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はじめに 
「Amazon Virtual Andon」ソリューションにより、製造ワークステーション、デバイス、イベントを

モニタリングするプロセスをシンプルにします。このソリューションはスケーラブルなデジタルアンド

ンシステムを提供し、プロセスの最適化や予知保全への移行をサポートして、今後機器問題が発生する

のを防ぎます。また、製造ワークステーションでイベントをモニタリングし、イベントをログに記録し、

イベントを適切なエンジニアにルーティングして解決できるようにするワークフローを提供します。 

「Amazon Virtual Andon」ソリューションは、管理者が工場の設定、サイト名、プロセスタイプ、各

プロセスのイベントタイプ、およびワークステーションのリストを定義するのに役立つウェブインター

フェイスをデプロイします。  

このソリューションには、次の機能があります。 

• スケーラブルなアンドンシステム: クリティカルな領域や作業セル、または施設全体への柔軟な統

合。 

• 柔軟な管理ツール: 未解決の問題を管理するオブザーバービューと問題解決に関するレポートの作

成機能。 

• カスタマイズ可能なウェブインターフェイス: すぐに問題に対処するために、イベント、根本原因、

担当者を設定。 

• 多言語対応: ウェブインターフェイスでは、工場の設定、通信、データ分析のために、7 つの言語

（ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、日本語、韓国語、簡体字中国語）をサポートしてい

ます。 

この実装ガイドでは、アマゾン ウェブ サービス (AWS) クラウドに「Amazon Virtual Andon」ソリュ

ーションをデプロイするためのアーキテクチャ上の考慮事項と設定手順について説明します。これには、

セキュリティと可用性に関する AWS のベストプラクティスを使用してこのソリューションをデプロイ

するために必要な AWS のサービスを起動および設定する AWS CloudFormation テンプレートへのリ

ンクが含まれています。 

http://aws.amazon.com/cloudformation/
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このガイドは、AWS クラウドにおけるアーキテクチャの設計および AWS IoT Core で実務経験がある 

IT および運用業務に携わるインフラストラクチャアーキテクト、管理者、DevOps プロフェッショナ

ルを対象としています。 

コスト 
このソリューションの実行中に使用した AWS サービスのコストは、お客様の負担となります。このソ

リューションを実行するための合計コストは、送信および処理されるデータの量によって異なります。

2021 年 10 月の時点で、米国東部 (バージニア北部) リージョンでデフォルト設定を使用してこのソリ

ューションを実行するための推定コストは、1 か月あたり約 12.92 USDです。コストの見積もりは、

次の要因を想定しています。 

表 1: コスト 

AWS のサービス ディメンション コスト (1 か月あたり) 

AWS Lambda  HandleIssues 関数の 100 万回の呼び出し 2.70 USD 

Amazon DynamoDB 1 GB のデータストレージ 

1M の書き込みキャパシティーユニットと 1M 

の読み込みキャパシティーユニット (オンデマ

ンドのキャパシティーモードを使用した場合) 

1.75 USD 

AWS AppSync 100 万件のクエリ / データの変更操作 

100 万件のリアルタイム更新 

100 万分の接続性 

6.17 USD 

AWS IoT Core 100 万件のメッセージ送信 

100万個のアクティブなルール 

1.30 USD 

Amazon CloudWatch Logs 2 GB のログデータの取り込み 1.00 USD 

月額費用の合計: 12.92 USD 
 

https://aws.amazon.com/iot-core/
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注意: Activate Glue Workflow パラメーターが Yes に設定されている場合は、毎週のデータ抽出ジョ

ブに約 5.00 USD の AWS Glue の追加コストがかかります。この見積もりは、米国東部 (バージニア北

部) リージョンで、AWS Glue クローラーでは約 2.5 データ処理ユニット (DPU) 時間、AWS Glue ジョ

ブでは約 7.5 時間を基にしています。 

料金は変更される可能性があります。このコストの見積もりには、Amazon CloudFront およびデータ

転送から発生する変動料金が反映されていません。詳細については、このソリューションで使用する 

AWS の各サービスの料金表ウェブページを参照してください。 

アーキテクチャの概要 
このソリューションをデフォルトのパラメータを使用してデプロイすると、AWS クラウド内に次の環

境が構築されます。 

 

図 1: 「Amazon Virtual Andon」ソリューションのアーキテクチャ 
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AWS CloudFormation テンプレートは、次のインフラストラクチャをデプロイします。 

 AWS CloudFormation テンプレートは、ウェブホスティング用に設定された Amazon Simple 

Storage Service (Amazon S3) バケットにデプロイする Amazon CloudFront ウェブインターフ

ェースを提供します。 

 Amazon Cognito ユーザープールを使用すると、このソリューションの管理者は、ウェブインター

フェースを使ってユーザーとグループを登録できます。 

 AWS AppSync GraphQL API と AWS Amplify は、ウェブインターフェイスを強化します。

Amazon DynamoDB テーブルには、工場でのデータが格納されます。 

 AWS IoT Core ルールエンジンは、ユーザーが製造ワークステーションまたはデバイスのイベント

をモニタリングし、イベントを適切なエンジニアにルーティングしてリアルタイムで解決できるよ

うにします。 

 承認ユーザーは、このソリューションと対話して、通知を受け取ることができます。AWS Lambda 

関数と Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) が E メールと SMS 通知を送信しま

す。 

 ウェブインターフェイスで作成、確認、解決された問題は、AWS AppSync と  Amazon 

DynamoDB を使って記録、更新されます。 

 AWS AppSync GraphQL API は、HTTP POST リクエストで直接コールすることができます。 

ソリューションコンポーネント 

ウェブインターフェイス 

「Amazon Virtual Andon」ソリューションには、工場設定、通知、データ分析の管理を簡素化するウ

ェブインターフェイスが搭載されています。このインターフェイスでは、ユーザー認証に Amazon 

Cognito、クラウドサービスとやり取りするための AWS Amplify、ウェブアセットをホストするための 

Amazon S3 バケットを活用しています。 

https://aws.amazon.com/cloudfront/
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/cognito/
https://aws.amazon.com/appsync/
https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/graphql-overview.html
https://aws.amazon.com/amplify/
https://aws.amazon.com/dynamodb/
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-rules.html
https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/sns/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/WebsiteHosting.html
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図 2「Amazon Virtual Andon」ソリューションのウェブインターフェイス 

図 2 に示すようにウェブインターフェイスでは、サイト、クライアント、オブザーバー、Issues 

Reporting、ユーザー、アクセス許可、根本原因のメニューオプションがあります。これらのオプショ

ンは、ユーザーに次の機能を提供します。 

• 管理ツール: このツールは、サイト、ユーザー、アクセス許可、根本原因のメニューで提供されま

す。管理者は、これらのツールを使用してユーザー (工場の現場作業者、エンジニア、マネージャ

ーなど) を管理し、1 つ以上の専門的なグループに割り当てて (「Amazon Cognito ユーザーグル

ープ」を参照) 、工場施設の詳細を入力します。管理者はサイトメニューを使用して、サイト、エ

リア、プロセス、ステーション、デバイス、イベント詳細の基準を使用して工場を定義します。 

• 分析ツール: 管理者とマネージャーのグループに割り当てられたユーザーは、Issues Reporting 

タブにアクセスできます。ユーザーは、発生した問題に関する履歴情報を表示できます。 

• クライアントツール: このツールは、クライアントメニューで提供されます。ユーザーはこのツー

ルを使用して、工場の現場でイベントや問題を識別します。連絡先 (エンジニアなど) がイベントに

割り当てられている場合は、Amazon SNS 通知が送信されます。 

• オブザーバー機能: この機能は、オブザーバーメニューで提供されます。Admin Group、Manager 

Group、Engineer Group に割り当てられたユーザーは、工場のサイト全体のイベントのリアルタ

イムビューにアクセスして問題に対応できます。レスポンスは、ウェブインターフェイスに記録さ

れ、同期されます。 

ウェブインターフェイスにアクセスするには、このソリューションの管理者はユーザーを追加し、1 つ

以上のグループに割り当てる必要があります。グループは、ウェブインターフェイスで使用できるツー

ルや機能に対する適切なアクセス権限をユーザーに提供します。ウェブインターフェイスの設定の詳細

については、自動デプロイを参照してください。Web インターフェイスの詳細については、「ソリュ

ーションのウェブインターフェイス」を参照してください。 
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このウェブインターフェイスでは、ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、日本語、韓国語、簡体

字中国語の言語をサポートしています。 

データ分析 

このソリューションで記録および保存されたイベントや問題を Amazon DynamoDB から Amazon S3 

バケットにエクスポートして、Amazon Athena、Amazon QuickSight、または独自の BI ツールで詳

細な分析と視覚化を行うことができます。これを行うには、AWS CloudFormation テンプレートをデ

プロイするときに Activate Glue Workflow パラメーターを Yes に設定します。詳細については、

「AWS Glue のデータエクスポート」を参照してください。 

データ抽出を実行する AWS Glue ワークフローは、デフォルトで、毎週月曜日の午前 1 時 (UTC) に実

行されます。 

AWS AppSync 

このソリューションでは、AWS AppSync スキーマによって生成された AWS AppSync クエリ、ミュ

ーテーション、サブスクリプションを使用します。これらのクエリ、ミューテーション、サブスクリプ

ションは、管理ツールやリアルタイムの問題更新で工場を設定するのに役立ちます。 

外部統合 

Amazon Lookout for Equipment 

このソリューションは Amazon Lookout for Equipment と統合し、Amazon Lookout for Equipment 

がモニタリングしているマシンのテレメトリデータに異常が検出されると、自動的に問題を作成させま

す。Amazon Lookout for Equipment が異常データを含む Amazon S3 バケットにファイルを配信し

ている場合は、Anomaly Detection Output Bucket パラメータにそのバケットの名前を指定できま

す。異常ファイルがそのバケットに配置されると、AWS Lambda 関数が呼び出され、異常が検出され

たかどうかが判断されます。その時に、この関数は一致する自動化された「Amazon Virtual Andon」

ソリューションのイベントとデバイスの両方を検索します。検出された場合に、問題を作成します。 

https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/create-a-data-set-athena.html
https://aws.amazon.com/lookout-for-equipment/
https://docs.aws.amazon.com/lookout-for-equipment/latest/ug/view-inference.html
https://docs.aws.amazon.com/lookout-for-equipment/latest/ug/view-inference.html


