したアクセス許可の使用スタート」を参照してください。

• 最小権限を付与する – カスタムポリシーを作成するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。最小限のアクセス許可からスタートし、必要に応じて追加のアクセス許可を付与します。この方
法は、寛容なアクセス許可で始め、後でそれらを強化しようとするよりも安全です。詳細については、
『IAM ユーザーガイド』の「最小特権を認める」を参照してください。

• 機密性の高い操作に MFA を有効にする – 追加セキュリティとして、機密性の高いリソースまたは API 
操作にアクセスするために IAM ユーザーに対して、多要素認証 (MFA) の使用を要求します。詳細につ
いては、IAM ユーザーガイドの「AWS での多要素認証 (MFA) の使用」を参照してください。

• 追加のセキュリティとしてポリシー条件を使用する – 実行可能な範囲内で、ID ベースのポリシーでリ
ソースへのアクセスを許可する条件を定義します。例えば、要求が発生しなければならない許容 IP アド
レスの範囲を指定するための条件を記述できます。指定された日付または時間範囲内でのみリクエスト
を許可する条件を書くことも、SSL や MFA の使用を要求することもできます。詳細については、「」
を参照してください。IAM JSON ポリシー要素: 条件のIAM ユーザーガイド。

AWS IoT Things Graph コンソールを使用する
AWS IoT Things Graph コンソールにアクセスするには、一連の最小限のアクセス許可が必要です。これら
のアクセス許可により、AWS アカウントの AWS IoT Things Graph リソースの詳細をリストおよび表示で
きます。最小限必要な許可よりも厳しく制限がされたアイデンティティベースポリシーを作成すると、そ
のポリシーをアタッチしたエンティティ (IAM ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとお
りに機能しません。

これらのエンティティで引き続き AWS IoT Things Graph コンソールを使用するには、以下のアクション
を実行するためのアクセス許可がエンティティにあることを確認します。

• s3:REST.GET.OBJECT
• s3:REST.PUT.OBJECT
• iot:CreateTopicRule
• iot:ListTopicRules
• iot:GetTopicRule
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• iot:DescribeThing
• iot:ListThingPrincipals
• iot:UpdateThing
• iot:AddThingToThingGroup
• iot:DescribeThingGroup
• iot:CreateThingGroup
• iot:ListThingsInThingGroup
• iot:DeleteThingGroup
• iot:RemoveThingFromThingGroup

ユーザーがフローを作成して AWS IoT Greengrass にデプロイするために必要なアクセス許可のリストに
ついては、「AWS IoT Greengrass デプロイでのセキュリティ (p. 149)」を参照してください。

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

詳細については、IAM ユーザーガイドの「ユーザーへの許可の追加」を参照してください。

自分の許可の表示をユーザーに許可する
この例では、ユーザー ID にアタッチされたインラインおよび管理ポリシーの表示を IAM ユーザーに許可
するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS CLI か AWS 
API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}
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AWS IoT Things Graph フローの取得
この例では、AWS アカウントの IAM ユーザーに対して、AWS IoT Things Graph フローへのアクセスを許
可します。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Sid":"ViewFlows", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action": "iotthingsgraph:GetFlowTemplate", 
         "Resource": "*" 
      } 
   ]
}

タグに基づいた AWS IoT Things Graph フロー設定の表示
アイデンティティベースのポリシーの条件を使用して、タグに基づいて AWS IoT Things Graph リソース
へのアクセスをコントロールできます。この例では、#### (フロー設定) の表示を許可するポリシーの作
成方法を示します。ただし、####タグの Owner の値が、このユーザーの名前になっている場合にのみ、
アクセス許可が付与されます。このポリシーでは、このアクションをコンソールで実行するために必要な
アクセス許可も付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewSystemInstance", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iotthingsgraph:GetSystemInstance", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ViewSystemInstanceIfOwner", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iotthingsgraph:GetSystemInstance", 
            "Resource": "arn:aws:iotthingsgraph:*:*:Deployment/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"} 
            } 
        } 
    ]
}

このポリシーをアカウントの IAM ユーザーにアタッチできます。richard-roe という名前のユーザーが 
AWS IoT Things Graph フロー設定を表示する場合、このフロー設定にはタグとして Owner=richard-
roe または owner=richard-roe が付いている必要があります。それ以外の場合、アクセスは拒否され
ます。条件キー名では大文字と小文字は区別されないため、条件タグキー Owner は Owner と owner に
一致します。詳細については、「」を参照してください。IAM JSON ポリシー要素: 条件のIAM ユーザーガ
イド。

AWS IoT Things Graph Identity and Access のトラブ
ルシューティング
次の情報は、AWS IoT Things Graph と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や
修復に役立ちます。
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トピック
• フローの実行が失敗してアクセス拒否エラーになる (p. 165)
• AWS IoT Things Graph でアクションを実行する権限がない (p. 165)
• 次のことを実行する権限がない:PassRole (p. 165)
• アクセスキーを表示する場合 (p. 166)
• 管理者として へのアクセスを他のユーザーに許可したいAWS IoT Things Graph (p. 166)
• 自分の AWS アカウント以外のユーザーに AWS IoT Things Graph リソースへのアクセスを許可した

い (p. 166)

フローの実行が失敗してアクセス拒否エラーになる
フローの実行が失敗してこのエラーになる場合、次のいずれかの原因が考えられます。

• クラウドデプロイでフローの実行用に指定した IAM ロールに AWS IoT Things Graph との信頼関係がな
いため、AWS IoT Things Graph はこのロールを引き受けることができません。

• クラウドデプロイでフローの実行用に指定した IAM ロール、または AWS IoT Greengrass グループ用に
指定した AWS IoT Greengrass の IAM ロールに、AWS IoT DescribeEndpoint API を使用するための
アクセス許可がありません。AWS IoT Things Graph はエンドポイントを見つけてメッセージを送信する
ことができません。

• クラウドデプロイでフローの実行用に指定した IAM ロールに、別のサービスのリソースや API を使用
するためのアクセス許可がありません。たとえば、このロールに AWS IoT Publish API を使用するた
めのアクセス許可がない場合、AWS IoT Things Graph は MQTT トピックにメッセージを送信できませ
ん。

AWS IoT Things Graph でアクションを実行する権限がない
AWS Management Console から、アクションを実行する権限がないと通知された場合、管理者に問い合わ
せ、サポートを依頼する必要があります。お客様のユーザー名とパスワードを発行したのが、担当の管理
者です。

以下の例のエラーは、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、###の詳細を表示しようと
しているが、iotthingsgraph:GetFlowTemplate アクセス許可がない場合に発生します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 iotthingsgraph:GetFlowTemplate on resource: my-example-flow

この場合、Mateo は、my-example-flow アクションを使用して iotthingsgraph:GetFlowTemplate
リソースにアクセスできるように、ポリシーの更新を管理者に依頼します。

次のことを実行する権限がない:PassRole
iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合、管理者にお問い合わ
せ、サポートを依頼する必要があります。お客様のユーザー名とパスワードを発行したのが、担当の管
理者です。 にロールを渡すことができるようにポリシーを更新するよう、管理者に依頼しますAWS IoT 
Things Graph

一部の AWS のサービスでは、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成せず
に、既存のロールをサービスに渡すことができます。そのためには、サービスにロールを渡すアクセス許
可が必要です。

以下の例のエラーは、 marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して AWS IoT Things Graph 
でアクションを実行しようする場合に発生します。ただし、アクションでは、サービスロールによって付
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与されたアクセス許可がサービスにある必要があります。Mary には、ロールをサービスに渡すアクセス許
可がありません。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーは担当の管理者に iam:PassRole アクションを実行できるようにポリシーの更新を
依頼します。

アクセスキーを表示する場合
IAM ユーザーアクセスキーを作成した後は、いつでもアクセスキー ID を表示できます。ただし、シーク
レットアクセスキーをもう一度表示することはできません。シークレットアクセスキーを紛失した場合
は、新しいキーペアを作成する必要があります。

アクセスキーは、アクセスキー ID (例：AKIAIOSFODNN7EXAMPLE ) とシークレットアクセスキー 
(例：wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY) の 2 つの部分から構成されます。ユーザー名
とパスワードと同様に、リクエストを認証するために、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーの両
方を使用する必要があります。ユーザー名とパスワードと同様に、アクセスキーをしっかり管理してくだ
さい。

Important

正規ユーザー ID を確認するためであっても、アクセスキーをサードパーティーに提供しないでく
ださい。提供すると、第三者がアカウントへの永続的アクセスを取得する場合があります。

アクセスキーペアを作成する場合、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを安全な場所に保存す
るように求めるプロンプトが表示されます。このシークレットアクセスキーは、作成時にのみ使用できま
す。シークレットアクセスキーを紛失した場合、新しいアクセスキーを IAM ユーザーに追加する必要があ
ります。最大 2 つのアクセスキーを持つことができます。すでに 2 つある場合は、新しいキーペアを作成
する前に、いずれかを削除する必要があります。手順を表示するには、『IAM ユーザーガイド』の「アク
セスキーの管理」を参照してください。

管理者として へのアクセスを他のユーザーに許可したいAWS 
IoT Things Graph
AWS IoT Things Graph へのアクセスを他のユーザーに許可するには、アクセスを必要とする人またはアプ
リケーションの IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) を作成する必要があります。ユーザーは、この
エンティティの認証情報を使用して にアクセスしますAWS 次に、 の適切なアクセス許可を付与するポリ
シーを、そのエンティティにアタッチする必要がありますAWS IoT Things Graph

すぐにスタートするには、IAM ユーザーガイドの「IAM が委任した初期のユーザーおよびグループの作
成」を参照してください。 。

自分の AWS アカウント以外のユーザーに AWS IoT Things 
Graph リソースへのアクセスを許可したい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースへのアクセスに使用できるロールを作成でき
ます。ロールを引き受けるように信頼されたユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リ
ソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください。

• AWS IoT Things Graph がこれらの機能をサポートしているかどうかを確認するには、「AWS IoT 
Things Graph で IAM を使用する方法 (p. 157)」を参照してください。
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• 所有している AWS アカウント全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、IAM ユー
ザーガイドの「所有している別の AWS アカウント でアカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提
供」を参照してください。

• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、『IAM 
ユーザーガイド』の「第三者が所有する AWS アカウント アカウントへのアクセス権を付与する」を参
照してください。

• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、『IAM ユーザーガイド』の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。

• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細について
は、IAM ユーザーガイドの IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点を参照してください。

のモニタリングAWS IoT Things Graph
モニタリングは、AWS IoT Things Graph およびその他の AWS ソリューションの信頼性、可用性、および
パフォーマンスを維持する上で重要な部分です。AWS には、AWS IoT Things Graph を監視したり、問題
が発生したときに報告したり、必要に応じて自動アクションを実行したりするために以下のモニタリング
ツールが用意されています。

• Amazon CloudWatch は、AWS のリソースおよび AWS で実行しているアプリケーションをリアルタ
イムでモニタリングします。メトリクスの収集と追跡、カスタマイズしたダッシュボードの作成、お
よび指定したしきい値に達したときに通知したりアクションを実行したりするアラームの設定を行う
ことができます。たとえば、CloudWatch で Amazon EC2 インスタンスの CPU 使用率などのメトリ
クスを追跡し、必要に応じて新しいインスタンスを自動的に起動することができます。詳細について
は、Amazon CloudWatch ユーザーガイドを参照してください。

• Amazon CloudWatch Events は、AWS リソースの変更を示すシステムイベントをほぼリアルタイムのス
トリーミングとして配信します。CloudWatch Events で自動イベント駆動型コンピューティングを有効
にすると、特定のイベントを監視するルールを記述し、これらのイベントが発生したときに他の AWS 
のサービスで自動アクションをトリガーできます。詳細については、Amazon CloudWatch Events ユー
ザーガイドを参照してください。

• Amazon CloudWatch Logs は、 Amazon EC2 インスタンス、AWS CloudTrail、およびその他のソース
からのログファイルをモニタリング、保存、およびアクセスするのに役立ちます。CloudWatch Logs 
は、ログファイル内の情報をモニタリングし、特定のしきい値が満たされたときに通知します。また、
耐久性の高いストレージにログデータをアーカイブすることもできます。詳細については、Amazon 
CloudWatch Logs ユーザーガイドを参照してください。

• AWS CloudTrail は、AWS アカウントにより、またはそのアカウントに代わって行われた API コールや
関連イベントを取得し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。AWS を呼び出し
たユーザーとアカウント、呼び出し元のソース IP アドレス、および呼び出しの発生日時を特定できま
す。詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照してください。

トピック
• Amazon CloudWatch による AWS IoT Things Graph のモニタリング (p. 167)
• による AWS IoT Things Graph API 呼び出しのログ記録AWS CloudTrail (p. 169)

Amazon CloudWatch による AWS IoT Things Graph 
のモニタリング
raw データを収集して読み取り可能なほぼリアルタイムのメトリクスに処理する CloudWatch を使用して 
AWS IoT Things Graph をモニタリングできます。これらの統計は 15 か月間保持されるため、履歴情報に
アクセスしてウェブアプリケーションやサービスの動作をより的確に把握できます。また、特定のしきい
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値を監視するアラームを設定し、これらのしきい値に達したときに通知を送信したりアクションを実行し
たりできます。詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドを参照してください。

CloudWatch は、フロー設定のクラウドデプロイのデータのみを収集します。CloudWatch は、AWS IoT 
Greengrass デプロイでは使用できません。

コンソールを使用してデータ収集を有効にするには

1. にサインインしますAWS IoT Things Graph コンソール
2. [Configure target (ターゲットの設定)] ページで、[Enable metrics (メトリクスの有効化)] を選択しま

す。このページは、フローの名前を入力すると表示されます。

[Enable metrics (メトリクスの有効化)]オプションの横にあるラジオボタンを選択します。

CLI を使用してデータ収集を有効にするには

• MetricsConfiguration オブジェクトを作成して CreateSystemInstance コマンドに渡します。

MetricsConfiguration オブジェクトには、以下の値が含まれています。

• cloudMetricEnabled: クラウドメトリクスを収集するかどうかを指定するブール値。
• metricRuleRoleArn: クラウドメトリクスの収集に使用される IAM ロールの ARN。この値は必須では

ありません。

Example

次の AWS CLI の例では、新しいフロー設定のデータ収集を有効にします。

    aws iotthingsgraph create-system-instance \ 
    --definition language=GRAPHQL,text="MySystemInstanceDefinition" \ 
    --target CLOUD \ 
    --flow-actions-role-arn myRoleARN \ 
    --metrics-configuration cloudMetricEnabled=true 
    

以下の表は、AWS IoT Things Graph のメトリクスとディメンションの一覧です。

AWS IoT Things Graph のメトリクス
AWS IoT Things Graph は、以下のメトリクスを 1 分ごとに CloudWatch に送信します。

メトリクス 説明

FlowExecutionTime フローの実行が完了するまでにかかる時間。

FlowExecutionsAborted 中断されたフロー実行の数。

FlowExecutionsFailed 失敗したフロー実行の数。

FlowExecutionsStarted 開始されたフロー実行の数。

FlowExecutionsSucceeded 成功したフロー実行の数。

FlowStepExecutionTime フロー実行ステップが完了するまでにかかる時間。
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び出しのログ記録AWS CloudTrail

メトリクス 説明

FlowStepExecutionsFailed 失敗したフロー実行ステップの数。

FlowStepExecutionsStarted 開始されたフロー実行ステップの数。

FlowStepExecutionsSucceeded 成功したフロー実行ステップの数。

FlowStepLambdaExecutionsFailed 失敗したフロー実行 Lambda 関数ステップの数。

FlowStepLambdaExecutionsStarted 開始されたフロー実行 Lambda 関数ステップの数。

FlowStepLambdaExecutionsSucceeded 成功したフロー実行 Lambda 関数ステップの数。

AWS IoT Things Graph メトリクスのディメンション
AWS IoT Things Graph メトリックスは AWS IoT Things Graph 名前空間を使用し、以下のディメンション
のメトリックスを提供しています。

ディメンション 説明

FlowTemplateId フロー実行が属するフローテンプレートの ID。

LambdaArn Lambda 関数フロー実行ステップの ARN。

StepName フロー実行ステップの名前。

SystemTemplateId フロー実行が属するシステムテンプレートの ID。

による AWS IoT Things Graph API 呼び出しのログ記
録AWS CloudTrail
AWS IoT Things Graph は と統合されています。AWS CloudTrailCloudTrail サービスは、ユーザー、
ロール、または AWS のサービスが AWS IoT Things Graph で実行するアクションの記録を提供しま
す。CloudTrail は、AWS IoT Things Graph のすべての API コールをイベントとしてキャプチャします。
キャプチャされた呼び出しには、AWS IoT Things Graph コンソールからの呼び出しと、AWS IoT Things 
Graph API オペレーションへのコード呼び出しが含まれます。

証跡を作成する場合は、AWS IoT Things Graph のイベントなど、Amazon S3 バケットへの CloudTrail イ
ベントの継続的な配信を有効にすることができます 証跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの 
[Event history (イベント履歴)] で最新のイベントを表示できます。

CloudTrail が収集する情報を使用して、AWS IoT Things Graph に対して行われたリクエスト、リクエスト
元の IP アドレス、リクエストを行ったユーザーと時期、および詳細を判別できます。

CloudTrail の詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照してください。

AWS IoT Things GraphCloudTrail での 情報
AWS CloudTrail は、アカウント作成時に AWS アカウントで有効になります。AWS IoT Things Graph で
アクティビティが発生すると、そのアクティビティは [Event history] (イベント履歴) で AWS のその他の
サービスのイベントと共に CloudTrail イベントに記録されます。最近のイベントは、 AWS アカウントで
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。
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AWS のイベントなど、AWS IoT Things Graph アカウントのイベントの継続的な記録については、証跡
を作成します。証跡により、CloudTrail はログファイルを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
バケットに配信できます。デフォルトでは、コンソールで証跡を作成するときに、証跡がすべての AWS 
リージョンに適用されます。証跡は、AWS パーティションのすべてのリージョンからのイベントをログに
記録し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。

その他の AWS のサービスを設定して、CloudTrail ログで収集されたデータをより詳細に分析し、それに
基づく対応を行うこともできます。詳細については、以下を参照してください。

• 証跡を作成するための概要
• CloudTrail のサポートされているサービスと統合
• CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定
• CloudTrail ログファイルの複数のリージョンからの受け取り
• 複数のアカウントから CloudTrail ログファイルを受け取る

CloudTrail はすべての AWS IoT Things Graph アクションをログに記録します。
これらは、AWS IoT Things Graph API リファレンスで説明されています。例え
ば、UploadEntityDefinitions、CreateSystemInstance、CreateFlowTemplate の各アクショ
ンを呼び出すと、CloudTrail ログファイd\ルにエントリが生成されます。

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。この ID 情報は以下
のことを確認するのに役立ちます。

• リクエストが、root 認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどちら
を使用して送信されたか.

• リクエストが、ロール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.

• 要求が、別の AWS 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。

AWS IoT Things Graph ログファイルエントリの理解
証跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信するように設定できます。

CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログエントリがあります。イベントは任意の発生元からの 1 つ
のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、リクエストのパラメータなどに
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。

Example

次の CloudTrail ログエントリは、UploadEntityDefinitions アクションに関する情報を示します。

{ 
      "eventVersion": "1.05", 
      "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "principal-id", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/TodRunner", 
        "accountId": "123456789012", 
        "accessKeyId": "access-key-id", 
        "userName": "TodRunner" 
      }, 
      "eventTime": "2019-02-22T22:56:35Z", 
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      "eventSource": "iotthingsgraph.amazonaws.com", 
      "eventName": "UploadEntityDefinitions", 
      "awsRegion": "us-east-1", 
      "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
      "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.498 Mac_OS_X/10.12.6 
 Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.181-b13 java/1.8.0_181", 
      "requestParameters": { 
        "document": { 
          "language": "GRAPHQL", 
          "text": "{type Uri @propertyType(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow\", dataType: STRING){ignore:void}\ntype 
 MotionDetected @propertyType(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:MotionDetectedAcceptanceSimpleFlow\", dataType: String)
{ignore:void}\n type BoundingBoxProperty @propertyType(id:'urn:tdm:us-
east-1/123456789012/default:Property:BoundingBoxPropertyAcceptanceSimpleFlow'    
     dataType:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:dataType:EntityType',       
 instanceOf:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:State:SimpleFlow') {ignore:void}\n 
 type FaceDetailsProperty @propertyType(id:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:FaceDetailsPropertyAcceptanceSimpleFlow'        dataType:'urn:tdm:us-
east-1/123456789012/default:dataType:EntityType',       instanceOf:'urn:tdm:us-
east-1/123456789012/default:State:FaceDetailsStateAcceptanceSimpleFlow') {ignore:void}\n 
 type LandmarksProperty @propertyType(id:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:LandmarksPropertyAcceptanceSimpleFlow'        dataType:'urn:tdm:us-
east-1/123456789012/default:dataType:EntityType',       instanceOf:'urn:tdm:us-
east-1/123456789012/default:State:LandmarkStateAcceptanceSimpleFlow') 
 {ignore:void}\ntype PoseProperty @propertyType(id:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:PosePropertyAcceptanceSimpleFlow'        dataType:'urn:tdm:us-
east-1/123456789012/default:dataType:EntityType',       instanceOf:'urn:tdm:us-
east-1/123456789012/default:State:PoseStateAcceptanceSimpleFlow') {ignore:void}\n 
 type QualityProperty @propertyType(id:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:QualityPropertyAcceptanceSimpleFlow'        dataType:'urn:tdm:us-
east-1/123456789012/default:dataType:EntityType',       instanceOf:'urn:tdm:us-
east-1/123456789012/default:State:QualityStateAcceptanceSimpleFlow') {ignore:void}\n 
 type ResponseProperty @propertyType(id:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:ResponsePropertyAcceptanceSimpleFlow'        dataType:'urn:tdm:us-
east-1/123456789012/default:dataType:EntityType',       instanceOf:'urn:tdm:us-
east-1/123456789012/default:State:ResponseStateAcceptanceSimpleFlow') 
 {ignore:void}\n   type CameraState @stateType(id: \"urn:tdm:us-
east-1/123456789012/default:State:CameraStateAcceptanceSimpleFlow\"){     
   lastClickedImage : Uri @property(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow\")   }\n   type CameraState_V2 @stateType(id: 
 \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:State:CameraState_V2AcceptanceSimpleFlow
\"){       lastClickedImage : Uri @property(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow\")   }\n   type ScreenState @stateType(id: 
 \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:State:ScreenStateAcceptanceSimpleFlow\") 
 {       currentDisplayImage : Uri @property(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow\")   }\n   type MotionSensorState @stateType(id: 
 \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:State:MotionSensorStateAcceptanceSimpleFlow
\") {       isMotionDetected : MotionDetected @property(id:\"urn:tdm:us-
east-1/123456789012/default:Property:MotionDetectedAcceptanceSimpleFlow\") 
   }\n   type LightState @stateType(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:State:LightStateAcceptanceSimpleFlow\") {       OnOff : Boolean 
 @property(id: 'urn:tdm:aws:Property:Boolean')   }\ntype BoundingBoxState 
 @stateType(id:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:State:SimpleFlow') 
 {       Height: Float64 @property(id:'urn:tdm:aws:Property:Float64'), 
       Left: Float64 @property(id:'urn:tdm:aws:Property:Float64'),   
     Top: Float64 @property(id:'urn:tdm:aws:Property:Float64'),      
  Width: Float64 @property(id:'urn:tdm:aws:Property:Float64')}\ntype 
 FaceDetailsState @stateType(id:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:State:FaceDetailsStateAcceptanceSimpleFlow') {       BoundingBox: 
 BoundingBoxProperty @property(id:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:BoundingBoxPropertyAcceptanceSimpleFlow'),       
 Confidence: Float64 @property(id:'urn:tdm:aws:Property:Float64'), 
       Landmarks: [LandmarksProperty] @property(id:'urn:tdm:us-
east-1/123456789012/default:Property:LandmarksPropertyAcceptanceSimpleFlow'), 
       Pose: PoseProperty @property(id:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
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default:Property:PosePropertyAcceptanceSimpleFlow'),       Quality: 
 QualityProperty @property(id:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:QualityPropertyAcceptanceSimpleFlow')}\ntype 
 LandmarkState @stateType(id:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:State:LandmarkStateAcceptanceSimpleFlow') {       Type: 
 String @property(id:'urn:tdm:aws:Property:String'),       X: Float64 
 @property(id:'urn:tdm:aws:Property:Float64'),       Y: Float64 
 @property(id:'urn:tdm:aws:Property:Float64')}\ntype PoseState @stateType(id:'urn:tdm:us-
east-1/123456789012/default:State:PoseStateAcceptanceSimpleFlow') { 
       Pitch: Float64 @property(id:'urn:tdm:aws:Property:Float64'),  
      Roll: Float64 @property(id:'urn:tdm:aws:Property:Float64'),    
    Yaw: Float64 @property(id:'urn:tdm:aws:Property:Float64')}\ntype 
 QualityState @stateType(id:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:State:QualityStateAcceptanceSimpleFlow') {       Brightness: 
 Float64 @property(id:'urn:tdm:aws:Property:Float64'),       
 Sharpness: Float64 @property(id:'urn:tdm:aws:Property:Float64')}\ntype 
 ResponseState @stateType(id:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:State:ResponseStateAcceptanceSimpleFlow') {       FaceDetails: 
 [FaceDetailsProperty] @property(id:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:FaceDetailsPropertyAcceptanceSimpleFlow'),       OrientationCorrection: 
 String @property(id:'urn:tdm:aws:Property:String')}\n   type Capture @actionType(id:
\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Action:CaptureAcceptanceSimpleFlow
\") {       return : Uri @property(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow\")   }\n   type Display @actionType(id: 
 \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Action:DisplayAcceptanceSimpleFlow
\") {       url : Uri @property(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow\")   }\n   type Switch @actionType(id: 
 \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Action:SwitchAcceptanceSimpleFlow
\") {       input : Boolean @property(id: 'urn:tdm:aws:Property:Boolean')  
  }\n    type MatchImage @actionType(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Action:MatchImageAcceptanceSimpleFlow\") {\n        url : Uri @property(id: 
 \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow
\")\n        return : Boolean @property(id: 'urn:tdm:aws:Property:Boolean')\n 
    }\n\n   type CreateQueue @actionType(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:action:CreateQueueAcceptanceSimpleFlow\") {\n        queueName: String 
 @property(id: 'urn:tdm:aws:Property:String')\n   }\n\n   type SendMessage @actionType(id: 
 \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:action:SendMessageAcceptanceSimpleFlow
\") {\n        message: String @property(id: 'urn:tdm:aws:Property:String')\n 
   }\n\n   type DetectFaces @actionType(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:action:DetectFacesAcceptanceSimpleFlow\") {\n        bucketName: String 
 @property(id: 'urn:tdm:aws:Property:String')\n        itemName: String @property(id: 
 'urn:tdm:aws:Property:String')\n        return: ResponseProperty @property(id: 
 'urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Property:ResponsePropertyAcceptanceSimpleFlow')\n 
   }\n\n   type MotionDetectedEvent @eventType(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Event:MotionDetectedEventAcceptanceSimpleFlow\",              
                           payload: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:MotionDetectedAcceptanceSimpleFlow\") {ignore:void}\n 
   type CameraCap @capabilityType(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Capability:CameraCapAcceptanceSimpleFlow\") {       STATE: CameraState @state(id: 
 \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:State:CameraStateAcceptanceSimpleFlow
\")       capture: Capture @action(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Action:CaptureAcceptanceSimpleFlow\")   }\n   type CameraCap_V2 @capabilityType(id: 
 \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Capability:CameraCap_V2AcceptanceSimpleFlow
\") {       STATE: CameraState_V2 @state(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:State:CameraState_V2AcceptanceSimpleFlow\")       capture: Capture @action(id: 
 \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Action:CaptureAcceptanceSimpleFlow
\")   }\n   type ScreenCap @capabilityType(id: \"urn:tdm:us-
east-1/123456789012/default:Capability:ScreenCapAcceptanceSimpleFlow\") 
 {       STATE: ScreenState @state(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:State:ScreenStateAcceptanceSimpleFlow\")       display: Display @action(id: 
 \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Action:DisplayAcceptanceSimpleFlow
\")   }\n   type MotionSensorCap @capabilityType(id: \"urn:tdm:us-
east-1/123456789012/default:Capability:MotionSensorCapAcceptanceSimpleFlow\") 
 {       STATE: MotionSensorState @state(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:State:MotionSensorStateAcceptanceSimpleFlow\")       motionDetected: 
 MotionDetectedEvent @event(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/

