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このガイドについて 
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 AWS コネクテッドカーソリュー

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。 

このガイドは、コネクテッドカーサービスと AWS クラウドにおけるアーキテクチャの設計の実務経験

がある IT 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。 

概要 
アマゾン ウェブ サービス (AWS) を使用すると、自動車メーカーとそのサプライヤーは、インフラス

トラクチャの管理を必要とせずにサーバーレス IoT アプリケーションが構築できます。これにより、コ

ネクテッドカーのデータを収集、処理、分析し、その結果への対応を取ることができるようになります。 

AWS IoT Core を使用すると、自動車やデバイスを、低レイテンシーかつ低いオーバーヘッドで安全に 

AWS クラウドに接続できます。ユーザーは、AWS IoT Core を他の AWS サービスと組み合わせて、

車両の診断や健全性の追跡、必要なメンテナンスの予測、自動車所有者にレコメンデーションを提供す

るイベント駆動型アプリケーションを構築できます。 

http://aws.amazon.com/cloudformation/
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AWS コネクテッドカーソリューションでは、車両と AWS クラウドを安全に接続するためのサポート

を行います。また、このソリューションには、車両内でローカルコンピューティングを行うための機

能、高度なイベントルール、データの処理およびストレージが含まれます。このソリューションの特徴

は、高速で堅牢なデータ取り込み、信頼性と耐久性に優れた車両テレメトリデータの保管、データ分析

のためのシンプルでスケーラブルなビッグデータサービス、および顧客とつながるグローバルメッセー

ジングとアプリケーションサービスです。 

このソリューションの目的は、コネクテッドカーサービスのフレームワークを提供することです。基盤

となるインフラストラクチャでの処理を管理する必要はなく、ソリューション機能の拡張に集中できま

す。このフレームワークを基本とし広範なユースケースに対応できます。その範囲は、音声操作、ナビ

ゲーションとその他の位置に基づくサービス、遠隔車両診断とヘルスモニタリング、予測分析とメンテ

ナンス時期のアラート、メディアストリーミングサービス、車両の安全とセキュリティのサービス、ヘ

ッドユニットアプリケーション、モバイルアプリケーションなどにおよびます。  

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。AWS 

コネクテッドカーソリューションを実行するための合計コストは、リクエスト、収集、保存、処理、お

よび提示されるデータの量によって異なります。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でデプロイすると、AWS クラウドに次の環境が構築さ

れます。 
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図 1: AWS コネクテッドカーソリューションのアーキテクチャ 

この AWS コネクテッドカーソリューションでは、コネクテッドカーからのメッセージを認証し、6 つ

のビジネスルールに従ってデータを処理する AWS IoT Core プラットフォームを活用しています。こ

のソリューションの AWS CloudFormation テンプレートは、車両の状態、走行、車両所有者に関する

さまざまな詳細を保存する 8 つの Amazon DynamoDB テーブル、メッセージとデータを処理する一

連のマイクロサービス (AWS Lambda 関数) 、データを暗号化して Amazon Simple Storage Service 

(Amazon S3) バケットにロードする Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリーム、異常データを

分析する Amazon Kinesis Data Analytics アプリケーション、異常のリアルタイム処理を可能にする 

Amazon Kinesis Data Streams、データ、およびユーザーにアラートを送信する Amazon Simple 

Notification Service (Amazon SNS) トピックが含まれます。 
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AWS IoT Core が受信したメッセージを認証および許可します。次に、適切なルールが AWS IoT Core 