アマゾンウェブサービス - Amazon Virtual Andon 

11 / 66 ページ 

Amazon Lookout for Equipment と統合すると、このソリューションのウェブインターフェイスで自

動化されたイベントを作成できます。詳細については、「Amazon Lookout for Equipment の設定」

を参照してください。 

IoT デバイス 

このソリューションでは AWS IoT Core を使用して、ユーザーが AWS IoT Core の ava/devices ト

ピックにデータを送信するように IoT デバイスを設定できます。これを行うには、IoT デバイスの名前

をこのソリューションで作成して、必要なイベントタグと対応する値を含める必要があります。IoT デ

バイスを設定するためのガイダンスは、「IoT デバイスの設定」を参照してください。 

その他のシステム 

「Amazon Virtual Andon」ソリューションを使用すると、他のシステムから簡単にデータを統合でき

ます。このソリューションで他のデバイスから発生する問題を作成するには、AWS IoT Core の 

ava/issues トピックに次の形式でメッセージを投稿します。 

{ 
    "id": <ID!>, 
    "eventId": String, 
    "eventDescription": String, 
    "type": String, 
    "priority": String, 
    "siteName": String, 
    "processName": String, 
    "areaName":" String, 
    "stationName": String, 
    "deviceName": String, 
    "created": AWSDateTime, 
    "acknowledged": AWSDateTime, 
    "closed": AWSDateTime, 
    "status": "open" 
} 

注意: このトピックにデータを送信する前に、管理 UI から siteName、processName、

areaName、stationName、deviceName、eventDescription を設定します。これによ

り、オブザーバー UI 全体で一貫性が確保され、エンジニアに正確な情報が提供されます。 
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産業機器への接続に関するサポートが必要な場合は、「Machine to Cloud 接続フレームワーク」ソリ

ューションを参照してください。AWS IoT ルールを作成して、機器のデータを指定されたフォーマッ

トに変換できる AWS Lambda 関数を起動し、そのメッセージを AWS IoT Core の ava/issues トピ

ックに発行きます。 

この形式は、AWS AppSync クライアントを使用して createIssue AppSync ミューテーションを直

接呼び出すためにも使用できます。NodeJS AppSync クライアントの構築に関する詳細については、 

AWS AppSync 開発者ガイドの「クライアントアプリの作成」を参照するか、AWS Lambda の 

HandleIssues 関数のソースコードを参照してください。AppSync API を AppSync クライアントで

使用するには、AWS Identity and Access Management (IAM) ロールに、必要な AppSync のクエリ

とミューテーションを実行するためのアクセス権限が必要です。 

API 

このソリューションでは、API レイヤーとして AWS AppSync を使用します。この GraphQL API を直

接呼び出して、問題を作成したり、データをクエリしたりできます。このソリューションには AWS 

AppSync の GraphQLEndpoint が用意されています。これにより、HTTP POST リクエストを送信し

て GraphQL API とやり取りすることができます。このエンドポイントは AWS AppSync によって作成

されます。スタックが作成された後で出力タブに移動し、GraphQLEndpoint の値を確認することで、

このエンドポイントを識別できます。 

この API を使用する場合は、署名バージョン 4 で AWS のリクエストに署名する必要があります。詳

細については、AWS 全般のリファレンスガイドの「署名バージョン 4 を使用した AWS リクエストへ

の署名」を参照してください。このプロセスにより、X-Amz-Content-Sha256、X-Amz-Date、

Authorization のヘッダーに必要な値が生成されます。 

このソリューションの API で使用可能な問題管理の API ミューテーション (createIssue と 

updateIssue) が 2 つ提供されています。このソリューションの API に関するクエリとミューテーシ

ョンの包括的なリストは、AWS AppSync コンソールから入手できます。API ページで ava-api を選

択すると、このソリューションの API のリストがスキーマページに表示されます。AWS AppSync 

GraphQL の詳細については、AWS AppSync 開発者ガイドの「GraphQL の概要」を参照してくださ

い。 

https://aws.amazon.com/solutions/machine-to-cloud-connectivity-framework/
https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/building-a-client-app-node.html#create-a-client-application
https://github.com/awslabs/amazon-virtual-andon/blob/main/source/ava-issue-handler/index.js
https://aws.amazon.com/appsync/
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/sigv4_signing.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/sigv4_signing.html
https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/graphql-overview.html
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図 3: AWS AppSync にリストされているソリューションの API 

注意: API リクエストを IAM ユーザーとして送信する場合は、このユーザーはその API に対し

て AWS AppSync のアクションを実行するための IAM のアクセス権限を持っている必要があり

ます。さらに、AWS AppSync スキーマの特定のクエリとミューテーションには、そのアクシ

ョンの認可オプションとして @aws_iam が必要です。 

問題を管理する API 

createIssue 

指定されたイベントとサイト階層の詳細を使用して、新しい問題を作成します。 

リクエスト構文 

POST /graphql HTTP/1.1 
Host: <VALUE> 
X-Amz-Content-Sha256: <VALUE> 
X-Amz-Date: <VALUE> 

https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/security-authz.html#aws-iam-authorization
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Authorization: <VALUE> 
Content-Type: application/json 
Content-Length: <VALUE> 
 
mutation SampleCreateIssue { 
    createIssue( 
        input: { 
            id: “<string>”, 
            siteName: “<string>”, 
            areaName: “<string>”, 
            stationName: “<string>”, 
            deviceName: “<string>”, 
            processName: “<string>”, 
            eventId: “<string>”, 
            eventDescription: “<string>”, 
            eventType: “<string>”, 
            issueSource: “<string>”, 
            priority: “<string>”, 
            status: “<string>”, 
            created: “AWSDateTime”, 
            acknowledged: “AWSDateTime”, 
            closed: “AWSDateTime”, 
            acknowledgedTime: “<number>”, 
            resolutionTime: “<number>”, 
            createdBy: “<string>”, 
            additionalDetails: “<string>” 
        } 
    ) { 
        id 
    }, 
    variables: {} 
} 

リクエストボディ 

id 

作成する新しい問題の ID。ID が指定されない場合は、ランダムに生成された 128 ビットの 

UUID が使用されます。 

タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

siteName 

この問題が作成されるサイトの名前。 

https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/scalars.html
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タイプ: 文字列 

必須 : はい 

areaName 

この問題が作成されるエリアの名前。 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

stationName 

この問題が作成されるステーションの名前。 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

deviceName 

この問題が作成されるデバイスの名前。 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

processName 

この問題が作成されるプロセスの名前。 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 
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eventId 

問題のイベント ID。 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

eventDescription 

問題があるイベントの説明。 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

eventType 

問題があるイベントのタイプ。 

タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

issueSource 

問題の原因。値には、webClient、s3File、device が含まれます。 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

priority 

この問題のイベントの優先度。値には、low、medium、high、critical が含まれます。 

タイプ: 文字列 
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必須 : はい 

status 

問題のステータス。値には、open、acknowledged、closed、inprogress、rejected な

どがあります。 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

created 

この問題が作成されたときのタイムスタンプ (AWSDateTime 形式)。 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

acknowledged 

この問題が確認されたときのタイムスタンプ (AWSDateTime 形式) 。 

タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

closed 

この問題が解決されたときのタイムスタンプ (AWSDateTime 形式) 。 

タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

acknowledgedTime 

確認されるまでに問題がアクティブだった秒数。 

https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/scalars.html
https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/scalars.html
https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/scalars.html
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タイプ: 数値 

必須: いいえ 

resolutionTime 

解決されるまでに問題がアクティブだった秒数。 

タイプ: 数値 

必須: いいえ 

createdBy 

問題を作成した個人または主体の識別子 (E メールアドレスなど) 。 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

additionalDetails 

Amazon Lookout for Equipment の結果の処理から作成された問題の異常の詳細など、問題に

関する追加の詳細を提供する JSON 文字列。 

タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

レスポンス構文 

HTTP/1.1 200 
{ 
    data: { 
        createIssue: { 
            id: “<string>” 
        } 
    } 
} 
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レスポンス要素 

id 

新しい問題の ID。 

タイプ: 文字列 

updateIssue 

既存の問題を指定されたプロパティで更新します。 

リクエスト構文 

POST /graphql HTTP/1.1 
Host: <VALUE> 
X-Amz-Content-Sha256: <VALUE> 
X-Amz-Date: <VALUE> 
Authorization: <VALUE> 
Content-Type: application/json 
Content-Length: <VALUE> 
 
mutation SampleUpdateIssue { 
    updateIssue( 
        input: { 
            id: “<string>”, 
            siteName: “<string>”, 
            areaName: “<string>”, 
            stationName: “<string>”, 
            deviceName: “<string>”, 
            processName: “<string>”, 
            eventId: “<string>”, 
            eventDescription: “<string>”, 
            eventType: “<string>”, 
            issueSource: “<string>”, 
            priority: “<string>”, 
            status: “<string>”, 
            created: “AWSDateTime”, 
            createdAt: “AWSDateTime”, 
            acknowledged: “AWSDateTime”, 
            closed: “AWSDateTime”, 
            acknowledgedTime: “<number>”, 
            resolutionTime: “<number>”, 
            createdBy: “<string>”, 
            closedBy: “<string>”, 
            rejectedBy: “<string>”, 
            acknowledgedBy: “<string>”, 
            additionalDetails: “<string>”, 

https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/scalars.html
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            expectedVersion: “<number>”, 
            rootCause: “<string>”, 
            comment: “<string>” 
        } 
    ) { 
        id 
        status 
    }, 
    variables: {} 
} 

リクエストボディ 

id 

作成する新しい問題の ID。 

タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

siteName 

この問題が作成されたサイトの名前。 

タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

areaName 

この問題が作成されたエリアの名前。 

タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

stationName 

この問題が作成されたステーションの名前。 
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タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

deviceName 

この問題が作成されたデバイスの名前。 

タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

processName 

この問題が作成されたプロセスの名前。 

タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

eventId 

問題があるイベントの ID。 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

eventDescription 

問題があるイベントの説明。 

タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

eventType 
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問題があるイベントのタイプ。 

タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

issueSource 

問題のソース。値には、webClient、s3File、device が含まれます。 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

priority 

この問題のイベントの優先度。値には、low、medium、high、critical が含まれます。 

タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

status 

問題のステータス。値には、open、acknowledged、closed、inprogress、rejected な

どがあります。 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

created 

この問題が作成されたときのタイムスタンプ (AWSDateTime 形式) 。 

タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/scalars.html
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createdAt 