172



AWS IoT Things Graph ユーザーガイド
による AWS IoT Things Graph API 呼

び出しのログ記録AWS CloudTrail

default:Event:MotionDetectedEventAcceptanceSimpleFlow\")   }\n    type 
 MlLambdasCap @capabilityType(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Capability:MlLambdasCapAcceptanceSimpleFlow\") {\n        
 matchImageLocal: MatchImage @action(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Action:MatchImageAcceptanceSimpleFlow\")\n        matchImageGlobal: MatchImage 
 @action(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Action:MatchImageAcceptanceSimpleFlow
\")\n    }\n\n    type SqsCap @capabilityType(id: \"urn:tdm:us-
east-1/123456789012/default:capability:SqsCapAcceptanceSimpleFlow
\") {\n        createQueue: CreateQueue @action(id: \"urn:tdm:us-
east-1/123456789012/default:action:CreateQueueAcceptanceSimpleFlow\")\n    
     sendMessage: SendMessage @action(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:action:SendMessageAcceptanceSimpleFlow\")\n    }\n\n    type 
 RekognitionCap @capabilityType(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:capability:RekognitionCapAcceptanceSimpleFlow\") {\n        
 detectFaces: DetectFaces @action(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:action:DetectFacesAcceptanceSimpleFlow\")\n    }\n\n   type 
 LightCap @capabilityType(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Capability:LightCapAcceptanceSimpleFlow\") {       state: LightState @state(id: 
 \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:State:LightStateAcceptanceSimpleFlow
\")       switch: Switch @action(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Action:SwitchAcceptanceSimpleFlow\")   }\n   type Camera @deviceModel(id:
\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:DeviceModel:CameraAcceptanceSimpleFlow
\",                                capability: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Capability:CameraCapAcceptanceSimpleFlow\"){       IGNORE : VOID 
   }\n   type Camera_V2 @deviceModel(id:\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:DeviceModel:Camera_V2AcceptanceSimpleFlow\",             
                    capability: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Capability:CameraCap_V2AcceptanceSimpleFlow\"){       IGNORE : 
 VOID   }\n   type Screen @deviceModel(id:\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:DeviceModel:ScreenAcceptanceSimpleFlow\",                               capability: 
 \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Capability:ScreenCapAcceptanceSimpleFlow
\"){       IGNORE : VOID   }\n   type MotionSensor @deviceModel(id: \"urn:tdm:us-
east-1/123456789012/default:DeviceModel:MotionSensorAcceptanceSimpleFlow
\",                                   capability: \"urn:tdm:us-
east-1/123456789012/default:Capability:MotionSensorCapAcceptanceSimpleFlow
\") {       IGNORE : VOID   }\n   type Light @deviceModel(id: \"urn:tdm:us-
east-1/123456789012/default:DeviceModel:LightAcceptanceSimpleFlow\",       
                             capability: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Capability:LightCapAcceptanceSimpleFlow\") {       IGNORE : VOID 
   }\n   query PhyCamera @device(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Device:PhyCameraAcceptanceSimpleFlow\",                           deviceModel: 
 \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:DeviceModel:CameraAcceptanceSimpleFlow
\") {       MQTT {           CameraCap(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Capability:CameraCapAcceptanceSimpleFlow\") {               state {   
                 lastClickedImage(name: \"lastImage\", property: \"urn:tdm:us-
east-1/123456789012/default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow\")             
   }               Action(name: \"capture\") {                   Publish {   
                     Request(topic: \"camera/capture\") {                    
        params                       }                       Response(topic: 
 \"camera/capture/finished\") {                           responsePayload(property: 
 \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow\") 
                       }                   }               }           }     
   }   }\n   query PhyCamera_V2 @device(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Device:PhyCamera_V2AcceptanceSimpleFlow\",                           deviceModel: 
 \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:DeviceModel:Camera_V2AcceptanceSimpleFlow
\") {       MQTT {           CameraCap_V2(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Capability:CameraCap_V2AcceptanceSimpleFlow\") {               state {  
                  lastClickedImage(name: \"lastImage\", property: \"urn:tdm:us-
east-1/123456789012/default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow\")               }   
             Action(name: \"capture\") {                   Publish {               
         Request(topic: \"camera_v2/capture\") {                           params  
                      }                       Response(topic: \"camera_v2/capture/
finished\") {                           responsePayload(property: \"urn:tdm:us-
east-1/123456789012/default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow\")                     
   }                   }               }           }       }   }\n   query PhyScreen 
 @device(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Device:PhyScreenAcceptanceSimpleFlow
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\",                           deviceModel: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:DeviceModel:ScreenAcceptanceSimpleFlow\") {       MQTT {           ScreenCap(id: 
 \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Capability:ScreenCapAcceptanceSimpleFlow\") 
 {               state {                   currentDisplayImage(name: \"displayUri\", 
 property: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow\") 
               }               Action(name: \"display\") {                   params { 
                       param(name:\"url\", property:\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow\")                   }                  
  Payload {                       Request(topic: \"screen/display\") {            
                params {                               param(name: \"imageUri\",  
                                      property: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow\",                                       value: 
 \"${url.value}\")                           }                       }               
     }               }           }       }   }\n   query PhyMotionSensor @device(id: 
 \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Device:PhyMotionSensorAcceptanceSimpleFlow
\",                                   deviceModel: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:DeviceModel:MotionSensorAcceptanceSimpleFlow\") {       MQTT 
 {           MotionSensorCap(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Capability:MotionSensorCapAcceptanceSimpleFlow\") {               state {     
               isMotionDetected(name:\"\", property:\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:MotionDetectedAcceptanceSimpleFlow\")               }       
         Event(name: \"motionDetected\") {                   Subscribe(topic: 
 \"motionsensor/motion\") {                       responsepayload(property: \"urn:tdm:us-
east-1/123456789012/default:Property:MotionDetectedAcceptanceSimpleFlow\")         
           }               }           }       }   }\n   query PhyLight @device(id: 
 \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Device:PhyLightAcceptanceSimpleFlow\", 
                                   deviceModel: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:DeviceModel:LightAcceptanceSimpleFlow\") {       MODBUS(serverId: 
 \"1\") {           LightCap(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Capability:LightCapAcceptanceSimpleFlow\") {               state {        
            OnOff(name:\"ON_OFF\", property:'urn:tdm:aws:Property:Boolean')       
         }               Action(name: \"switch\") {                   params {    
                    param(name:\"input\", property:'urn:tdm:aws:Property:Boolean') 
                   }                   WriteSingleCoil{                      
  Request(Address: 1) {                           params {                   
             param(name: \"lightStatus\"                                      
 property: 'urn:tdm:aws:Property:Boolean'                                     value: 
 \"${input.value ?? false}\")                           }                       }       
             }               }           }       }   }\n    query MlLambdas @service(id: 
 \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Service:MlLambdasAcceptanceSimpleFlow\") {\n 
        AwsLambda {\n            MlLambdasCap(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Capability:MlLambdasCapAcceptanceSimpleFlow\") {\n                
 Action(name: \"matchImageLocal\") {\n                    params {         
                param(name:'url', property:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:property:UriAcceptanceSimpleFlow')                    }                    
 InvokeGreengrassLambda {\n                        Request(                        arn: 
 \"arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:rekognition:1\") {\n             
                params {\n                                param(name: \"imageUri\", 
 property: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow
\",                                            value: \"${url.value}\")\n            
                 }\n                        }\n                        Response {\n   
                          responsePayload(property: 'urn:tdm:aws:Property:Boolean')\n 
                        }\n                    }\n                }\n          
       Action(name: \"matchImageGlobal\") {\n                    params {      
                   param(name:'url', property:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:property:UriAcceptanceSimpleFlow')                    }                    
 InvokeCloudLambda {\n                        Request(                        arn: 
 \"arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:rekognition:1\") {\n             
                params {\n                                param(name: \"imageUri\", 
 property: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow
\",                                            value: \"${url.value}\")\n            
                 }\n                        }\n                        Response {\n   
                          responsePayload(property: 'urn:tdm:aws:Property:Boolean')\n 
                        }\n                    }\n                }\n            }\n 
        }\n    }\n\n    query Sqs @service(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:service:SqsAcceptanceSimpleFlow\") {\n        REST {\n            SqsCap(id: 

174



AWS IoT Things Graph ユーザーガイド
による AWS IoT Things Graph API 呼

び出しのログ記録AWS CloudTrail

 \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:capability:SqsCapAcceptanceSimpleFlow\") {\n 
                Action(name: \"createQueue\") {\n                    params {        
                 param(name:'queueName', property:'urn:tdm:aws:Property:String')     
                }                    HttpGet {\n                        Request(url: 
 \"https://sqs.us-east-1.amazonaws.com\", auth: \"SigV4\", awsServiceName: \"sqs
\") {\n                            headerParams {\n                                
 param(name: \"Accept\", property: 'urn:tdm:aws:Property:String', value: \"application/
json\")\n                                param(name: \"Content-Type\", property: 
 'urn:tdm:aws:Property:String', value: \"application/json\")\n                  
           }\n                            queryParams {\n                        
         param(name: \"Action\", property: 'urn:tdm:aws:Property:String', value: 
 \"CreateQueue\")\n                                param(name: \"QueueName\", property: 
 'urn:tdm:aws:Property:String', value: \"${queueName.value}\")\n                         
        param(name: \"Attribute.1.Name\", property: 'urn:tdm:aws:Property:String', value: 
 \"VisibilityTimeout\")\n                                param(name: \"Attribute.1.Value
\", property: 'urn:tdm:aws:Property:Int32', value: \"40\")\n                       
          param(name: \"Expires\", property: 'urn:tdm:aws:Property:String', value: 
 \"2020-10-18T22:52:43PST\")\n                                param(name: \"Version
\", property: 'urn:tdm:aws:Property:String', value: \"2012-11-05\")\n                
             }\n                        }\n                    }\n                }\n 
                Action(name: \"sendMessage\") {\n                    params {       
                  param(name:'message', property:'urn:tdm:aws:Property:String')      
               }                    HttpPost {\n                        Request(url: 
 \"https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/123456789012/testQueue\", auth: \"SigV4\", 
 awsServiceName: \"sqs\") {\n                            headerParams {\n            
                     param(name: \"Accept\", property: 'urn:tdm:aws:Property:String', 
 value: \"application/json\")\n                                param(name: \"Content-
Type\", property: 'urn:tdm:aws:Property:String', value: \"application/json\")\n     
                        }\n                            queryParams {\n              
                   param(name: \"Action\", property: 'urn:tdm:aws:Property:String', 
 value: \"SendMessage\")\n                                param(name: \"MessageBody\", 
 property: 'urn:tdm:aws:Property:String', value: \"${message.value}\")\n             
                    param(name: \"Expires\", property: 'urn:tdm:aws:Property:String', 
 value: \"2020-10-18T22:52:43PST\")\n                                param(name: 
 \"Version\", property: 'urn:tdm:aws:Property:String', value: \"2012-11-05\")\n    
                         }\n                        }\n                    }\n      
           }\n            }\n        }\n    }\n\n    query Rekognition @service(id: 
 \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:service:RekognitionAcceptanceSimpleFlow\") 
 {\n        REST {\n            RekognitionCap(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:capability:RekognitionCapAcceptanceSimpleFlow\") {\n                
 Action(name: \"detectFaces\") {\n                    params {                       
  param(name:'bucketName', property:'urn:tdm:aws:Property:String')                       
  param(name:'itemName', property:'urn:tdm:aws:Property:String')                    }     
                HttpPost {\n                        Request(url: 'https://rekognition.us-
east-1.amazonaws.com', auth: 'SigV4', awsServiceName: 'rekognition') {\n                  
           headerParams {\n                                param(name: 'Accept', property: 
 'urn:tdm:aws:Property:String', value: 'application/json')\n                                
 param(name: 'Content-Type', property: 'urn:tdm:aws:Property:String', value: 'application/
x-amz-json-1.1')\n                                param(name: 'X-Amz-Target', property: 
 'urn:tdm:aws:Property:String', value: 'RekognitionService.DetectFaces')\n                
             }\n                            bodyParams {\n                                
 param(name: '', property: 'urn:tdm:aws:Property:String',                                 
    value: '$macro({\"Image\":{\"S3Object\":{\"Bucket\":\"${bucketName.value}\",\"Name\":
\"${itemName.value}\"}}})')\n                            }\n                        }\n  
                       Response {\n                            responsePayload(property: 
 'urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Property:ResponsePropertyAcceptanceSimpleFlow')\n 
                        }\n                    }\n                }\n            }\n       
  }\n    }\n}" 
        }, 
        "syncWithPublicNamespace": false, 
        "deprecateExistingEntities": false 
      }, 
      "responseElements": { 
        "uploadId": "2a109660-2576-4436-8e6c-5f3fee08b401" 
      }, 
      "requestID": "eb0ca2d9-7aa2-48bf-96d1-8d568a8c3bf0", 
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      "eventID": "0ab25065-2ff8-4f91-ae7f-29ee0ab812c3", 
      "eventType": "AwsApiCall", 
      "recipientAccountId": "123456789012" 
    } 
     

AWS IoT Things Graph のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査人は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA など複数の AWS コンプライアンス プロ
グラムのパートとして、AWS のサービス のセキュリティとコンプライアンスを評価します。

その他の AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、
「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス」を参照してください。一般的な情
報については、「AWS コンプライアンスプログラム」を参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。

AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。

• 「Security and Compliance Quick Start Guides」(セキュリティおよびコンプライアンスのクイックス
タートガイド) - これらのデプロイガイドでは、アーキテクチャ上の考慮事項について説明し、セキュリ
ティとコンプライアンスを重視したベースライン環境を AWS でデプロイするステップを説明します。

• 「Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services」(アマゾン ウェブ サー
ビスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ) – このホワイトペーパー
は、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説明しています。

Note

すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。

• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、お客様の業界と
拠点に適用されるものである場合があります。

• 「AWS Config デベロッパーガイド」の「ルールでのリソースの評価」 — AWS Config のサービスで
は、自社のプラクティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価し
ます。

• AWS Security Hub — この AWS のサービス では、AWS 内のセキュリティ状態が包括的に示されてお
り、セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠の確認に役立ちます。

• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。

AWS IoT Things Graph 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
で接続されている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラビリ
ティーゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケーションとデー
タベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複数の
データセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れています。

AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、[AWS Global Infrastructure] (グローバル
インフラストラクチャ) を参照してください。
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Things Graph では、AWS グローバルインフラストラクチャに加えて、データの耐障害性とバックアップ
のニーズに対応できるように複数の機能を提供しています。

AWS IoT Things Graphでのインフラストラクチャ
セキュリティ

マネージドサービスとして、AWS IoT Things Graphによって保護されているAWSで説明されているグロー
バルネットワークセキュリティ手順Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概要ホワイトペー
パー。

Things Graph には、AWS が公開した API コールを使用してネットワーク経由でアクセスします。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 以降を
推奨します。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE)
などの Perfect Forward Secrecy (PFS)を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされている必要
があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされています。

また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

AWS IoT Things Graph での設定と脆弱性の分析
このセクションでは、AWS IoT Things Graph のエンティティ、デプロイ、および名前空間の管理に必要と
されるアクションについて説明します。

AWS IoT の脆弱性の管理と分析の詳細については、AWS IoT デベロッパーガイドの「AWS IoT での設定
と脆弱性の分析」を参照してください。

AWS IoT Greengrass 環境
AWS IoT Greengrass 環境の設定と保守は、お客様の責任となります。この責任には、最新バージョン
の AWS IoT Greengrass ソフトウェアへのアップグレードが含まれます。詳細については、AWS IoT 
Greengrass Version 1 開発者ガイドの「AWS IoT Greengrass core の設定」を参照してください。

ライフサイクル管理
AWS IoT Things Graph のフロー、フロー設定、デプロイ、システム、名前空間、および名前空間内のエ
ンティティに関するライフサイクル管理はお客様の責任となります。詳細については、「AWS IoT Things 
Graph エンティティ、フロー、システム、デプロイのライフサイクルの管理 (p. 144)」を参照してくださ
い。

AWS IoT Things Graph のセキュリティのベストプ
ラクティス

AWS IoT Things Graph には、独自のセキュリティポリシーを開発および実装する際に考慮する必要のある
いくつかのセキュリティ機能が用意されています。以下のベストプラクティスは一般的なガイドラインで
あり、完全なセキュリティソリューションを提供するものではありません。これらのベストプラクティス
はお客様の環境に適切ではないか、十分ではない場合があるため、これらは処方箋ではなく、有用な考慮
事項と見なしてください。
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AWS IoT のセキュリティについては、AWS IoTデベロッパーガイドの「AWS IoT でのセキュリティのベス
トプラクティス」を参照してください。

AWS IoT Greengrass のハードウェアセキュリティの詳細については、AWS IoT Greengrass Version 1デ
ベロッパーガイドの「ハードウェアセキュリティ統合」を参照してください。

クラウドデプロイでは、ユーザーに代わって AWS IoT Things Graph フローを実行するための IAM ロー
ルが必要です。AWS IoT Greengrass デプロイでは、AWS IoT Greengrass でフローを実行するための 
IAM ロールが必要です。これらのロールには、フロー内のすべてのアクションを実行することを AWS IoT 
Things Graph に許可するポリシーが必要です。これらのロールには、フローの実行に必要な最低限のアク
セス許可のみを割り当てます。

• クラウドデプロイ用の環境の設定については、「クラウドデプロイを準備する (p. 9)」を参照してくださ
い。

• AWS IoT Greengrass デプロイ用の環境の設定については、「AWS IoT Greengrass デプロイ用の環境の
設定 (p. 21)」を参照してください。
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デバイスとサービスの定義の例
このセクションには、AWS IoT Things Graph データモデルに記述された完全な AWS IoT Things Graph デ
バイスとサービスの定義が含まれています。

このセクションの各トピックは、単一のデバイス定義を示しています。定義には、親デバイスモデル、プ
ロパティ、状態、アクション、イベント、デバイスまたはサービスに必要な機能が含まれます。

これらのモデルの一部は、AWS IoT Things Graph コンソールで利用できます。各トピックで、それが適用
される場合について説明しています。

デバイス定義 (MQTT)

• Aukru HCSR501 モーションセンサー
• Raspberry Pi カメラ
• Raspberry Pi カメラ (Amazon Rekognition 用)
• Raspberry Pi スクリーン

デバイス定義 (Modbus)

• HW-Group Damocles Mini
• CoolAutomation CoolMasterNet
• Deuta AL-511-00 IP-DALI-BRIDGE V2

サービスの定義

• Rekognition
• getS3Lambda
• wordCount
• saveResponse

Aukru HCSR501 モーションセンサー
以下の GraphQL は、AWS IoT Things Graph コンソールで利用できる Aukru HC-SR501 モーションセン
サーのデバイス定義を示しています。このデバイスは、デバイスを使用したフローの作成、およびデバイ
スとサービスを使用したフローの作成で使用されています。

{
# Motion sensor state.
type MotionSensorState @stateType(id: "urn:tdm:aws/examples:State:MotionSensorState") { 
        isMotionDetected: Boolean @property(id: "urn:tdm:aws:property:Boolean")
}

# Property representing the motion sensor state.
type MotionSensorStateProperty @propertyType(id: "urn:tdm:aws/
examples:property:MotionSensorStateProperty", 
            instanceOf: "urn:tdm:aws/examples:State:MotionSensorState",
description: "Property representing the motion sensor state") {ignore:void}

# Event emitted by the motion sensor.
type MotionSensorEvent @eventType(id: "urn:tdm:aws/examples:event:MotionSensorEvent",
payload: "urn:tdm:aws/examples:property:MotionSensorStateProperty") {ignore:void}
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# Motion sensor capability.
type MotionSensorCapability @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/
examples:capability:MotionSensorCapability") { 
        STATE: MotionSensorState @state(id: "urn:tdm:aws/examples:State:MotionSensorState") 
        StateChanged: MotionSensorEvent @event(id: "urn:tdm:aws/
examples:event:MotionSensorEvent")
}

# Motion sensor device model.
type MotionSensor @deviceModel(id: "urn:tdm:aws/examples:deviceModel:MotionSensor",
capability: "urn:tdm:aws/examples:capability:MotionSensorCapability") {ignore:void}

# Device definition for the HC-SR501 passive infrared sensor.
# In our implementation, this device uses a Java driver to connect to AWS IoT Greengrass.
query HCSR501MotionSensor @device(id: "urn:tdm:aws/examples:device:HCSR501MotionSensor", 
            deviceModel: "urn:tdm:aws/examples:deviceModel:MotionSensor") { 
        MQTT { 
            MotionSensorCapability(id: "urn:tdm:aws/
examples:capability:MotionSensorCapability") { 
                state { 
                    isMotionDetected(name:"isMotionDetected", 
 property:"urn:tdm:aws:property:Boolean") 
                } 
                Event(name: "StateChanged") { 
                    Subscribe(topic: "$macro(${systemRuntime.deviceId}/motion)") { 
                            responsepayload(property: "urn:tdm:aws/
examples:property:MotionSensorStateProperty") 
                    } 
                } 
            } 
        }
}
} 
         

Raspberry Pi カメラ
以下の GraphQL は、AWS IoT Things Graph コンソールで利用できる Raspberry Pi カメラのデバイス定義
を示しています。このデバイスは、デバイスを使用したフローの作成で使用されます。

{
# Camera state.
type CameraState @stateType(id: "urn:tdm:aws/examples:state:CameraState") { 
            lastClickedImage : Uri @property(id: "urn:tdm:aws:property:String")
}

# Property representing the camera state.
type CameraStateProperty @propertyType(id: "urn:tdm:aws/
examples:property:CameraStateProperty",
instanceOf: "urn:tdm:aws/examples:state:CameraState") {ignore:void}

# The Capture action takes no arguments and returns the state of the device after 
 completing.
type Capture @actionType(id:"urn:tdm:aws/examples:action:Capture") { 
        return : CameraStateProperty @property(id: "urn:tdm:aws/
examples:property:CameraStateProperty")
}

# Camera capability.
type CameraCapability @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/
examples:capability:CameraCapability") { 
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        STATE: CameraState @state(id: "urn:tdm:aws/examples:state:CameraState") 
        capture: Capture @action(id: "urn:tdm:aws/examples:action:Capture")
}

# Camera device model.
type Camera @deviceModel(id:"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Camera",
capability: "urn:tdm:aws/examples:capability:CameraCapability"){ignore:void}

# Device definition for the Raspberry Pi Camera.
# In our implementation, this device uses a Java driver to connect to AWS IoT Greengrass.
query RaspberryPiCamera @device(id: "urn:tdm:aws/examples:device:RaspberryPiCamera", 
            deviceModel: "urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Camera") { 
        MQTT { 
            CameraCapability(id: "urn:tdm:aws/examples:capability:CameraCapability") { 
                state { 
                    lastClickedImage(name: "lastImage", property: 
 "urn:tdm:aws:property:String") 
                } 
                Action(name: "capture") { 
                    Publish { 
                        Request(topic: "$macro(${systemRuntime.deviceId}/capture)") { 
                            params 
                        } 
                        Response(topic: "$macro(${systemRuntime.deviceId}/capture/
finished)") { 
                            responsePayload(property: "urn:tdm:aws/
examples:property:CameraStateProperty") 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
        }
}
} 
         

Raspberry Pi カメラ (Amazon Rekognition 用)
以下の GraphQL は、AWS IoT Things Graph コンソールで利用できる Raspberry Pi カメラのデバイス定義
を示しています。このデバイスは、デバイスとサービスを使用したフローの作成で使用されます。

このカメラ定義には、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット名とバケット内の項目名を
含むレスポンスペイロードが含まれています。Amazon Rekognition では、入力パラメータとして Amazon 
S3 バケットと項目名が必要です。

{
# Camera state.
type CameraStateRkgnExample @stateType(id: "urn:tdm:aws/
examples:state:CameraStateRkgnExample") { 
            lastClickedImage : Uri @property(id: "urn:tdm:aws:property:String"), 
            s3BucketName : bucketName @property(id: "urn:tdm:aws:property:String"), 
            s3ItemName : itemName @property(id: "urn:tdm:aws:property:String")
}

# Property representing the camera state.
type CameraStatePropertyRkgnExample @propertyType(id: "urn:tdm:aws/
examples:property:CameraStatePropertyRkgnExample",
instanceOf: "urn:tdm:aws/examples:state:CameraStateRkgnExample") {ignore:void}

# The Capture action takes no arguments and returns the state of the device after 
 completing.
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type CaptureRkgnExample @actionType(id:"urn:tdm:aws/examples:action:CaptureRkgnExample") { 
        return : CameraStatePropertyRkgnExample @property(id: "urn:tdm:aws/
examples:property:CameraStatePropertyRkgnExample")
}

# Camera capability.
type CameraCapabilityRkgnExample @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/
examples:capability:CameraCapabilityRkgnExample") { 
        STATE: CameraStateRkgnExample @state(id: "urn:tdm:aws/
examples:state:CameraStateRkgnExample") 
        capture: CaptureRkgnExample @action(id: "urn:tdm:aws/
examples:action:CaptureRkgnExample")
}

# Camera device model.
type CameraRkgnExample @deviceModel(id:"urn:tdm:aws/
examples:deviceModel:CameraRkgnExample",
capability: "urn:tdm:aws/examples:capability:CameraCapabilityRkgnExample"){ignore:void}

# Device definition for the Raspberry Pi Camera.
# In our implementation, this device uses a Java driver to connect to AWS IoT Greengrass.
query RaspberryPiCameraRkgnExample @device(id: "urn:tdm:aws/
examples:device:RaspberryPiCameraRkgnExample", 
            deviceModel: "urn:tdm:aws/examples:deviceModel:CameraRkgnExample") { 
        MQTT { 
            CameraCapabilityRkgnExample(id: "urn:tdm:aws/
examples:capability:CameraCapabilityRkgnExample") { 
                state { 
                    lastClickedImage(name: "lastImage", property: 
 "urn:tdm:aws:property:String"), 
                    s3BucketName(name: "s3BucketName", property: 
 "urn:tdm:aws:property:String"), 
                    s3ItemName(name: "s3ItemName", property: "urn:tdm:aws:property:String") 
                } 
                Action(name: "capture") { 
                    Publish { 
                        Request(topic: "$macro(${systemRuntime.deviceId}/capture)") { 
                            params 
                        } 
                        Response(topic: "$macro(${systemRuntime.deviceId}/capture/
finished)") { 
                            responsePayload(property: "urn:tdm:aws/
examples:property:CameraStatePropertyRkgnExample") 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
        }
}
} 
         