Rules Engine によりそのメッセージに対し適用され、適切なバックエンドアプリケーションにルーテ

ィングされます。 

異常検出 
AWS IoT Core のルールにより、テレマティクスデータが Amazon Kinesis Data Firehose の配信ス

トリームに送られます。車両テレマティクスの生データはここで暗号化され、今後の分析や再生用に 

Amazon S3 バケットにストリーミングされます。Amazon Kinesis Data Analytics アプリケーション

は、ウィンドウ化された機械学習アルゴリズムを使用して配信ストリームのデータを分析し、データの

異常を検出します。異常が検出された場合は、レコードは Amazon Kinesis Data Streams に送信され

ます。これにより、レコードを解析して Amazon DynamoDB テーブルに保存する AWS Lambda 関

数を呼び出します。また、AWS Lambda 関数は、検出された異常のあるユーザーに対して Amazon 

SNS 通知をトリガーします。 

走行データ 
走行データ用の AWS IoT Core ルールは AWS Lambda 関数を呼び出し、運行中の車両テレマティク

スデータの処理と、そのデータの Amazon DynamoDB テーブルへの保存を行います。データは、走行

が完了するまで継続的に更新されます。 

ドライバーの安全性スコア 
ドライバーの安全性スコア用の AWS IoT Core ルールはトリップの終了を検出し、集計走行データを

処理する AWS Lambda 関数を呼び出し、ドライバーの安全スコアを生成するアルゴリズムを実行しま

す。次に、AWS Lambda 関数は安全性スコアとともに Amazon SNS 通知をドライバーにトリガーし

ます。そのスコアは、走行データ用の Amazon DynamoDB テーブルに追加されます。 

故障診断コード 
故障診断コード用の AWS IoT Core ルールでは、AWS IoT Core トピック内の故障診断コードを検出

して AWS Lambda 関数を呼び出します。この関数はその診断コードを Amazon DynamoDB テーブ

ルに保存し、さらに解釈しやすく変換した後、ユーザーに対する Amazon SNS 通知をトリガーします。 
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位置に基づくマーケティング 
位置に基づくマーケティング用の AWS IoT Core ルールでは、車両の位置を検出し、AWS Lambda 

関数を起動して、特定地点付近にその車両があるかどうかを判断します。特定地点付近にその車両があ

る場合、AWS Lambda 関数はその位置を Amazon DynamoDB テーブル内にログ記録し、ユーザー

に対して広告を伝える Amazon SNS 通知をトリガーします。 

データインタラクション 
このソリューションの RESTful API をホストするように Amazon API Gateway を設定し、Amazon 

Cognito ユーザープールをデプロイします。これらを使用して、既存のコネクテッドカーアプリケーシ

ョンにユーザー登録とサインインを追加することもできます。 

既存のアプリケーションとサードパーティーのサービスプロバイダーは、RESTful API を介してコネク

テッドカーのデータと安全にやり取りできます。この API は、Amazon DynamoDB に保存されている

車両データにアクセスするための「入り口」として機能します。また、この API を使用して、このソリ

ューションに独自に拡張機能を組み込むことも可能です。 

 

図 2: アプリケーションと AWS コネクテッドカーソリューションデータとのやり取り 

アプリケーションは Amazon Cognito を使用してユーザーを認証できます。認証されると、ユーザー

はソリューションの API (Amazon API Gateway エンドポイント) にリクエストを送信できます。
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Amazon API Gateway は、リクエストに基づいて、適切な AWS Lambda 関数を呼び出し、Amazon 

DynamoDB テーブルに保存されているデータに対して必要なタスクを実行します。このデータとほぼ

リアルタイムの MQTT データを使用して、詳細なグラフ、チャート、レポートを作成できます。 

考慮事項 

ソリューションの更新 
AWS コネクテッドカーソリューションのバージョン 2.1.1 では、最新の Node.js ランタイムが使用さ

れます。バージョン 2.0 では、Node.js 8.10 ランタイムを使用していますが、2019 年 12 月 31 日

にサポートを終了しています。2019 年 1 月に、AWS Lambda は作成オペレーションをブロックし、

2019 年 2 月に  AWS Lambda は更新オペレーションをブロックします。詳細については、 AWS 

Lambda 開発者ガイドのランタイムサポートポリシーを参照してください。 

このソリューションに最新の機能を適用し、引き続き改善しながら使用するには、スタックを更新して

ください。 

コンポーネント 

AWS IoT Greengrass Core 
ユーザーは AWS IoT Greengrass Core を使用して、AWS コネクテッドカーソリューションにテレマ

ティクスデータを送信できます。AWS IoT Greengrass Core には、AWS IoT Core に送信される車両

データを事前処理するためのメッセージブローカーが用意されています。また、AWS IoT Greengrass 

Core は、計器類と車内インフォテインメントユニットの更新のリスナーとして機能し、これらの変更

をローカルで実行するためのオーケストレーターとして機能することで、OTA アップデートの管理に

も役立ちます。 

AWS IoT Greengrass Core の最小ハードウェア要件は次のとおりです。 

• 最小 1 GHz 以上のコンピューティング 

https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/runtime-support-policy.html
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• 最小 128 MB 以上の RAM 

• Linux のカーネルバージョンが 4.4.11 以上の OverlayFS とユーザー名前空間が有効になっている 

Linux 

• CPU アーキテクチャ: x86_64、ARMv7、AArch64 (ARMv8) 