この問題が作成されたときの UTC タイムスタンプ (AWSDateTime 形式) 。 

タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

acknowledged 

この問題が確認されたときのタイムスタンプ (AWSDateTime 形式) 。 

タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

closed 

この問題が解決されたときのタイムスタンプ (AWSDateTime 形式) 。 

タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

acknowledgedTime 

確認されるまでに問題がアクティブだった秒数。 

タイプ: 数値 

必須: いいえ 

resolutionTime 

解決されるまでに問題がアクティブだった秒数。 

タイプ: 数値 

https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/scalars.html
https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/scalars.html
https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/scalars.html
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必須: いいえ 

createdBy 

問題を作成した個人または主体の識別子 (E メールアドレスなど) 。 

タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

closedBy 

問題を解決した個人または主体の識別子 (E メールアドレスなど) 。 

タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

rejectedBy 

問題を拒否した個人または主体の識別子 (E メールアドレスなど) 。 

タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

acknowledgedBy 

問題を確認した個人または主体の識別子 (E メールアドレス) 。 

タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

additionalDetails 

Amazon Lookout for Equipment の結果の処理から作成された問題の異常の詳細など、問題に

関する追加の詳細を提供する JSON 文字列。 
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タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

expectedVersion 

更新される問題のバージョン。このバージョンが最新バージョンと一致しない場合は、更新は

失敗します。 

タイプ: 数値 

必須 : はい 

rootCause 

問題を解決する場合のこの問題の根本原因の名前。 

タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

comment 

根本原因がある問題を解決する場合に、問題の原因に関する追加情報を提供します。 

タイプ: 文字列 

必須: いいえ 

レスポンス構文 

HTTP/1.1 200 
{ 
    data: { 
        updateIssue: { 
            id: “<string>”, 
            status: “<string>” 
        } 
    } 
} 
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レスポンス要素  

id 

更新された問題の ID。 

タイプ: 文字列 

status 

問題の新しいステータス。 

タイプ: 文字列 

Amazon Cognito ユーザーグループ 

このソリューションでは、Amazon Cognito を使用してユーザーを認証します。異なるユーザーインタ

ーフェイスコンポーネントへの承認は、ユーザーに割り当てられたグループによって制限されています。

図 4 に示すように、このソリューションの管理者はユーザーを次のいずれかのグループに割り当てます。 

• Admin Group: このグループのユーザーは、全てのメニューオプションにアクセスでき、管理ツー

ル、分析ツール、クライアントツール、およびオブザーバー機能にアクセスできます。 

• Manager Group: このグループのユーザーは、クライアント、オブザーバー、 Issues 

Reporting のメニューオプションにアクセスでき、分析ツールおよびクライアントツール、そして

オブザーバー機能にアクセスできます。 

• Engineer Group: このグループのユーザーは、クライアントとオブザーバーのメニューオプショ

ンにアクセスできます。 

• Associate Group: このグループのユーザーは、クライアントのメニューオプションにアクセスで

きます。 
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図 4: ウェブインターフェイス のユーザーの追加ページ 

管理者は、割り当てられたグループに関連する情報のみを表示できるように、特定のサイト、プロセス、

およびエリアへのユーザーのアクセスを制限できます。このソリューションの管理者は、Amazon 

Cognito ユーザーグループを通じて、AWS AppSync GraphQL クエリおよびミューテーションに対す

るこのアクセスを管理します。適切なリゾルバグループにないユーザーは、AWS AppSync スキーマを

クエリできません。例えば、次のスキーマは schema.graphql ファイルを示しています。このファイ

ルは、管理者グループに割り当てられたユーザーのみが、サイトの削除を許可するミューテーションに

アクセスできます (deleteSite) 。 

Type Mutation { 
deleteSite(id: ID!): Site @aws_auth(cognito_groups: [“AdminGroup”]) 

} 

deleteSite ミューテーションを呼び出すユーザーが AdminGroup にいない場合は、エラーが返され、

リクエストはブロックされます。次のコードは、deleteSite リクエストを実行する Velocity Template 

Language (VTL) のコードである mutation.delete.req.vtl からです。認可は上部で確認され、

ユーザーが AdminGroup にいない場合は、 unauthorized() ユーティリティ関数を使用してリクエ

ストをブロックします。 

## Check authorization 
#set ($isAllowed = false) 
#set ($userGroups = $ctx.identity.claims.get(“cognito:groups”)) 
#set ($allowedGroups = [“AdminGroup”]) 
#foreach ($userGroup in $userGroups) 
  #if ($allowedGroups.contains($userGroup)) 
    #set ($isAllowed = true) 
    #break 
  #end 
#end 
 

https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/graphql-overview.html
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## Throw authorized if the user is not authorized. 
#if ($isAllowed == false) 
  $util.unauthorized() 
#end 
 
{ 
  “version”: “2017-02-28”, 
  “operation”: “DeleteItem”, 
  “key”: { 
    “id”: $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id) 
  } 
} 

Amazon DynamoDB 

このソリューションでは、Amazon DynamoDB を使用して工場の設定データを保持し、ユーザーが生

成した問題を保存します。このソリューションでは、次の Amazon DynamoDB テーブルが作成されま

す。 

• Data Hierarchy: 工場のレイアウト (サイト、エリア、プロセスなど)、ユーザのアクセス許可、

根本原因に関する情報を格納します。 

• Issue: ユーザーによってアクティブにされた問題に関するメタデータを格納します。 

AWS IoT Core 

ウェブインターフェイスは AWS IoT Core と通信して、工場の現場で発生した問題に関するメッセー

ジを AWS IoT Core のトピックに発行します。具体的には、ウェブインターフェイスは AWS Amplify 

PubSub カテゴリ と AWSIoTProvider を使用します。このカテゴリは、署名バージョン 4 に従って

リクエストに署名します。AWS IoT Core ルールエンジンは、メッセージを処理する AWS Lambda 関

数を呼び出します。 

このソリューションは、デプロイ中に AWS IoT Core のポリシーを作成します。ユーザーがウェブイ

ンターフェイスにアクセスすると、そのユーザーが属するグループに基づいて、適切な AWS IoT Core 

のポリシーに Amazon Cognito IDが割り当てられます。このポリシーにより、ユーザーは AWS IoT 

Core の ava/issues と  ava/groups/# のトピックに投稿できます。 

https://docs.amplify.aws/lib/pubsub/getting-started/q/platform/js
https://docs.amplify.aws/lib/pubsub/getting-started/q/platform/js
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/signature-version-4.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/getting-credentials.html
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「Amazon Virtual Andon」ソリューションのマイクロサー

ビス 

Amazon Virtual Andon ソリューションのマイクロサービスは、全てのデバイス操作に関するビジネス

ロジックとデータアクセス層を提供する一連の AWS Lambda 関数です。各 AWS Lambda 関数では、

指定された関数を実行するために、最小限の権限アクセス (必要な最小限のアクセス権限) を持つ AWS 

Identity and Access Management (IAM) ロールを引き受けます。 

AppSyncLambdaResolver マイクロサービス  

AppSyncLambdaResolver マイクロサービスは、AWS AppSync のミューテーションの処理に複雑な

ロジックが含まれる場合に使用されます。AWS Lambda 関数が呼び出され、ミューテーション全体ま

たはミューテーションの特定のコンポーネントが処理されます。例えば、イベントを作成または更新す

る場合は、イベントが Velocity Template Language (VTL) のテンプレートで直接更新された後に、

このソリューションの Amazon SNS の IssueNotification トピックに対する変更を管理するため

に、このマイクロサービスが使用されます。 

HandleIssues マイクロサービス 

HandleIssues マイクロサービスは、AWS IoT Core の ava/issues トピックにメッセージが投稿さ

れるか、Amazon S3 の DetectedAnomalies バケットにファイルが配置されるたびに実行されます。

このマイクロサービスは、AWS AppSync API を呼び出して、問題の詳細を  issue Amazon 

DynamoDB テーブルに保存し、イベントに関する通知を Amazon SNS トピックに送信します。 

Amazon Cognito トリガーマイクロサービス 

このマイクロサービスは、SAML ID プロバイダが設定されている場合にのみ使用されます。SAML ID 

プロバイダを使用してこのソリューションのウェブインターフェイスにログインしたユーザーの管理を

支援するために、Post Confirmation Lambda Trigger はこのマイクロサービスを呼び出して、これら

のユーザーに対してカスタムアクションを実行します。この AWS Lambda 関数は、デフォルトで、フ

ェデレーション SAML アクセスを使用してユーザーが作成されたことのみを記録します。この機能は、

特定の Amazon Cognito ユーザーグループにユーザーを自動的に追加するか、このソリューションで

https://aws.amazon.com/iam/
https://aws.amazon.com/iam/
https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/tutorials.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/user-pool-lambda-post-confirmation.html
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デフォルトのアクセス権限を設定するかを選択することで拡張できます。フェデレーション SAML ユー

ザーのグループとアクセス許可を手動で設定する場合は、ウェブインターフェイスの既存のユーザー管

理機能が存在します。 

SolutionHelper マイクロサービス 

SolutionHelper マイクロサービスは、このソリューションのウェブインターフェイスリソースと 

Amazon S3 バケットへの設置など、最初のこのソリューションの設定をサポートします。このマイク

ロサービスは、ユーザーが新しいバージョンのソリューションをデプロイする場合にこのソリューショ

ンを更新します。 

ExternalIntegrations マイクロサービス 

ExternalIntegrations マイクロサービスは、外部システムが「Amazon Virtual Andon」ソリュー

ションで問題を作成するためのエントリポイントです。例えば、IoT デバイスが AWS IoT Core の 

ava/devices トピックに直接メッセージを送信すると、このマイクロサービスが呼び出されます。同

様に、Amazon Lookout for Equipment を使用していて、異常ファイルが配信される Amazon S3 バ

ケットの名前を指定すると、異常ファイルがバケットに追加されるたびにこのマイクロサービスが呼び

出されます。検証の実行後に、このマイクロサービスは、HandleIssues マイクロサービスが問題を

作成する AWS IoT Core の ava/issues トピックにメッセージを発行します。 

セキュリティ 
AWS インフラストラクチャでシステムを構築する場合、セキュリティ上の責任はお客様と AWS の間

で共有されます。この責任共有モデルにより、ホストオペレーティングシステムと仮想化レイヤーから

サービスが運用されているシステムの物理的なセキュリティに至るまでのコンポーネントについて、

AWS が運用、管理、および制御します。そのため、お客様の運用上の負担を軽減するのに役立ちます。

AWS のセキュリティの詳細については、AWS クラウドセキュリティを参照してください。 

https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
http://aws.amazon.com/security/
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AWS IAM ロール 