Raspberry Pi スクリーン
以下の GraphQL は、AWS IoT Things Graph コンソールで利用できる Raspberry Pi 画面のデバイス定義を
示しています。このデバイスは、デバイスを使用したフローの作成、およびデバイスとサービスを使用し
たフローの作成で使用されています。

{
# Screen state.
type ScreenState @stateType(id: "urn:tdm:aws/examples:state:ScreenState") { 
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        currentDisplayImage : String @property(id: "urn:tdm:aws:property:String")
}

# The Display action takes an image URL as input, returns void, and displays the image.
type Display @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples:action:Display") { 
        imageUrl : String @property(id: "urn:tdm:aws:property:String")
}

# Screen capability.
type ScreenCapability @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/
examples:capability:ScreenCapability") { 
        STATE: ScreenState @state(id: "urn:tdm:aws/examples:state:ScreenState") 
        display: Display @action(id: "urn:tdm:aws/examples:action:Display")
}

# Screen device model.
type Screen @deviceModel(id:"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Screen",
capability: "urn:tdm:aws/examples:capability:ScreenCapability"){ ignore : void}

# Device definition for the Raspberry Pi Screen.
# In our implementation, this device uses a Java driver to connect to AWS IoT Greengrass
query RaspberryPiScreen @device(id: "urn:tdm:aws/examples:device:RaspberryPiScreen", 
            deviceModel: "urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Screen") { 

        MQTT { 
            ScreenCapability(id: "urn:tdm:aws/examples:capability:ScreenCapability") { 
                state { 
                    currentDisplayImage(name: "displayUri", property: 
 "urn:tdm:aws:property:String") 
                } 

                Action(name: "display") { 
                    params { 
                        param(name:"imageUrl" property:"urn:tdm:aws:property:String") 
                    } 
                    Publish { 
                        Request(topic: "$macro(${systemRuntime.deviceId}/display)") { 
                            params { 
                                param(name: "imageUri", property: "urn:tdm:aws/
examples:property:CameraStateProperty", value: "${imageUrl.value}") 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
        }
}
} 
         

HW Group Damocles Mini
以下の GraphQL は、HW Group Damocles Mini のデバイス定義を示しています。このデバイスは、水道、
ガス、電気、または他のメーターに接続して、さまざまなモニタリングシナリオ (遠隔機器のモニタリン
グ、セキュリティおよびモニタリングシステムなど) で使用できます。

Modbus デバイスモデルの作成方法の詳細については、「Modbus デバイスモデリング 101」を参照して
ください。トピックの中で、製品の仕様の詳細をデバイス定義に変換する方法が説明されています。

{ 
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    # Name: Damocles2 MINI 
    # Manufacturer: HW Group 
    # Model: Damocles2 MINI 
     
    # Action definitions
type GetBoolean @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:GetBoolean") { 
  return: Boolean @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}

type SetBoolean @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:SetBoolean") { 
  inputBoolean: Boolean @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}

type GetInputCounter @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:GetInputCounter") { 
  return: InputCounter @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int32")
}

type SetInputCounter @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:SetInputCounter") { 
  inputCounterValue: InputCounter @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int32")
} 

    # Capability definition
type DamoclesMiniCapability @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:capability:DamoclesMiniCapability") { 
  getDiscreteInput1Value: GetBoolean @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:GetBoolean") 
  getDiscreteInput2Value: GetBoolean @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:GetBoolean") 
  getDiscreteInput3Value: GetBoolean @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:GetBoolean") 
  getDiscreteInput4Value: GetBoolean @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:GetBoolean") 
  getOutput1Value: GetBoolean @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:GetBoolean") 
  setOutput1Value: SetBoolean @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:SetBoolean") 
  getOutput2Value: GetBoolean @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:GetBoolean") 
  setOutput2Value: SetBoolean @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:SetBoolean") 
  getInput1Counter: GetInputCounter @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:GetInputCounter") 
  setInput1Counter: SetInputCounter @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:SetInputCounter") 
  getInput2Counter: GetInputCounter @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:GetInputCounter") 
  setInput2Counter: SetInputCounter @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:SetInputCounter") 
  getInput3Counter: GetInputCounter @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:GetInputCounter") 
  setInput3Counter: SetInputCounter @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:SetInputCounter") 
  getInput4Counter: GetInputCounter @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:GetInputCounter") 
  setInput4Counter: SetInputCounter @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:SetInputCounter")
} 

    # Device Model definition (abstract device)
type DamoclesMini @deviceModel(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:deviceModel:DamoclesMini", capability: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:capability:DamoclesMiniCapability") { 
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  ignore: void
} 

    # Modbus RTU 
    # Device definition (physical device)
query ModbusDamoclesMini @device(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:device:ModbusDamoclesMini", deviceModel: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
hwgroup/damocles2mini:deviceModel:DamoclesMini") { 
  Modbus(ServerId: "1") { 
    Capability(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:capability:DamoclesMiniCapability") { 
      Action(name: "getDiscreteInput1Value") { 
        Params 
        ReadDiscreteInputs { 
          Request(Address: 100, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getDiscreteInput2Value") { 
        Params 
        ReadDiscreteInputs { 
          Request(Address: 101, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getDiscreteInput3Value") { 
        Params 
        ReadDiscreteInputs { 
          Request(Address: 102, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getDiscreteInput4Value") { 
        Params 
        ReadDiscreteInputs { 
          Request(Address: 103, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getOutput1Value") { 
        Params 
        ReadCoils { 
          Request(Address: 200, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "setOutput1Value") { 
        Params { 
          param(name: "inputBoolean", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
        } 
        WriteSingleCoil { 
          Request(Address: 200) { 
            params { 
              param(name: "inputBoolean", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean", value: 
 "${inputBoolean.value}") 
            } 
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          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getOutput2Value") { 
        Params 
        ReadCoils { 
          Request(Address: 201, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "setOutput2Value") { 
        Params { 
          param(name: "inputBoolean", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
        } 
        WriteSingleCoil { 
          Request(Address: 201) { 
            params { 
              param(name: "inputBoolean", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean", value: 
 "${inputBoolean.value}") 
            } 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getInput1Counter") { 
        Params 
        ReadInputRegisters { 
          Request(Address: 201, ReadCount: 2) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int32") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "setInput1Counter") { 
        Params { 
          param(name: "inputCounterValue", property: "urn:tdm:aws:Property:Int32") 
        } 
        WriteMultipleRegisters { 
          Request(Address: 201, WriteCount: 2) { 
            params { 
              param(name: "inputCounterValue", property: "urn:tdm:aws:Property:Int32", 
 value: "${inputCounterValue.value}") 
            } 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getInput2Counter") { 
        Params 
        ReadInputRegisters { 
          Request(Address: 203, ReadCount: 2) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int32") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "setInput2Counter") { 
        Params { 
          param(name: "inputCounterValue", property: "urn:tdm:aws:Property:Int32") 
        } 
        WriteMultipleRegisters { 
          Request(Address: 203, WriteCount: 2) { 
            params { 
              param(name: "inputCounterValue", property: "urn:tdm:aws:Property:Int32", 
 value: "${inputCounterValue.value}") 
            } 
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          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getInput3Counter") { 
        Params 
        ReadInputRegisters { 
          Request(Address: 205, ReadCount: 2) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int32") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "setInput3Counter") { 
        Params { 
          param(name: "inputCounterValue", property: "urn:tdm:aws:Property:Int32") 
        } 
        WriteMultipleRegisters { 
          Request(Address: 205, WriteCount: 2) { 
            params { 
              param(name: "inputCounterValue", property: "urn:tdm:aws:Property:Int32", 
 value: "${inputCounterValue.value}") 
            } 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getInput4Counter") { 
        Params 
        ReadInputRegisters { 
          Request(Address: 207, ReadCount: 2) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int32") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "setInput4Counter") { 
        Params { 
          param(name: "inputCounterValue", property: "urn:tdm:aws:Property:Int32") 
        } 
        WriteMultipleRegisters { 
          Request(Address: 207, WriteCount: 2) { 
            params { 
              param(name: "inputCounterValue", property: "urn:tdm:aws:Property:Int32", 
 value: "${inputCounterValue.value}") 
            } 
          } 
        } 
      } 
    } 
  }
}
} 
         

CoolAutomation CoolMasterNet
以下の GraphQL は、CoolAutomation CoolMasterNet のデバイス定義を示しています。このデバイスは、
ホームオートメーションシステムと暖房、換気、および空調システムを接続する通信ブリッジです。した
がって、このデバイス定義は単なるテンプレートです。ブリッジに接続されているデバイスのリソースに
基づいて、アクションの名前を変更することができます。

Modbus デバイスモデルの作成方法の詳細については、「Modbus デバイスモデリング 101」を参照して
ください。トピックの中で、製品の仕様の詳細をデバイス定義に変換する方法が説明されています。
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CoolmasterNet は、仮想アドレス (VA) を使用します。この定義では、登録アドレスは例にすぎません。独
自の VA 設定を反映するように、登録アドレスを更新する必要があります。詳細については、製品仕様の
「VA's Configuration」を参照してください。

{ 
    # Manufacturer: Cool Automation 
    # Model: CoolMasterNet 

    # Action definitions
type GetOperationMode @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetOperationMode") { 
  return: OperationMode @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type SetOperationMode @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetOperationMode") { 
  inputOperationMode: OperationMode @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type GetFanSpeed @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetFanSpeed") { 
  return: FanSpeed @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type SetFanSpeed @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetFanSpeed") { 
  inputFanSpeed: FanSpeed @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type SetTemperature @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetTemperature") { 
  inputTemperature: Temperature @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type GetTemperatureSetting @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetTemperatureSetting") { 
  return: Temperature @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type GetRoomTemperature @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetRoomTemperature") { 
  return: Temperature @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type GetSwitchState_H @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetSwitchState_H") { 
  return: SwitchOnOff_H @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type SetSwitchState_H @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetSwitchState_H") { 
  inputSwitchOnOff_H: SwitchOnOff_H @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type GetSwitchState_C @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetSwitchState_C") { 
  return: SwitchOnOff_C @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}

type SetSwitchState_C @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetSwitchState_C") { 
  inputSwitchOnOff_C: SwitchOnOff_C @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
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type GetSwingSetting @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetSwingSetting") { 
  return: SwingSetting @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type SetSwingSetting @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetSwingSetting") { 
  inputSwingSetting: SwingSetting @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type GetFilterSign_H @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetFilterSign_H") { 
  return: FilterSign_H @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type SetFilterSign_H @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetFilterSign_H") { 
  inputFilterSign_H: FilterSign_H @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type GetFilterSign_C @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetFilterSign_C") { 
  return: FilterSign_C @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}

type SetFilterSign_C @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetFilterSign_C") { 
  inputFilterSign_C: FilterSign_C @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}

type GetExternalTerminalsStatus @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetExternalTerminalsStatus") { 
  return: ExternalTerminalsStatus @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}

type GetInhibitIndoorUnitOnOperationSetting @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetInhibitIndoorUnitOnOperationSetting") { 
  return: InhibitIndoorUnitOnOperationSetting @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}

type SetInhibitIndoorUnitOnOperationSetting @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:SetInhibitIndoorUnitOnOperationSetting") { 
  inputInhibitIndoorUnitOnOperationSetting: InhibitIndoorUnitOnOperationSetting 
 @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type GetAnalogInput1 @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetAnalogInput1") { 
  return: AnalogInput1 @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type GetAnalogInput2 @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetAnalogInput2") { 
  return: AnalogInput2 @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type GetDigitalOutput1 @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetDigitalOutput1") { 
  return: DigitalOutput1 @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}

type GetDigitalOutput2 @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetDigitalOutput2") { 
  return: DigitalOutput2 @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
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type GetDigitalOutput3 @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetDigitalOutput3") { 
  return: DigitalOutput3 @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}

type GetDigitalOutput4 @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetDigitalOutput4") { 
  return: DigitalOutput4 @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}

type GetDigitalOutput5 @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetDigitalOutput5") { 
  return: DigitalOutput5 @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}

type GetDigitalOutput6 @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetDigitalOutput6") { 
  return: DigitalOutput6 @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}

type SetDigitalOutput1 @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetDigitalOutput1") { 
  inputDigitalOutput1: DigitalOutput1 @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}

type SetDigitalOutput2 @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetDigitalOutput2") { 
  inputDigitalOutput2: DigitalOutput2 @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}

type SetDigitalOutput3 @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetDigitalOutput3") { 
  inputDigitalOutput3: DigitalOutput3 @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}

type SetDigitalOutput4 @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetDigitalOutput4") { 
  inputDigitalOutput4: DigitalOutput4 @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}

type SetDigitalOutput5 @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetDigitalOutput5") { 
  inputDigitalOutput5: DigitalOutput5 @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}

type SetDigitalOutput6 @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetDigitalOutput6") { 
  inputDigitalOutput6: DigitalOutput6 @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}

type GetDigitalInput @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetDigitalInput") { 
  return: DigitalInput @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
} 

    # Capability definition
type CoolMasterNetCapability @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:capability:CoolMasterNetCapability") { 
  getOperationMode: GetOperationMode @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetOperationMode") 
  setOperationMode: SetOperationMode @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:SetOperationMode") 
  getFanSpeed: GetFanSpeed @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetFanSpeed") 
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  setFanSpeed: SetFanSpeed @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetFanSpeed") 
  setTemperature: SetTemperature @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetTemperature") 
  getTemperatureSetting: GetTemperatureSetting @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetTemperatureSetting") 
  getRoomTemperature_H: GetRoomTemperature @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetRoomTemperature") 
  getRoomTemperature_I: GetRoomTemperature @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetRoomTemperature") 
  getSwitchState_H: GetSwitchState_H @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetSwitchState_H") 
  setSwitchState_H: SetSwitchState_H @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:SetSwitchState_H") 
  getSwitchState_C: GetSwitchState_C @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetSwitchState_C") 
  setSwitchState_C: SetSwitchState_C @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:SetSwitchState_C") 
  getSwingSetting: GetSwingSetting @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetSwingSetting") 
  setSwingSetting: SetSwingSetting @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetSwingSetting") 
  getFilterSign_H: GetFilterSign_H @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetFilterSign_H") 
  setFilterSign_H: SetFilterSign_H @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetFilterSign_H") 
  getFilterSign_C: GetFilterSign_C @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetFilterSign_C") 
  setFilterSign_C: SetFilterSign_C @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetFilterSign_C") 
  getExternalTerminalsStatus: GetExternalTerminalsStatus @action(id: "urn:tdm:aws/examples/
modbus/coolautomation/coolmasternet:action:GetExternalTerminalsStatus") 
  getInhibitIndoorUnitOnOperationSetting: GetInhibitIndoorUnitOnOperationSetting 
 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetInhibitIndoorUnitOnOperationSetting") 
  setInhibitIndoorUnitOnOperationSetting: SetInhibitIndoorUnitOnOperationSetting 
 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetInhibitIndoorUnitOnOperationSetting") 
  getAnalogInput1: GetAnalogInput1 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetAnalogInput1") 
  getAnalogInput2: GetAnalogInput2 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetAnalogInput2") 
  getDigitalOutput1: GetDigitalOutput1 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetDigitalOutput1") 
  getDigitalOutput2: GetDigitalOutput2 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetDigitalOutput2") 
  getDigitalOutput3: GetDigitalOutput3 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetDigitalOutput3") 
  getDigitalOutput4: GetDigitalOutput4 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetDigitalOutput4") 
  getDigitalOutput5: GetDigitalOutput5 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetDigitalOutput5") 
  getDigitalOutput6: GetDigitalOutput6 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetDigitalOutput6") 
  setDigitalOutput1: SetDigitalOutput1 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:SetDigitalOutput1") 
  setDigitalOutput2: SetDigitalOutput2 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:SetDigitalOutput2") 
  setDigitalOutput3: SetDigitalOutput3 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:SetDigitalOutput3") 
  setDigitalOutput4: SetDigitalOutput4 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:SetDigitalOutput4") 
  setDigitalOutput5: SetDigitalOutput5 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:SetDigitalOutput5") 
  setDigitalOutput6: SetDigitalOutput6 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:SetDigitalOutput6") 
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  getDigitalInput1: GetDigitalInput @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetDigitalInput") 
  getDigitalInput2: GetDigitalInput @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetDigitalInput") 
  getDigitalInput3: GetDigitalInput @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetDigitalInput") 
  getDigitalInput4: GetDigitalInput @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetDigitalInput") 
  getDigitalInput5: GetDigitalInput @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetDigitalInput") 
  getDigitalInput6: GetDigitalInput @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetDigitalInput")
} 

    # Device Model definition (abstract device)
type CoolMasterNet @deviceModel(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:deviceModel:CoolMasterNet", capability: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:capability:CoolMasterNetCapability") { 
  ignore: void
} 

    # Modbus RTU 
    # Device definition (physical device)
query ModbusCoolMasterNet @device(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:device:ModbusCoolMasterNet", deviceModel: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:deviceModel:CoolMasterNet") { 
  Modbus(ServerId: "1") { 
    Capability(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:capability:CoolMasterNetCapability") { 
      Action(name: "getOperationMode") { 
        Params 
        ReadHoldingRegisters { 
          Request(Address: 0, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "setOperationMode") { 
        Params { 
          param(name: "inputOperationMode", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
        } 
        WriteSingleRegister { 
          Request(Address: 0) { 
            params { 
              param(name: "inputOperationMode", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16", 
 value: "${inputOperationMode.value}") 
            } 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getFanSpeed") { 
        Params 
        ReadHoldingRegisters { 
          Request(Address: 1, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "setFanSpeed") { 
        Params { 
          param(name: "inputFanSpeed", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
        } 
        WriteSingleRegister { 
          Request(Address: 1) { 
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            params { 
              param(name: "inputFanSpeed", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16", value: 
 "${inputFanSpeed.value}") 
            } 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "setTemperature") { 
        Params { 
          param(name: "inputTemperature", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
        } 
        WriteSingleRegister { 
          Request(Address: 2) { 
            params { 
              param(name: "inputTemperature", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16", 
 value: "${inputTemperature.value}") 
            } 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getTemperatureSetting") { 
        Params 
        ReadHoldingRegisters { 
          Request(Address: 2, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getRoomTemperature_H") { 
        Params 
        ReadHoldingRegisters { 
          Request(Address: 6, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getRoomTemperature_I") { 
        Params 
        ReadInputRegisters { 
          Request(Address: 1, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getSwitchState_H") { 
        Params 
        ReadHoldingRegisters { 
          Request(Address: 3, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "setSwitchState_H") { 
        Params { 
          param(name: "inputSwitchOnOff_H", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
        } 
        WriteSingleRegister { 
          Request(Address: 3) { 
            params { 
              param(name: "inputSwitchOnOff_H", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16", 
 value: "${inputSwitchOnOff_H.value}") 
            } 
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          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getSwitchState_C") { 
        Params 
        ReadCoils { 
          Request(Address: 0, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "setSwitchState_C") { 
        Params { 
          param(name: "inputSwitchOnOff_C", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
        } 
        WriteSingleCoil { 
          Request(Address: 0) { 
            params { 
              param(name: "inputSwitchOnOff_C", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean", 
 value: "${inputSwitchOnOff_C.value}") 
            } 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getSwingSetting") { 
        Params 
        ReadHoldingRegisters { 
          Request(Address: 5, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "setSwingSetting") { 
        Params { 
          param(name: "inputSwingSetting", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
        } 
        WriteSingleRegister { 
          Request(Address: 5) { 
            params { 
              param(name: "inputSwingSetting", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16", 
 value: "${inputSwingSetting.value}") 
            } 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getFilterSign_H") { 
        Params 
        ReadHoldingRegisters { 
          Request(Address: 4, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "setFilterSign_H") { 
        Params { 
          param(name: "inputFilterSign_H", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
        } 
        WriteSingleRegister { 
          Request(Address: 4) { 
            params { 
              param(name: "inputFilterSign_H", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16", 
 value: "${inputFilterSign_H.value}") 
            } 
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          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getFilterSign_C") { 
        Params 
        ReadCoils { 
          Request(Address: 1, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "setFilterSign_C") { 
        Params { 
          param(name: "inputFilterSign_C", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
        } 
        WriteSingleCoil { 
          Request(Address: 1) { 
            params { 
              param(name: "inputFilterSign_C", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean", 
 value: "${inputFilterSign_C.value}") 
            } 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getExternalTerminalsStatus") { 
        Params 
        ReadCoils { 
          Request(Address: 2, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getInhibitIndoorUnitOnOperationSetting") { 
        Params 
        ReadCoils { 
          Request(Address: 3, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "setInhibitIndoorUnitOnOperationSetting") { 
        Params { 
          param(name: "inputInhibitIndoorUnitOnOperationSetting", property: 
 "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
        } 
        WriteSingleCoil { 
          Request(Address: 3) { 
            params { 
              param(name: "inputInhibitIndoorUnitOnOperationSetting", property: 
 "urn:tdm:aws:Property:Int16", value: "${inputInhibitIndoorUnitOnOperationSetting.value}") 
            } 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getAnalogInput1") { 
        Params 
        ReadInputRegisters { 
          Request(Address: 13, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
          } 
        } 
      } 
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      Action(name: "getAnalogInput2") { 
        Params 
        ReadInputRegisters { 
          Request(Address: 14, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getDigitalOutput1") { 
        Params 
        ReadCoils { 
          Request(Address: 9, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getDigitalOutput2") { 
        Params 
        ReadCoils { 
          Request(Address: 10, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getDigitalOutput3") { 
        Params 
        ReadCoils { 
          Request(Address: 11, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getDigitalOutput4") { 
        Params 
        ReadCoils { 
          Request(Address: 12, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getDigitalOutput5") { 
        Params 
        ReadCoils { 
          Request(Address: 13, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getDigitalOutput6") { 
        Params 
        ReadCoils { 
          Request(Address: 14, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "setDigitalOutput1") { 
        Params { 
          param(name: "inputDigitalOutput1", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
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        } 
        WriteSingleCoil { 
          Request(Address: 9) { 
            params { 
              param(name: "inputDigitalOutput1", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean", 
 value: "${inputDigitalOutput1.value}") 
            } 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "setDigitalOutput2") { 
        Params { 
          param(name: "inputDigitalOutput2", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
        } 
        WriteSingleCoil { 
          Request(Address: 10) { 
            params { 
              param(name: "inputDigitalOutput2", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean", 
 value: "${inputDigitalOutput2.value}") 
            } 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "setDigitalOutput3") { 
        Params { 
          param(name: "inputDigitalOutput3", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
        } 
        WriteSingleCoil { 
          Request(Address: 11) { 
            params { 
              param(name: "inputDigitalOutput3", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean", 
 value: "${inputDigitalOutput3.value}") 
            } 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "setDigitalOutput4") { 
        Params { 
          param(name: "inputDigitalOutput4", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
        } 
        WriteSingleCoil { 
          Request(Address: 12) { 
            params { 
              param(name: "inputDigitalOutput4", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean", 
 value: "${inputDigitalOutput4.value}") 
            } 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "setDigitalOutput5") { 
        Params { 
          param(name: "inputDigitalOutput5", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
        } 
        WriteSingleCoil { 
          Request(Address: 13) { 
            params { 
              param(name: "inputDigitalOutput5", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean", 
 value: "${inputDigitalOutput5.value}") 
            } 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "setDigitalOutput6") { 
        Params { 
          param(name: "inputDigitalOutput6", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
        } 
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        WriteSingleCoil { 
          Request(Address: 14) { 
            params { 
              param(name: "inputDigitalOutput6", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean", 
 value: "${inputDigitalOutput6.value}") 
            } 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getDigitalInput1") { 
        Params 
        ReadDiscreteInputs { 
          Request(Address: 9, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getDigitalInput2") { 
        Params 
        ReadDiscreteInputs { 
          Request(Address: 10, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getDigitalInput3") { 
        Params 
        ReadDiscreteInputs { 
          Request(Address: 11, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getDigitalInput4") { 
        Params 
        ReadDiscreteInputs { 
          Request(Address: 12, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getDigitalInput5") { 
        Params 
        ReadDiscreteInputs { 
          Request(Address: 13, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getDigitalInput6") { 
        Params 
        ReadDiscreteInputs { 
          Request(Address: 14, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean") 
          } 
        } 
      } 
    } 
  }
}
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} 
         

Deuta AL-511-00 IP-DALI-BRIDGE V2
以下の GraphQL は、Deuta AL-511-00 IP-DALI-BRIDGE V2 のデバイス定義を示しています。このデバイ
スは、イーサネットインターフェイスを備えたコントローラーを任意の DALI デバイスに接続する通信ブ
リッジです。したがって、このデバイス定義は単なるテンプレートです。ブリッジに接続されているデバ
イスのリソースに基づいて、アクションの名前を変更することができます。

Modbus デバイスモデルの作成方法の詳細については、「Modbus デバイスモデリング 101」を参照して
ください。トピックの中で、製品の仕様の詳細をデバイス定義に変換する方法が説明されています。

{ 
    # Manufacturer: Deuta 
    # Model: AL-511-00 IP-DALI-BRIDGE V2 
     
    # Action definitions
type GetVersion @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetVersion") { 
  return: VersionNumber @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type GetSerialNumber @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetSerialNumber") { 
  return: SerialNumber @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type GetAnalogInputVoltage @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetAnalogInputVoltage") { 
  return: AnalogInputVoltage @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type GetAnalogInputPercent @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetAnalogInputPercent") { 
  return: Percent @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type GetDigitalThresholdValue @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetDigitalThresholdValue") { 
  return: DigitalThresholdValue @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type SetDigitalThresholdValue @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:SetDigitalThresholdValue") { 
  inputDigitalThresholdValue: DigitalThresholdValue @property(id: 
 "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type GetDigitalInput @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetDigitalInput") { 
  return: DigitalSignal @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type GetDigitalOutputTemp @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetDigitalOutputTemp") { 
  return: DigitalSignal @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type SetDigitalOutputTemp @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:SetDigitalOutputTemp") { 
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  inputDigitalOutputTemp: DigitalSignal @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type GetDigitalOutputRemanent @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetDigitalOutputRemanent") { 
  return: DigitalSignal @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type SetDigitalOutputRemanent @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:SetDigitalOutputRemanent") { 
  inputDigitalOutputRemanent: DigitalSignal @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type GetChipTemperature @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetChipTemperature") { 
  return: ChipTemperature @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type GetAnalogInputOffset @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetAnalogInputOffset") { 
  return: AnalogInputOffset @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type SetAnalogInputOffset @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:SetAnalogInputOffset") { 
  inputAnalogInputOffset: AnalogInputOffset @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type GetAnalogInputGradient @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetAnalogInputGradient") { 
  return: AnalogInputGradient @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type SetAnalogInputGradient @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:SetAnalogInputGradient") { 
  inputAnalogInputGradient: AnalogInputGradient @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type GetSupplyVoltageStatus @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetSupplyVoltageStatus") { 
  return: DigitalSignal @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type SetDALIcommand @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:SetDALIcommand") { 
  inputCommand: DALIcommand @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}

type GetDALIanswer @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetDALIanswer") { 
  return: DALIanswer @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
} 