AWS IoT Greengrass Core デバイスは、AWS IoT Greengrass Core グループの  AWS IoT 

Greengrass Core を介して相互に通信するように設定できます。AWS IoT Greengrass Core デバイス

のクラウド接続が途切れた場合でも、AWS IoT Greengrass Core グループ内のデバイスはローカルネ

ットワーク上でお互いに通信を続けられます。  

AWS IoT デバイス SDK 
また、AWS IoT デバイス SDKを使用して、ソリューションにデータを送信することもできます。AWS 

IoT デバイス SDK を使用すれば、ハードウェアデバイスを簡単かつすばやく AWS IoT Core に接続で

きます。例えば、AWS IoT デバイス SDK を活用して、オン・ボード・ダイアグノーシスデータ 

(OBD-II) をスキャンし、AWS IoT Greengrass Core 経由で AWS IoT Core にセンサーデータを発行

する基盤レイヤーを構築できます。 

デバイスゲートウェイ 

AWS IoT Core デバイスゲートウェイによって、デバイスと AWS IoT Core との間の安全かつ効率的

な通信が可能になります。このソリューションでは、コネクテッドカーは Pub/Sub モデルを使用して

デバイスゲートウェイと通信します。Pub/Sub モデルでは、車両はトピックと呼ばれる特定の論理通

信チャネルにメッセージを発行します。車両は、メッセージを受信するためにトピックをサブスクライ

ブします。このセクションでは、次のトピックについて説明します。 

メッセージ

の種類 

トピック アクション 説明 

テレマティ

クス 

connectedcar/telemetry/<VIN> publish 車両センサーとテレマティクスデータ 

{ timestamp:x, trip_id:x, vin:x, 
name:x, value:x } 

https://aws.amazon.com/iot-platform/how-it-works/#gateway
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メッセージ

の種類 

トピック アクション 説明 

車両の走行

情報 

connectedcar/trip/<VIN> publish 集計された走行データ 

故障診断コ

ード 

connectedcar/dtc/<VIN> publish 故障診断コード (DTC) 

{ timestamp:x, trip_id:x, vin:x, 
name:'dtc', value:x } 

異常アラー

ト 

connectedcar/alert/<VIN>/anomaly subscribe 異常検出アラート 

{ type:’anomaly’,message:x } 

DTC アラー

ト 

connectedcar/alert/<VIN>/dtc subscribe DTC アラート 

{ type:’dtc’,message:x } 

ドライバー

スコアアラ

ート 

connectedcar/alert/<VIN>/driverscore subscribe ドライバーの安全性スコアのアラート 

{ type:’driverscore’,message:x } 

広告アラー

ト 

connectedcar/telemetry/<VIN>/info subscribe 広告アラート 

{ type:’info’,message:x } 

     

ルールエンジン 
コネクテッドカーが AWS コネクテッドカーソリューションにメッセージを発行すると、AWS IoT 

Core ルールエンジンは、定義されたルールに基づいてメッセージを評価、変換し、適切なバックエン

ドサービスにメッセージを配信します。 このソリューションには、次のステータスが含まれます。 

メッセージの種類 トピック 説明 

ConnectedVehicleJITR SELECT * FROM 

'$aws/events/certificates/
registered/<CA CERTIFICATE 
ID>' 

登録済みの CA によって署名され

た不明な証明書をアクティブ化

し、車両識別番号 (VIN) ポリシー

をアタッチします。 

ConnectedVehicleTelematicsStora

ge 

SELECT * FROM 
'connectedcar/telemetry/#' 

インバウンドの車両テレメトリデ

ータを処理し、永続的なストレー

ジにメッセージを送信します。 

https://aws.amazon.com/iot-platform/how-it-works/#rulesengine
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メッセージの種類 トピック 説明 

ConnectedVehicleTelematicsDtc SELECT * FROM 
'connectedcar/dtc/#' 

インバウンドの車両の故障診断コ

ード (DTC) データを選択し、

AWS Lambda 関数をトリガーし

て、DTC 情報を処理します。 

ConnectedVehicleTrip SELECT * FROM 
'connectedcar/trip/#' 

インバウンド車両の集約された走

行データを選択し、Amazon 

DynamoDB テーブルに保存しま

す。 

ConnectedVehicleDriverScore SELECT * FROM 
'connectedcar/trip/#' 
WHERE ignition_status = 
'off' 

走行終了を検出し、AWS Lambda 

関数をトリガーして、集計された

走行データから運転者の安全性ス

コアを計算します。  

ConnectedVehicleLocationBasedM

arketing 

SELECT * FROM 
'connectedcar/telemetry/#' 
WHERE name = 'location' 