AWS Identity and Access Management (IAM) ロールにより、AWS クラウドのサービスとユーザー

に対してアクセスポリシーとアクセス許可を詳細に割り当てることができます。「Amazon Virtual 

Andon」ソリューションでは、このソリューションの AWS Lambda 関数と、このソリューションで使

用する他の AWS サービスにアクセスするための Amazon Cognito ID プールへのアクセスを許可する

ロールを含む、いくつかの IAM ロールを作成します。 

Amazon CloudFront 

このソリューションでは、Amazon S3 バケットでホストする静的ウェブサイトをデプロイします。レ

イテンシーを軽減し、セキュリティを向上させるために、このソリューションには、オリジンアクセス

アイデンティティを持つ Amazon CloudFront ディストリビューションが含まれています。これは、こ

のソリューションのウェブサイトの Amazon S3 バケットにあるコンテンツにパブリックアクセスを提

供するのに役立つ特別な Amazon CloudFront ユーザーです。詳細については、「オリジンアクセスア

イデンティティを使用して Amazon S3 コンテンツへのアクセスを制限する」を参照してください。 

このソリューションでは、TLS v1.0 のみをサポートするデフォルトの Amazon CloudFront 証明書を

使用します。TLS v1.1 または TLS v1.2 を使用するには、デフォルトの Amazon CloudFront 証明書

の代わりに独自 SSL 証明書を使用する必要があります。詳細については、「SSL/TLS 証明書を使用す

るように CloudFront ディストリビューションを設定する方法を教えてください。」を参照してくださ

い。 

Amazon S3 バケット 

デフォルトでは、「Amazon Virtual Andon」ソリューションによってデプロイされた Amazon S3 バ

ケットは、保管時の暗号化、ログ記録、パブリックアクセスのブロック、Amazon CloudFront オリジ

ンアクセスアイデンティティに制限されたアクセスを自動的にアクティブにします。 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/WebsiteHosting.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/private-content-restricting-access-to-s3.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/private-content-restricting-access-to-s3.html
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/install-ssl-cloudfront/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/install-ssl-cloudfront/
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Amazon Cognito 

「Amazon Virtual Andon」ソリューションは Amazon Cognito を使用して、ウェブインターフェイ

スへの安全なアクセス (ユーザー名とパスワード) を提供します。管理ユーザーは、このソリューショ

ンのデプロイ時に、Amazon Cognito ユーザープールに作成されます。ウェブインターフェイスへのア

クセスは、Amazon Cognito ID プールによって許可されたユーザーに制限されます。 

SAML ID プロバイダ 

このソリューションでは、 Amazon Cognito ユーザープールと、このソリューションのウェブインタ

ーフェイスの認証、承認、ユーザー管理のための ID プールが作成されます。Amazon Cognito ユーザ

ープールに  SAML ID プロバイダ  (IdP) を追加して設定するオプションがあります。AWS 

CloudFormation テンプレートには、このセキュリティメカニズムを設定できるように、 Cognito 

Domain Prefix、 SAML Provider Name、SAML Provider Metadata Url のパラメーターが用意

されています。SAML IdP の追加に関する詳細については、 Amazon Cognito 開発者ガイドの「ユー

ザープールへの SAML ID プロバイダーの追加」を参照してください。 

ユーザーが SAML IdP を使用して「Amazon Virtual Andon」ソリューションに最初にサインインする

と、管理者はウェブインターフェイスを使用してユーザーをグループに割り当てたり、アクセス許可を

設定したりできるようになります。また、Amazon Cognito をトリガーするマイクロサービスを使用し

て、新しい SAML IdP ユーザーの初期設定を自動化することもできます。 

設計に関する考慮事項 

すべてのオプションリソースを備えたアーキテクチャ 

このソリューションには、オプションの AWS CloudFormation パラメータが含まれています。これら

のパラメータをアクティブにすると、SAML ID プロバイダやデータ分析ツールのサポートなど、追加

のインフラストラクチャがこのソリューションのアーキテクチャに含まれます。Amazon Lookout for 

Equipment で使用されるバケット名が指定されている場合に、このソリューションはそのバケットで

更新されたファイルをモニタリングするように設定されます。 

https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-user-identity-pools.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-user-pools-saml-idp.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-user-pools-saml-idp.html
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図 5: オプションリソースを備えた「Amazon Virtual Andon」ソリューションのアーキテクチャ 

図 5 は、オプションの AWS リソースをアクティブ化した「Amazon Virtual Andon」ソリューション

のアーキテクチャを示しています。手順 1 ～ 7 の詳細については、「アーキテクチャの概要」セクシ

ョンを参照してください。 

 Amazon Lookout for Equipment を使用してマシンをモニタリングしている場合は、推論ファイル

が配信される Amazon S3 バケットの名前を、AWS CloudFormation の Anomaly Detection 

Output Bucket パラメータで指定できます。このソリューションは、異常が検出された場合に自

動的に問題を作成するように設定できます。 
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 AWS CloudFormation の Activate Glue Workflow パラメータが Yes に設定されている場合は、

Amazon DynamoDB から Amazon S3 の AWS Glue データカタログにデータを抽出するための 

AWS Glue ワークフローが設定されます。詳細については、「データ分析」セクションを参照して

ください。 

 このソリューションにアクセスするための追加の ID プロバイダとして既存の SAML プロバイダを

使用する場合は、AWS CloudFormation の Cognito Domain Prefix、SAML Provider Name、

SAML Provider Metadata Url のパラメータを設定します。詳細については、「SAML ID プロバ

イダ」を参照してください。 

Amazon Cognito の制限 

このソリューションでは、Amazon Cognito ユーザープールを使用してユーザーを管理します。

Amazon Cognito は、ユーザーの作成、パスワードの変更、またはパスワードのリセットを行うたびに 

E メールを送信します。Amazon Cognito では、ユーザープールごとに毎日送信される E メールの数

を 50 に制限しています。多数のユーザーに対してこのソリューションの使用を検討されている場合は、

これらの E メールに Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用することをお勧めします。

詳細については、Amazon Cognito 開発者ガイドの「ユーザーに代わって、Amazon SES E メールの

送信を Amazon Cognito に許可する (FROM E メールアドレスから)」を参照してください。 

デプロイ可能な AWS リージョン 

このソリューションでは、AWS AppSync と Amazon Cognito を使用します。これらは、現在特定の 

AWS リージョンでのみ使用できます。そのため、このソリューションはこれらの AWS サービスが利

用可能な AWS リージョンで起動する必要があります。 AWS リージョンで利用可能な AWS サービス

の最新情報については、AWS リージョン別のサービスをご参照ください。 

さらに Amazon SNS では、特定の AWS リージョンでのみ SMS メッセージングをサポートしていま

す。ポートされている AWS リージョンのリストについては、Amazon SNS デベロッパーガイドのサ

ポートされているリージョンおよび国をご参照ください。 

https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#limits-hard
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-user-pool-settings-ses-authorization-to-send-email.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-user-pool-settings-ses-authorization-to-send-email.html
https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sns-supported-regions-countries.html
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sns-supported-regions-countries.html
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注意: 2021 年 6 月 1 日より、米国の宛先に SMS メッセージを送信するには手動設定が必要になる

という変更が加えられました。詳細については、Amazon SNS 開発者ガイドの「米国の送信先に 

SMS メッセージを送信するための特別な要件」を参照してください。 

ソリューションのアップデート 

「Amazon Virtual Andon」ソリューションの v3.0 には重大な変更が含まれており、以前のバージョ

ンからアップグレードすることはできません。バージョン 2.x からバージョン 3.0 にアップデートする

には、以前のデプロイから新しいデプロイにすべてのデータ (Amazon DynamoDB に保存されている

データなど) を移行する必要があります。GitHub リポジトリの issues ページで質問を作成してくださ

い。 

AWS CloudFormation テンプレート 
このソリューションでは、AWS CloudFormation を使用して、AWS クラウドへの「 Amazon Virtual 

Andon」ソリューションのデプロイを自動化します。このソリューションには次の  AWS 

CloudFormation テンプレートが含まれており、デプロイ前にダウンロード可能です。 

amazon-virtual-andon.template: このテンプレートを使用して、

「Amazon Virtual Andon」ソリューションおよびすべての関連コンポーネ

ントを起動します。デフォルト設定では、Amazon CloudFront、Amazon S3、Amazon Cognito、

AWS AppSync、AWS Lambda、Amazon DynamoDB、Amazon SNS、AWS IoT Core がデプロイ

されますが、特定のネットワークニーズに基づいてテンプレートをカスタマイズすることもできます。 

テンプレートを表示

https://solutions-reference.s3.amazonaws.com/amazon-virtual-andon/latest/amazon-virtual-andon.template
https://solutions-reference.s3.amazonaws.com/amazon-virtual-andon/latest/amazon-virtual-andon.template
https://solutions-reference.s3.amazonaws.com/amazon-virtual-andon/latest/amazon-virtual-andon.template
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/channels-sms-us-requirements.html
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/channels-sms-us-requirements.html
https://github.com/aws-solutions/amazon-virtual-andon/issues
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自動デプロイ 
自動デプロイを開始する前に、このガイドのアーキテクチャ、設定、およびその他の考慮事項をよくお

読みください。このセクションの手順に従って、「Amazon Virtual Andon」ソリューションを設定し

て AWS アカウントにデプロイします。 

デプロイ時間 : 約 15 分 

デプロイの概要 

このアーキテクチャを AWS にデプロイする手順は、次のステップで構成されます。詳細は、各ステッ

プのリンクを参照してください。 

注意: このソリューションのアップデートについては、このガイドの「ソリューションのアップデー

ト」を参照してください。 

ステップ 1. スタックの起動 

• 自身の AWS アカウントで AWS CloudFormation テンプレートを起動します。 

• 必須パラメータの値を入力します: AdministratorEmail 

ステップ 2. ウェブインターフェイスにサインイン 

• E メールアドレスと一時パスワードを使用して、ウェブインターフェイスにサインインします。 

ステップ 3. ユーザーの追加 

 

• ウェブインターフェイスへのアクセスを必要とする組織内のユーザーを追加します。 

ステップ 4. 根本原因の追加 

• このソリューションで特定するイベントの根本原因を追加します。 



アマゾンウェブサービス - Amazon Virtual Andon 

37 / 66 ページ 

ステップ 5. サイトの詳細を追加 

• サイトを追加し、工場の詳細を設定します。 

• (オプション) Amazon Lookout for Equipment の設定 

• (オプション) IoT デバイスの設定 

ステップ 6. Associate Group のユーザーのアクセス許可を追加 

• Associate Group に属するユーザーのアクセス許可を追加します。 

ステップ 1. スタックの起動 

重要: このソリューションには、匿名の運用メトリクスを AWS に送信するオプションが含まれ

ています。当社はこのデータを使用して、お客様がこのソリューション、関連サービスおよび

製品をどのように使用しているかをよりよく理解し、提供するサービスや製品の改善に役立て

ます。このアンケートを通じて収集したデータは AWS が所有します。データ収集には、AWS 

プライバシーポリシーが適用されます。 

この機能を無効にするには、テンプレートをダウンロードして、AWS CloudFormation のマッ

ピングセクションを変更し、AWS CloudFormation コンソールを使用してテンプレートをアッ

プロードし、このソリューションをデプロイします。詳細については、このガイドの「運用メ

トリックの収集」セクションを参照してください。 

この自動化された AWS CloudFormation テンプレートは、「Amazon Virtual Andon」ソリューショ

ンを AWS クラウドにデプロイします。 

注意: このソリューションの実行中に使用した AWS サービスのコストは、お客様の負担となり

ます。詳細については、「コスト」セクションを参照してください。詳細については、このソ

リューションで使用する AWS の各サービスの料金表ウェブページを参照してください。 

 

https://aws.amazon.com/privacy/
https://aws.amazon.com/privacy/
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 AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS CloudFormation 