    # Capability definition
type DALILightControllerCapability @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:capability:DALILightControllerCapability") { 
  getMainVersion_HW: GetVersion @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetVersion") 
  getSubVersion_HW: GetVersion @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetVersion") 
  getMainVersion_SW: GetVersion @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetVersion") 
  getSubVersion_SW: GetVersion @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetVersion") 
  getSerialNumber_LSB: GetSerialNumber @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetSerialNumber") 
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  getSerialNumber_MSB: GetSerialNumber @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetSerialNumber") 
  getAnalogInputVoltage: GetAnalogInputVoltage @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
deuta/dalibridge:action:GetAnalogInputVoltage") 
  getAnalogInputPercent: GetAnalogInputPercent @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
deuta/dalibridge:action:GetAnalogInputPercent") 
  getDigitalThresholdValue_low: GetDigitalThresholdValue @action(id: "urn:tdm:aws/examples/
modbus/deuta/dalibridge:action:GetDigitalThresholdValue") 
  setDigitalThresholdValue_low: SetDigitalThresholdValue @action(id: "urn:tdm:aws/examples/
modbus/deuta/dalibridge:action:SetDigitalThresholdValue") 
  getDigitalThresholdValue_high: GetDigitalThresholdValue @action(id: "urn:tdm:aws/
examples/modbus/deuta/dalibridge:action:GetDigitalThresholdValue") 
  setDigitalThresholdValue_high: SetDigitalThresholdValue @action(id: "urn:tdm:aws/
examples/modbus/deuta/dalibridge:action:SetDigitalThresholdValue") 
  getDigitalInput: GetDigitalInput @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetDigitalInput") 
  getDigitalOutputTemp: GetDigitalOutputTemp @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
deuta/dalibridge:action:GetDigitalOutputTemp") 
  setDigitalOutputTemp: SetDigitalOutputTemp @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
deuta/dalibridge:action:SetDigitalOutputTemp") 
  getDigitalOutputRemanent: GetDigitalOutputRemanent @action(id: "urn:tdm:aws/examples/
modbus/deuta/dalibridge:action:GetDigitalOutputRemanent") 
  setDigitalOutputRemanent: SetDigitalOutputRemanent @action(id: "urn:tdm:aws/examples/
modbus/deuta/dalibridge:action:SetDigitalOutputRemanent") 
  getChipTemperature: GetChipTemperature @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetChipTemperature") 
  getAnalogInputOffset: GetAnalogInputOffset @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
deuta/dalibridge:action:GetAnalogInputOffset") 
  setAnalogInputOffset: SetAnalogInputOffset @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
deuta/dalibridge:action:SetAnalogInputOffset") 
  getAnalogInputGradient: GetAnalogInputGradient @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
deuta/dalibridge:action:GetAnalogInputGradient") 
  setAnalogInputGradient: SetAnalogInputGradient @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
deuta/dalibridge:action:SetAnalogInputGradient") 
  getSupplyVoltageStatus: GetSupplyVoltageStatus @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
deuta/dalibridge:action:GetSupplyVoltageStatus") 
  setDALIcommand: SetDALIcommand @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:SetDALIcommand") 
  getDALIanswer: GetDALIanswer @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetDALIanswer")
} 

    # Device Model definition (abstract device) 
    type
type DALILightController @deviceModel(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:deviceModel:DALILightController", capability: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
deuta/dalibridge:capability:DALILightControllerCapability") { 
  ignore: void
} 

    # Device definition (physical device)
query ModbusDALILightController @device(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:device:ModbusDALILightController", deviceModel: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
deuta/dalibridge:deviceModel:DALILightController") { 
  Modbus(ServerId: "1") { 
    Capability(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:capability:DALILightControllerCapability") { 
      Action(name: "getMainVersion_HW") { 
        Params 
        ReadHoldingRegisters { 
          Request(Address: 2, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
          } 
        } 
      } 
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      Action(name: "getSubVersion_HW") { 
        Params 
        ReadHoldingRegisters { 
          Request(Address: 3, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getMainVersion_SW") { 
        Params 
        ReadHoldingRegisters { 
          Request(Address: 4, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getSubVersion_SW") { 
        Params 
        ReadHoldingRegisters { 
          Request(Address: 5, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getSerialNumber_LSB") { 
        Params 
        ReadHoldingRegisters { 
          Request(Address: 6, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getSerialNumber_MSB") { 
        Params 
        ReadHoldingRegisters { 
          Request(Address: 7, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getAnalogInputVoltage") { 
        Params 
        ReadHoldingRegisters { 
          Request(Address: 24, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getAnalogInputPercent") { 
        Params 
        ReadHoldingRegisters { 
          Request(Address: 25, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getDigitalThresholdValue_low") { 
        Params 
        ReadHoldingRegisters { 
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          Request(Address: 26, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "setDigitalThresholdValue_low") { 
        Params { 
          param(name: "inputDigitalThresholdValue", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
        } 
        WriteSingleRegister { 
          Request(Address: 26) { 
            params { 
              param(name: "inputDigitalThresholdValue", property: 
 "urn:tdm:aws:Property:Int16", value: "${inputDigitalThresholdValue.value}") 
            } 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getDigitalThresholdValue_high") { 
        Params 
        ReadHoldingRegisters { 
          Request(Address: 27, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "setDigitalThresholdValue_high") { 
        Params { 
          param(name: "inputDigitalThresholdValue", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
        } 
        WriteSingleRegister { 
          Request(Address: 27) { 
            params { 
              param(name: "inputDigitalThresholdValue", property: 
 "urn:tdm:aws:Property:Int16", value: "${inputDigitalThresholdValue.value}") 
            } 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getDigitalInput") { 
        Params 
        ReadHoldingRegisters { 
          Request(Address: 28, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getDigitalOutputTemp") { 
        Params 
        ReadHoldingRegisters { 
          Request(Address: 29, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "setDigitalOutputTemp") { 
        Params { 
          param(name: "inputDigitalOutputTemp", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
        } 
        WriteSingleRegister { 
          Request(Address: 29) { 
            params { 
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              param(name: "inputDigitalOutputTemp", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16", 
 value: "${inputDigitalOutputTemp.value}") 
            } 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getDigitalOutputRemanent") { 
        Params 
        ReadHoldingRegisters { 
          Request(Address: 30, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "setDigitalOutputRemanent") { 
        Params { 
          param(name: "inputDigitalOutputRemanent", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
        } 
        WriteSingleRegister { 
          Request(Address: 30) { 
            params { 
              param(name: "inputDigitalOutputRemanent", property: 
 "urn:tdm:aws:Property:Int16", value: "${inputDigitalOutputRemanent.value}") 
            } 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getChipTemperature") { 
        Params 
        ReadHoldingRegisters { 
          Request(Address: 31, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getAnalogInputOffset") { 
        Params 
        ReadHoldingRegisters { 
          Request(Address: 32, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "setAnalogInputOffset") { 
        Params { 
          param(name: "inputAnalogInputOffset", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
        } 
        WriteSingleRegister { 
          Request(Address: 32) { 
            params { 
              param(name: "inputAnalogInputOffset", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16", 
 value: "${inputAnalogInputOffset.value}") 
            } 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getAnalogInputGradient") { 
        Params 
        ReadHoldingRegisters { 
          Request(Address: 33, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
          } 
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        } 
      } 
      Action(name: "setAnalogInputGradient") { 
        Params { 
          param(name: "inputAnalogInputGradient", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
        } 
        WriteSingleRegister { 
          Request(Address: 33) { 
            params { 
              param(name: "inputAnalogInputGradient", property: 
 "urn:tdm:aws:Property:Int16", value: "${inputAnalogInputGradient.value}") 
            } 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getSupplyVoltageStatus") { 
        Params 
        ReadHoldingRegisters { 
          Request(Address: 34, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "setDALIcommand") { 
        Params { 
          param(name: "inputCommand", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
        } 
        WriteSingleRegister { 
          Request(Address: 1001) { 
            params { 
              param(name: "inputCommand", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16", value: 
 "${inputCommand.value}") 
            } 
          } 
        } 
      } 
      Action(name: "getDALIanswer") { 
        Params 
        ReadHoldingRegisters { 
          Request(Address: 2001, ReadCount: 1) 
          Response { 
            responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16") 
          } 
        } 
      } 
    } 
  }
}
} 
         

Amazon Rekognition DetectFaces API
以下の GraphQL は、AWS IoT Things Graph コンソールで利用できる Amazon Rekognition
DetectFaces API のサービス定義を示しています。このサービスは、デバイスとサービスを使用したフ
ローの作成で使用されます。

{
# Amazon Rekognition DetectFaces action. This action takes Amazon S3 bucket and item names 
 as input and  

205

https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/dg/
iot-tg-gs-thingdev-sample.html
iot-tg-gs-thingdev-sample.html


AWS IoT Things Graph ユーザーガイド
getS3Lambda

# returns a JSON object that contains the response of the Amazon Rekognition DetectFaces 
 API.
type DetectFaces @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples:action:DetectFaces") { 
    bucketName: String @property(id: "urn:tdm:aws:Property:String") 
    itemName: String @property(id: "urn:tdm:aws:Property:String") 
    return: RkgnResponseProperty @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Json")
}

# Amazon Rekognition DetectFaces capability.
type RekognitionCap @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/examples:capability:RekognitionCap") { 
    detectFaces: DetectFaces @action(id: "urn:tdm:aws/examples:action:DetectFaces")
}

# Service definition for the Amazon Rekognition DetectFaces API.
query Rekognition @service(id:"urn:tdm:aws/examples:service:Rekognition") { 
    REST { 
        RekognitionCap(id:"urn:tdm:aws/examples:capability:RekognitionCap") { 
            Action(name:"detectFaces") { 
                params { 
                    param(name:"bucketName", property:"urn:tdm:aws:Property:String") 
                    param(name:"itemName", property:"urn:tdm:aws:Property:String") 
                } 
                HttpPost { 
                    Request(url:"$macro(https://rekognition.
${systemConfig.awsRegion}.amazonaws.com)", auth:"SigV4", awsServiceName:"rekognition") { 
                        headerParams { 
                            param(name:"Accept", property:"urn:tdm:aws:Property:String", 
 value:"application/json") 
                            param(name:"Content-Type", 
 property:"urn:tdm:aws:Property:String", value:"application/x-amz-json-1.1") 
                            param(name:"X-Amz-Target", 
 property:"urn:tdm:aws:Property:String", value:"RekognitionService.DetectFaces") 
                        } 
                        bodyParams { 
                            param(name:"", property:"urn:tdm:aws:Property:String", 
                               value:"$macro({\"Image\":{\"S3Object\":{\"Bucket\":
\"${bucketName.value}\",\"Name\":\"${itemName.value}\"}}})") 
                        } 
                    } 
                    Response { 
                        responsePayload(property:"urn:tdm:aws:Property:Json") 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
}
} 
         

getS3Lambda
以下の GraphQL は、AWS IoT Things Graph コンソールで利用できる getS3Lambda サービスの定義を示
しています。このサービスは、Lambda 関数を使用したフローの作成で使用されます。

{
# The getS3ObjectDocument state defines the fields in the response of the 
 getS3ObjectAsString action.
# It contains the contents of a file as a string and the length of the string.
type S3ObjectDocument @stateType(id : "urn:tdm:aws/examples:State:S3ObjectDocument") { 
    message: String @property(id: "urn:tdm:aws:property:String"), 
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    length: Int @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int32")
}

# Property representing the getS3OjbectDocument state.
type getS3ObjectAsStringResponse @propertyType(id: "urn:tdm:aws/
examples:property:getS3ObjectAsStringResponse"  
    instanceOf: "urn:tdm:aws/examples:State:S3ObjectDocument") {ignore:void}

# The getS3ObjectAsStringAction takes Amazon S3 bucket and item names as input and returns 
 the  
# contents of the file as a string.
type getS3ObjectAsStringAction @actionType(id: "urn:tdm:aws/
examples:action:getS3ObjectAsStringAction") { 
    bucket: String @property(id: "urn:tdm:aws:property:String"), 
    key : String @property(id: "urn:tdm:aws:property:String"), 
    return : getS3ObjectAsStringResponse @property(id: "urn:tdm:aws/
examples:property:getS3ObjectAsStringResponse")
}

# The getS3Lambda capability.
type getS3Capability @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/examples:capability:getS3Capability") 
 { 
    getS3ObjectAsString : getS3ObjectAsStringAction @action(id: "urn:tdm:aws/
examples:action:getS3ObjectAsStringAction")
}

# Service definition for getS3Lambda. It's implemented as an AWS IoT Greengrass Lambda 
 function.
query getS3Lambda @service(id: "urn:tdm:aws/examples:Service:getS3Lambda") { 
    AwsLambda { 
        getS3Capability(id: "urn:tdm:aws/examples:capability:getS3Capability") { 
            Action(name: "getS3ObjectAsString") { 
                params { 
                    param(name: "bucket", property:"urn:tdm:aws:property:String") 
                    param(name: "key", property:"urn:tdm:aws:property:String") 
                } 
                InvokeGreengrassLambda { 
                    Request(arn:"$macro(arn:aws:lambda:${systemConfig.awsRegion}:
${systemConfig.awsAccountId}:function:GetS3Object:1)") { 
                        params { 
                            param(name: "bucket", property:"urn:tdm:aws:property:String", 
 value: "${bucket.value}") 
                            param(name: "key", property:"urn:tdm:aws:property:String", 
 value: "${key.value}") 
                        } 
                    } 
                    Response { 
                        responsePayload(property: "urn:tdm:aws/
examples:property:getS3ObjectAsStringResponse") 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
}
} 
         

wordCount
以下の GraphQL は、AWS IoT Things Graph コンソールで利用できる wordCount サービスの定義を示し
ています。このサービスは、Lambda 関数を使用したフローの作成で使用されます。
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{
# The wordCountResponseStructure state defines the structure of the wordCountAction 
 response.
type wordCountResponseStructure @stateType(id: "urn:tdm:aws/
examples:State:wordCountResponseStructure") { 
    uniqueWordsCount: Int @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int32"), 
    mostFrequentWord: String @property(id: "urn:tdm:aws:property:String"), 
    mostFrequentWordFrequency: Int @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int32")
}

# Property representing the wordCountResponseStructure state.  
type wordCountResponse @propertyType(id: "urn:tdm:aws/examples:property:wordCountResponse"  
    instanceOf: "urn:tdm:aws/examples:State:wordCountResponseStructure") {ignore:void}

# The wordCountAction takes a string as input and returns the number of unique words and 
 the  
# most frequently used word in the string.
type wordCountAction @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples:action:wordCountAction") { 
    message: String @property(id: "urn:tdm:aws:property:String"), 
    return: wordCountResponse @property(id: "urn:tdm:aws/
examples:property:wordCountResponse")
}

# The wordCount capability.
type wordCountCapability @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/
examples:capability:wordCountCapability") { 
    wordCount : wordCountAction @action(id: "urn:tdm:aws/examples:action:wordCountAction")
}

# Service definition for wordCount. It's implemented as an AWS IoT Greengrass Lambda 
 function.
query wordCount @service(id: "urn:tdm:aws/examples:Service:wordCountLambda") { 
    AwsLambda { 
            wordCountCapability(id: "urn:tdm:aws/examples:capability:wordCountCapability") 
 { 
                Action(name: "wordCount") { 
                    params { 
                        param(name: "message", property:"urn:tdm:aws:property:String") 
                    } 
                    InvokeGreengrassLambda { 
                        Request(arn: "$macro(arn:aws:lambda:${systemConfig.awsRegion}:
${systemConfig.awsAccountId}:function:WordCount:1)") { 
                            params { 
                                param(name: "message", 
 property:"urn:tdm:aws:property:String", value: "${message.value}") 
                            } 
                        } 
                        Response { 
                            responsePayload(property: "urn:tdm:aws/
examples:property:wordCountResponse") 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
        }
}
} 
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saveResponse
以下の GraphQL は、AWS IoT Things Graph コンソールで利用できる saveResponse サービスの定義を示
しています。このサービスは、Lambda 関数を使用したフローの作成で使用されます。

この定義は、wordCount サービスがすでに定義されていることを前提としています。

{
# The saveResponseAction takes the response of the wordCount service as input and saves it 
 to a location
# in Amazon S3 that is specified in the AWS Lambda function that the service exposes.
type saveResponseAction @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples:action:saveResponseAction") { 
    response: wordCountResponse @property(id: "urn:tdm:aws/
examples:property:wordCountResponse")
}

# The saveResponse capability.
type saveResponseCapability @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/
examples:capability:saveResponseCapability") { 
    save: saveResponseAction @action(id: "urn:tdm:aws/examples:action:saveResponseAction")
}

# Service definition for saveResponse. It's implemented as an AWS IoT Greengrass Lambda 
 function.
query saveResponse @service(id: "urn:tdm:aws/examples:Service:saveResponseLambda") { 
    AwsLambda { 
                saveResponseCapability(id: "urn:tdm:aws/
examples:capability:saveResponseCapability") { 
                    Action(name: "save") { 
                        params { 
                            param(name: "response", property:"urn:tdm:aws/
examples:property:wordCountResponse") 
                        } 
                        InvokeGreengrassLambda { 
                            Request(arn: "$macro(arn:aws:lambda:${systemConfig.awsRegion}:
${systemConfig.awsAccountId}:function:SaveToS3:1)") { 
                                params { 
                                    param(name: "response", property:"urn:tdm:aws/
examples:property:wordCountResponse", value: "${response.value}") 
                                } 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            }
}
} 
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AWS IoT Greengrass での AWS IoT 
Things Graph のデプロイと実行

このトピックでは、フロー設定を AWS IoT Greengrass コアにデプロイする際に AWS IoT Things Graph 
が AWS IoT Greengrass グループとやり取りする方法を説明します。また、AWS IoT Greengrass グルー
プでフローの実行を開始した後にフローのモニタリングとデバッグを行う方法についても説明します。

AWS IoT Greengrass デプロイ
AWS IoT Things Graph は AWS IoT Greengrass コネクタとして AWS IoT Greengrass コアデバイスにデ
プロイされます。DeploySystemInstance API を使用してフロー設定をデプロイします。Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バケットと AWS IoT Greengrass グループを指定する必要があります。

次に、AWS IoT Things Graph では、これらの 2 つのリソースに対して以下のアクションを実行します。

• フロー設定の依存関係クロージャを含むデプロイアーティファクトを生成し、Amazon S3 バケットに保
存します。このアーティファクトのファイル名は、flow-####.tar.gz を連結したものになります。デプロ
イが完了した後のこのファイルの削除は、既存のデプロイでは有効ですが、再デプロイでは有効ではあ
りません。

• AWS IoT Things Graph コネクタを AWS IoT Greengrass グループにデプロイし、S3 バケットに保存さ
れている設定を使用するように設定します。

• フロー設定で指定したデバイスを追加します。
• AWS IoT Things Graph コネクタとデバイスを、デバイス定義で指定した MQTT トピックにサブスクラ

イブします。

Note

thingsgraph ディレクトリを AWS IoT Greengrass コアデバイスのルートに作成する必要があ
ります。このディレクトリが存在しない場合、コアデバイスへのデプロイは機能しません。この
ディレクトリに置かれたファイルは変更しないでください。AWS IoT Greengrass コアの設定に
ついては、「AWS IoT Greengrass デプロイ用の環境の設定」を参照してください。

AWS IoT Greengrass コアデバイスへのフロー設定の最初のデプロイの後、AWS IoT Things Graph 
は、AWS IoT Things Graph コネクタを AWS IoT Greengrass コアデバイスにデプロイします。AWS IoT 
Things Graph は、AWS IoT Greengrass コアをセットアップしたときに作成した thingsgraph ディレク
トリに ThingsGraph.db という名前のデータベースファイルと engine という名前のディレクトリをインス
トールします。

ThingsGraph.log ファイルは、/greengrass/ggc/var/log/user/Region/ThingsGraph ディレクトリに表示され
ます。このログファイルは、AWS IoT Things Graph フローがグループ内で実行される際にそれらのフロー
をデバッグするためのプライマリリソースです。

AWS IoT Things Graph とフローを AWS IoT Greengrassグループにデプロイするのに必要なステップの
詳細については、「フローの作成とデプロイ」を参照してください。AWS IoT Things Graph の AWS IoT 
Greengrass グループのセットアップについての詳細は、「環境のセットアップ」を参照してください。
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AWS IoT Greengrass グループのフローの検証
フローを初めてデプロイした後、AWS IoT Things Graph によって IoT Things Graph コネクタが AWS IoT 
Greengrass コアにインストールされ、ThingsGraph.log という名前のログファイルが作成されます。コネ
クタが正常にインストールされて実行が開始されると、ThingsGraph.log ファイルに以下のログエントリ
が表示されます。

[INFO]-bootstrapping DB
[INFO]-bootstrapping entities
[INFO]-bootstrapping entities done
[INFO]-bootstrapping DB done
[INFO]-FlowsBootstrap: registered SDC: urn:tdm:Region/Account ID/
default:Deployment:MyExample01_V001
[INFO]-Initialized ThingsGraph Runtime vx.x.x
                    

bootstrapping で始まるログエントリは、ThingsGraph.db ファイルが作成中であること、また、AWS 
IoT Things Graph によって Amazon S3 バケットにアップロードされた依存関係クロージャで指定したと
おりにエンティティで入力されていることを示します。これらのエンティティには、システムフロー設定 
(SDC) で指定したデバイスモデル、システム、およびフローテンプレートが含まれています。

FlowsBootstrap エントリは、SDC が AWS IoT Greengrass グループに追加されたことを示しま
す。Initialized ThingsGraph Runtime エントリは、 AWS IoT Things Graphが正常にインストール
され、コアデバイスで実行されていることを示します。

ログファイルにある後のエントリは、フローの実行に関連しています。これらの 2 つのエントリは、トリ
ガー条件が満たされてフローの実行が開始されたことを示します。

[INFO]-Trigger expression condition: [every 10 seconds] met?  true
[INFO]-FlowSchedulerClientGreengrassImpl: StartFlowExecution:
[INFO]-  flowInstanceId:urn:tdm:Region/Account ID/
default:Workflow:MyExample02_V001_2019-03-03T20:33:09.339Z_TenSecondTrigger_69aa794d-
debc-48b0-a4c3-e0a93e163cf3
[INFO]-  flowType:urn:tdm:Region/Account ID/default:Workflow:MyExample01_V001
[INFO]-  flowParams:{"device1Id":"DeutaBridgeV2"}       
         

最初のエントリのかっこで囲まれたテキストには、フローに指定したトリガー条件のロジックが含まれて
います (この場合は時間間隔)。FlowSchedulerClientGreengrassImpl: StartFlowExecution:
エントリは、フローの実行が開始されたことを示します。次の 3 つのエントリには、フローのこのインス
タンスに関する情報が含まれています。flowInstanceId の値は、フロー ID (URN)、タイムスタンプ、
トリガーの名前、汎用一意識別子 (UUID) を結合したものです。flowParams の値には、フローに渡され
たパラメータが含まれています (この場合はデバイス ID)。

フローの実行が開始されると、一連の StateTransition エントリがログに表示されます。ごく初めの時
点で起こるこの最初のものは、StartFlowExecutionTask が実行されたことを示します。

[INFO]-[StateTransition-urn:tdm:Region/Account ID/
default:Workflow:MyExample03_V001_2019-03-12T2
0:55:37.041Z_TenSecondTrigger_2ba7d218-2b9e-4005-ad96-8779d589dac2] 
 ExecutionStarted(super=StateTransitionMessage(super=Message
(super=com.amazonaws.iotflowengine.messages.ExecutionStarted@93227493, messageId=1939,  
flowInstanceId=urn:tdm:Region/Account ID/
default:Workflow:MyExample03_V001_2019-03-12T20:55:37.041Z_TenSecondTrigger_2ba7d218-2b9e-4005-
ad96-8779d589dac2,  
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createdAt=1552424137043)), flowParams={"device1Id":"DeutaBridgeV2"}, 
 templateId=urn:tdm:Region/Account ID/default:Workflow:MyExam
ple03_V001, version=0, accountId=Account ID, 
 additionalContextParams={"SystemTemplateId":"urn:tdm:Region/Account ID/defa
ult:System:MyExample03_V001"}) 
         

StateTransition エントリには、前述のエントリで発生する flowInstanceId と flowParams の同
じ値が含まれます。

フローの各ステップが実行されると、フローのステップ 2 の次の例のように、StateTransition の対応
するログエントリがログファイルに表示されます。

[INFO]-[StateTransition-urn:tdm:Region/Account ID/
default:Workflow:MyExample03_V001_2019-03-12T21:12:08.661Z_TenSecondTrigger_b190369e-6b44-4d14-8468-7d5c1876893a]  
StepSucceeded(super=StateTransitionMessage(super=Message(super=com.amazonaws.iotflowengine.messages.StepSucceeded@54bcaae5,  
messageId=12053, flowInstanceId=urn:tdm:Region/Account ID/
default:Workflow:MyExample03_V001_2019-03-12T21:12:08.661Z_TenSecondTrigger_b190369e-6b44-4d14-8468-7d5c1876893a, 
 createdAt=1552425129450)),  
stepId=step2, result={"__type":"com.aws.iot.tg.core.ast.tdm.PropertyValue",
"property":
{"__type":"com.aws.iot.tg.core.ast.tdm.Property","propertyAlias":"_","propertyTypeUrn":
{"__type":"com.aws.iot.tg.core.ast.tdm.URN","id":"urn:tdm:aws:Property:Int16"}},"value":0}) 
   

また、ログファイルには、デバイスに送信されるリクエスト、およびデバイスからのレスポンスに関する
情報を提供するエントリも含まれています。リクエストとレスポンスは JSON ペイロードとして表されま
す。以下の例は、AWS IoT Things Graph から Modbus デバイスへの正常なリクエスト、およびデバイス
から送信されたレスポンスを示しています。デバイスで MQTT プロトコルを使用している場合、リクエス
トとレスポンスのエントリには、デバイスがサブスクライブしている MQTT トピックが表示されます。 
(これらのサブスクリプションは、フローをデプロイするときに AWS IoT Things Graph によって作成され
ます。)

[INFO]-Publishing message on topic modbus/adapter/request with payload {"request":
{"address":4,"count":1,"device":1,"operation":"ReadHoldingRegistersRequest"},"id":"44685cb0-98f0-4f81-8bbd-7c8ac5494d6b"}

[2019-03-12T21:12:09.473Z][INFO]-Got work item with invocation id [7601c5b0-3482-4260-4733-
e81c96a84486]
[2019-03-12T21:12:09.473Z][INFO]-v0.8.7
[2019-03-12T21:12:09.473Z][INFO]-Lambda input: {response={status=success, device=1, 
 operation=ReadHoldingRegistersRequest, payload={function_code=3, registers=[0], 
 address=4}}, id=937c3d67-36db-4403-9692-d2e8c832e70f}
[2019-03-12T21:12:09.473Z][INFO]-  json payload: {"response":
{"status":"success","device":1,"operation":"ReadHoldingRegistersRequest","payload":
{"function_code":3,"registers":[0],"address":4}},"id":"937c3d67-36db-4403-9692-
d2e8c832e70f"}
[2019-03-12T21:12:09.473Z][INFO]-  src: modbus/adapter/response 
         

これらのリクエストとレスポンスのエントリによって、デバイスがフローで正常にやり取りしていること
を確認できます。これらのログを使用して、フローのいずれかのデバイスで接続の問題が発生している
かどうか、また、証明書が正しくセットアップされているかどうかを判断できます。このような場合、フ
ロー内のデバイスがレスポンスを返していないことがログファイルに表示されます。

AWS IoT Things Graph Flowのトラブルシューティングの詳細については、「AWS IoT Things Graph のト
ラブルシューティング」を参照してください。
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AWS IoT Things Graph の問題のトラ
ブルシューティング

以下の情報は、AWS IoT Things Graph の問題のトラブルシューティングに役立ちます。

デプロイターゲットが AWS IoT Greengrass グループの場合、AWS IoT Greengrass に直接関連する問題
が発生する可能性があります。AWS IoT Greengrass のトラブルシューティング情報については、「AWS 
IoT Greengrass のトラブルシューティング」を参照してください。AWS IoT Things Graph と連携する
ように AWS IoT Greengrass グループを設定する必要があります。AWS IoT Things Graph ワークフロー 
(フロー) をデプロイするための環境のセットアップについての詳細は、「環境の設定」を参照してくださ
い。