インバウンドの車両の位置を選択

し、AWS Lambda 関数をトリガ

ーして、車両が特定地点付近に位

置するかどうかを判断します。  

ルールエンジンでは、AWS IoT Core から Amazon Kinesis Data Streams や Amazon DynamoDB 

などの他のいくつかの AWS サービス、または AWS IoT Core トピックから別のトピックにインバウ

ンドテレメトリデータをルーティングするように設定できます。また、AWS Lambda で実行されてい

るカスタムアプリケーションにもデータを送信できるため、メーカーはコネクテッドカーのデータを処

理するための最大限の柔軟性と能力を享受できます。 

認証 
このソリューションでは、AWS IoT Core への接続のすべてのポイントで相互認証と暗号化を利用して

いるので、証明されたアイデンティティがなければコネクテッドカーと AWS IoT Core 間でデータが

交換されることはありません。このソリューションに接続する車両には、MQTT 接続と X.509 証明書

ベースの認証を活用することをお勧めします。AWS IoT Core で車両証明書の発行と署名に使用する優

先認証局 (CA) を登録できます。登録された各車両証明書には、車両識別番号 (VIN) に関連付けられた

トピックのみを発行および購読することを許可するポリシーがあります。 
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ジャストインタイム登録 
車両が初めて AWS IoT Core に接続すると、AWS IoT Core は不明な証明書を検出します。証明書が

登録された CA によって署名されている場合は、AWS コネクテッドカーソリューションは Transport 

Layer Security (TLS) のハンドシェイク中にその車両証明書を自動的に登録しようとします。 

MQTT 登録イベントは、登録された CA 証明書に関連付けられた登録トピックに発行されます。登録イ

ベントは、証明書をアクティブ化し、VIN ポリシーをアタッチする AWS Lambda 関数を呼び出しま

す。証明書がアクティブ化され、ポリシーがアタッチされると、その証明書は AWS IoT Core での認

証と認可に使用できます。 

ユーザー管理 
AWS コネクテッドカーソリューションのデプロイ後、管理者は権限のあるユーザーを招待し、権限を

カスタマイズして、詳細なアクセスコントロールポリシーを実装できます。特権を持つユーザーは、デ

ータの参照、検索、アクセスができます。また、クラウドアプリケーションを構築して維持し、それら

のアプリケーションを使用するように顧客を招待することもできます。 

このソリューションは、Microsoft Active Directory とも統合されています。 

ログ記録とメトリクス 
AWS コネクテッドカーソリューションでは、API 呼び出し、レイテンシー、エラー率を Amazon 

CloudWatch に記録します。このログを使用して、しきい値を定義してアラームを設定できます。また、

AWS コネクテッドカーソリューションは REST API レベルでトラフィックを監視します。オプション

で、Amazon API Gateway のデプロイ設定のコンソールから、コネクテッドカーの REST API 内の各

メソッドに対して詳細なメトリクスを有効にできます。詳細なメトリクスには追加料金が発生します。 

デプロイ可能なリージョン 
このソリューションでは、特定の AWS リージョンでのみ使用できる Amazon Cognito、AWS IoT 

Core、Amazon Kinesis Data Firehose、Amazon Kinesis Data Analytics、および Amazon Kinesis 

Data Streams を使用します。そのため、これらのサービスをサポートするリージョンでデプロイする
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必要があります。リージョン別の利用可能なサービスの最新の情報については、AWS の製品およびサ

ービス一覧 (リージョン別) を参照してください。 

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 コネクテッドカーソリューショ

ンのデプロイを自動化しています。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。 

aws-connected-vehicle-solution.template: このテンプレートを使用

して、ソリューションと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 Kinesis Data Firehose 配信ストリーム、Amazon Kinesis Data Analytics 

アプリケーション、Amazon Kinesis Data Streams、Amazon DynamoDB テーブル、AWS 

Lambda 関数、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット、Amazon Simple 

Notification Service (Amazon SNS) トピック、Amazon API Gateway、および Amazon Cognito 

ユーザープールがデプロイされますが、特定の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。 

自動デプロイ 
自動デプロイを開始する前に、このガイドで説明されているアーキテクチャ、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、AWS コネクテッドカーソリューショ