の amazon-virtual-andon テンプレートを右側のボタンを使用して

起動します。 

独自にカスタマイズするためにテンプレートをダウンロードすることもできます。 

 テンプレートは、デフォルトで米国東部 (バージニア北部) リージョンで起動されます。別の AWS 

リージョンでこのソリューションを起動するには、コンソールのナビゲーションバーのリージョン

セレクターを使用します。 

注意: このソリューションでは、特定の AWS リージョンでのみ利用可能な AWS AppSync と 

Amazon Cognito を使用します。そのため、このソリューションはこれらの AWS サービスが利用

可能な AWS リージョンで起動する必要があります。 AWS リージョンで利用可能な AWS サービス

の最新情報については、AWS リージョン別のサービスをご参照ください。 

 スタックの作成ページで、正しいテンプレート URL が Amazon S3 URL テキストボックスに示さ

れていることを確認し、[次へ] を選択します。 

 スタックの詳細を指定ページで、このソリューションのスタックに名前を割り当てます。 

 パラメータで、テンプレートのパラメータを確認し、必要に応じて変更します。このソリューショ

ンでは、次のデフォルト値を使用します。 

パラメータ デフォルト 説明 

AdministratorEmail 

 

<入力が必須> 「Amazon Virtual Andon」ソリューションの管理

者の E メールアドレス。管理者は、ウェブインター

フェイスの URL とサインイン認証情報を含む SNS 

メッセージを受信します。 

DefaultLanguage Browser Default 「Amazon Virtual Andon」ソリューションのウェ

ブインターフェイスのデフォルト言語。デフォルト

値は「Browser Default」で、ウェブブラウザの言

語をデフォルト言語としてサポートしています。 

LogLevel ERROR AWS Lambda 関数とこのソリューションのウェブ

インターフェイスのロギングレベル。デフォルトレ

ベルは、ERROR に設定されており、追加レベルには 

INFO、WARN、VERBOSE、DEBUG があります。 

ソリューション
の起動

https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/amazon-virtual-andon/latest/amazon-virtual-andon.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/amazon-virtual-andon/latest/amazon-virtual-andon.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/amazon-virtual-andon/latest/amazon-virtual-andon.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/amazon-virtual-andon/latest/amazon-virtual-andon.template
https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/
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パラメータ デフォルト 説明 

Activate Glue Workflow No Yes に設定すると、AWS Glue ワークフローを使用

して、Amazon DynamoDB から Amazon S3 への

データ抽出が毎週 (月曜日の午前 1 時 UTC) 実行さ

れます。ワークフローの実行後に、2 つのデータテ

ーブル (data hierarchy と issues) のデータが 

Amazon S3 バケットにエクスポートされます。そ

の後、データを分析ツールにインポートしたり、

Amazon Athena を使用してアドホックでクエリを

実行したりできます。 

Anomaly Detection Output 

Bucket 

<入力は任意> こ の パ ラ メ ー タ は 、 Amazon Lookout for 

Equipment でのみ使用されます。異常ファイルを

保存する Amazon S3 バケットの名前を入力してく

ださい。その後、これらの異常ファイルを使用し

て、このソリューション内で問題を自動的に作成で

きます。 

Cognito Domain Prefix <入力は任意> このパラメーターは、サードパーティーの SAML ID 

プロバイダを設定する場合にのみ使用されます。ユ

ーザープールに関連付けられる Amazon Cognito が

ホストするドメイン名のプレフィックス。 

SAML Provider Name <入力は任意> このパラメーターは、サードパーティーの SAML ID 

プロバイダを設定する場合にのみ使用されます。ID 

プロバイダの名前です。 

SAML Provider Metadata Url <入力は任意> このパラメーターは、サードパーティーの SAML ID 

プロバイダを設定する場合にのみ使用されます。ID 

プロバイダの詳細用のメタデータの URL。 

 
 [次へ] を選択します。 

 スタックオプションの設定ページで、[次へ] を選択します。 

 レビューページで、設定を確認して確定します。テンプレートによって IAM リソースが作成され、

AWS CloudFormation の機能が必要となる可能性があることを承認するチェックボックスをオンに

します。 
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注意: このソリューションでは、AWS CloudFormation の機能 CAPABILITY_AUTO_EXPAND が必

要になる場合があります。これは、マクロの使用をサポートするパラメータです。この AWS 

CloudFormation の機能については、 AWS CloudFormation API リファレンスの「CreateStack」

を参照してください。 

 [スタックの作成] を選択してスタックをデプロイします。 

スタックのステータスは、AWS CloudFormation コンソールのステータス列で表示できます。約 

15 分で CREATE_COMPLETE ステータスが表示されます。 

注意 : スタックの作成プロセスが完了する前に、ログイン情報を含む E メールが届きます。

CREATE_COMPLETE ステータスが表示されるまで待ってから、「Amazon Virtual Andon」ソリュ

ーションのウェブインターフェイスにアクセスしてサインインします。 

ステップ 2. ウェブインターフェイスにサインイン 

AWS CloudFormation スタックの作成が完了すると、ウェブインターフェイスのリソースがデプロイ

されます。受信した E メールを使用して、ウェブインターフェイスの URL と管理者認証情報 (一時パ

スワードを含む) を取得します。 

1. E メールを開き、URL リンクを選択します。 

2. 「Amazon Virtual Andon」ソリューション のサインインページで、管理者の E メールアドレス

と一時パスワードを入力します。 

3. パスワードの変更ページで、新しいパスワードを入力します。 

注意: パスワードの要件 - 最低 8 文字で、少なくとも 1 つの大文字、1 つの数字、および 1 つの記

号が必要です。 

4. (オプション) パスワードのリセットページで、E メールを入力して、連絡先情報を確認するコード

を受け取ります。アカウント復旧の設定は省略できます。 

ウェブインターフェイスにサインインしたら、残りのステップに従って、ユーザーの追加、根本原因の

作成、その他の情報など、工場の詳細を設定します。 

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/APIReference/API_CreateStack.html
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ステップ 3. ユーザーの追加 

次の手順に従って、ウェブインターフェイスへのアクセスを必要とする組織内のユーザーを追加します。

これらのユーザーには、このソリューションの追加の管理者、メトリクス関連の問題を分析するマネー

ジャー、問題のトラブルシューティングを行うエンジニア、およびその他のユーザーが含まれます。 

 「Amazon Virtual Andon」ソリューション のホームページから、[ユーザー] を選択します。 

 ウェブインターフェイスで手動でユーザーを作成するか、提供している CSV テンプレートを使用し

て複数のユーザーを追加できます。 

• 新しいユーザーを手動で作成するには、次のステップを使用します。 

a. [ユーザーの追加] を選択します。 

b. このソリューションから自動通知を受け取るユーザーの E メールアドレスを入力します。 

c. グループで、このユーザーの適切なグループを確認します。 

d. [追加] を選択します。 

e. これらのステップを繰り返して、手動でユーザーを追加し続けます。 

• 複数のユーザーを一度に追加するには、次の手順を実行します。 

a. [CSV 形式のダウンロード] を選択します。 

b. CSV ファイルを開き、次の情報を入力します。 

• ユーザー名には、ウェブインターフェイスへのアクセスを必要とするユーザーの E メー

ルアドレスを入力します。 

• グループには、各ユーザーのグループの名前を  AdminGroup、ManagerGroup、

EngineerGroup、AssociateGroup の形式で入力します。 

注意: ユーザーが複数のグループに属している場合は、グループ名をカンマで区切りま

す。 

• CSV ファイルを保存します。 
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c. ウェブインターフェイスで、[CSV のアップロード] を選択し、適切な CSV ファイルを選択

して、[アップロード] を選択します。ウェブインターフェイスは、CSV ファイルで識別さ

れたユーザーを自動的に追加します。 

注意: ユーザーは複数のグループに割り当てることができるため、ユーザーは最も高いアクセスレベ

ルを持つグループのアクセス許可を継承します。ユーザーがグループに追加されると、ウェブインタ

ーフェイスにサインインするための一時パスワードが記載された E メールが届きます。グループの

詳細については、「Amazon Cognito ユーザーグループ」を参照してください。 

ステップ 4. 根本原因の追加 

根本原因はイベントにリンクしています。イベントは、1 つ以上の根本原因によって開始され、管理者

はウェブインターフェイスを使用してイベントの一般的な根本原因を定義できます。したがって、イベ

ントを根本原因にリンクする前に、まず根本原因を定義する必要があります。根本原因ページから、次

の手順に従って、ウェブインターフェイスを使用して根本原因を 1 つずつ手動で入力するか、付属の 

CSV ファイルを使用して複数の根本原因をアップロードします。 

 「Amazon Virtual Andon」ソリューションのホームページで、[根本原因] を選択します。 

 次のいずれかのオプションを選択して、根本原因を作成します。 

• 根本原因を手動で作成するには、次のステップを使用します。 

a. [根本原因の追加] を選択します。 

b. 根本原因の追加ダイアログボックスで、根本原因を入力し、[追加] を選択します。 

c. これらのステップを繰り返して、根本原因を手動で追加します。 

• 付属の CSV ファイルを使用するには、次の手順を実行します。 

a. [CSV 形式のダウンロード] を選択します。 

b. 根本原因を CSV ファイルに入力します。根本原因は各行に 1 件しか入力しないでください。 

c. CSV ファイルを保存します。 

d. [CSV のアップロード] を選択し、CSV ファイルを選択して、[アップロード] を選択します。 
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ステップ 5. サイトの詳細を追加 

このソリューションの管理者は、モニタリングするソリューションのサイト詳細を追加します。サイト

の詳細を追加するには、次の手順を使用します。 

 「Amazon Virtual Andon」ソリューションのホームページから、[サイト] を選択します。 

 サイトページで、[サイトの追加] を選択します。 

 サイト登録ダイアログボックスで、サイト名とサイトの説明を入力します。 

 [登録] を選択します。 

ウェブインターフェイスでサイトを作成した後、必要な詳細を追加できます。次の手順に従って、エリ

ア、ステーション、デバイス、プロセス、イベントを追加します。詳細として、1 つのエリアに少なく

とも 1 つのプロセスとステーション、および識別するエリアごとに各ステーションに少なくとも 1 つ

のデバイスが必要です。 

1. サイトページで、詳細を追加するサイトを特定し、[詳細] を選択します。 

2. エリアページで、[エリアの追加] を選択します。 

3. エリア登録ダイアログボックスで、エリア名とエリアの説明を入力し、[登録] を選択します。 

注意: エリアページからエリアを追加し続けることができます。 

4. エリアページで、作成したエリアの名前が表示されているセクションで、[ステーション] を選択し

ます。 

5. ステーションページで、[ステーションの追加] を選択します。 

6. ステーション登録ダイアログボックスで、 ステーション名とステーションの説明を入力し、[登録] 