AWS IoT Things Graph の一般的なデプロイの問題
症状 ソリューション

AWS IoT Things Graph コンソールには、シス
テムインスタンスの [Status (ステータス)] 列に 
[Deployed in target (ターゲットにデプロイ済み)] 
と表示されていますが、フローは実行していませ
ん。

AWS IoT Greengrass へのデプロイが失敗した可能
性があります。

• AWS IoT コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/iot/) で、[AWS IoT 
Greengrass] タブを選択します。AWS IoT 
Greengrass フローのデプロイに使用してい
る AWS IoT Things Graph グループを選択し
ます。最新のデプロイのステータスを確認し
ます。AWS IoT Greengrass グループの問題
は、AWS IoT Greengrass へのデプロイの失敗
に関連している可能性があります。AWS IoT 
Greengrass のトラブルシューティング情報に
ついては、「AWS IoT Greengrass のトラブル
シューティング」を参照してください。

• または、失敗したデプロイが AWS IoT Things 
Graph 用に設定されていない AWS IoT 
Greengrass グループまたはコアに関連している
可能性があります。

たとえば、AWS IoT Greengrass バージョン 1.7 
以降をインストールする必要があります。AWS 
IoT Things Graph フローをデプロイするための
環境のセットアップについての詳細は、「環境
の設定」を参照してください。

フローを初めてデプロイする場合、AWS IoT 
Greengrass コアデバイスのルートで作成した
thingsGraph ディレクトリに thingsgraph.db とい
うファイルが表示されます。フローが実行中で
あることを確認するには、/greengrass/ggc/var/
log/user/region/ThingsGraph ディレクトリの
ThingsGraph.logのファイルをクリックします。
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症状 ソリューション
そのファイルには、トリガー条件が満たされてフ
ローが開始されたことを示す次のエントリが表示
されるはずです。

                       
 FlowSchedulerClientGreengrassImpl: 
 StartFlowExecution: 
                     

フローには、AWS Lambda 関数の機能を公開する
サービスが含まれています。(これらの種類のサー
ビスが含まれている例については、Lambda 関数
でフローを作成するを参照してください。) AWS 
IoT Greengrass デプロイは、Lambda 関数が AWS 
IoT Greengrass グループに存在しないことを示す
エラーメッセージが表示されて失敗します。

AWS IoT コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/iot/) で、[AWS IoT 
Greengrass] タブに移動します。AWS IoT Things 
Graph フローのデプロイに使用している AWS IoT 
Greengrass グループを選択して、[Lambdas] タブ
を選択します。

サービスで使用されている Lambda 関数をグルー
プに追加したことを確認します。また、関数の
正しいバージョンを使用していることを確認しま
す。たとえば、「Lambda 関数を使用したフロー
の作成」で使用される AWS IoT Things Graph サー
ビスでは、各関数のバージョン 1 をグループに追
加する必要があります。

AWS IoT Things Graph の Modbus フローデプロイ
の問題

症状 ソリューション

フローに Modbus デバイスが含まれています。フ
ローはデプロイされているように見えますが、実
行されてはいません。

Modbus-RTU Protocol Adapter がインストールさ
れていることを確認します。

フローに Modbus デバイスが含まれていま
す。AWS IoT Greengrass デプロイは、次のエラー
が表示されて失敗します。[ダウンロードしたグ
ループファイルをロードできません、ファイルパ
ス (##) は存在しません。]

ローカルリソースとしてデバイスに AWS IoT 
Greengrass グループが追加されていることを
確認します。ローカルリソースにグループを
追加する方法については、Lambda 関数を使用
したローカルリソースへのアクセスを参照し
てください。AWS IoT Things Graph は、コア
デバイス上で Lambda 関数として実行される
ため、Lambda 関数を追加する必要はありませ
ん。AWS IoT Things Graph は、このローカルリ
ソースを使用します。また、AWS IoT コンソール 
(https://console.aws.amazon.com/iot/) の [AWS IoT 
Greengrass] タブで、(物理 Modbus シリアルポー
トを表す) デバイスのソースパスが正しいことを確
認します。
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AWS IoT Things Graph データモデル
のリファレンス

AWS IoT Things Graph データモデル (TDM) は、IoT の概念、デバイス、ワークフローを表現するため
に設計された宣言型フレームワークです。また、色、明るさ、温度など、IoT の複数の概念間のセマン
ティックマッピングも提供します。GraphQL は、TDM の概念を表現する言語と構文を提供します。

このフレームワークで作成されたデータモデルとマッピングにより、オートメーションエンジニアは複
数の製造元のデバイスで構成されるワークフローを構築できます。IoT デバイスとそれらのプロパティは 
TDM で表現およびマッピングされるため、デバイスは変換や低レベルのコードを使用しなくても相互に運
用し、通信できます。たとえば、TDM は、華氏や摂氏など、異なるスケールを使用するデバイス間で同等
の測定単位をマッピングできます。

さらに、TDM フレームワークにより、IoT 自動化エンジニアは TDM で作成されたデバイスモデルで構成
されるワークフローを構築できます。物理デバイスはデバイスモデルに割り当てることができ、ワークフ
ローにおけるそれらのやり取りは TDM で定義できます。エンジニアは、各デプロイで異なる一連の具体
的なデバイスを使用して、ワークフローの複数のインスタンスをデプロイできます。デバイスとそのプロ
パティの両方が同じデバイスモデルで表されるため、エンジニアは、ある製造元の特定のデバイスを別の
製造元のデバイスと交換することもできます。

TDM は、最も重要な PropertyTypes を含む一連のコア構造で構成されています。TDM はま
た、State、Device、Capability など、IoT 固有の構造をサポートする特殊な構造のセットで構成され
ています。

次のセクションでは、TDM のコアと IoT 固有の概念の両方について説明します。また、GraphQL 構文を
使用して TDM 構造を作成および拡張する方法についても説明しています。

トピック
• AWS IoT Things Graph データモデルとは (p. 215)
• AWS IoT Things GraphQL データモデルと GraphQL (p. 218)
• AWS IoT Things Graph Data Model コアコンストラクト (p. 222)
• IoT ドメイン構造 (p. 234)

AWS IoT Things Graph データモデルとは
AWS IoT Things Graph データモデル (TDM) は、ユーザーが IoT デバイスと概念の抽象表現を作成できる
ようにする AWS IoT Things Graph の機能です。概念は、実際の測定値または数量を仮想的に表したもの
です。たとえば、温度と色は概念です。TDM では、概念はプロパティと呼ばれ、重要な構成要素です。さ
らに、デバイス間の相互運用性を有効にするための重要な機能は、マッピングです。マッピングは、異な
るプロパティの表現間の変換を表します。これにより、複数の製造元の異なるデバイスが互いに通信でき
るようになります。

マッピングで説明した例の次のスニペットは、これがどのように機能するかを示しています。これは、デ
バイスのオン/オフのプロパティを表す 1 つの方法 (列挙型) を同じ概念を表す別の方法に簡単に変換したも
のです。
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query OnOffEnum_to_OnOffInt @mapping(id:'urn:tdm:aws:Mapping:OnOffEnum_to_OnOffInt', 
                         name:'OnOffEnum_to_OnOffInt', 
                         from:'urn:tdm:aws:Property:OnOffEnum s', 
                         to:'urn:tdm:aws:Property:OnOffInt t') 
         

以下のトピックでは、構文についてさらに詳しく説明します。現時点では from 、to プロパティにだけ集
中できます。多くのデバイスにオン/オフ状態があるため、このプロパティは property 階層に深くネス
トされていませんが、これは基本的な、きめ細かな概念です。2 つの表現は両方向に正確に変換すること
ができ、このマッピングはこれら 2 つの方法のうちの 1 つでオン/オフ状態を表すすべてのデバイスで使用
できます。

GraphQL 構文
TDM は、GraphQL 構文で表されます。TDM 構造は GraphQL 標準に準拠していますが、TDM は 
GraphQL を独自の非常に特殊な方法で使用します。

TDM は GraphQL をクエリ言語としても、クエリを実行するためのサーバーランタイムとしても使用しま
せん。代わりに、TDM は、IoT デバイスとデータの概念で構成されるタイプシステムを作成するための
ツールとして GraphQL を使用します。GraphQL は、IoT で一般的なタイプと構造を定義するための強力
で簡潔な方法を提供します。グラフは現実世界のオブジェクト (IoT デバイスなど) をモデル化するのに便
利なツールであり、GraphQL はモノをグラフとしてモデル化するので、その構文は IoT 概念空間をモデル
化するのに便利な手段です。

GraphQL とそれを使ってできることについて全体を理解するためには、GraphQL のドキュメントをご覧
ください。ただし、TDM でそれがどのように使用されているかを理解するために、ほんの一握りの中核的
な概念を理解しておく必要があります。

Types

GraphQL はタイプを使用してスキーマ内のオブジェクトの構造を定義します。指定されたタイプの
オブジェクトは、オブジェクトの構造を定義する必要があります。たとえば、従業員のアドレス帳は
Employee のオブジェクトタイプを定義する必要があります。

次の例は、GraphQL で Employee を定義する方法を示しています。

type Employee { 
  id: ID! 
  firstname: String! 
  middlename: String 
  lastname: String! 
  location: Building! 
  phonenumbers: [PhoneNumber!]!
}                 

• Employee – GraphQL オブジェクトタイプ。このタイプには 6 つのフィールドがあります。
• id、firstname、middlename、lastname、location、phonumbers – Employee オブジェクトタ

イプのフィールド。Employee タイプのオブジェクトには、これらのフィールドを含める必要がありま
す。

• String – 組み込みのデータ型。感嘆符 ! は、フィールドを null にできないことを意味します。
• Building – 別の GraphQL オブジェクトタイプ。その構造もスキーマで定義する必要があります。
• PhoneNumber – 別の GraphQL オブジェクトタイプ。その構造もスキーマで定義する必要があります。

角括弧は、これが PhoneNumber オブジェクトの配列であることを意味します。角括弧内の感嘆符は、
配列内のどのオブジェクトも null にできないことを意味します。角括弧外の感嘆符は、配列自体を null 
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にできないことを意味します。技術的には空の配列は null ではなく、空の配列には要素が含まれていな
いため、この定義によれば空の配列は有効です。

クエリ

GraphQL のクエリは通常、GraphQL スキーマ内のオブジェクトに対してクエリを実行するために使用さ
れます。ただし、TDM はタイプとほぼ同じ方法でクエリを使用します。TDM のクエリは、単純にタイプ
の構文がサポートするよりも複雑度が高いオブジェクトを定義する方法です。GraphQL クエリの本来の目
的は、オブジェクトのフィールドをリクエストすることです。GraphQL スキーマはネストしたタイプを含
むことができるので (Employee の例で、Building と PhoneNumber の両方のオブジェクトを含むよう
に) GraphQL オブジェクトはネストされた構造を含むことができます。たとえば、特定の従業員の名前と
住所をリクエストするクエリは、次の例のようになります。

query { 
  Employee(id: 1000) { 
    name 
    building { 
      name 
      address { 
        streetAddress 
        zipcode 
      } 
    } 
  }
}                     
                 

TDM では、GraphQL クエリは、GraphQL スキーマで定義されたオブジェクトに対するクエリの実行には
使用されません。TDM では、クエリはマッピングのような複雑な概念を表現するために使用されます。

ディレクティブ

ディレクティブは、@ 記号で始まるフィールドにアタッチされた指示です。GraphQL のディレクティブ
は通常クエリフィールドにアタッチされ、サーバーランタイムによって定義された方法でクエリの結果
を操作することを意図しています。GraphQL 標準は現在、@include(if: Boolean expression) と
@skip(if: Boolean expression) の 2 つのディレクティブのみを定義しています。これらのディレ
クティブを使用して、フィールドが結果セットに含まれる条件を指定できます。TDM はディレクティブを
非常に異なる方法で使用します。

TDM では、ディレクティブは IoT の概念を定義する上で基本的な役割を果たします。クエリの動作を定義
する代わりに、TDM ディレクティブは概念的にはステートメントおよび型宣言と同等です。

次の例では、@enumType ディレクティブが AWS IoT Things Graph に単純なオン/オフ列挙型を作成する
ように指示しています。この列挙型が前述のマッピングスニペットで使用されていることに注意してくだ
さい。

enum onOff @enumType(id:'urn:tdm:aws:enum:onOff')  { 
    ON @enumValue(value:0), 
    OFF @enumValue(value:1)
}           
                     

このディレクティブは enum GraphQL オブジェクトタイプの仕様と名前に従います。この場合、これは
「以下のプロパティと構造を持つ列挙型を作成する」という意味です。ディレクティブは、作成するオブ
ジェクトのプロパティを指定する 1 つ以上の引数を取ります。この場合、列挙型に必要なのは TDM URN
のみです。
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通常の GraphQL オブジェクトと同様に、中括弧内のフィールドはオブジェクトの構造を定義します。列
挙型には、ON と OFF の 2 つのフィールドのみが含まれます。これらのフィールドにもアタッチされる
ディレクティブがあります。この場合、@enumValue ディレクティブは AWS IoT Things Graph に、括弧
内の引数で指定された値 (value: 0 および value: 1) で列挙値を作成するように指示します。

TDM は、これら 3 つの GraphQL の概念 (タイプ、クエリ、ディレクティブ) を IoT アプリケーションを定
義するための豊富な表現力のあるツールに統合しています。

これらの概念の基礎を理解できたので、TDM の動作の詳細については、「 AWS IoT Things Graph データ
モデルと GraphQL」 を参照してください。

AWS IoT Things GraphQL データモデルと 
GraphQL

AWS IoT Things Graph データモデル (TDM) は、GraphQL の構文を使用して、構造のロジックと構築、お
よび IoT ドメインに固有の概念を記述します。特に、IoT ドメインの構造を表すために、2 つの具体的な 
GraphQL の概念 (タイプとクエリ) を GraphQL ディレクティブと組み合わせて使用します。

TDM は、ミューテーションやサブスクリプションなど、他の GraphQL の概念を使用しません。ま
た、GraphQL サーバーやランタイムとはやり取りしません。元の目的とは異なる方法で GraphQL を使用
しますが、TDM は GraphQL と完全に互換性があります。これは、C++ プログラミング言語が C を拡張す
るのと同じ方法で GraphQL を拡張します。

GraphQL サーバーからデータのクエリを実行するのではなく、TDM を使用すると、IoT デバイスおよびス
テートフルなウェブアプリケーションのモデルを作成し、それらが IoT システム内でやり取りする方法を
定義できます。

GraphQL の詳細、および一般的な使用方法については、GraphQL のドキュメントを参照してください。

以下のセクションでは、特定の GraphQL の概念が TDM にどのように実装されているか、および TDM の
構成要素が最上位レベルでどのように連携するかについて説明します。

Type
TDM は GraphQL タイプを使用して、複雑なペイロードやロジックを必要とせずに、データ構造として表
現できる IoT の概念を記述します。TDM のタイプは、IoT システムの基本的な構成要素です。タイプとし
て記述される TDM 構造は、プロパティ、状態、イベント、アクション、機能、およびシステムです。

次の例では、GraphQL タイプを使用して imageUri という名前のプロパティを作成します。この例で
は、後のセクションで説明する追加の TDM の概念を説明します。このプロパティは、2 つの引数を持つ比
較的単純な構造です。また、ペイロードも含まれていません。

Note

TDM のキーワードと変数は大文字と小文字を区別しません。

type imageUri @propertyType(id: "urn:tdm:aws:property:string"){ignore:void} 
             

(the section called “ディレクティブの使用” (p. 219) で説明した) @propertyType ディレクティブは、こ
れを TDM Property として指定します。最初の引数は、TDM URN スキームに従って一意の識別子を割
り当てます。このプロパティのデータ型を文字列として指定します。
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中括弧内の ignore:void の名前と値のペアは、このタイプにペイロードが含まれていないことを示しま
す。GraphQL の構文では、1 つ以上のフィールド定義のある末尾の中括弧のブロックが必要です。ペイ
ロードが不要な場合は、この名前と値のペアがその要件を回避します。

Query
TDM は GraphQL クエリを使用して、GraphQL タイプの構文では記述できないロジックや複雑なデータ構
造で表現される IoT の概念を記述します。TDM クエリには、IoT デバイスとサービスが相互にやり取りし
ているときに実行する必要があるロジックを持つ構造化されたデータが含まれています。クエリとして記
述されている TDM 構造は、マッピング、デバイス、サービス、およびワークフローです。

これらの構成要素はすべて、動的な IoT やり取り、またはこれらのやり取りへの直接の参加者を表しま
す。マッピングは、あるデバイスから受信したデータを他のデバイスが理解できる規格および形式に変換
します。ワークフローは、IoT システム内のデバイスがリアルタイムでどのようにやり取りするかを記述
します。トリガーによってワークフローが開始され、デバイスはワークフロー内で互いに連動します。さ
らに、これらの構造はすべて、それらを記述するために比較的複雑な構文を必要とします。

次の例では、myMotionSensor という名前のデバイスを定義しています。このデバイス
は、MotionSensor デバイスモデルを継承し、そのデバイスモデルに関連する機能を実装しています。機
能には、状態とイベントが含まれています。状態にはプロパティが含まれています。

この例で示されている特定の TDM の概念については、このガイドの以降のセクションで説明します。こ
の例では、TDM クエリの一般的な形とそれがサポートする複雑さを示します。

query HCSR501MotionSensor @device(id: "urn:tdm:aws/examples:device:HCSR501MotionSensor", 
 deviceModel: "urn:tdm:aws/examples:deviceModel:MotionSensor") { 
  MQTT { 
    MotionSensorCapability(id: "urn:tdm:aws/examples:capability:MotionSensorCapability") { 
      state { 
        isMotionDetected(name: "isMotionDetected", property: 
 "urn:tdm:aws:property:Boolean") 
      } 
      Event(name: "StateChanged") { 
        Subscribe(topic: "$macro(${systemRuntime.deviceId}/motion)") { 
          responsepayload(property: "urn:tdm:aws/
examples:property:MotionSensorStateProperty") 
        } 
      } 
    } 
  }
}     
             

@device ディレクティブは、これを TDM デバイスとして指定します。プロパティ定義で、最初の引数
に、TDM URN スキームに従って一意の識別子を割り当てます。2 番目の引数には、このデバイスが機能
を継承する元のデバイスモデルを指定する別の TDM URN が含まれています。その定義は状態とイベン
トを含めることでデバイスモデルの機能を実装します。機能には、アクションを含めることもできます。
デバイスモデルの機能に Action が含まれている場合、デバイスはそれを実装する必要があります。

ディレクティブの使用
TDM は、IoT ドメインに固有の概念を実装するために GraphQL ディレクティブを広範に使用します。ド
メイン固有の情報を挿入するためにディレクティブを任意のフィールドにアタッチできます。前述の例で
は、ディレクティブを使用して特定の TDM 構成 (the propertyType および device ディレクティブ) 
を指定する方法を示しています。TDM では、ディレクティブはステートメントの役割を果たします。タイ
プまたはクエリ定義にディレクティブがある場合は、「このタイプのインスタンスを作成する」という意
味です。
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TDM は、定義と使用という 2 種類のディレクティブをサポートしています。構造のタイプのインスタンス
を作成するには、定義ディレクティブを使用します。例えば、@propertyType ディレクティブは AWS 
IoT Things Graph にプロパティの作成を指示します。次の例では、MotionDetected 定義ディレクティ
ブを使用して @propertyType という名前のプロパティを作成します。

type MotionDetected @propertyType(id: "urn:tdm:aws:property:boolean"){ignore:void} 
             

@propertyType ディレクティブは AWS IoT Things Graph にプロパティの作成を指示します。この引
数には、新しいプロパティを一意に識別する TDM URN が含まれています。このURN は、TDM URN ス
キームの property ブランチ内に配置する必要があります。URN スキームとディレクティブは一致し
ている必要があります。URN はプロパティのデータ型を指定します。この場合は組み込みプリミティブ
Boolean です。中括弧の間の ignore:void の名前と値のペアは、空のペイロードを指定します。

使用ディレクティブはタイプの特定のインスタンスです。たとえば、次の例のように、MotionDetected
プロパティタイプを作成した後、State 使用ディレクティブを使用して @property を構築するために使
用できます。

type MotionSensorState @stateType(id: "urn:tdm:aws/examples:State:MotionSensorState") { 
  isMotionDetected: Boolean @property(id: "urn:tdm:aws:property:Boolean")
} 
             

@stateType ディレクティブは AWS IoT Things Graph に状態の定義の作成を指示しま
す。urn:tdm:aws:property:MotionSensorState 引数は、新しい状態を一意に識別し、TDM URN 
スキーム の state ブランチの下に配置することによって状態として入力します。URN スキームとディ
レクティブは一致している必要があります。中括弧内のペイロードの最初の部分は、デバイスが状態を
実装するときに使用されるので、状態の名前を指定します。最初のコロンに続くペイロードの部分は、
名前、使用ディレクティブ、および URN によって、状態に含まれるプロパティを指定します。この例の
@property ディレクティブは、「この URN で指定されたプロパティを使用する」ことを意味します。

前述のデバイス定義の例では、isMotionDetected の状態の名前が状態の実装の一部として表示されて
います。

state { 
  isMotionDetected(name: "isMotionDetected", property: "urn:tdm:aws:property:Boolean")
} 
             

ディレクティブと URN は、GraphQL 構造に型を安全に実装する方法を提供します。GraphQL type また
は query を作成して TDM 構造を作成するときは、ディレクティブで指定された型と一致する概念的な階
層内にコンストラクトを配置する一意の URN を作成する必要があります。型のインスタンスを使用する
ときは、すでに存在し、ディレクティブで指定された型と一致する概念的階層内の位置にある URN を指
定する必要があります。

次のテーブルには、TDM の使用および定義ディレクティブが含まれています。

定義 使用

@actionType @action

@capabilityType @capability

@deployment  
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定義 使用

@deviceModel @device

@enumType @enum

@enumValue  

@eventType @event

@mapping

@propertyType @property

  @service

@stateType @state

@systemType @system

  @thing

@workflowType @workflow

このトピックの後のセクションでは、各ディレクティブを使用して特定の TDM 構造を構築または使用す
る方法について説明します。

GraphQL でデバイスを作成する
完全なデバイスを構築するには、次の構造とそれに関連付けられたディレクティブを使う必要がありま
す。

• プロパティ (type @propertyType): 電球の色や明るさ、カメラのクリック時間などのデバイスの属
性。

• デバイスモデル (type @deviceModel): 機能を含むデバイスの抽象化。たとえば、電球やカメラなど
の抽象的な定義を作成するには、デバイスモデル定義を使用します。

• デバイス (query @device): デバイスモデルを継承し、デバイスモデルの機能を実装するデバイスタイ
プ。特定の製造業者によって製造されたカメラおよび電球モデルはデバイスとして定義されます。

• 機能 (type @capabilityType): デバイスに関連付けられているアクション、イベント、および状態。
電球の機能には、明るさ (状態の一部)、明るさを変更するアクション、および電源オン/オフのイベント
が含まれます。カメラの機能には、バースト遅延間隔 (状態の一部)、イメージキャプチャアクション、
およびカメラクリックイベントが含まれます。

• アクション (type @actionType): 機能を実行するためのデバイスの機能。電球の明るさを変更した
り、カメラでイメージをキャプチャできます。どちらもアクションの例です。

• イベント (type @eventType): 他のデバイスやサービスと外部通信するためのデバイスの機能。電球が
オンまたはオフにされたという通知を送ることができ、カメラがクリックされたという通知を送ること
ができます。どちらもイベントの例です。

• 状態 (type @stateType): 特定の時点でのデバイスを説明するプロパティ。電球には、明るさや色な
どのプロパティがあります。カメラには、イメージ URI (キャプチャした特定のイメージ) やクリック時
間 (イメージがキャプチャされた時) などのプロパティがあります。状態はこれらのプロパティのコレク
ションです。

• マッピング (query @mapping): 異なるデバイスタイプが互いにやり取りすることを可能にする、プロ
パティおよび測定の対称、前方または逆 (またはその両方) 変換。マッピングは、列挙型に基づく明るさ
の評価を数値範囲に基づく評価に変換できます。カメラのバースト遅延プロパティをミリ秒から秒に変
換することもできます。
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次の図は、これらすべての構造がデバイスモデルにどのように組み合わされているかを示しています。

AWS IoT Things Graph Data Model コアコンストラ
クト

ガイドのこの部分では、AWS IoT Things Graph データモデル (TDM) がサポートするコア構成、プロパ
ティ、エンティティ、およびそれらを作成および編集するための GraphQL 構文について説明します。

TDM には、標準のプリミティブデータ型をサポートする一連の組み込みデータ型と、IoT ドメインに固有
のより複雑なデータ型があります。TDM は、システム内のすべてのタイプを識別し、階層に整理するため
に URN スキームも使用します。

トピック
• 組み込みのデータ型 (p. 222)
• URN ID スキーム (p. 223)
• Properties (p. 225)
• 列挙型 (p. 227)
• 式  (p. 227)

組み込みのデータ型
TDM は、次のテーブルに含まれる標準のプリミティブデータ型に対する組み込みサポートを提供します。

組み込みのデータ型

データ型 エイリアス 説明

string   Unicode 文字列

boolean bool Boolean true または false

int8   8 ビット符号付き整数

int16   16 ビット符号付き整数
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データ型 エイリアス 説明

int32   32 ビット符号付き整数

int64   64 ビット符号付き整数

uint8 byte 8 ビット符号なし整数

uint16   16 ビット符号なし整数

uint32   32 ビット符号なし整数

uint64   64 ビット符号なし整数

float32 float IEEE 754 単精度浮動小数点

float64 double IEEE 754 倍精度浮動小数点

urn   Uniform Resource Name (URN): 
2017 RFC 8141 に適応

arn   Amazon リソースネーム (ARN)

uri   Uniform Resource Identifier 
(URI): リソースパス

datetime   ISO 8601

date   日時の日付コンポーネント

duration   時間として表される期間。例: 30 
分、20 秒

URN ID スキーム
TDM URN は、デバイス、プロパティ、およびエンティティを階層的に入力する方法を提供します。これ
らは、タイプに関する組織的な情報 (物理的な場所など) と意味的な情報 (色やイメージの URI など) を提
供します。

TDM URN タイプ ID は、3 つのコンポーネントで構成されています。

• 階層名前空間
• Metatype
• メタタイプのインスタンスの階層セマンティックタイプパス (「/」で区切られる)
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urn

URN スキームにより固定され要求される識別子。
TDM

AWS IoT Things Graph データモデルの URN 名前空間である固定識別子。
namespace

ユーザーによって指定される識別子。パブリックおよびプライベートの 2 種類の名前空間がありま
す。パブリック名前空間には、AWS IoT Things Graph でサポートされている組み込みエンティティ 
(プリミティブプロパティなど) が含まれています。ユーザーのプライベート名前空間には、ユーザー
が作成するエンティティ、ワークフロー、およびその他の AWS IoT Things Graph エンティティが含
まれています。プライベート名前空間はバージョン管理されており、パブリック名前空間を追跡して
同期します。名前空間の詳細については、「用語集」の定義を参照してください。

metatype

デバイス、アクション、イベント、プロパティなどの TDM データメタタイプ。
sem-type-path

metatype のインスタンスを指定する階層パス。metatype が、Action または Event の場合、次の
例のように、sem-type-path の値は機能と、機能のインスタンスであるアクションまたはイベント
を指定します。

urn:tdm:aws:action:camera/capture

TDM URN の例
次の表に、TDM メタタイプの TDM URN の例を示します。このリストに TDM のすべてのメタタイプが含
まれているわけではないことに注意してください。