ンを設定して自身の AWS アカウントにデプロイします。 

デプロイ時間: 約 5 分 

スタックを起動する 
この自動化 AWS CloudFormation テンプレートは、AWS コネクテッドカーソリューションをデプロ

イします。 

テンプレートを表示

http://s3.amazonaws.com/solutions-reference/connected-vehicle-solution/latest/aws-connected-vehicle-solution.template
http://s3.amazonaws.com/solutions-reference/connected-vehicle-solution/latest/aws-connected-vehicle-solution.template
https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/
https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/
http://s3.amazonaws.com/solutions-reference/connected-vehicle-solution/latest/aws-connected-vehicle-solution.template�
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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。 

1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、右側のボタンをクリッ

クして、aws-connected-vehicle-solution Amazon 

CloudFormation テンプレートを起動します。 

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。 

2. 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 リージョンでのみ使用できる Amazon Cognito、

AWS IoT Core、Amazon Kinesis Data Firehose、Amazon Kinesis Data Analytics、および 

Amazon Kinesis Data Streams を使用します。そのため、このソリューションはこれらのサービ

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。1  

3. [テンプレートの指定] ページで、正しいテンプレートを選択したことを確認し、[次へ] を選択しま

す。 

4. [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、[次へ] を選

択します。 

5. [スタックオプションの設定] のページで、[次へ] をクリックします。 

6. [レビュー] ページで、設定を見直して確認します。テンプレートが AWS Identity and Access 

Management (IAM) リソースを作成することを確認するチェックボックスを必ずオンにします。 

7. [スタックの作成] を選択してスタックをデプロイします。 

                                                 
1利用可能なサービスに関するリージョン別の最新情報は、https://aws.amazon.com/about-aws/global-

infrastructure/regional-product-services/ を参照してください。  

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/connected-vehicle-cloud/latest/connected-vehicle-cloud.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/connected-vehicle-cloud/latest/connected-vehicle-cloud.template
http://s3.amazonaws.com/solutions-reference/connected-vehicle-solution/latest/aws-connected-vehicle-solution.template
https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/
https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/connected-vehicle-cloud/latest/connected-vehicle-cloud.template�
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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 5 分で CREATE_COMPLETE のステータスが表示されます。 

注意 : データを処理および保存する AWS Lambda 関数に加えて、このソリューションには、

connected-vehicle-helper AWS Lambda 関数が含まれています。この関数は、初期設定時か

リソースの更新または削除時にのみ実行されます。 

このソリューションを実行すると、connected-vehicle-helper 関数は非アクティブになりま

す。ただし、関連付けられたリソースを管理する必要があるため、この関数を削除しないでくださ

い。 

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。この共有モデルにより、AWS が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施設の物理的なセキュリティに至るまでの要素を運用、管理、および制

御するため、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。 

IAM ロール 
AWS コネクテッドカーソリューションと通信するように既存のアプリケーションを設定する場合は、

アプリケーションがアクセスして処理できるデータを指定する必要があります。AWS コネクテッドカ

ーソリューションでは、アプリケーションのカスタム AWS Identity and Access Management ロール

が自動的に作成されます。このロールにより、データの取得と復号が可能になります。 

認証 
AWS IoT Core では、コネクテッドカーと AWS IoT Core デバイスゲートウェイ間のすべてのポイン

トで相互認証と暗号化が提供されるため、証明されたアイデンティティがなければデータが交換される

ことはありません。AWS IoT Core では、署名バージョン 4 および X.509 証明書ベースの認証がサポ

ートされています。AWS IoT Core では、AWS IoT Core によって生成された証明書、および推奨され

る認証機関 (CA) によって署名された証明書を使用できます。 

http://aws.amazon.com/security/
http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/signature-version-4.html
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その他のリソース 

AWS のサービス 

• AWS IoT Core 

• Amazon Kinesis Data Firehose 

• Amazon Kinesis Data Analytics 

• Amazon Kinesis Data Streams 

• Amazon DynamoDB  

• Amazon Simple Storage Service 

• Amazon Simple Notification Service 

• AWS CloudFormation  

• AWS Lambda 

  

https://aws.amazon.com/iot-platform/
https://aws.amazon.com/kinesis/firehose/
https://aws.amazon.com/kinesis/analytics/
https://aws.amazon.com/kinesis/streams/
https://aws.amazon.com/dynamodb/
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/sns/
http://aws.amazon.com/documentation/cloudformation/
https://aws.amazon.com/documentation/lambda/
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付録: コネクテッドカーソリューション API 
コネクテッドカーソリューション API を使用すると、収集した車両データを安全な方法で公開できます。