を選択します。 

注意: ステーションページからステーションを追加し続けることができます。 

7. ステーションページのステーションセクションで、[詳細] を選択します。 

8. デバイスページで、[デバイスの追加] を選択します。 
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9. デバイス登録ダイアログボックスで、デバイス名とデバイスの説明を入力します。 

10. (オプション) デバイスエイリアスを入力します。 

11. [登録] を選択します。 

注意: デバイスページで、デバイスを追加し続けることができます。 

12. プロセスを追加するには、ナビゲーションバーから作成したエリアの名前を選択します。 

13. エリアページのエリア名が表示されているセクションで、[プロセス] を選択します。 

14. [プロセスの追加] を選択します。 

15. プロセス登録ダイアログボックスで、プロセス名とプロセスの説明を入力し、[登録] を選択します。 

注意: プロセスページで、プロセスを追加し続けることができます。 

16. 作成したプロセスにイベントを追加するには、プロセスの名前を見つけ、[詳細] を選択します。 

17. イベントページで、[イベントの追加] を選択します。 

18. イベント登録ダイアログボックスで、次の必須情報を入力します。 

a. イベント名 

b. イベントの説明 

c. イベントの優先度 

d. (オプション) グループの E メールアドレス、SMS 番号、イベントタイプを入力し、可能な場合

は、このイベントの根本原因を選択します。 

注意: カンマ区切りのリストを使用して、複数の SMS 番号と E メールアドレスを入力できます。 

e. (オプション) イベントに関連付けるイメージを挿入します。 

19. [保存] を選択します。 

注意: イベントページで、イベントを追加し続けることができます。 
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イベントを作成した後に、そのイベントにサブイベントを追加できます。サブイベントの追加とサイト

の詳細の編集に関するガイダンスについては、「ソリューションのウェブインターフェイス」を参照し

てください。 

(オプション) Amazon Lookout for Equipment の設定 

Amazon Lookout for Equipment を統合している場合は、次の手順を実行して、このソリューション

のウェブコンソールで自動化されたイベントを作成できます。 

1. サイト、エリア、プロセスを作成するには、「ステップ 5」に従います。 

2. イベントをプロセスに追加するには、プロセスの名前を探して [詳細] を選択します。 

3. イベントページで、[イベントの追加] を選択します。 

4. イベント登録ダイアログボックスで、次の必須情報を入力します。 

a. イベント名を入力します。 

b. イベントの説明を入力します。 

c. イベントタイプに値として automated を入力します。 

d. [イベントの優先度] を選択します。 

e. (オプション) グループの E メールアドレス、SMS 番号を入力し、可能な場合は、このイベント

の根本原因を選択します。 

f. (オプション) イベントに関連付けるイメージを挿入します。 

5. デバイスページで、[デバイスの追加] を選択します。 

6. イベント登録ダイアログボックスで、次の必須情報を入力します。 

a. デバイス名を入力します。 

b. デバイスの説明を入力します。 

c. デバイスエイリアスに Amazon Lookout for Equipment によって報告される診断データに表示

されるマシンの名前を入力します。特定のセンサー名は含めないでください。必要なのはマシ

ンの名前だけです。 
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(オプション) IoT デバイスの設定 

次の messages のコードサンプルは、AWS IoT Core の ava/devices トピックに送信できるサン

プルメッセージを示しています。 

{ 
    “messages”: [ 
    { 
        “name”: “site/area/process/machine/status”, 
        “timestamp”: “2021-03-31 00:15:28.487000+00:00”, 
        “quality”: “GOOD”, 
        “value”: “down” 
       } 
   ] 
} 

設定が完了すると、IoT デバイスは AWS Lambda 関数を呼び出し、次のアクションを実行します。 

1. messages 配列から最後の要素 (最も新しい要素) を取得します。 

2. name フィールドを解析して、マシン名とタグ名を抽出します。 

name フィールドは区切り文字 (スラッシュ) で分割され、最終的な値がタグ名になります。残りの

名前文字列がデバイス名として使用されます。例えば、次のようなコードサンプルを使用します。 

• デバイス名: site/area/process/machine 

• タグ名: status 

3. タグの値は、メッセージの value プロパティから取得されます。このコードサンプルでは、down 

がタグの値になります。 

IoT デバイスが「Amazon Virtual Andon」ソリューションに正しく接続されていることを確認するに

は、次の手順を行います。 

1. 「ステップ 5」に従って、サイト、エリア、ステーションを作成します。 

2. ステーションページのステーションセクションで、[詳細] を選択します。 

3. デバイスページで、[デバイスの追加] を選択します。 

4. デバイス登録ダイアログボックスで、デバイス名とデバイスの説明を入力します。 
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5. IoT デバイスの名前をデバイスエイリアスとして使用します。例えば、messages のコードサン

プルでは、「Amazon Virtual Andon」ソリューションのデバイスエイリアスフィールドに 

site/area/process/machine と入力します。 

 

図 6: エイリアスを持つデバイスの登録 

「Amazon Virtual Andon」ソリューションのイベントを特定のタグと値に関連付けるには、新しいイ

ベントを作成するときに、タグ名と値をアンダースコアで区切ってイベントエイリアスとして使用しま

す。この messages のコードサンプルでは、イベントエイリアスは status_down です。 

 

図 7: エイリアスを含むイベントの登録 

イベントとデバイスが一致すると、「Amazon Virtual Andon」ソリューションで問題が作成されます。 

注意: デバイスとイベントは同じプロセスに属している必要があります。 
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ステップ 6. Associate Group のユーザーのアクセス許可を

追加 

次の手順に従って、Associate Group のユーザーのアクセス許可を追加します。 

 「Amazon Virtual Andon」ソリューションのホームページから、[アクセス許可] を選択します。 

 [アクセス許可の追加] を選択します。 

 アクセス許可 / アクセス許可設定ページで、ユーザーの E メールを選択します。 

 サイトのリストから、サイト名の横にあるチェックボックスをオンにします。そのサイトで利用可

能なエリアのリストが表示されます。 

 エリアごとに、プロセス、ステーション、デバイスの横にあるチェックボックスをオンにして、ユ

ーザーにアクセス許可を付与します。 

アクセス許可が設定されると、ユーザーはクライアントページからサイト情報にアクセスできます。

Associate Group でのユーザーのアクセス許可の編集または削除については、「ソリューションのウェ

ブインターフェイス」を参照してください。 
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その他のリソース 

AWS のサービス 

• AWS CloudFormation 

• AWS IoT Core 

• AWS Lambda 

• Amazon DynamoDB 

• Amazon Simple Notification Service 

• Amazon Lookout for Equipment 

• Amazon Simple Storage Service 

• Amazon Cognito 

• Amazon CloudFront 

• AWS AppSync 

• AWS Glue 

• Amazon Athena 

関連する AWS ソリューション 

• Machine to Cloud 接続フレームワーク 

• スマートプロダクトソリューション  

• 機械学習を利用した予知保全 

ソリューションのウェブインターフェイス 
「Amazon Virtual Andon」ソリューションは、管理ツール、クライアントツール、分析ツール、およ

びオブザーバー機能を提供するウェブインターフェイスをデプロイします。 

管理ページ 

ウェブインターフェイスには、サイト、ユーザー、アクセス許可、および根本原因のページが用意され

ています。これらのページには、Admin Group に割り当てられたユーザーのみがアクセスできます。 

• サイト: このページでは、工場の詳細を登録および管理します 

• ユーザー: このページでは、ユーザーを管理し、1 つ以上のグループに割り当てます。 

https://aws.amazon.com/cloudformation/
https://aws.amazon.com/iot-core/
https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/dynamodb/
https://aws.amazon.com/sns/
https://aws.amazon.com/lookout-for-equipment/
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/cognito/
https://aws.amazon.com/cloudfront/
https://aws.amazon.com/appsync/
https://aws.amazon.com/glue/
https://aws.amazon.com/athena/
https://aws.amazon.com/solutions/machine-to-cloud-connectivity-framework
https://aws.amazon.com/solutions/smart-product-solution
https://aws.amazon.com/solutions/predictive-maintenance-using-machine-learning/
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• 根本原因: このページでは、イベントと問題の根本原因を作成します。 

• アクセス許可: このページでは、Associate Group のユーザーのアクセス許可を設定します。 

サイト 

このサイトページを使用して、このソリューションがモニタリングするサイトを登録および管理します。

このソリューションでは、複数のサイトをモニタリングできます。このソリューションでサイトをモニ

タリングするには、次のサイト情報が必要です。 

• エリア: サイト内のエリア。(例: Floor 1、Floor 2、East、West など) 

– プロセス: 特定のエリア内のプロセス。(例: インバウンド、アウトバウンド、パッケージングな

ど) 

o イベント: 特定のプロセスおよびエリア内で発生する可能性のあるイベント。(例: 機器の問

題やスキャナーエラーなど) 管理者は、イベントを作成するときに、説明の詳細、イベント

が発生したときに通知を送信するための E メールメールアドレス (エンジニアなど) を追加

し、クライアントビューで簡単に識別できるように、画像をそのイベントに関連付け、根本

原因を特定できます。 

o サブイベント: 各イベントには複数のサブイベントを含めることができます。例えば、梱包

イベントには、大、中、小など、在庫が少ない配送ボックスのサイズを特定するサブイベン

トが含まれる場合があります。 

– ステーション: 1 つ以上のデバイスが設置されているサイトおよびエリア内のステーション。 

o デバイス: ステーションにデプロイされたデバイス。各ステーションに複数のデバイスを入

力できます。 

新しいサイトを設定する方法については、「ステップ 5」を参照してください。次の手順に従って、既

存のサイトを編集します。 

1. 「Amazon Virtual Andon」ソリューションのウェブインターフェイスにサインインします。 

2. [サイト] を選択します。 
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3. サイトページで、編集するサイトを特定し、[詳細] を選択します。 

ヒント: [詳細] を選択して、サイトと関連する全ての詳細を削除できます。 

エリアページで、次のアクションを実行できます。 

• 新しいエリアを追加する (新しいエリアの設定については、「ステップ 5」を参照)。 

• エリアのステーション情報を編集する 

• エリアのプロセスを編集する 

• エリアを削除する 

サイトに多数のエリアがある場合は、検索ツールを使用して編集する特定のエリアを見つけます。 

エリアのステーション情報を編集する 

1. エリアページで編集するエリアを識別し、[ステーション] を選択します。 

2. ステーションページで編集するステーションを識別し、[詳細] を選択します。 

3. デバイスページで、次のアクションを実行できます。 

• [デバイスの追加] を選択して、新しいデバイスを追加します。 

注意: デバイス登録ダイアログボックスで、デバイス名とデバイスの説明を入力し、[登録] を選

択します。 

• 検索ツールを使用してデバイスを検索します。 

• モニタリングが不要になったデバイスを削除します。 

エリアのプロセスを編集する 

1. エリアページで、編集するエリアを特定し、[プロセス] を選択します。 

2. プロセスページで、編集するプロセスを特定し、[詳細] を選択します。 
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3. イベントページで、次のアクションを実行できます。 