TDM メタタイプ TDM URN の例

列挙型 urn:tdm:aws:enum:actionStatus

カテゴリ urn:tdm:aws:category:color

カテゴリ (サブカテゴリ) urn:tdm:aws:category:color/red

デバイス urn:tdm:aws:device:flashlight

プロパティ urn:tdm:aws:property:switch

プロパティ (サブプロパティ) urn:tdm:aws:property:switch/powerOnOff

状態 urn:tdm:aws:state:brightness

機能 urn:tdm:aws:capability:camera

アクション urn:tdm:aws:action:camera/capture

イベント urn:tdm:aws:event:camera/clicked

注釈 urn:tdm:aws:annotation:cameraUsage

マッピング urn:tdm:aws:mapping:brightnessRangeEnumToNumber

224

iot-tg-whatis-glossary.html


AWS IoT Things Graph ユーザーガイド
Properties

TDM メタタイプ TDM URN の例

ワークフロー urn:tdm:aws:flow:simpleHomeSecurity

Properties
PropertyType 構文は、デバイスの属性を定義するために使用されます。たとえば、Light Bulb とい
う名前のデバイスには、PowerState、Brightness、Color などのプロパティがあります。

次の例では、GraphQL を使用して PropertyType を作成する方法を示します。

type imageProperty @propertyType(id:"urn:tdm:aws:property:image/imageUri",   
                                 dataType:"urn:tdm:aws:property:Uri") { ignore:void } 

             

Note

ignore:void の名前と値のペアは、本文が空のペイロードを指定します。

PropertyType ファセット
PropertyType 構造はプロパティファセットによって定義されます。ファセットは 2 種類あります。

• 定義 - これらのファセットは PropertyType の作成および定義に役立ちます。定義ファセットの例に
は、Name、DataType、Accuracy、および Uom があります。インスタンスの値を使用して、Uom およ
び Accuracy ファセットを定義できます。たとえば、PropertyType ファセットを持つ Length とい
う名前の Uom には、10 インチ、または 10 フィートのインスタンス値を割り当てることができます。

• 使用状況 - これらのファセットは特定のスコープでの PropertyType のカスタマイズに役立ちます。
使用状況ファセットの例は、Condition や Expr のような計算値です。

TDM ファセットは、大文字と小文字を区別しません。

ファセットの定義

SemTypeId

複数の値を持つ必要があります。プロパティのセマンティックタイプを表す 1 つまたは複数の URN。

セマンティックタイプの階層パスは、パス内の親子間の「is-a」関係契約をアサートします。この関係
は意味的等価性を確立し、構造的等価性を意味するものではありません。サブタイプは、IoT ワーク
フローでの相互運用性を目的として、親タイプと意味的に同等の代替物です。たとえば、1 から 100 
までの数値の範囲で表される明るさ特性は、列挙型として表される明るさ特性と意味的に等価です。

例: urn:tdm:aws:property:length
DataType

必須。組み込み列挙型 DataType からの値。このファセットに指定できる値については、「組み込み
データ型」を参照してください。

次の例のように、minValue および maxValue 属性を使用して、整数型プロパティタイプの範囲を
制限することもできます。プロパティ型定義は、オン/オフプロパティを作成します。これは、オフが 
0、オンが 1 で表されます。
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type OnOffInt @propertyType(id:'urn:tdm:aws:Property:OnOffInt', dataType:int8, 
 minValue:0, maxValue:1) { 
    ignore:void
} 
                         

Description

オプションです。プロパティについて説明する文字列。
InstanceOf

複雑なプロパティのタイプを指定する URN。この値は、プロパティの DataType の値が組み込みの
プリミティブデータ型のいずれでもない場合は常に必要です。

Uom

オプションです。この URN のセマンティックパスの下にある組み込み列挙型の値:
urn:tdm:aws:enum:uom。この値は、プロパティの値に関連付けられた測定単位を指定します。

例: urn:tdm:aws:uom:base/mass
Accuracy

オプションです。測定値の値が真の値に近いことを表す float32 値。この値は、+/- 絶対値またはパー
センタイル値として表すことができます。TDM はこの値を処理しません。

IsAbstract

オプションです。PropertyType を具象型で使用できるかどうかを指定するブール値。デフォルト値
は false です。抽象型 PropertyType は通常、プロパティ階層のルートです。

IsGlobalId

オプションです。プロパティの値が、そのプロパティを含む型のすべてのインスタンスで一意である
かどうかを指定するブール値。デフォルト値は false です。null を使用できない識別子プロパティに
のみ適用されます。値が true の場合、プロパティを含む型のインスタンスは参照として使用できま
す。DeviceCatalog は、このファセットを true に設定するタイプの例です。

MinLength, MaxLength

オプションです。文字列プロパティの最小および最大長をバイト単位で指定する数値。MinLength
のデフォルト値は 0 です。MaxLength のデフォルト値は 4096 です。両方の値が同じ場合、プロパ
ティは固定長になります。

MinValue, MaxValue

オプションです。数値プロパティの最小および最大値を指定する数値。数値プロパティ
は、int、uint、float の任意の型にすることができます。

使用状況ファセット

IsRequired

オプションです。プロパティを含むすべての型にプロパティが必要かどうかを指定するブール値。デ
フォルト値は false です。

Default

IsRequired ファセットが true に設定されているプロパティにのみ適用できます。プロパティのデ
フォルト値を指定するバリアント型ファセット。
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Condition

オプションです。プロパティを含む型の他のプロパティを評価するブール式。式が true と評価され
た場合、プロパティ値が含まれています。式が false と評価された場合、プロパティは除外されます 
(必要に応じて null または default のいずれか)。このファセットのある PropertyType は読み取
り専用です。

Expr

オプションです。標準プロパティを計算プロパティに変換する式。このファセットのある
PropertyType は読み取り専用です。

IsReadOnly

オプションです。プロパティが読み取り専用かどうかを指定するブールファセット。デフォルト値は
false です。

Multiplicity

オプションです。プロパティに設定できる値の数を指定する列挙型ファセット。デフォルト値は
Multiplicity.Multivalued です。Multiplicity.Singlevalued の値は、プロパティの値の
数を 1 に制限します。

列挙型
EnumType 構造は、一意の識別子を指定されたスコープ内の整数値に関連付ける列挙体を定義します。

例: 列挙のタイプ

次の例では、Low、Medium、および High の整数値を指定します。enumValue ディレクティブを使用し
て各識別子に整数値を割り当てます。

enum lowMediumHigh @enumType(id:'urn:tdm:aws:enum:lowMediumHigh')  { 
            Low @enumValue(value:0), 
            Medium @enumValue(value:1), 
            High @enumValue(value:2) 
        } 
         
enum trueFalse @enumType(id:'urn:tdm:aws:enum:trueFalse')  { 
                TRUE @enumValue(value:0), 
                FALSE @enumValue(value:1) 
            } 
             

式
このトピックでは、AWS IoT Things Graph エンティティに記述できる式の種類について説明します。式を
使用できる AWS IoT Things Graph エンティティと、各エンティティで使用できる変数の型とスコープに
ついても説明します。

AWS IoT Things Graph エンティティに式を記述する方法
AWS IoT Things Graph データモデル (TDM) は、TDM 構造を定義または使用するときに値を指定するため
のいくつかの方法を提供します。リテラル値を指定することはよくありますが、多くの場合、特定の値を
指定する前に情報を評価する必要があります。

ワークフローでは、実行するアクションを決定する前にデータを操作して評価する必要があります。たと
えば、特定の条件が満たされるまで特定のステップを実行できません。この場合は、ブール式が適してい
る場合があります。
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マッピングは式を使用して、あるデバイスからの情報を他のデバイスが理解できる表現に変換します。
サービスまたはデバイス定義には、エンドユーザーの入力が必要になる場合があり、この入力は TDM 式
の変数として表すことができます。

以下のリストに、TDM がサポートする式のタイプを示します。変数は式の中で使用できます。各式の型の
後に一連の例が続きます。

リテラル

組み込みのプリミティブデータ型の静的インスタンスの式。

'hello'     # String literal
123         # Int literal
[1,2,3]     # Array literal
10L         # Long literal
10UL        # Unsigned long literal 
                     

述語

true または false に評価される式。

True
False
10 < 13
$aValue > $bvalue
(10 + 11) == 21 
                     

パス

複雑なオブジェクトのナビゲーションを可能にする式。TDM は、スラッシュ (/) とドット (.) の両方
の表記を使用したパス式をサポートしています。

image.value
image/value
users[name == 'rob'].height 
                         

算術

数値を生成する式。演算式で使用される値は、他の種類の式を指定できます。

1 + 2
100UL - 3.4L
'abc' + 1  + 2
(3 / 4) / (5 / 4)
users[name == 'rob'].height * 0.9 
                         

三項

? 演算子を使用する条件式。condition ? expr1 : expr2。
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$aValue < $bvalue ? 'This is returned if $aValue is less than $bValue' : 'This is 
 returned if $aValue is not less than $bValue' 
                         

IsNull

2 つの ? 記号を使用して、演算子の左側の値が null かどうかを判断する式。演算子の左側の値が null 
の場合は、右側の値が返されます。演算子の左側の値が null でない場合は、左側の値が返されます。

$aValue ?? 'This string is returned if $aValue is null. $aValue is returned if it isn't 
 null.' 
                         

関数呼び出し

TDM は、ユーティリティ関数のセットをサポートしています。これらの関数は、java.lang.math お
よび java.lang.string でユーティリティ関数をラップします。これらのすべては tdm.lib で始まりま
す。配列型パラメータはサポートされていません。

tdm.lib.Math.log(2.71728) # Evaluates to 0.999999989 
                         

InstanceOf

TDM はプリミティブデータ型でインスタンスメソッドの使用をサポートしています。これらは
String.substring() や Integer.doubleValue() など、Java のインスタンスメソッドと似てい
ます。

((string) 'a' + 'b').substring(1) 
                         

マクロ

TDM は ${} の中に式をラップすることで文字列への値の補間をサポートします。

macro(This is a string with ${3 + 4} words)  # Evaluates to 'This is a string with 7 
 words'
macro({"name":"${'andy' + ' ' + 'j'}", "age": ${100 % 52}}) # Evaluates to 
 '{"name":"andy j", "age": 48}' 
                         

式は、デバイス、サービス、トリガー、ワークフロー (フロー)、およびマッピング構造で使用できます。
(例については「the section called “Choice ノードでの条件付きロジックの使用” (p. 120)」、「the section 
called “Workflow” (p. 246)」、および「the section called “Mapping” (p. 235)」を参照してください。) 
これらのセクションの例では、式を使用してデバイスとサービスによって提供されるデータを評価および
操作する方法を示します。

式での変数の使用
式と変数は、トリガー、デバイス、サービス、ワークフロー、およびマッピングで使用できます。式で使
用できる変数とパラメータは、含めるエンティティによって異なります。このセクションでは、式を含め
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ることができる AWS IoT Things Graph エンティティと、各エンティティで使用できる変数の型とスコー
プについて説明します。

Triggers

トリガー内の式は、デプロイパラメータ内の deviceId バインディングおよびトリガーデバイス出力の値
にアクセスできます。the section called “AWS CLI でデバイスを使用したフローの作成” (p. 18) の次の例
は、トリガーで式を使用する方法を示しています。

query Room215 @deployment(id: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT_ID/default:Deployment:Room215\", 
 systemId: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT_ID/default:System:SecurityFlow\") { 
    motionSensor(deviceId: "MotionSensorName") 
    screen(deviceId: "ScreenName") 
    camera(deviceId: "CameraName")  
    triggers {MotionEventTrigger(description: "a trigger") {   
    condition(expr: "devices[name == \"motionSensor\"].events[name == \"StateChanged
\"].lastEvent")  
    action(expr: "ThingsGraph.startFlow(\"SecurityFlow\", bindings[name == \"camera
\"].deviceId, bindings[name == \"screen\"].deviceId)") 
    } 
   } 
  }     

トリガーでは、式を引用符で囲み、expr: フィールドの値として使用します。トリガーデバイスの出力に
アクセスするには、デバイス名 (name = 'deviceName') を指定します。次に、.events パスを使用し
て、出力 (name == 'eventName') を生成するトリガーイベントを指定します。

前述のコードサンプルは、以下を実行します。

• condition セクションの最初の式は、フロー 
(motionSensor.events['StateChanged'].lastEvent) をトリガーするモーションセンサーデバ
イスからの出力を使用します。

• action セクションの 2 番目の式は、deployment ディレクティブ (motionSensor、screen、およ
び camera) のパラメータセクションで定義されたバインディングを使用します。

• この action セクションでは、startFlow グローバルから利用可能な ThingsGraph メソッドも使用
します。この関数は、トリガーの action セクションでのみ使用できます。

deviceId バインドごとに、関連付けられたデプロイパラメータの名前を指定する必要があります。

ワークフロー (フロー)

フローには、ステップ内の式と、それらのステップ内の選択ノードルールを含めることができます。フ
ロー内の式は、デバイスおよびサービス出力、およびフローで定義された変数にアクセスできます。式
は、systemRuntime 名前空間に保存されているグローバル値にもアクセスできます。

次のリストには、この名前空間で使用できる値が含まれています。

• systemRuntime.awsAccountId

• systemRuntime.awsRegion

次の選択ノード例は、フローで式を使用する方法を示しています。

      ChoiceActivity { 
        rule(expr: "${getHourResult > 14}", name: "Night") { 
          setEvent(name: "isNight") 
        } 
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        rule(expr: "${getHourResult <= 13}", name: "Day") { 
          setEvent(name: "isDay") 
        } 
        default { 
          setEvent(name: "isNight") 
        } 
      }

フローでは、式を ${} ブロックで囲みます。選択ノードルールでは、expr: フィールドの値としても使
用します。

getHourResult 値には、フロー内の前のステップを実行するサービスまたはデバイス (クロックなど) か
らの出力を指定できます。

フローは、式を使用してサービスおよびデバイス出力から値を取得し、その後、フローでデバイスおよ
びサービスの入力を行います。次の例は、式を使用してサービスから出力値を取得し、それを別の AWS 
Lambda サービスへの入力として使用する方法を示しています。(この例は、the section called “AWS CLI 
で Lambda 関数を使用したフローの作成” (p. 46) から適用しています。)

step(name:"getS3ObjectAsStringStep", outEvent:["TextReady"]) { 
          WebserviceActivity(webservice:"urn:tdm:NAMESPACE:Service:getS3Lambda", 
                          out:"textDocument") { 
              getS3ObjectAsString(key: "HelloWorld.txt") 
          } 
      } 

      step(name:"wordCounts", inEvent:["TextReady"], outEvent:["DoneProcessing"]) { 
           WebserviceActivity(webservice:"urn:tdm:NAMESPACE:Service:wordCountLambda", 
                                     out:"wordCounts") { 
               wordCount(message: "${textDocument.message}") 
           } 
      } 

      step(name:"save", inEvent:["DoneProcessing"], outEvent:["lambdaDone"]) { 
           WebserviceActivity(webservice:"urn:tdm:NAMESPACE:Service:saveResponseLambda") { 
                               save(response: "${wordCounts}") 
                           } 
      }

前述の例では、以下を実行します。

• getS3Lambda サービスは textDocument を出力し、wordCountLambda サービスは
${textDocument.message} 式を使用して message オブジェクトから textDocument 値を取得しま
す。

• saveResponseLambda サービスは wordCounts サービスからの wordCountLambda 出力を受け取
り、${wordCounts} 式を使用してワードカウント値を取得します。

デバイスおよびサービス

デバイスおよびサービスは、systemRuntime 名前空間に保存されている次の値にアクセスできます。

• systemRuntime.deviceId
• systemRuntime.awsAccountId
• systemRuntime.awsRegion

デバイスとサービスで、式は使用する場所に応じてさまざまな種類のパラメータにアクセスできます。

• デバイス内の式は、デバイスおよびアクションのパラメータにアクセスできます。
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• サービス内の式は、サービスおよびアクションパラメータにアクセスできます。
• MQTT デバイスで使用される Request および Response トピックの式は、デバイスパラメータにのみ

アクセスできます。

式は、パラメータ値 (value: フィールドの後) としてのみ使用できます。

次の例は、デバイスで式を使用する方法を示しています。

    query MockDeviceLambdaB @device(id: 'urn:tdm:NAMESPACE:device:MockDeviceLambdaB' 
 deviceModel: 'urn:tdm:NAMESPACE:deviceModel:MockDeviceLambdaB') { 
      MQTT { 
        Capability(id: 'urn:tdm:NAMESPACE:capability:MockDeviceLambdaB') { 
          Action(name: 'doSomething') { 
            params { 
              param(name: 'input', property: 'urn:tdm:NAMESPACE:property:Barcode') 
            } 
            Publish { 
              Request(topic: 'LambdaB/in') { 
                params { 
                  param(name: 'readId', property: 'urn:tdm:NAMESPACE:property:Barcode' 
 value: '${input.value}') 
                } 
              } 
            } 
          } 
     
          Event(name: 'readingEvent') { 
            Subscribe(topic: 'LambdaB/event') { 
              responsePayload(property: 'urn:tdm:NAMESPACE:property:Barcode') 
            } 
          } 
        } 
      } 
    }              

サービスおよびデバイスでは、式を ${} ブロックで囲みます。式の内部の変数の値にアクセスするに
は、.value パスを使用します。

この例では、Publish アクション内の doSomething ブロックは、input 式を使用して
${input.value} アクションパラメータの値にアクセスします。

次の例は、サービスで式を使用する方法を示しています。

    query Sqs @service(id: "urn:tdm:NAMESPACE:service:Sqs") { 
       REST { 
           SqsCap(id: "urn:tdm:NAMESPACE:capability:SqsCap") { 
               Action(name: "createQueue") { 
                   params { 
                       param(name:'queueName', property:'urn:tdm:aws:property:String') 
                   } 
                   HttpGet { 
                       Request(url: "https://sqs.REGION.amazonaws.com", auth: "SigV4", 
 awsServiceName: "sqs") { 
                           headerParams { 
                               param(name: "Accept", property: 
 "urn:tdm:aws:property:String", value: "application/json") 
                               param(name: "Content-Type", property: 
 "urn:tdm:aws:property:String", value: "application/json") 
                           } 
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                           queryParams { 
                               param(name: "Action", property: 
 "urn:tdm:aws:property:String", value: "CreateQueue") 
                               param(name: "QueueName", property: 
 "urn:tdm:aws:property:String", value: "${queueName.value}") 
                               param(name: "Attribute.1.Name", property: 
 "urn:tdm:aws:property:String", value: "VisibilityTimeout") 
                               param(name: "Attribute.1.Value", property: 
 "urn:tdm:NAMESPACE:property:Integer", value: "40") 
                               param(name: "Expires", property: 
 "urn:tdm:aws:property:String", value: "2020-10-18T22:52:43PST") 
                               param(name: "Version", property: 
 "urn:tdm:aws:property:String", value: "2012-11-05") 
                           } 
                       } 
                   } 
               } 
               Action(name: "sendMessage") { 
                   params { 
                       param(name:'message', property:'urn:tdm:aws:property:String') 
                   } 
                   HttpPost { 
                       Request(url: "https://sqs.REGION.amazonaws.com/ACCOUNT_ID/test-
queue-REGION", auth: "SigV4", awsServiceName: "sqs") { 
                           headerParams { 
                               param(name: "Accept", property: 
 "urn:tdm:aws:property:String", value: "application/json") 
                               param(name: "Content-Type", property: 
 "urn:tdm:aws:property:String", value: "application/json") 
                           } 
                           queryParams { 
                               param(name: "Action", property: 
 "urn:tdm:aws:property:String", value: "SendMessage") 
                               param(name: "MessageBody", property: 
 "urn:tdm:aws:property:String", value: "${message.value}") 
                               param(name: "Expires", property: 
 "urn:tdm:aws:property:String", value: "2020-10-18T22:52:43PST") 
                               param(name: "Version", property: 
 "urn:tdm:aws:property:String", value: "2012-11-05") 
                           } 
                       } 
                   } 
               } 
           } 
       } 
   } 
               

サービス内の式は、値がリテラル文字列でない場合は常に、パラメータ値に式を使用します。デバイスの
例のように、式は ${} ブロック内に含まれ、アクションパラメータ (queueName および message) で指
定された変数値にアクセスします。式では、.value パスを使用して変数値 ${queueName.value} と
${message.value} を取得します。

Mappings

マッピングでは、式を使用して、各マッピングで指定された from および to 値にアクセスします。次の
例は、マッピングで式を使用する方法を示しています。

    query brightnessEnumToInt @mapping(id:"urn:tdm:NAMESPACE:mapping:brightnessEnumToInt", 
                                       name:"brightnessEnumToInt", 
                                       from:"urn:tdm:NAMESPACE:property:Brightness/
enumBrightness s", 
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                                       to:"urn:tdm:NAMESPACE:property:Brightness/
intBrightness t") { 
        forward { 
            map(expr:'s==Low => 1'), 
            map(expr:'s==Medium => 3'), 
            map(expr:'s==High => 5') 
        } 
        reverse { 
            map(expr:'t <= 1 => Low'), 
            map(expr:'t > 1 && t <= 3 => Medium'), 
            map(expr:'t > 3 => High') 
        } 
    }

マッピングでは、式を引用符で囲み、expr: フィールドの値として使用します。

brightnessEnumToInt マッピングでは、s および t パラメータのエイリアスとして from および to を
指定します。各 forward および reverse マッピングは、式 expr:'t <= 1 => Low を使用してこれら
のパラメータの値にアクセスします。

IoT ドメイン構造
AWS IoT Things Graph データモデル (TDM) は IoT 特定のシナリオの専門構造を提供します。このセク
ションでは、構造体とそのプロパティを説明します。また、これらの構造体の作成方法を示す GraphQL 
の例が提供されています。

トピック
• State (p. 234)
• Mapping (p. 235)
• Event (p. 240)
• Action (p. 240)
• Capability (p. 241)
• デバイスモデル (p. 241)
• Device (p. 241)
• Service (p. 244)
• Workflow (p. 246)
• System (p. 250)
• Trigger (p. 251)
• Deployments (p. 253)

State
State 構造は、ある時点でのデバイスの内部状態を表す一連のプロパティです。States で構成される複
雑なプロパティも作成できます。

例

電球の状態を作成します。

type lightBulbState @stateType(id: "urn:tdm:aws:state:lightBulb"){ 
  power: SwitchEnum @property(id: "urn:tdm:aws:Property:switch/powerOnOff"), 
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  brightness: brightnessNumber @property(id: "urn:tdm:aws:Property:brightness/
brightnessNumber")  
}           
             

lightBulbState を拡張する色付き電球の状態を作成します。

type coloredLightBulbState @stateType(id: "urn:tdm:aws:state:lightbulb/coloredLightBulb") 
 implements lightbulbState  @stateType(id: "urn:tdm:aws:state:lightbulb") { 
  power: SwitchEnum @property(id: "urn:tdm:aws:property:switch/powerOnOff"), 
  brightness: brightnessNumber @property(id:"urn:tdm:aws:property:brightness/
brightnessNumber"), 
  color: colorRGB @property(id:"urn:tdm:aws:property:color/colorRGB")
}                 
             

カメラの状態を作成します。

type cameraState @stateType(id: "urn:tdm:aws:state:camera"){ 
   imageUri: ImageLinkUri @property(id: "urn:tdm:aws:property:imageLink/imageLinkUri"), 
   clickTime: DateTime @property(id: "urn:tdm:aws:Property:dateTime")  
   }                
             

cameraState を拡張する高度なカメラの状態を作成します。

type advCameraState @stateType(id:“urn:tdm:aws:state:camera/advCamera") implements 
 cameraState  
                         @stateType(id:“urn:tdm:aws:state:camera") { 
   imageUri: ImageLinkUri @property(id: "urn:tdm:aws:property:imageLink/imageLinkUri"), 
   clickTime: DateTime @property(id: "urn:tdm:aws:property:dateTime"), 
   burstDelay: interval_ms @property(id: "urn:tdm:aws:property:interval/interval_ms"), 
   burstclickCount: interval_ms @property(id: "urn:tdm:aws:property:uint8")
}                
             

カメラの状態を含む複雑なプロパティを作成します。

type cameraStateProperty @propertyType(id: "urn:tdm:aws:property:cameraState" instanceOf: 
 "urn:tdm:aws:state:camera") {ignore:void}

type advCameraStateProperty @propertyType(id: "urn:tdm:aws:property:advCameraState" 
 instanceOf: "urn:tdm:aws:state:advCamera") {ignore:void}

type profCameraStateProperty @propertyType(id:"urn:tdm:aws:property:profCameraState" 
 instanceOf: "urn:tdm:aws:state:profCamera") {ignore:void}                
             

Mapping
Mapping 構造は同じ概念の複数の表現にわたる違いを橋渡しします。意味的に同等なデータをある表現か
ら別の表現に変換します。Mapping は、複数のソースから発生したデータの単一のセマンティックビュー
を作成します。
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TDM では、指向性 (前方および後方) マッピングと対称マッピングがサポートされています。キーワード
の Forward、Reverse、Symmetric は、マッピングの方向を指定します。TDM は、マッピングスペー
ス内の重複とギャップを識別することによってマッピングを検証します。

マッピングには 2 種類あります。

• プリミティブ型の値をマッピングする単純なプロパティマッピング。
• 複合プロパティのプロパティをマッピングする複合プロパティマッピング。

マッピングにより、AWS IoT Things Graph ランタイムは同等のプロパティの異なる表現を変換できます。
マッピングがどのように機能するかを示す比較的簡単な例は、デバイスのオン/オフステータスです。デバ
イスのオン/オフステータスの 1 つの表現は、整数 (0/1) です。次の例では、組み込みの int データ型を
使って、この種のオン/オフのプロパティを定義しています。

type OnOffInt @propertyType(id:'urn:tdm:aws:Property:OnOffInt', dataType:int8, minValue:0, 
 maxValue:1) { 
    ignore:void
}             

次の例は、オン/オフの列挙を作成し、それを使用してデバイスのオン/オフプロパティを表す方法を示して
います。

 enum OnOff @enumType(id:'urn:tdm:aws:Enum:OnOff') { 
    ON @enumValue(value:0), 
    OFF @enumValue(value:1)
}

type OnOffEnum @propertyType(id:'urn:tdm:aws:Property:OnOffEnum', 
                             dataType:'urn:tdm:aws:Enum:OnOff') { 
    ignore:void
}                
             

プロパティは異なるデータ型を使用しますが、同じ概念を表します。次のマッピングを使用して、これら
の表現を双方向に変換できます。

query OnOffEnum_to_OnOffInt @mapping(id:'urn:tdm:aws:Mapping:OnOffEnum_to_OnOffInt', 
                                     name:'OnOffEnum_to_OnOffInt', 
                                     from:'urn:tdm:aws:Property:OnOffEnum s', 
                                     to:'urn:tdm:aws:Property:OnOffInt t') { 
    forward { 
       map(expr:'s == ON => 1'), # If enum value is ON, map 1 from property s to property 
 t. 
       map(expr:'s == OFF => 0') # If enum value is OFF, map 0 from property s to property 
 t. 
    } 
    reverse { 
       map(expr:'t == 1' => ON), # If integer value is 1, map ON from property t to 
 property s. 
       map(expr:'t == 0' => OFF) # If integer value is 0, map OFF from propery t to 
 property s. 
    }
} 
             