この API は、コネクテッドカーのバックエンドのマイクロサービスから車両データ、ビジネスロジック、

および拡張機能にアクセスするためのアプリケーションの「入り口」として機能します。 

このソリューションでは、Amazon API Gateway (cc-authorizer) と統合された Amazon Cognito 

ユーザープールを使用して、認証と認可を行います。この API でユーザープールを使用する場合、クラ

イアントは有効な ID トークンを提供した後にのみ、ユーザープールが有効なメソッドを呼び出すこと

ができます。 

コネクテッドカーソリューション API では、次のオペレーションを使用できます。 

車両 

• GET /vehicles 

• POST /vehicles 

• GET /vehicles/{vin} 

異常検出 

• GET /vehicles/{vin}/anomalies 

• GET /vehicles/{vin}/anomalies/{anomaly_id} 

• PUT /vehicles/{vin}/anomalies/{anomaly_id}/acknowledge 

故障診断コード (DTC) 

• GET /vehicles/{vin}/dtc 

• GET /vehicles/{vin}/dtc/{dtc_id} 

• PUT / vehicles/{vin}/dtc/{dtc_id}/acknowledge 
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ヘルスレポート 

• GET /vehicles/{vin}/healthreports 

• GET /vehicles/{vin}/healthreports /{report _id} 

走行 

• GET /vehicles/{vin}/trips 

• GET /vehicles/{vin}/ trips /{trip _id} 

GET /vehicles 
説明 
GET /vehicles オペレーションでは、車両のエンドポイントから車両 ID やその他の詳細を取得でき

ます。 

レスポンス 
 名前 説明 

vin 車両の車両識別番号 (VIN) 

owner_id 車両所有者の一意のユーザー ID 

nickname 車両のニックネーム 

odometer 車両の走行距離計 (オドメーター) の読み取り 

すべてのアクションに共通のエラーについては、共通のエラーを参照してください。 

POST /vehicles 
説明 
POST /vehicles オペレーションでは、所有者の新しい登録済み車両を作成できます。レスポンスに

は、新しく登録されたデバイスの詳細が含まれます。 
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リクエストボディ 
名前 説明 

vin 車両の VIN 

nickname 車両のニックネーム 

 

レスポンス 
 名前 説明 

vin 車両の VIN 

owner_id 車両所有者の一意のユーザー ID 

nickname 車両のニックネーム 

odometer 車両の走行距離計 (オドメーター) の読み取り 

すべてのアクションに共通のエラーについては、共通のエラーを参照してください。 

GET /vehicles/{vin} 
説明 
GET /vehicles/{vin} オペレーションを使用すると、ユーザーに登録された特定の車両に関する情

報を取得できます。 

リクエストパラメーター 
vin 

車両のフィルタリングに使用される VIN 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 
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レスポンス 
 名前 説明 

owner_id 車両所有者の一意のユーザー ID 

nickname 車両のニックネーム 

odometer 車両の走行距離計 (オドメーター) の読み取り 

すべてのアクションに共通のエラーについては、共通のエラーを参照してください。 

GET /vehicles/{vin}/anomalies 
説明 
GET /vehicles/{vin}/anomalies オペレーションを使用すると、特定の車両の異常履歴に関する

情報を取得できます。 

リクエストパラメーター 
vin 

異常をフィルタリングするために使用される VIN 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

レスポンス 
 名前 説明 

anomaly_id 異常の一意の識別子 

vin 車両の VIN  

telemetric 異常が発生したテレメトリ 

value 異常が発生したテレメトリの値  

anomaly_score 特定された異常の評価スコア  
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 名前 説明 

acknowledged 異常が確認されていることを示すフラグ  

description 異常の説明  

identified_at 異常が識別された日時  

measured_at 異常が測定された日時  

created_at 異常が作成された日時  

すべてのアクションに共通のエラーについては、共通のエラーを参照してください。 

GET /vehicles/{vin}/anomalies/{anomaly_id} 
説明 
GET /vehicles/{vin}/anomalies/{anomaly_id} オペレーションを使用すると、特定の車両の

特定の異常に関する情報を取得できます。 

リクエストパラメーター 
vin 

異常をフィルタリングするために使用される VIN 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

anomaly_id 

情報の取得対象となる異常の ID 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 
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レスポンス 
 名前 説明 

anomaly_id 異常の一意の識別子 

vin 車両の VIN  

telemetric 異常が発生したテレメトリ 

value 異常が発生したテレメトリの値  

anomaly_score 特定された異常の評価スコア 

acknowledged 異常が確認されていることを示すフラグ  

description 異常の説明  

identified_at 異常が識別された日時  

measured_at 異常が測定された日時  

created_at 異常が作成された日時  

すべてのアクションに共通のエラーについては、共通のエラーを参照してください。 

PUT 

/vehicles/{vin}/anomalies/{anomaly_id}/acknowledge 
説明 
PUT /vehicles/{vin}/anomalies/{anomaly_id}/acknowledge オペレーションを使用すると、