• [イベントの追加] を選択して新しいイベントを追加します。 

注意: イベント登録ダイアログボックスで、イベント名、イベントの説明、イベントの優先度な

どの必要な情報を入力します。その他のオプション情報を入力し、[登録] を選択します。 

• 検索ツールを使用してイベントを検索します。 

• モニタリングが不要になったイベントを削除します。 

イベントのサブイベントを追加および管理する 

1. プロセスページで、編集するプロセスを特定し、[詳細] を選択します。 

2. イベントを編集ページで、[サブイベントを管理] を選択します。 

3. サブイベントを管理ダイアログボックスで、サブイベントを追加します。 

4. [保存] を選択します。 

サブイベントを作成すると、[サブイベントを管理] を選択して次のアクションを実行することで、サブ

イベントを管理できます。 

• 第 2 レベルのサブイベントを追加します。 

• サブイベントを削除します。 

• サブイベントと第 2 レベルのサブイベントにイメージを追加します。 

ユーザーページ 

新しいユーザーを設定する方法については、「ステップ 3」を参照してください。既存ユーザーの情報

を編集するには、次の手順を使用します。 

1. 「Amazon Virtual Andon」ソリューションのウェブインターフェイスにサインインします。 

2. [ユーザー] を選択します。 
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3. ユーザーを見つけ、[編集] を選択します。 

ヒント: ユーザーのリストが多い場合は、検索ツールを使用します。 

4. ユーザーの編集ダイアログボックスで、E メールアドレスを編集し、グループの所属を変更できま

す。 

5. [Save] を選択します。 

[Delete] を選択して、任意にユーザーを削除できます。 

根本原因ページ 

管理者は、イベントの根本原因を管理できます。新しい根本原因の設定については、「ステップ 4」を

参照してください。既存の根本原因を削除するには、次の手順を使用します。 

1. 「Amazon Virtual Andon」ソリューションのウェブインターフェイスにサインインします。 

2. [根本原因] を選択します。 

3. 根本原因を特定し、[削除] を選択します。 

ヒント : 根本原因のリストが大きい場合は、検索ツールを使用します。 

アクセス許可ページ 

管理者は、Associate Group のユーザーのアクセス許可を管理できます。管理者はこのページを使用し

て、ユーザーがアクセスできるサイト、エリア、ステーション、プロセス、デバイスを変更できます。

新しいアクセス許可を設定する方法については、「ステップ 6」を参照してください。 

次の手順に従って、既存ユーザーのアクセス許可を編集します。 

1. 「Amazon Virtual Andon」ソリューションのウェブインターフェイスにサインインします。 

2. [アクセス許可] を選択します。 

3. ユーザーを見つけ、[編集] を選択します。 

ヒント: ユーザーのリストが多い場合は、検索ツールを使用します。 
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4. アクセス許可設定ページでチェックボックスを選択して、次のオプションをアクティブまた非アク

ティブにできます。 

• サイト 

• サイトのエリア 

• エリアのプロセス、ステーション、デバイス 

5. [保存] を選択します。 

[削除] を選択して、任意にユーザーを削除できます。 

クライアントページ 

工場の現場で問題が発生した場合は、ユーザーはクライアントページにアクセスしてこのソリューショ

ンに問題を記録します。これにより、トラブルシューティングと解決のサポートについて適切な担当者

に通知できます。Admin Group、Engineer Group、Manager Group、および Associate Group のユ

ーザーはクライアントページにアクセスできます。特定のプロセスまたはステーションに関連するイベ

ントにアクセスするには、サイト名、エリア名、プロセス名、ステーション名、デバイス名のサイト詳

細を選択する必要があります。対応する各サイト詳細の ID が URL のクエリ文字列に追加され、特定の

設定をブックマークできるようになります。 

イベントは、選択したデバイスで発生する可能性のある潜在的な問題を示すテキストボックスとして表

示されます。各ボックスには、イベント名、説明、イメージ (提供されている場合) が表示されます。

これらのテキストボックスには、次のいずれかのステータスに基づいて特定の色が表示されます。  

• 問題なし: 問題がない場合は、イベントテキストボックスに灰色で表示されます。 

• 未解決の問題: ユーザーが問題を識別するためにイベントテキストボックスを選択すると、イベン

トテキストボックスが赤に変わります。選択すると、ウェブインターフェイスはこの変更をこのイ

ベントを含む他の全てのページに同期します。イベントに対して連絡先が指定されている場合は、

通知が送信されます。 

• 既知の問題: ユーザーがオブザーバーページから問題を確認すると、テキストボックスが黄色に変

わります。 
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• 解決 / 拒否された問題: ユーザーがオブザーバーページから問題を解決または拒否すると、テキス

トボックスは元の (灰色) 状態に戻ります。 

問題のステータスを表示するクライアントページの例については、図 8 を参照してください。スキャナ

ーの問題は、未解決の問題として表示され、赤色で示されます。機器の問題は、確認済みとして黄色で

示されます。 

 

図 8: クライアントページに表示される問題のステータス 

オブザーバーページ 

Engineer Group と Manager Group のユーザーは、オブザーバーページを使用して、工場の現場で発

生した問題をリアルタイムで確認できます。オブザーバーページでは、エンジニアとマネージャーに選

択したサイトまたはサイト内の特定の領域にあるすべての未解決問題のライブビューを提供します。さ

らに、問題を承認、解決、拒否することができます。選択されたサイトとエリアの ID は、特定の設定

のブックマークを可能にするために、クエリ文字列として URL に保存されます。 

Engineer Group のユーザーは、問題を解決するときに、イベントに根本原因が添付されている場合は、

事前に定義されたイベントの根本原因の 1 つを選択できます。根本原因を選択すると、コメントを追加

するオプションが含まれます。 

問題のステータスを表示するオブザーバーページの例については、図 9 を参照してください。 
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図 9: 問題のステータスを表示するライブビュー 

データ分析 

問題の報告 

Admin と Manager のグループに割り当てられたユーザーは、Issues Reporting ページから発生し

た問題に関する履歴情報を表示できます。上部セクションには、問題の総数、現在のステータス 

(Open/Acknowledged/Closed) 別の内訳、過去 3 時間以内にオープンされた問題の数を含む、過去 

24 時間の集計統計が表示されます。サイト、エリア、日付範囲を選択することで、個々の課題のログ

を検索できます。このデータは CSV ファイルとしてダウンロードできます。 

 

図 10: Issues Reporting ビュー 
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AWS Glue のデータエクスポート 

このソリューションにより、Amazon DynamoDB に保存された履歴データを Amazon S3 バケットに

エクスポートする柔軟性を提供します。このバケットでは、Amazon Athena を使用して直接クエリを

実行したり、入力に独自の BI ツールを使用したりできます。この機能は、AWS CloudFormation スタ

ックを起動するときに、AWS CloudFormation の Activate Glue Workflow パラメータを Yes に変

更することでアクティブにできます。 

デフォルトでは、AWS Glue ワークフローは毎週月曜日の午前 1 時 (UTC) にデータ抽出を実行します。

抽出されたデータは Amazon Athena テーブルに保存されます。このデータにアクセスするには、次の

手順を使用してください。 

1. Amazon Athena コンソールにサインインします。 

2. [クエリエディタ] を選択します。 

3. エディタタブのデータで、次の選択を行います。 

• データソースでドロップダウンメニューにアクセスして、[AWSDataSource] を選択します。 

• データベースでドロップダウンメニューにアクセスし、[amazon-virtual-andon-glue-

database] を選択します。 

テーブルに 2 つの新しいテーブルが表示されます。1 つ目のテーブルには、このソリューションのデー

タ階層用で、登録済みのサイト、エリア、プロセス、イベント、およびその他の工場情報に関するデー

タが含まれています。2 つ目のテーブルには、「Amazon Virtual Andon」ソリューションで作成され

た各問題の記録が含まれています。 

次のサンプルクエリを使用して、オープンされた問題の数の 1 日あたりのカウントを優先度別に取得で

きます。 

SELECT split_part(createdat, 'T', 1) as day, 
  priority, 
  count(1) as num_issues 
FROM "amazon-virtual-andon-glue-database"."<your-issues-table>" 
where sitename = '<your-site-name>' 
group by 1,2 
order by 1,2 

https://console.aws.amazon.com/athena/home
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図 11: Amazon Athena の問題に関するデータのクエリ 

トラブルシューティング 

共通のエラー 

アクセスが拒否されました。  

米国以外の AWS リージョンで Amazon S3 バケットの URL に 307 リダイレクトでアクセス拒否エラ

ーが発生した場合は、Amazon CloudFront のみを使用してウェブインターフェイスにアクセスしてい

ることを確認します。詳細については、Amazon Simple Storage Service 開発者ガイドの一時的なリ

クエストのリダイレクト および AWS Premium Support Knowledge Center のアクセス拒否エラーに

関する記事を参照してください。 

<Error> 
 <Code>AccessDenied</Code> 
 <Message>Access Denied</Message> 
 <RequestId>0190E0B4E385D7D5</RequestId> 
 
<HostId>csOENhmQLVyCEKxVzBuTd0aLaMM0fY8IROZ5rmijF2Tbu3EU85gGPQjrI9VSWnmQAM
htggKvxmFI=</HostId> 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Redirects.html#TemporaryRedirection
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Redirects.html#TemporaryRedirection
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/s3-website-cloudfront-error-403/
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</Error> 

解決方法 

DNS エントリが伝達されるまで待ちます。 

ユーザーがウェブインターフェイスにアクセスできない  

問題: このソリューションの管理者がユーザーを作成し、そのユーザーが Amazon Cognito ユーザープ

ールに追加されると、そのユーザーはサインイン情報を含む E メールメッセージを受け取ります。

サインインに成功しても、メニューにクライアント、サイト、オブザーバーが表示されない場合は、

グループに割り当てられていない可能性があります。 

解決策: 次の 2 つの解決策があります。 

1. AWS アカウントの管理者は、Amazon Cognito ユーザープールに移動し、ユーザーに必要なア

クセス権限を割り当てて、ユーザーを正しいグループに割り当てる必要があります。 

2. このソリューションの管理者は、ウェブインターフェイスでユーザープロファイルを編集し、

ユーザーに適切なグループを選択できます。 

ユーザーのアクセス許可の問題 

問題: ユーザーが Associate Group のみに割り当てられている場合は、ユーザーはクライアントページ

のイベントへのアクセス許可を持っている必要があります。ただし、アクセス許可が正しく設定さ

れていない場合は、ユーザーはイベントを表示できません。この場合、このソリューションの管理

者は、ユーザーに正しいアクセス許可が提供されているかどうかを確認する必要があります。 

解決策: ユーザーが Associate Group に割り当てられていることを確認します。さらに、エリア、プロ

セス、ステーション、デバイスなど、必要な詳細がサイトに含まれていることを確認します。いず

れかのタイプの情報が欠落している場合は、Associate Group のユーザーはイベントを表示できま

せん。 
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このソリューションのウェブインターフェイスは、お使いのウェブブラウザ