この例では、@mapping ディレクティブを使用して、マッピングメタタイプの下に
OnOffEnum_to_OnOffInt を作成します。OnOffEnum プロパティの URN を from フィールドに割り当
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て、OnOffInt プロパティの URN を to フィールドに割り当てます。Forward マッピングでは、一連の
式を使用して、from プロパティの値を to プロパティの値に変換します。Reverse マッピングでは、式
のリストを使用して、to プロパティの値を from プロパティの値に変換します。

列挙型プロパティのエイリアスは s、整数のプロパティのエイリアスは t として定義されていま
す。Forward マッピングは、ON の列挙型プロパティを 1 の整数プロパティに、OFF の列挙型プロパティ
を 0 の整数プロパティに変換します。Reverse マッピングは、整数値を列挙値に変換します。

中括弧内の式には、値を前後に変換するロジックが含まれています。TDM 式を構築して使用する方法の詳
細については、「式」を参照してください。

その他の例
次の例では、明るさを表す 2 つの単純なプロパティ間のマッピングを作成します。この例では、次の構造
体が作成されます。

• 明るさの enum 表現
• 明るさの表現範囲の数値 (1~100)
• 2 つの表現の間の Forward マッピングと Reverse マッピング

# Create abstract property simpleRange
type simpleRangeProperty @propertyType(id: "urn:tdm:aws:property:simpleRange") {
} {ignore:void}

# Create concrete property simpleRangeEnum that assigns SimpleRangeEnum to 
 simpleRangeProperty
type simpleRangeEnumProperty @propertyType(                                 
                      id:"urn:tdm:aws:property:simpleRange/simpleRangeEnum", 
                      description:"Describes brightness with an enum", 
                      dataType:"urn:tdm:aws:property:enum:SimpleRange”) ) {ignore:void}

# Create abstract property brightness  
type brightnessProperty @propertyType(id: "urn:tdm:aws/property/brightness",               
                                      isAbstract:true) {ignore:void}

# Create concrete property brightnessSimpleRange that sets the possible values for the 
 brightness property  
type brightnessSimpleRangeProperty @propertyType( 
                    id:"urn:tdm:aws:property:brightness/brightnessSimpleRange", 
                    description: "Brightness value: low-medium-high", 
                    dataType:"urn:tdm:aws:enum:SimpleRange”){ignore:void}

# Create concrete property brightnessNumber that sets the possible values for the 
 brightness property  
type brightnessNumberProperty @propertyType(        
                    id:"urn:tdm:aws:property:brightness/brightnessNumber", 
                    description: "Brightness value from 0-100", 
                    dataType:"urn:tdm:aws:dataType:int32”,  
                    min:0, max:100 ) {ignore:void}

# Map Enum(low-medium-high) to integer (1-100) range representation
query brightnessSimpleRangeToBrightnessNumberMap 
 @mapping(id:"aws/mapping/brightnessSimpleRangeToBrightnessNumber" 
    from:"aws/ property/brightness/brightnessSimpleRange s", 
    to:"aws/ property/brightness/brightnessNumber t") { 
      forward ( 
         expr:"s==Low => 20",     # if boolean-expr true, map 20 to target t 
         expr:"s==Medium => 45",  # if boolean-expr true, map 45 to target t 
         expr:"s==High => 75"     # if boolean-expr true, map 75 to target t 
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      ) 
     reverse ( 
       expr:"t.value >= 0 && t.value <= 33 => Low", #if expr-true, map Low to target s 
       expr:"t.value > 33 && t.value <= 66 => Medium", # on true, map Medium to s 
       expr:"t.value > 66 && t.value <= 100 => High" # on true, map High to s 
    )     
  }
} 
             

次の例では、色を表す複雑なプロパティ間の対称マッピングを作成します。以下の構造体が作成されま
す。

• RGB と RGBW 色を表す 2 つの状態
• 1 つは RGB 状態から構成され、もう 1 つは RGBW 状態から構成されています。
• 2 つの表現の間の対称マッピング

# Create state colorRGB
type colorRGBState @stateType(id:”urn:tdm:aws:state:colorRGB”) { 
    red   :int32 @property(id:"urn:tdm:aws:property:int32"), # int32 is the alias for the 
 built-in property urn:tdm:aws:property:int32 
    blue  :int32 @property(id:"urn:tdm:aws:property:int32"), 
    green :int32 @property(id:"urn:tdm:aws:property:int32")
}

# Create state colorRGBW
type colorRGBWState @stateType(id:”urn:tdm:aws:state:colorRGBW”) { 
    red   :int32, @property(id:"urn:tdm:aws:property:int32")# int32 is alias for built-in 
 property urn:tdm:aws:property:int32 
    blue  :int32, @property(id:"urn:tdm:aws:property:int32") 
    green :int32, @property(id:"urn:tdm:aws:property:int32") 
    white :int32 @property(id:"urn:tdm:aws:property:int32")
}

# Create abstract property Color
type color @propertyType(id: "urn:tdm:aws:property:color") {ignore:void}

# Create complex property type from colorRGB state
type colorRGBProperty @propertyType(id:”urn:tdm:aws:property:color/colorRGB”, 
                                   dataType:”urn:tdm:aws:dataType:EntityType”, 
                                   instanceOf:”urn:tdm:aws:state:colorRGB”) {ignore:void}

# Create complex property type from colorRGBW state
type colorRGBWProperty @propertyType(id:”urn:tdm:aws:property:color/colorRGBW”, 
                                   dataType:”urn:tdm:aws:dataType:EntityType”, 
                                   instanceOf:”urn:tdm:aws:state:colorRGBW”) {ignore:void}

# Create mapping for complex properties colorRGB and colorRGBW
query colorRGBtoRGBWMapping @mapping(id:"urn:tdm:aws:mapping:colorRGBtoRGBW", 
            From:"urn:tdm:aws:property:color/colorRGB f", To:"urn:tdm:aws:property:color/
colorRGBW t")  
{  
    symmetric( 
        map(expr:"f.red => t.red"),    # For symmetric map, both expressions are property 
 names. 
        map(expr:"f.blue => t.blue"),  # The s.blue property is mapped to the t.blue 
 property. 
        map(expr:"f.green => t.green)" # The semTypeIds of left and right properties are 
 either in the same 
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    )                                  # property hierarchy or explicitly mapped. 
                             
    forward( # All properties used in Min() must be in same hierarchy or explicitly mapped 
        map(expr:"Math.min(f.red, f.blue, f.green) => t.white") 
    ) 
    reverse( # All t.* properties must be mapped; If property has to be skipped, map to 
 NULL.  
        map(expr:"t.white => NULL") 
    )
}                 
             

次の例では、前の 2 つの例のマッピングとプロパティを使用して、追加の複雑なマッピングを作成してい
ます。以下の構造体が作成されます。

• 明るさの数値範囲表現と色の RGB 表現を含む状態
• 明るさの enum 表現と色の RGBW 表現を含む状態
• brightColor という名前の抽象プロパティ
• 最初の状態 (数値範囲の明るさと RGB 色) で構成される具体的で複雑なプロパティ
• 2 番目の状態 (明るさと RGBW 色の enum 表現) で構成される具体的で複雑なプロパティ
• 2 つの複雑なプロパティ間のマッピング

# First state containing colorRGB and brightnessNumber properties
type brightColorState @stateType(id: "urn:tdm:aws:state:brightColor") { 
  color: colorRGB @property(id: "urn:tdm:aws:property:color/colorRGB"), 
  brightness: brightnessNumber @property(id:"urn:tdm:aws:property:brightness/
brightnessNumber")
}

# Second state containing colorRGBW and brightnessSimpleRange properties
type brightColorRGBWState @stateType(id: "urn:tdm:aws:state:brightColorRGBW") { 
  colorRGBW:colorRGBW @property(id: "urn:tdm:aws:property:color/colorRGBW"), 
  brightness:brightnessSimpleRange @property(id::"urn:tdm:aws:property:brightness/
brightnessSimpleRange")
}

# Abstract property brightColor
type color @propertyType(id: "urn:tdm:aws:property:brightColor") {ignore:void}

# Complex property brightColor1
type brightColor1Property @propertyType(id:"…:property:brightColor/brightColor1") { 
    value:brightColorState
} {ignore:void}

# Complex property brightColorRGBW
type brightColorRGBProperty @propertyType(id:"…:property:brightColor/brightColorRGBW") { 
    value:brightColorRGBWState
} {ignore:void}

# Mapping between brightColor1Property <=> brightColorRGBWProperty
query brightColor1toRGBWMApping @mapping(id:"…:mapping:brightColor1toRGBW", 
                                         from:"…:property:brightColor/brightColor1 f", 
                                         to:"…:property:brightColor/brightColorRGBW t")
{ 
 symmetric( 
    expr:"f.color => t.colorRGBW",      # re-uses mapping colorRGBtoRGBW 
    expr:"f.brightness => t.brightness" # re-uses mapping 
 brightnessSimpleRangeToBrightnessNumber  
  )
}                
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Event
Event 構造は、カメラのクリックなど、何らかの操作が行われたことを示すデバイスからの通知を表しま
す。この構造体の構造には次の情報が含まれます。

• イベントの名前
• イベントのソースデバイスの一意の識別子
• イベントの処理をサポートする情報を含むペイロード

次の例では、カメラがクリックされるたびに公開されるイベントを作成します。

type cameraClickedEvent @eventType(id: "urn:tdm:aws/sys/thing:Event:cameraClicked”, 
                                   payload: "urn:tdm:aws:Property:Boolean"){ignore:void} 
             

Action
Action 構造は、画像をキャプチャするカメラなど、機能のインスタンスを実行するデバイスの抽象表現
です。Action は、プロパティをパラメータとして受け取り、プロパティを出力として返します。

次の例では、3 種類のカメラキャプチャアクションを作成します。3 つのアクションは、それらが取るパ
ラメータの種類によって異なります (パラメータが存在する場合)。最初の例では、最もシンプルな種類の
カメラキャプチャについて説明します。他の 2 つはミリ秒単位の遅延と画像の解像度を設定するパラメー
タを渡すことでカメラキャプチャをより複雑にします。これら 3 つはすべて出力として画像の URL を返
します。中括弧内の return キーワードとそれに続くコロンは、戻り値の名前、タイプ (@property ディ
レクティブ)、URN の前に置きます。

type cameraCaptureAction @actionType(id: "urn:tdm:aws:Action:cameraCapture"){ 
           return : imageLinkUri @property(id:"urn:tdm:aws:property:imageLink/
imageLinkUri”)

type cameraDelayedCaptureAction @actionType(id:"urn:tdm:aws:Action:cameraCapture/
cameraDelayedCapture")   { 
           delay_ms : uint16 @property(id:"urn:tdm:aws:property:uint16"), 
           return : imageLinkUri @property(id:"urn:tdm:aws:property:imageLink/
imageLinkUri”) 
           }

type cameraAdvancedCaptureAction  
        @actionType(id:"urn:tdm:aws:Action:cameraCapture/cameraDelayedCapture/
cameraAdvancedCapture") { 
           delay_ms : uint16 @property(id:"urn:tdm:aws:property:uint16"),  
           resolution : enumLowMediumHigh @property(id:"urn:tdm:aws::property:resolution/
enumLowMediumHigh"), 
           return : imageLinkUri @property(id:"urn:tdm:aws:property:imageLink/
imageLinkUri”)          
           } 
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Capability
Capability 構造は、IoT デバイスによって実装される機能の一部を説明します。Capability は、1 つ
以上の既存の Capabilities を拡張できます。これは State および一連の Actions と Events を含む
パッケージです。Capability の定義には以下の構成要素があります。

• 一意の識別子
• 最大 1 つの State
• 一連の Actions
• 一連の Events

次の例では cameraState 状態、cameraCapture アクション、および前の例で作成した
cameraClicked イベントで構成されるカメラ機能を作成します。

type cameraCapability @capabilityType(id:"urn:tdm:aws:capability:camera") { 

    # State alias: state type name @state() 
    camera : cameraState @state(id:"urn:tdm:aws:property:cameraState"), 

    # Action alias: action type name @action() 
    capture :cameraCapture @action(id:"urn:tdm:aws:action:cameraCapture"), 

    # Event alias: event type name @event() 
    clicked :cameraClicked @event(id:"urn:tdm:aws:event:cameraClicked"),
}                 
             

デバイスモデル
DeviceModel 構造は、IoT デバイスまたはステートフルなサービスの抽象化を説明しま
す。DeviceModel は 1 つの Capability を実装する必要があります。それは概念的なデバイスを表し、
特定の製造業者に固定されていません。

DeviceModel には以下の構成要素があります。

• デバイスモデルを識別する TDM URN
• デバイスモデルを識別する TDM URN の Capability

次の例では、前の例で作成したカメラ機能を含むカメラデバイスモデルを作成します。

type cameraDevice @deviceModel(id:"urn:tdm:aws:deviceModel:camera", 
                               capability:"urn:tdm:aws:capability:camera”) {ignore:void} 
             

Device
Device 構造は、Capability の DeviceModel を実装する特定の IoT デバイスについて説明します。

これは、具体的なデバイスではなく、デバイスの抽象的な定義です。デバイスが TDM で定義された後、
具体的なデバイスはデバイス定義にマッピングすることができます。
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Device 定義には以下が含まれます。

• 親デバイスモデルの State の実装
• MQTT や Modbus などの特定の通信プロトコルのコンテキストでの、親デバイスモデルの Actions お

よび Events の実装

次の擬似コードは、デバイスを作成したときに概念的なレベルで何が起こるかを説明しています。

Create Device deviceUrn Device_Model deviceModelUrn ‘{‘ 
              [State   ‘{‘ [alias propertyUrn]* ‘}’ ]  
             ([Action  actionName  Protocol [MQTT | ModBus]  ] ‘{‘ action-protocol-
body’ }’)* 
             ([Event  eventName  Protocol [MQTT | ModBus]  ] ‘{‘ event-protocol-body’ }’)* 
 ‘}’

MQTT_action_protocol_body :: PROTOCOL MQTT2 ‘{‘ 
         REQUEST (TOPIC topicPath) Params ‘(‘ ([ [paramName] paramPropertyUrn valueExpr]
[,])* ‘)’ 
        RESPONSE (TOPIC topicPath) Property returnPropertyUrn 
    ‘}’

MQTT_event_protocol_body :: PROTOCOL MQTT2 ‘{‘ 
         PAYLOAD [NAME payloadFieldName] TOPIC topicPath paylodPropertyUrn  
    ‘}’ 
             

主要なコンセプト

deviceUrn

デバイスを一意に識別する URN 文字列。
deviceModelUrn

デバイスの継承元のデバイスモデルを一意に識別する URN。
actionName

デバイスが実装するアクションの名前。
eventName

デバイスが実装するイベントの名前。
プロトコル

デバイスが使用する通信プロトコル。
topicPath

リクエスト、レスポンス、またはイベントに関連付けられているトピックの名前。
paramName

アクションリクエストパラメータの名前。
paramPropertyUrn

パラメータプロパティを指定する URN。
valueExpr

パラメータ値として渡す値を指定する式。
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payloadFieldName

オプションのペイロードフィールド名。通常、ペイロードは無題の構造です。
payloadPropertyUrn

イベントペイロードプロパティの URN。

GraphQL 例

次の例では、カメラデバイスモデルを実装するカメラデバイスを作成します。

query cameraDevice @device(id: "urn:tdm:aws:device:camera",                                 
       # Device URN 
                       deviceModel: "urn:tdm:aws:deviceModel:cameraModel") {                
       # Device model URN 
   MQTT {                                                                                   
                 # Commmunication protocol 
       Capability(id: "urn:tdm:aws:capability:CameraCap") {                                 
       # URN of capability. 
           state {                                                                          
                 # State implementation 
               lastClickedImage(name: "lastImage", property: "urn:tdm:aws:Property:Uri")" + 
           } 
           Action(name: "capture") {                                                        
                 # Action name and implementation 
               Publish { 
                   Request(topic: "camera/capture") {                                       
                 # MQTT request topic 
                       params 
                   } 
                   Response(topic: "camera/capture/finished") {                             
                 # MQTT response topic 
                       responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Uri")                
       # MQTT response payload (image URI) 
                   } 
               } 
           } 
         Event(name:"clicked") {                                                            
                 # Event implementation 
            property: boolean @property(id: "urn:tdm:aws:Property:boolean") 
         } 
       } 
   }  
             

この例には、以下のキー要素が含まれています。

• デバイスを一意に識別する URN (最初の引数)。
• デバイスモデルを一意に識別する URN (2 番目の引数)。
• デバイスが使用する通信プロトコル。指定できる値は ModBus (ローカル通信)、HTTP (リモート通

信)、MQTT (ローカルとリモートの両通信) です。
• デバイスが実装する機能の名前と一意の識別子 (URN)。
• Action 名と実装。
• Request 定義。この定義は、MQTT リクエストトピックとパラメータ (送信される場合) を指定しま

す。
• Response 定義。この定義は、MQTT レスポンストピックとそれに送信されるペイロード (イメージ 

URL) を指定します。
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• Event の実装

Devices の実装例については、ワークフローの DeviceActivity 実装を参照してください。

Service
Service コンストラクトは、AWS Lambda、またはワークフローから呼び出すことのできる RESTful 
ウェブサービスを記述します

概念的には、Service はデバイスに似ています。これは、ワークフローステップ内で呼び出すことができ
るためです。Service の構造もまた、Device の構造に似ています。主な違いは、Action の Service
は、ウェブサービスへの呼び出しまたは Lambda 関数の呼び出しであることです。Service 構造には、
ウェブサービスまたは Lambda 呼び出しの入力パラメータと出力パラメータが含まれています。

次の例では、Lambda 関数を呼び出す Service を作成しています。Lambda 関数は、Amazon 
Rekognition を使用して、ワークフローから渡された画像を別の画像と照合します。

query MlLambdas @service(id: "urn:tdm:aws:service:MlLambdas") {                             
               # Service URN
AwsLambda {                                                                                 
                         # Service type 
    MlLambdasCap(id: "urn:tdm:aws:capability:MlLambdasCap") {                               
               # Name and URN of capability 
        Action(name: "matchImage") {                                                        
                         # Action name and implementation 
            InvokeCloudLambda { 
                Request(arn: "arn:aws:lambda:us-
west-2:567471678322:function:rekognition:1") {                      # Lambda function ARN 
                    params { 
                        param(name: "imageUri", property: "urn:tdm:aws:property:Uri", 
 value: "url")       # Request parameters 
                    } 
                } 
                Response {                                   
                    responsePayload(property: "urn:tdm:aws:property:Boolean")               
                         # Response payload type 
                } 
            } 
        } 
    }
}
}                
             

この例には、以下のキー要素が含まれています。

• サービスを一意に識別する URN。
• サービスタイプ。指定できる値は AwsLambda および REST です。
• サービスが実装する機能の名前と一意の識別子 (URN)。
• Action 名と実装。
• InvokeCloudLambda アクション仕様。AWSLambda サービスでは、有効な値は
InvokeCloudLambda および InvokeGreengrassLambda です。

• Request 定義は、Lambda 関数に送信されるペイロードを指定します。この定義には、以下の要素が含
まれています。
• 呼び出す Lambda 関数を指定する Amazon リソースネーム (ARN)。
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• リクエストペイロードとして送信するパラメータのリスト。この例では、画像が一致するかどうかを
判断するために、画像の URI を Lambda 関数に送信します。

• Response ペイロードの定義。レスポンスが予想されるときはいつでもペイロードタイプを指定しま
す。

次の例では、ウェブサービスを呼び出す Service を作成しています。ウェブサービスはキューを作成し
てから、キュー名を含むメッセージを送信します。

query Sqs @service(id: "urn:tdm:aws:service:Sqs") {                                         
                                           # Service URN
REST {                                                                                      
                                                     # Service type 
    SqsCap(id: "urn:tdm:aws:capability:SqsCap") {                                           
                                           # Name and URN of capability 
        Action(name: "createQueue") { 
            HttpGet {                                                                       
                                                     # Action specification (REST verb) 
                Request(url: "https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/", auth: "SigV4") {      
                                                      # REST endpoint. Authentication type 
 (SigV4) 
                    headerParams {                                                          
                                                     # Header parameters 
                        param(name: "host", property: "urn:tdm:aws:property:String", value: 
 "sqs.us-west-2.amazonaws.com") 
                        param(name: "x-amz-date", property: "urn:tdm:aws:property:String", 
 value: "${tdm.lib.getDate()") 
                    } 
                    queryParams {                                                           
                                                     # Query parameters 
                        param(name: "Action", property: "urn:tdm:aws:property:String", 
 value: "CreateQueue") 
                        param(name: "QueueName", property: "urn:tdm:aws:property:String", 
 value: "queueName") 
                        param(name: "Attribute.1.Name", property: 
 "urn:tdm:aws:property:String", value: "VisibilityTimeout") 
                        param(name: "Attribute.1.Value", property: 
 "urn:tdm:aws:property:Integer", value: "40") 
                        param(name: "Expires", property: "urn:tdm:aws:property:String", 
 value: "2020-10-18T22:52:43PST") 
                        param(name: "Version", property: "urn:tdm:aws:property:String", 
 value: "2012-11-05") 
                    } 
                } 
                Response { 
                    responsePayload(property: "urn:tdm:aws:property:Boolean")               
                                           # Response payload type 
                } 
            } 
        } 
        Action(name: "sendMessage") { 
            HttpPost {                                                                      
                                                     # Action specification (REST verb) 
                Request(url: "https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/send", auth: "SigV4") { 
                    headerParams {                                                          
                                                     # Header parameters 
                        param(name: "host", property: "urn:tdm:aws:property:String", value: 
 "sqs.us-west-2.amazonaws.com") 
                        param(name: "x-amz-date", property: "urn:tdm:aws:property:String", 
 value: "${tdm.lib.getDate()") 
                    } 
                    bodyParams {                                                            
                                                     # Body parameters 

245



AWS IoT Things Graph ユーザーガイド
Workflow

                        param(name: "title", property: "urn:tdm:aws:property:String", 
 value: "title") 
                        param(name: "body", property: "urn:tdm:aws:property:String", value: 
 "queueName") 
                        param(name: "timestamp", property: "urn:tdm:aws:property:String", 
 value: "${tdm.lib.getTime()") 
                    } 
                } 
                Response { 
                    responsePayload(property: "urn:tdm:aws:property:Boolean")               
                                           # Response payload type 
                } 
            } 
        } 
    }
}
}                
             

この例には、AWS Lambda サービスとは異なる以下のキー要素が含まれます。

• REST サービスタイプ。
• アクション仕様。これらは対応する REST 動詞にマップされます。指定できる値は HttpGet および
HttpPost です。

• Request 定義には 2 つの新しい引数が含まれています。
• REST リクエストの送信先の URL。
• REST リクエストを行うときに使用する認証のタイプ。

• Request 定義には、3 つの種類のパラメータリストが含まれています。
• リクエストヘッダーを定義する headerParams のリスト。
• クエリ文字列パラメータを定義する queryParams のリスト。
• リクエストボディを定義する bodyParams のリスト。

Note

これらのパラメータの一部は、現在の日付と時刻を取得するためにパス式を使用し、結果の値
を文字列に補間するためのマクロ式も使用します。詳細については、「式」を参照してくださ
い。

デバイスの実装とほぼ同じ方法で、ワークフローでサービスを実装します。Service の実装例について
は、ワークフローの WebServiceActivity 実装を参照してください。

Workflow
The Workflow 構造 (フローとも呼ばれます) は、複数のデバイスとステートフルサービスで構成される自
動化されたプロセスについて説明します。

Workflow は一連のパラメータを取り、イベントに関連するステップの配列で構成されています。入力イ
ベントはステップをトリガーでき、ステップは出力イベントを生成できます。各ステップは、Lambda 関
数、デバイスアクション、またはウェブアプリケーションメソッドを表すことができます。

次の擬似コードは、ワークフローを作成したときに概念的なレベルで何が起こるかを定義しています。

CREATE Workflow workflowUrn ‘(‘ [paramName paramType [= defaultValue] [,]]* ‘)’ { 
        [varName varType [= defaultValue] [,]]*        
        STEPS { 
            [STEP (NAME stepName, [CONDITION conditionExpr]  [DESCRIPTION descriptionText]) 
 { 
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  [EVENTS { 
      [INPUT ( ${expression-over events} ) ] 
                    [OUTPUT ( [eventName, [eventUrn] [,]]*  )] 
  }]* 
  [ACTIVITY ‘(‘ [paramName = paramExpr [,]]* [[,] out =$varName  ‘)] 
                  [OnError  
                     {Retries{Retry (name=retryName, condition=booleanExpr, 
 [ [interval=expr]  
                                                  [backoffRate=expr] [maxAttempts=expr]) }* 
                     Catches{Catch(name=catchName, condition=booleanExpr, 
 raiseEvent[(eventName[,])* )} }  
                  ]    
   [OnSuccess { 
                      (CHECK (name=chkName, condition=booleanExpr) THEN (onPassExpr, 
 onFailExpr)*  
                }] 
        }  
} 
             

主要なコンセプト

workflowUrn

ワークフローの一意の識別子です。
paramType

ワークフローのパラメータのデータ型。
paramName

ワークフローパラメータ名。
defaultValue

デフォルトのパラメータ値。
varName

変数名。
varType

変数タイプ。
stepName

ワークフローのステップの名前。ワークフローに固有。
descriptionText

オプションの説明。
conditionExpr

オプションの条件。false に解決される場合は、ステップはスキップされます。
eventName

入力または出力のイベント名。ステップは、開始するのを待つか、完了時に公開します。
eventUrn

オプションのグローバルイベント URN。
ACTIVITY

デバイスアクティビティ、ウェブアクティビティ、または組み込みのコントロールアクティビティの
プレースホルダー。
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booleanExpr

ブール条件。
onPassExpr

CHECK(booleanExpr) が true と評価された場合に評価されます。
onFailExpr

CHECK(booleanExpr) が false と評価された場合に評価されます。
onError、retries、retry、catches、catch

AWS Step Functions と同じセマンティクスを使用したエラー処理

OnError は、アクティビティが失敗した場合、またはタイムアウトした場合に評価されま
す。Retries は、指定されている順序で評価されます。Retries がすべて枯渇すると、コントロー
ルは Catch 句に移ります。

GraphQL 例

次の GraphQL は、建物内のドアの入り口を監視するワークフローを作成します。カメラが建物に入る人
の写真を撮り、それが顔検出サービスをトリガーします。顔検出サービスはその人の画像を画面に表示し
ます。この例では、カメラのエラーと失敗も処理します。

query monitorDoorEntry ($cameraId: DeviceId!, $screenId: DeviceId!,                         
                     # Arguments and their data types 
                        $lampId: DeviceId!, $cameraDelay_ms : Number = 0, 
                        $cameraFailedImage: String = “http://abc/
defaultCameraFailedImage.jpg”) 
                        @workflowType(id:"urn:tdm:aws:workflow:monitorDoorEntry") {         
           # @workflowType directive and workflow unique URN

# Declare workflow variables 
   variables {                                                                              
                     # Workflow variables 
      cameraImage  @property(id:"urn:tdm:aws:property:image/imageUri")                      
           # Semantic property imageUri 
      faceDetected @property(id:"urn:tdm:aws:property:bool/boolean")                        
           # Raw datatype property boolean 
   } 

   steps {                                                                                  
                     # Set of steps. 
    