特定の車両の特定の異常を確認することができます。 

リクエストパラメーター 
vin 

異常をフィルタリングするために使用される VIN 

タイプ: 文字列 
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必須 : はい 

anomaly_id 

情報の取得対象となる異常の ID 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

レスポンス 
 名前 説明 

anomaly_id 異常の一意の識別子 

vin 車両の VIN  

telemetric 異常が発生したテレメトリ 

value 異常が発生したテレメトリの値  

anomaly_score 特定された異常の評価スコア  

acknowledged 異常が確認されていることを示すフラグ  

description 異常の説明  

identified_at 異常が識別された日時  

measured_at 異常が測定された日時  

created_at 異常が作成された日時  

すべてのアクションに共通のエラーについては、共通のエラーを参照してください。 

GET /vehicles/{vin}/dtc 
説明 
GET /vehicles/{vin}/dtc オペレーションを使用すると、特定の車両の故障診断コード履歴に関す

る情報を取得できます。 
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リクエストパラメーター 
vin 

故障診断コードをフィルタリングするために使用された VIN 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

レスポンス 
 名前 説明 

dtc_id 故障診断コードの一意の識別子 

vin 車両の VIN  

dtc 故障診断コードの識別子  

description 故障診断コードの説明  

steps 故障診断コードの解決ステップ   

acknowledged 故障診断コードが確認されていることを示すフラグ  

description 故障診断コードの説明 

identified_at 故障診断コードが特定された日時  

measured_at 故障診断コードが測定された日時  

解決ステップ 
名前 説明 

id 解決ステップの識別子  

detail 解決ステップの詳細  

すべてのアクションに共通のエラーについては、共通のエラーを参照してください。 
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GET /vehicles/{vin}/dtc/{dtc_id} 
説明 
GET /vehicles/{vin}/dtc/{dtc_id} オペレーションを使用すると、特定の車両の特定の故障診

断コードに関する情報を取得できます。 

リクエストパラメーター 
vin 

故障診断コードをフィルタリングするために使用された VIN 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

dtc_id 

情報の取得対象となる故障診断コードの ID 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

レスポンス 
 名前 説明 

dtc_id 故障診断コードの一意の識別子 

vin 車両の VIN  

dtc 故障診断コードの識別子  

description 故障診断コードの説明  

steps 故障診断コードの解決ステップ   

acknowledged 故障診断コードが確認されていることを示すフラグ  
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 名前 説明 

description 故障診断コードの説明 

identified_at 故障診断コードが特定された日時  

measured_at 故障診断コードが測定された日時  

解決ステップ 
名前 説明 

id 解決ステップの識別子  

detail 解決ステップの詳細  

すべてのアクションに共通のエラーについては、共通のエラーを参照してください。 

GET /vehicles/{vin}/dtc/{dtc_id}/acknowledge 
説明 
GET /vehicles/{vin}/dtc/{dtc_id}/acknowledge オペレーションを使用すると、特定の車両

の特定の故障診断コードを確認することができます。 

リクエストパラメーター 
vin 

故障診断コードをフィルタリングするために使用された VIN 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

dtc_id 

情報の取得対象となる故障診断コードの ID 

タイプ: 文字列 
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必須 : はい 

レスポンス 
 名前 説明 

dtc_id 故障診断コードの一意の識別子 

vin 車両の VIN  

dtc 故障診断コードの識別子  

description 故障診断コードの説明  

steps 故障診断コードの解決ステップ  

acknowledged 故障診断コードが確認されていることを示すフラグ  

identified_at 故障診断コードが特定された日時  

measured_at 故障診断コードが測定された日時  

すべてのアクションに共通のエラーについては、共通のエラーを参照してください。 

GET /vehicles/{vin}/healthreports 
説明 
GET /vehicles/{vin}/healthreports オペレーションを使用すると、車両のヘルスレポート履歴

に関する情報を取得できます。 

リクエストパラメーター 
vin 

ヘルスレポートのフィルタリングに使用される VIN 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 
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レスポンス 
 名前 説明 

report_id ヘルスレポートの一意の識別子 

vin 車両の VIN  

owner_id 車両所有者の一意のユーザー ID 

すべてのアクションに共通のエラーについては、共通のエラーを参照してください。 

GET /vehicles/{vin}/healthreports/{report_id} 
説明 
GET /vehicles/{vin}/healthreports/{report_id} オペレーションを使用すると、特定の車両