の言語をデフォルト言語としてサポートしていません。 

バージョン 2.1 以降、「Amazon Virtual Andon」ソリューションはドイツ語、英語、スペイン語、フ

ランス語、日本語、韓国語、簡体字中国語の言語をサポートしています。このソリューションを起動す

るときに、ブラウザのデフォルトを DefaultLanguage パラメータに設定したままにすると、ウェブ

ブラウザの言語を検出します。ただし、ウェブブラウザの言語がサポートされていない場合は、デフォ

ルトのウェブインターフェイス言語は英語に設定されます。 

AWS AppSync の認証 
AWS AppSync の認証では、Amazon Cognito ユーザープールによって提供される OpenID Connect 

(OIDC) トークンが適用されます。アプリケーションは、ユーザープールのユーザーとグループを活用

し、アクセスを制御するための GraphQL フィールドや操作に関連付けます。 

Amazon Cognito ユーザープールを使用する場合は、ユーザーのグループを作成できます。この情報は、

GraphQL 操作の送信中にアプリケーションが認証ヘッダーで AWS AppSync に送信する JSON ウェブ

トークン (JWT) にエンコードされます。AWS AppSync のリゾルバーに認証を設定して、クエリを実

行できるグループを制御できます。 

次の例は、管理者グループが結果を取得できるようにする AWS AppSync のリゾルバーを示していま

す。 

## Check authorization 
#set ($isAllowed = false) 
#set ($userGroups = $ctx.identity.claims.get("cognito:groups")) 
#set ($allowedGroups = ["AdminGroup"]) 
#foreach ($userGroup in $userGroups) 
  #if ($allowedGroups.contains($userGroup)) 
    #set ($isAllowed = true) 
    #break 
  #end 
#end 
 
## Throw authorized if the user is not authorized. 
#if ($isAllowed == false) 
  $util.unauthorized() 
#end 
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{ 
  "version": "2017-02-28", 
  "operation": "Scan", 
  #if( $ctx.args.nextToken ) 
    "nextToken": "$ctx.args.nextToken", 
  #end 
  "limit": $util.defaultIfNull($ctx.args.limit, 50) 
} 

ソリューションのアンインストール 
「Amazon Virtual Andon」ソリューションは、AWS マネジメントコンソールまたは AWS コマンド

ラインインターフェイス (AWS CLI) を使用してアンインストールできます。ただし、Amazon 

Cognito ユーザープール、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット、Amazon 

DynamoDB の issue テーブルは手動で削除する必要があります。 

AWS マネジメントコンソールの使用 

1. AWS CloudFormation コンソールにサインインします。 

2. スタックページで、このソリューションスタックを選択します。 

3. [削除] を選択します。 

AWS CLI を使用する 

AWS CLI が自身の環境で使用できるかどうかを調べます。インストール手順については、AWS CLI ユ

ーザーガイドの「AWS コマンドラインインターフェイスとは」を参照してください。AWS CLI が使用

可能であることを確認したら、次のコマンドを実行します。 

$ aws cloudformation delete-stack --stack-name <cloudformation-stack-name> 

https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html
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Amazon Cognito ユーザープールの削除 

Amazon Cognito ユーザープールを削除するには、次の手順を使用します。 

1. Amazon Cognito コンソールにサインインして、ユーザープールタブにアクセスします。 

2. ava-userpool という名前のユーザープールを選択します。 

3. ava-userpool ページで、[プールの削除] を選択します。 

Amazon S3 バケットの削除 

このソリューションは、偶発的なデータ損失を防ぐために AWS CloudFormation スタックを削除する

場合は、Amazon S3 バケットを保持するように設定されています。このソリューションをアンインス

トールした後にデータを保持する必要がない場合は、これらのバケットを手動で削除できます。

Amazon S3 バケットを削除するには、次の手順を使用します。 

1. Amazon S3 コンソールにサインインします。 

2. 左のナビゲーションペインから [バケット] を選択します。 

3. <stack-name> Amazon S3 バケットを見つけます。 

4. いずれかの Amazon S3 バケットを選択し、[削除] を選択します。 

すべての <stack-name> Amazon S3 バケットを削除するまで、ステップを繰り返します。 

AWS CLI を使用して Amazon S3 バケットを削除するには、次のコマンドを実行してください。 

$ aws s3 rb s3://<bucket-name> --force 

Amazon DynamoDB テーブルの削除 

Amazon DynamoDB の issue テーブルを削除するには、次の手順を使用します。 

1. Amazon DynamoDB コンソールにサインインします。 

https://console.aws.amazon.com/cognito/users/
https://s3.console.aws.amazon.com/s3/home
https://console.aws.amazon.com/dynamodb/home
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2. 左のナビゲーションペインから [テーブル] を選択します。 

3. issue テーブルを選択し、[テーブルの削除] を選択します。 

運用メトリクスの収集 
このソリューションには、匿名の運用メトリクスを AWS に送信するオプションが含まれています。当

社はこのデータを使用して、お客様がこのソリューション、関連サービスおよび製品をどのように使用

しているかをよりよく理解し、提供するサービスや製品の改善に役立てます。アクティブにすると、次

の情報が収集され、AWS に送信されます。 

• Solution ID: AWS ソリューション識別子  

• Unique ID (UUID): このソリューションのデプロイごとにランダムに生成された一意の識別子  

• Timestamp: データ収集タイムスタンプ  

• Resource: 作成されたリソースまたはアクセスされたページ 

• Region: リソースが作成された AWS リージョン 

• Version: デプロイされたソリューションのバージョン 

このアンケートを通じて収集したデータは AWS が所有します。データ収集には、AWS プライバシー

ポリシーが適用されます。この機能を無効にするには、AWS CloudFormation テンプレートを起動す

る前に、次の手順を実施してください。 

1. AWS CloudFormation テンプレートをローカルのハードドライブにダウンロードします。 

2. テキストエディタで AWS CloudFormation テンプレートを開きます。 

3. AWS CloudFormation テンプレートのマッピングセクションを次のように変更します。 

Solution: 
  Config: 
    AnonymousUsage: "Yes" 

次のように変更します。 

https://aws.amazon.com/privacy/
https://aws.amazon.com/privacy/
https://solutions-reference.s3.amazonaws.com/amazon-virtual-andon/latest/amazon-virtual-andon.template
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Solution: 
  Config: 
    AnonymousUsage: "No" 

4. AWS CloudFormation コンソールにサインインします。 

5. [スタックの作成] を選択します。 

6. スタックの作成ページのテンプレートの指定セクションで、[テンプレートファイルのアップロー

ド] を選択します。 

7. テンプレートファイルのアップロードで、[ファイルの選択] を選択し、ローカルドライブから編集

したテンプレートを選択します。 

8. [次へ] を選択し、このガイドの「自動デプロイ」セクションにある「 ステップ 1. スタックの起動」

の手順に従ってください。 

ソースコード 
GitHub リポジトリにアクセスして、このソリューションのテンプレートとスクリプトをダウンロード

し、カスタマイズした上で他のユーザーと共有できます。 

改訂履歴 
日付 変更 

2019 年 11 月 初版 

2020 年 7 月 リリースバージョン 2.0.0: UI をブートストラップ 4 に変更。ユーザー、アクセス

許可、根本原因の管理ページを追加。AWS CodePipeline のデプロイを削除。(詳

細については、GitHub リポジトリの CHANGELOG.md ファイルを参照) 

2020 年 8 月 リリースバージョン 2.1.0: 多言語サポートを追加。(詳細については、GitHub リ

ポジトリの CHANGELOG.md ファイルを参照) 

2021 年 7 月 リリースバージョン 2.2.0: JSON を使用した Amazon S3 での問題の作成、イベ

ントに関連付けられた画像のアップロード、問題の解決時にコメントを追加、サイ

トに関連するすべての問題へのアクセス、ブックマークを可能にする URL 構造の

https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home
https://github.com/awslabs/amazon-virtual-andon
https://github.com/awslabs/amazon-virtual-andon/blob/master/CHANGELOG.md
https://github.com/awslabs/amazon-virtual-andon/blob/master/CHANGELOG.md
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日付 変更 

変更などの機能を追加。(詳細については、GitHub リポジトリの ChangeLog.md 

ファイルを参照) 

2021 年 10 月 リリースバージョン 3.0.0: AWS Cloud Development Kit を使用して AWS 

CloudFormation テンプレートを作成、このソリューションの  Amazon 

DynamoDB テーブルのデータを Amazon S3 にエクスポートして詳細なデータ分

析を行うオプションを追加、イベント作成後にネストされた「サブイベント」を入

力する機能を追加、以前のメトリックスと履歴ページを新しい Issue Reporting ペ

ージに統合、根本原因とコメントの解決済み問題の編集オプションの追加、複数の 

E メールアドレスや電話番号を Amazon SNS 通知のイベントにサブスクライブす

るオプションの追加、問題を作成、確認、解決するユーザーをキャプチャして、

Issue Reporting ページに表示するオプションを追加。詳細については、GitHub 

リポジトリの CHANGELOG.md ファイルを参照してください。 

 

寄稿者 
• Nimay Mehta 

• Garvit Singh 

• Beomseok Lee 

• Eric Quinones 

• George Lenz 

https://github.com/awslabs/amazon-virtual-andon/blob/master/CHANGELOG.md
https://github.com/awslabs/amazon-virtual-andon/blob/master/CHANGELOG.md
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注意 
お客様は、この文書に記載されている情報を独自に評価する責任を負うものとします。このドキュメン

トは、(a) 情報提供のみを目的としており、(b) AWS の現行製品とプラクティスを表したものであり、

予告なしに変更されることがあり、(c) AWS およびその関連会社、サプライヤー、またはライセンサー

からの契約義務や確約を意味するものではありません。AWS の製品やサービスは、明示または暗示を

問わず、いかなる保証、表明、条件を伴うことなく「現状のまま」提供されます。お客様に対する 

AWS の責任は、AWS 契約により規定されます。本書は、AWS とお客様の間で行われるいかなる契約

の一部でもなく、そのような契約の内容を変更するものでもありません。 

「Amazon Virtual Andon」ソリューションは、Apache Software Foundation で閲覧可能な Apache 

ライセンスバージョン 2.0 の条項に基づいてライセンスされます。 

 

https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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