     # Device activity step 
     step(name:"camera", description:"Activate Camera" outEvent:["CameraClicked"]){         
                     # Step name, description, and output event 
        DeviceActivity(deviceModel:"urn:tdm:aws:device:camera" deviceId:"$cameraId"){       
           # Device activity ARN. Device ID 
           capture(delay_ms:$cameraDelay_ms) 
        } 
       OnError {                                                                            
                     # Error handling 
         Retries { 
            Retry(name:"foo1", errorEquals:["ErrorA", "ErrorB"], interval:”1 sec”,  
                  backoffRate:2.0, maxAttempts:2), 
            Retry(name:"foo2", errorEquals:["ErrorC"], interval:”5 sec”), 
            Retry(name:"foo3", condition:"${Error IN ('ErrorD', 'ErrorE')}", interval:”5 
 sec”) 
         } 
         Catches { 
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            Catch(name:'catch1',condition:"${Error=='ErrorE'}", 
 expr:”$cameraFailed.IsTrue=true]") 
         } 
      } 
      OnSuccess {                                                                           
                     # Validation of image captured by the camera 
         Check(name:"validation1", condition:"${lib.fileSize(cameraImage) > 100}" ) { 
            OnPass { stmt(expr:"${imageOK=true}") } 
            OnFail { stmt(expr:”$cameraFailed.IsTrue=true)"}                                
                     # Raise cameraFailed Event 
         } 
      } 
    } 
     
    # Device activity step 
    step (name:"Lamp") {                                                                    
                     # Step name 
         DeviceActivity(deviceModel:"urn:tdm:aws:device:lightBulb",deviceId:"$lampId"){     
                              # Device activity ARN. Device ID 
          powerOn(param:$cameraDelay_ms) 
       } 
    } 
     
    # Web service activity step 
    step(name:"FaceDetectionService" condition:”${imageOK}”  inEvent:["CameraClicked"],     
                     # Conditional web service activity. Condition is $imageOK 
                                                            outEvent:["FaceDetectedEvt"]) { 
                     # Input and output events 
         WebServiceActivity(webservice:"urn:tdm:aws:service:faceDetection" 
 out:”$faceDetected”) { 
            detect(image:”$cameraImage”) 
       } 
    } 
     
    # Device activity step 
    step(name:"DisplayImage", inEvent:”${FaceDetectedEvt}" ) {                              
                     # Conditional device activity.  
       DeviceActivity(DeviceModel:"urn:tdm:aws:devicemodel:displayScreen" 
 deviceId:"$screenId”) {               # Device activity ARN. Device ID 
          display(imageUri:”${cameraImage.lastClickedImage)                                 
                     # Display the image. 
          } 
       } 
    }
}                 
             

この例には、AWS Lambda サービスとは異なる以下のキー要素が含まれます。

• 一連の引数とそのデータ型。この例では、3 つの NULL 入力不可デバイス URN、デフォルト値 0 のカメ
ラバースト遅延設定、および失敗した画像キャプチャの画像URL (デフォルト値) を渡します。

• workflowType ディレクティブとその固有の URN。
• 一連のワークフロー変数とそのデータ型 (およびプロパティ URN)。
• 名前と説明を含むステップのリスト。
• 各ステップには、アクティビティ仕様があります。指定できる値は DeviceActivity および
WebServiceActivity です。

• DeviceActivity は、ワークフロー内のデバイスモデルと具体的なデバイスの ID によって指定されま
す。

• 各ステップでデバイスまたはサービスが実行するデバイスまたはサービスのアクティビティ。これらの
アクティビティは、デバイスモデルの機能で指定されます。具体的なデバイスの定義で実装されていま
す。
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• OnError、Retries、Retry、Catches、および Catch によるエラー処理。OnError 句は、アク
ティビティが失敗した場合、またはタイムアウトした場合に評価されます。Retries 句は、Retry
句が試行されるまで指定された順序で評価されます。すべての再試行が失敗すると、コントロール
は Catches 句に移ります。これらの句のセマンティクスは、AWS Step Functions の Retry および
Catch と同じです。OnSuccess 句には、カメラが有効な画像をキャプチャしたことを確認するための
追加の検証も含まれています。

ワークフローは、式を広範囲に使用してカメラが機能しているかどうかおよび返される画像の状態に応じ
て、ワークフローの進行方法を決定します。たとえば、ウェブサービスアクティビティは、有効な画像が
キャプチャされない限り実行されません。式の使い方の詳細については、「式」を参照してください。

System
System 構造は、IoT システム内で相互作用するデバイス、サービス、およびワークフローのコレクション
について説明します。

たとえば、セキュリティシステムは、入室センサー、カメラ、電球、およびドア監視ワークフローで構成
できます。System を他のシステムで構成して、任意の複雑なシステムを作成することができます。

次の擬似コードは、システムを作成したときに概念的なレベルで何が起こるかを示しています。

CREATE SYSTEM systemUrn [Description text]  ‘{‘ [deviceRole deviceUrn [Description text]
[,]]*  
                                                   [serviceRole serviceUrn [Description 
 text] [,]]*  
                                                   [workflowRole flowUrn [Description text] 
 [,]]* ‘}’                   
             

主要なコンセプト

systemUrn

システムの一意の URN。
deviceRole deviceUrn

deviceUrn によって識別されたデバイスのロールまたは名前。
serviceRole serviceUrn

serviceUrn によって識別されたサービスのロールまたは名前。
workflowRole flowUrn

workflowUrn によって識別されたワークフローのロールまたは名前。

GraphQL 例

以下の GraphQL はドアエントリセキュリティシステムを作成しています。

type DoorEntrySecuritySystem @SystemType(id:"urn:tdm:aws:system:DoorEntrySecurity",  
                                         description:"Door Entry Security")  
{ 
 # Devices and Services: Begin 
 entrySensor: MotionSensorDevice @thing(id: "urn:tdm:aws:device:motionSensor"), 
 entryCamera: CameraDevice @thing(id: "urn:tdm:aws:device:camera"), 
 cameraLight: LightBulbDevice @thing(id: "urn:tdm:aws:device:lightBulb"), 
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 faceDetection: FaceDetectionService @thing(id: "urn:tdm:aws:service:faceDetection"), 
 # Devices and Services: End 
  
 # PowerOnOff is a Switch that controls power to entrySensor – motionSensor device 
 powerOnOff: SwitchOnOffDevice @thing(id: "urn:tdm:aws:device:switchOnOff"), 
  
 # Internal flow that automatically kicks in when entrySensor is powered on 
 doorSecurityFlow: MonitorDoorEntryFlow @workflow(id: 
 "urn:tdm:aws:workflow:monitorDoorEntry"), 
  
 # Export PowerOnOffFLow as DoorEntrySecurity public API 
 powerOnOffFlow: PowerOnOffFlow @workflow(id: "urn:tdm:aws:workflow:monitorDoorEntry, 
 params[$powerOnOff, $entrySensor"]), 

 # Expr property (implicitly isReadonly=true)  
 IsPowerOn : Boolean! @expr(“powerOnOff.state.power && entrySensor.state.connected”)
} 
             

次の例では、プロフェッショナルなカメラルームを表すシステムを作成します。カメラのセットと電球、
およびカメラで撮影した画像を 3D 表示に結合するサービスが含まれています。

type CamaraRoom @systemType(id:"urn:tdm:aws:system:camera/3DCameraRoom", 
 description:"3DCameraRoom ") { 

 camera1: CameraDevice @Thing(id: "urn:tdm:aws:device:camera/advancedCamera"), 
 cameraLight1: LightBulbDevice @thing(id:"urn:tdm:aws:device:lightbulb/cameraBulb"), 

 camera2: CameraDevice @Thing(id: "urn:tdm:aws:device:camera/advancedCamera"), 
 cameraLight2: LightBulbDevice @thing(id: "urn:tdm:aws:device:lightbulb/cameraBulb"), 

 camera3: CameraDevice @Thing(id: "urn:tdm:aws:device:camera/advancedCamera"), 
 cameraLight3: LightBulbDevice @thing(id: "urn:tdm:aws:device:lightbulb/cameraBulb"), 

 camera4: CameraDevice @Thing(id: "urn:tdm:aws:device:camera/advancedCamera"), 
 cameraLight4: LightBulbDevice @thing(id: "urn:tdm:aws:device:lightbulb/cameraBulb"), 

 combineImages:CombineImagesFor3DVisualizationService  
                                  
 @service(id:"urn:tdm:aws:service:combineImagesFor3DVisualization")
}                
             

Trigger
Trigger 構造は、ワークフローを開始する条件を定義します。

ワークフローは、ワークフローで使用するデバイス ID や制御フローを決定するのに役立つその他の変数な
どを含むパラメータを取ることができます。ワークフローのパラメータは システムデプロイ設定 (SDC) で
指定されています。SDC トリガーには、条件といくつかのアクションという 2 つのコンポーネントがあり
ます。条件は新しいフローをトリガーするかどうかを指定し、アクションは条件が true の場合に何をする
べきかを正確に指定します。

ワークフローのパラメータとトリガーはデプロイ設定で定義されているため、式もそのコンテキストで役
立ちます。トリガーには、条件と 1 つ以上の一連のアクションという 2 つのコンポーネントがあります。
条件は新しいワークフローをトリガーするかどうかを指定し、アクションは条件が true の場合にワークフ
ローが何をするかを指定します。次の例は、デプロイメント設定のコンテキストで式を使用するいくつか
の方法を示しています。この例はデプロイ設定にもあります。
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query AlexandriaSecuritySystem @deployment(id: 
 "urn:tdm:aws:deployment:AlexandriaSecuritySystem", systemId: 
 "urn:tdm:aws:system:SecuritySystem") { 
    entrySensor(deviceId: "ABC123") 
    entryCamera(deviceId: "XYZ987") 
    
    triggers { 
      MotionDetectedTrigger(description: "an example trigger") { 
        condition(expr: "devices[name == 'entrySensor'].events[name == 
 'motionDetected'].lastEvent.value")          # Path expressions used inside a predicate 
 expression 
        action(expr: "ThingsGraph.startFlow('motionDetectionFlow', 
 devices.entrySensor.motionEvent)")               # Initiate workflow 
      
      MotionEndedTrigger(description: "an example trigger") { 
        condition(expr: "devices[name == 'entrySensor'].events[name == 
 'motionDetected'].lastEvent.value == false") # Path expressions used inside a predicate 
 expression. 
        action(expr: "ThingsGraph.startFlow('motionDetectionFlow', 
 devices.entrySensor.motionEvent)")               # Initiate workflow 
        action(expr: "ThingsGraph.startFlow('logEventFlow')")                               
                         # Initiate workflow 
      } 
    } 
  }
}                
             

最初の条件では、2 つのパス式を使用して、デバイスがモーションを検出したかどうかを
判断する述語式を使用し、ワークフローで使用されているデバイスとそのデバイスのイベ
ントの 1 つを識別します。devices[name == 'entrySensor'].events[name == 
'motionDetected'].lastEvent.value デバイスから送信された lastEvent が true、空でない文字
列、または 0 以外の数値の場合、entrySensor 式が true に評価されます。これは、モーションを検知す
るイベントが発生したことを意味します。

2 番目の条件は、述語式の中で同じパス式の組み合わせを使用して、特定のモーションが終
了したかどうかを判断します。devices[name == 'entrySensor'].events[name == 
'motionDetected'].lastEvent.value == false デバイスから送信された lastEvent 値が 
false、空の文字列、または 0 の場合、entrySensor が true に評価されます。これは、センサーがモー
ションを検出していないことを意味します。

この定義で指定されたアクションは ThingsGraph.startFlow 関数を使用します。これは指定された
ワークフローを開始し、必要に応じて devices.entrySensor.motionEvent をワークフローに送信し
ます。

TDM はトリガー内の条件式として時間間隔もサポートします。たとえば、5 分ごとにアクションを実行し
たい場合は、次の例のように、条件にその間隔を指定できます。

                    condition(expr: "every 5 minutes") 
                 

時間間隔の期間は、次の値を使用して条件式で表現できます。

• Seconds
• 分
• 時間
• Days
• 週
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• か月
• Years

この定義で指定されたアクションは ThingsGraph.startFlow 関数を使用します。これは指定された
ワークフローを開始し、必要に応じて devices.entrySensor.motionEvent をワークフローに送信し
ます。

TDM で使用できる式の種類の詳細については、「式」を参照してください。

Deployments
System 構造は、デバイスとサービスで構成される抽象構造を作成します。

System の特定のインスタンスに実装されているデバイスには、物理的な存在感があります。TDM 
は、Systems を物理的な構造に関連付け、それらの構造内でデバイスの配置を調整する構造を提供しま
す。

TDM には、以下の概念のモデリングが含まれています。

• 特定の物理構造に対するシステムデプロイ

このセクションのトピックでは、TDM がシステムを物理的な場所に配置するために提供する構造について
説明します。

Deployment
Deployment 構造は、物理的な場所と特定のデバイス、およびそれらが使用されるワークフローを開始す
るトリガーとを関連付けます。

次の例では、ドアエントリセキュリティシステム用の Deployment を作成します。

Note

この例では式を広範囲に使用しています。式を構築して使用する方法の詳細については、「式」
を参照してください。

query AlexandriaSecuritySystem @deployment(id: 
 "urn:tdm:aws:deployment:AlexandriaSecuritySystem", systemId: 
 "urn:tdm:aws:system:SecuritySystem") { 
    entrySensor(deviceId: "ABC123") 
    entryCamera(deviceId: "XYZ987") 
    
    triggers { 
      MotionDetectedTrigger(description: "an example trigger") { 
        condition(expr: "devices[name == 'entrySensor'].events[name == 
 'motionDetected'].lastEvent.value")          # Path expressions used inside a predicate 
 expression 
        action(expr: "ThingsGraph.startFlow('motionDetectionFlow', 
 devices.entrySensor.motionEvent)")               # Initiate workflow 
      
      MotionEndedTrigger(description: "an example trigger") { 
        condition(expr: "devices[name == 'entrySensor'].events[name == 
 'motionDetected'].lastEvent.value == false") #Path expressoins used inside a predicate 
 expression. 
        action(expr: "ThingsGraph.startFlow('motionDetectionFlow', 
 devices.entrySensor.motionEvent)")               # Initiate workflow 
        action(expr: "ThingsGraph.startFlow('logEventFlow')")                               
                         # Initiate workflow 
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      } 
    } 
  }
}                
             

最初の条件では、2 つのパス式を使用して、デバイスがモーションを検出したかどうかを
判断する述語式を使用し、ワークフローで使用されているデバイスとそのデバイスのイベ
ントの 1 つを識別します。devices[name == 'entrySensor'].events[name == 
'motionDetected'].lastEvent.value デバイスから送信された lastEvent が true、空でない文字
列、または 0 以外の数値の場合、entrySensor 式が true に評価されます。これは、モーションを検知す
るイベントが発生したことを意味します。

2 番目の条件は、述語式の中で同じパス式の組み合わせを使用して、特定のモーションが終
了したかどうかを判断します。devices[name == 'entrySensor'].events[name == 
'motionDetected'].lastEvent.value == false デバイスから送信された lastEvent 値が 
false、空の文字列、または 0 の場合、entrySensor が true に評価されます。これは、センサーがモー
ションを検出していないことを意味します。

TDM は条件式として時間間隔もサポートします。たとえば、5 分ごとにアクションを実行したい場合は、
次の例のように、条件にその間隔を指定できます。

                    condition(expr: "every 5 minutes") 
                 

時間間隔の期間は、次の値を使用して条件式で表現できます。

• Seconds
• 分
• 時間
• Days
• 週
• か月
• Years

この定義で指定されたアクションは、ThingsGraph.startFlow 関数を使用します。この関数は指定さ
れたワークフローを開始し、必要に応じて devices.entrySensor.motionEvent をワークフローに送
信します。
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AWS IoT Things Graph リソースのタ
グ付け

システムインスタンスの管理と整理を容易にするために、オプションでタグの形式でこれらの各リソース
に独自のメタデータを割り当てることができます。

このトピックでは、タグとその作成方法について説明します。

タグの基本
タグを使用すると、AWS IoT Things Graph リソースを用途、所有者、環境などさまざまな形で分類でき
ます。これは、同じタイプのリソースが多数ある場合に役立ちます。割り当てたタグに基づいて特定のリ
ソースをすばやく識別できます。

タグはそれぞれ、1 つのキーとオプションの値で構成され、どちらもユーザーが定義します。たとえば、
システムインスタンスを場所ごとに追跡しやすくするために、タグのセットを定義することができます。
リソースの種類ごとのニーズを合わせて一連のタグキーを作成することをお勧めします。一貫性のあるタ
グキーセットを使用することで、リソースの管理が容易になります。

AWS Management Console の Tag Editor では、統一された方法で一元的にタグを作成および管理できま
す。詳細については、AWS マネジメントコンソールの使用のタグエディタの使用を参照してください。

また、AWS CLI および AWS IoT Things Graph API を使用してタグを操作することもできます。次のコマ
ンドの「Tags」フィールドを使用して、タグを作成するときにタグをシステムインスタンスに関連付ける
ことができます。

• CreateSystemInstance

以下のコマンドを使用して、タグ付けがサポートされている既存のリソースに対してタグを追加、変更、
または削除できます。

• TagResource
• ListTagsForResource
• UntagResource

次のことを理解する必要があります。

• タグのキーと値は編集でき、タグはリソースからいつでも削除できます。
• タグの値を空の文字列に設定することはできますが、タグの値を null に設定することはできません。
• 特定のリソースについて既存のタグと同じキーを持つタグを追加した場合、古い値は新しい値によって

上書きされます。
• リソースを削除すると、リソースに関連付けられているすべてのタグも削除されます。

詳細については、「AWS タグ付け戦略」を参照してください。

タグの制約と制限
タグには以下のような基本制限があります。
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• リソースあたりのタグの最大数 – 50。
• キーの最大長 – 127 Unicode 文字 (UTF-8)
• 値の最大長 - UTF-8 の 255 Unicode 文字

.
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• タグの名前または値に「aws:」プレフィックスを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を持つタグは、リソースあたりのタグ数の制限にはカウントされません。

• 複数のサービス間およびリソース間でタグ付けスキーマを使用する場合、他のサービスでも許可される
文字に制限が適用されることがあるため注意ください。通常使用できる文字は、UTF-8 で表現できる文
字 (大文字と小文字)、スペース、数字と、次の特殊文字 (+ - = . _ : / @) です。

IAM ポリシーでのタグの使用
AWS IoT API アクションに対して使用する IAM ポリシーで、タグベースのリソースレベルアクセス許可を
適用できます。これにより、ユーザーがどのリソースを作成、変更、または使用できるかを制御しやすく
なります。

IAM ポリシーの以下の条件コンテキストのキーと値とともに Condition 要素 (Condition ブロックとも
呼ばれる) を使用して、リソースのタグに基づいてユーザーアクセス (アクセス許可) を制御できます。

• aws:ResourceTag/tag-key: tag-value – 特定のタグを持つリソースに対してユーザーアクション
を許可または拒否します。

• aws:RequestTag/tag-key: tag-value – タグが許可されているリソースを作成または変更する 
API リクエストを作成する場合に、特定のタグが使用されている (または使用されていない) ことを要求
します。

• aws:TagKeys: [tag-key, ...] – タグが許可されているリソースを作成または変更する API リクエ
ストを作成する場合に、特定の一連のタグが使用されている (または使用されていない) ことを要求しま
す。

Note

IAM ポリシーの条件コンテキストのキーと値は、タグ付け可能なリソースの ID が必須パラメー
タである AWS IoT アクションにのみ適用されます。たとえば、CreateFlowTemplate を使用して
も、このリクエストではタグ付け可能なリソース (モノのグループ、モノのタイプ、トピックルー
ル、ジョブ、またはセキュリティプロファイル) が参照されていないため、条件コンテキストの
キーと値に基づいて許可または拒否されることはありません。

AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの「タグを使用したアクセス制御」には、タグの使
用に関する追加情報が記載されています。そのガイドの「IAM JSON ポリシーリファレンス」セクション
には、IAM での JSON ポリシーの要素、変数、および評価ロジックの詳細な構文、説明、および例が記載
されています。

Note

タグを使用してリソースへのユーザーのアクセスを許可または拒否する場合は、ユーザーが同じ
リソースに対してそれらのタグを追加または削除することを明示的に拒否することを検討する必
要があります。そうしないと、ユーザーはそのリソースのタグを変更することで、制限を回避し
てリソースにアクセスできてしまいます。
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AWS CloudFormation の AWS IoT 
Things Graph のサポート

AWS CloudFormation は、AWS リソースの作成、管理、レプリケートに役立つサービスです。AWS 
CloudFormation テンプレートを使用して、デプロイする AWS IoT Things Graph フロー (ワークフロー) を
定義できます。

テンプレートから生成するリソースとインフラストラクチャリソースは、スタックと呼ばれます。す
べてのリソースを 1 つのテンプレートに定義するか、他のスタックのリソースを参照できます。AWS 
CloudFormation テンプレートと機能については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの「AWS 
CloudFormation とは」を参照してください。

リソースの作成
AWS CloudFormation テンプレートは、AWS リソースのプロパティと関係を説明する JSON または 
YAML ドキュメントです。

次の AWS IoT Things Graph リソースがサポートされています。

• フロー (ワークフロー)

AWS CloudFormation テンプレートでは、AWS IoT Things Graph リソースの構造と構文
は AWS IoT Things Graph API に基づいています。例えば、definition パラメータと
compatibleNamespaceVersion パラメータに値を割り当ててフローを作成します。詳細について
は、AWS IoT Things Graph API リファレンスを参照してください。
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Glossary
アクション

イメージをキャプチャするカメラなど、その機能のインスタンスを実行するデバイスの抽象表現。

Camera の例: AWS IoT Things Graph コンソールの Camera デバイスモデルには capture アクショ
ンがあります。

機能

イメージをキャプチャする機能など、デバイスが実現できる機能の特定の部分の抽象表現。

モーションセンサーの例: AWS IoT Things Graph コンソールのモーションセンサーデバイスモデルに
は、その capture アクションを含む MotionSensorCapability があります。

デバイスモデル

一連のアクション、イベント、および状態としてのデバイスの抽象表現。モデルは、デバイスイン
ターフェイスをその基礎となる実装から分離します。モデルは、互いにスナップして任意の数の IoT 
アプリケーションに統合できる構成要素のようなものです。IoT アプリケーションは、公開している
デバイス機能を使用して、モデル (およびその基盤となるデバイス) とやり取りできます。AWS IoT 
Things Graph には、組み込みモデルが含まれています。ユーザーは、AWS IoT Things Graph モデル
エディターを使用して独自のモデルを作成することもできます。デバイスはデバイスモデルから継承
し、その機能を実装します。

モーションセンサーの例: モーションセンサーデバイスモデルは AWS IoT Things Graph コンソールに
あります。Aukru HCSR501 モーションセンサーデバイス (AWS IoT Things Graph コンソールでも利
用可能) は、一般的なモーションセンサーデバイスモデルを実装しています。

デバイス

デバイスモデルの実装 (通常はメーカーから)。デバイスモデルから継承し、デバイスモデルに関連付
けられた機能を実装します。あるメーカーによって製造された特定のカメラは、一般的なカメラデバ
イスモデルから継承します。

デバイスを使用して、レジストリでモノを関連付けます。

モーションセンサーの例: Aukru HCSR501 モーションセンサーは、デバイスの一例です。これは 
AWS IoT Things Graphコンソールにあります。このデバイスは、AWS IoT Things Graph コンソール
でも利用可能なモーションセンサーデバイスモデルを継承しています。

イベント

カメラのクリックなど、何らかの状態の変化またはそれに対して行われたアクションの抽象表現。

モーションセンサーの例: AWS IoT Things Graph コンソールのモーションセンサーデバイスモデルに
は、センサーがモーションを検出するたびに発生する StateChanged イベントがあります。

Flow (またはワークフロー)

デバイスとサービス間の論理的な相互作用と実行順序の定義。フローは、デバイスモデルとサービ
スで構成されます。フローは、トリガーイベントが発生した後に、デバイスとサービスが対話するか
を定義します。フローはこれらの相互作用を一連のステップとしてリストします。各ステップは、
デバイスまたはウェブサービス上のアクション、およびアクションに関連する入力と出力が含まれま
す。

詳細については、「フローの仕組み」を参照してください。
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フロー設定

特定の場所またはデプロイに対するワークフロー (フロー) の実装。フロー設定は、フロー、関連付け
られたトリガー、およびフロー内で互いに対話するすべての対応する物理的なモノで構成されます。

詳細については、「フロー設定の仕組み」を参照してください。
マッピング

AWS IoT Things Graph が 1 つのデバイスの出力メッセージを、フロー内の次のデバイスが必要とす
る形式に変換することを可能にする情報モデル。マッピングはデバイス間の違いを橋渡しし、それら
が一緒に機能することを可能にします。マッピングを使用すると、さまざまなメーカーのさまざまな
デバイスを使用する IoT アプリケーションを構築できます。

AWS IoT Things Graph には、Float32ToFloat64 や JSONToString などの基本的なタイプのマッ
ピングが含まれています。

名前空間

Things Graph Data Modeling (TDM) 言語を使用して作成され、特定のアカウントに関連付けられてい
るエンティティ (たとえば、モデル) のコンテナ。名前空間は、各エンティティの URN の一部です。
初めて TDM エンティティをアップロードすると、AWS IoT Things Graph は名前空間を作成します。
名前空間は、AWS リージョン、アカウント ID、および default で構成されます。このパターンは
REGION/ACCOUNT ID/default です。たとえば、us-west-2 リージョンで作成された TDM インスタ
ンスは次のようになります。us-west-2/012345678910/default。

各ユーザーには、パブリック名前空間と同期できる一意のプライベート名前空間があります。

「AWS IoT Things Graph名前空間」も参照してください。
ノード

AWS IoT Things Graph ワークフローデザイナーでのワークフローステップのビジュアル表現。
プロパティ

色や精度などデバイスの状態を示す、状態の基本的な構成要素。

AWS IoT Things Graph には、Int32 などの組み込みのシンプルなプロパティがいくつか用意されて
います。

サービスモデル

ワークフローから呼び出すことができるウェブサービスまたは AWS Lambda 関数。ワークフローに
おけるその役割は、デバイス (p. 258)またはデバイスモデル (p. 258)の役割に似ています。

AWS IoT Things Graph コンソールの Rekognition サービスモデルは Amazon Rekognition
DetectFacesAPI を公開します。

状態

デバイスまたはウェブサービスを記述するプロパティのセット。

AWS IoT Things Graphコンソールのモーションセンサーデバイスモデルには、MotionSensorState
があります。これは、センサーがモーションを検出したかどうかを示すブール型プロパティを含みま
す。

TDM URN

デバイス、プロパティ、およびエンティティを階層的に入力する方法を提供する URN。タイプについ
ての組織的な情報 (物理的な位置のような) および意味のある情報 (色またはイメージの URI のような) 
を含みます。

次の TDM URN は、Aukru HCSR501 モーションセンサーデバイスの ID です。

urn:tdm:aws/examples:device:HCSR501MotionSensor

259

iot-tg-models-tdm-iot-sdc-deployconfig.html
iot-tg-models-tdm-iot-workflow.html
iot-tg-models-tdm-iot-trigger.html
iot-tg-whatis-deployments.html
iot-tg-models-tdm-iot-mapping.html
iot-tg-whatis-namespace.html
iot-tg-models-gs.html
iot-tg-whatis-namespace.html
iot-tg-models-tdm-propertytype.html
iot-tg-models-tdm-iot-service.html
iot-tg-examples-rekognition.html
iot-tg-models-tdm-iot-state.html
iot-tg-examples-motionsensor.html


AWS IoT Things Graph ユーザーガイド

詳細については、「TDM URN Scheme」を参照してください。
ワークフロー

「フロー (またはワークフロー) (p. 258)」を参照
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AWS IoT Things Graph ユーザーガイド

AWS IoT Things Graphは製造中止されています。引き続き使用できますAWS IoT Things Graph コンソー
ルあなたがその許可リストに載っている場合のみ。

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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