の特定のヘルスレポートに関する情報を取得できます。 

リクエストパラメーター 
vin 

ヘルスレポートのフィルタリングに使用される VIN 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

report_id 

情報の取得対象となるヘルスレポートの ID 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 
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レスポンス 
 名前 説明 

report_id ヘルスレポートの一意の識別子 

vin 車両の VIN  

owner_id 車両所有者の一意のユーザー ID 

すべてのアクションに共通のエラーについては、共通のエラーを参照してください。 

GET /vehicles/{vin}/trips 
説明 
GET /vehicles/{vin}/trips オペレーションを使用すると、特定の車両の走行履歴に関する情報を

取得できます。 

リクエストパラメーター 
vin 

走行をフィルタリングするために使用される VIN 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

レスポンス 
 名前 説明 

trip_id 走行の一意の識別子 

vin 車両の VIN  

owner_id 車両所有者の一意のユーザー ID 

vehicle_speed_mean 走行中の車両の平均速度 (km/ 時) 

engine_speed_mean 走行中の平均エンジン速度 
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 名前 説明 

torque_at_transmission_mean 走行中の平均伝達トルク速度 

oil_temp_mean 走行中の平均油温度 

accelerator_pedal_position_mean 走行中のアクセラレーターペダルの平均位置 

brake_mean 走行中のブレーキペダルの平均位置 

odometer 走行の開始時と走行の終了時の走行距離計 (オドメーター) の読み取り

値の差 

fuel_consumed_since_restart 走行中に消費される燃料 

fuel_level 走行後の燃料レベル 

start_latitude 走行の開始時の緯度 

start_longitude 走行の開始時の経度 

stop_latitude 走行の終了時の緯度 

stop_longitude 走行の終了時の経度 

start_time 走行が開始された時刻 

end_time 走行が終了した時刻 

driver_safety_score 走行時の運転者の安全性スコア 

すべてのアクションに共通のエラーについては、共通のエラーを参照してください。 

GET /vehicles/{vin}/trips/{trip_id} 
説明 
GET /vehicles/{vin}/trips/{trip_id} オペレーションを使用すると、特定の車両の特定の走行

に関する情報を取得できます。 

リクエストパラメーター 
vin 

走行をフィルタリングするために使用される VIN 
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タイプ: 文字列 

必須 : はい 

trip_id 

情報の取得対象となる走行の ID 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

レスポンス 
 名前 説明 

trip_id 走行の一意の識別子 

vin 車両の VIN  

owner_id 車両所有者の一意のユーザー ID 

vehicle_speed_mean 走行中の車両の平均速度 (km/ 時) 

engine_speed_mean 走行中の平均エンジン速度 

torque_at_transmission_mean 走行中の平均伝達トルク速度 

oil_temp_mean 走行中の平均油温度 

accelerator_pedal_position_mean 走行中のアクセラレーターペダルの平均位置 

brake_mean 走行中のブレーキペダルの平均位置 

odometer 走行の開始時と走行の終了時の走行距離計 (オドメーター) の読み取り

値の差 

fuel_consumed_since_restart 走行中に消費される燃料 

fuel_level 走行後の燃料レベル 

start_latitude 走行の開始時の緯度 

start_longitude 走行の開始時の経度 
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 名前 説明 

stop_latitude 走行の終了時の緯度 

start_longitude 走行の終了時の経度 

start_time 走行が開始された時刻 

end_time 走行が終了した時刻 

driver_safety_score 走行時の運転者の安全性スコア 

すべてのアクションに共通のエラーについては、共通のエラーを参照してください。 

共通のエラー 
このセクションでは、すべてのオペレーションが返すことができる共通のエラーを一覧表示します。 

エラーコード 説明 

400 Bad Request 一意の識別子が無効 

404 Not Found 車両が見つかりません  

default 予期しないエラー 
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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、カスタマイズを他のユーザーと共有できます。 

ドキュメントの改訂 
日付 変更 

2017 年 11 月 初回リリース 

2018 年 1 月 位置に基づくマーケティング機能の追加 

2019 年 12 月 Node.js の更新のサポートに関する情報を追加 

 

© 2019, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. 

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。 

AWS コネクテッドカーソリューションは、https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 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。 

http://github.com/awslabs/aws-connected-vehicle-solution
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