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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 IoT デバイスシミュレーターをデ

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、設定、および実行する 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、IoT デバイスと 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) は、インフラストラクチャを管理することなく、接続されたデバイス

データを収集、処理、分析、および操作するサーバーレス IoT アプリケーションを構築するのに役立つ、

多くのサービスを提供します。AWS では、IoT アプリケーション用のセキュアで俊敏性のあるスケー

ラブルなバックエンドを構築することもできます。これにより、独自にバックエンドリソースを開発お

よび管理する必要がなくなり、コストを削減し、生産性とイノベーションを向上させることができます。

しかしながら、物理的に接続するデバイスを大量に用意しなければ、IoT アプリケーションやバックエ

ンドのサービスのテストを行うことが難しい場合があります。 

デバイスの統合と IoT バックエンドサービスをより簡単にテストできるよう、AWS では IoT デバイス

シミュレーターソリューションを提供しています。このソリューションはウェブベースのグラフィカル

ユーザーインターフェイス (GUI) コンソールがあるため、物理デバイスを設定および管理したり、時間

のかかるスクリプトを開発したりすることなく、数百の仮想接続デバイスを作成しシミュレーションで

きます。 このソリューションは、すぐに動作するように設計されています。または、このソリューショ

ンをリファレンス実装として使用して、特定のユースケース向けのカスタムシミュレーションエンジン

を構築することができます。 

http://aws.amazon.com/cloudformation/
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IoT デバイスシミュレーターでは、ユーザー定義のテンプレートから多数の仮想接続デバイス (ウィジ

ェット) を構築し、それらのウィジェットをシミュレートして AWS IoT に定期的にデータを発行でき

るようにするコンソールを提供します。シミュレーターから個々のウィジェットをモニタリングしたり、

バックエンドサービスがデータを処理する状況をモニタリングしたりすることも可能です。 

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、シミュレーション、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。 

このソリューションでは、継続的に実行される Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) の

タスクを使用しています。このタスクは、シミュレータが長時間使用されていない場合は、{desired 

count : 0} に設定する必要があります。詳細については、付録 E 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。 

 

図 1: 「IoT デバイスシミュレーター」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、Amazon API Gateway を利用してソリューションのマイク

ロサービス (AWS Lambda 関数) を呼び出すデバイスシミュレーター API をデプロイします。これら

のマイクロサービスには、仮想デバイスやデバイスタイプ上での CRUD 操作、シミュレーションメト

リクスの保存、及び管理タスクを実行するためのビジネスロジックが含まれています。これらのマイク

ロサービスは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、Amazon DynamoDB、AWS 

Identity and Access Management (IAM)、および Amazon CloudWatch Logs とやり取りして、デ

ータストレージ、管理、ログ記録機能を提供します。 

また、このソリューションでは、2 つのパブリックサブネットと 2 つのプライベートサブネットを持つ 

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) のネットワークトポロジをデプロイします。このトポ

ロジは、AWS Fargate によってプロビジョニングされた  Amazon Elastic Container Service 

(Amazon ECS) コンテナで実行されます。 Amazon VPC には NAT ゲートウェイも含まれています。 

このソリューションは、ウェブコンソールを作成し、静的ウェブサイトホスティング用に設定された 

Amazon S3 バケットにデプロイします。Amazon CloudFront は、ソリューションのウェブサイトバ

ケットのコンテンツに対するアクセスを制限するために使用されます。ソリューションは初期設定時に

デフォルトの管理者ロールも作成し、顧客が指定したユーザーの E メールにアクセス招待を送信します。

このソリューションは、Amazon Cognito ユーザープールを使用して、コンソールおよびデバイスシミ

ュレーター API へのユーザーアクセスを管理します。 

デバイスシミュレーター API が承認済みリクエストを受信すると、Amazon API Gateway は適切な 

AWS Lambda 関数を呼び出します。AWS Lambda 関数は API に実行結果を返し、API はシミュレー

ターコンソールに結果を返します。 

デバイスシミュレーションリクエストを受信すると、デバイスマイクロサービスはリクエストを 

Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) のシミュレーションキューに送信します。シミュレ

ーションエンジンは、シミュレーションの開始リクエストと停止リクエストについてシミュレーション

キューをポーリングします。 

シミュレーションの開始リクエストを受け取ると、このソリューションはリクエストに基づいて仮想デ

バイスを作成し、デバイスタイプの定義で定義された期間中、定義済みの AWS IoT エンドポイントに

シミュレートされたデータの発行を開始します。各シミュレーションは、定義された実行期間が終了す

https://aws.amazon.com/api-gateway/
https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/dynamodb/
https://aws.amazon.com/iam/
https://aws.amazon.com/iam/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/WhatIsCloudWatchLogs.html
https://aws.amazon.com/vpc/
https://aws.amazon.com/fargate/
https://aws.amazon.com/ecs/
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-nat-gateway.html
https://aws.amazon.com/cognito/
https://aws.amazon.com/sqs/
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るか、停止リクエストを受信するまで実行されます。シミュレーションの停止リクエストを受け取ると、

このソリューションはリクエストに基づいてシミュレーションを終了し、デバイスカタログを更新しま

す。 

ソリューションコンポーネント 

デバイスシミュレーターのマイクロサービス 
IoT デバイスシミュレーターのマイクロサービスは、すべてのデバイスシミュレーションオペレーショ

ンのビジネスロジックとデータアクセスレイヤーを提供する一連の AWS Lambda 関数です。各 

Lambda 関数は、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。 

管理者のマイクロサービス 
iot-sim-admin-service Lambda 関数は、/admin/* エンドポイントに送信されたデバイスシミュ

レーター API のリクエストを処理します。すべての /admin/* API エンドポイントは、完全なリクエ

ストペイロードを iot-sim-admin-service 関数に渡す AWS Lambda のプロキシエンドポイントと

して設定されます。管理者のマイクロサービスでは、ユーザーや全般設定を含むすべての管理サービス

を処理します。 

メトリクスのマイクロサービス 
iot-sim-metrics-service Lambda 関数は、/metrics/* エンドポイントに送信されたデバイス

シミュレーター API のリクエストを処理します。すべての /metrics/* API エンドポイントは、完全

なリクエストペイロードを iot-sim-metrics-service 関数に渡す AWS Lambda のプロキシエン

ドポイントとして設定されます。メトリクスのマイクロサービスでは、IoT デバイスシミュレーターの

すべてのメトリクスオペレーションを処理します。 

デバイスのマイクロサービス 
iot-sim-device-service Lambda 関数は、/device/* エンドポイントに送信されたデバイスシミ

ュレーター API のリクエストを処理します。すべての /device/* API エンドポイントは、完全なリク

エストペイロードを iot-sim-device-service 関数に渡す AWS Lambda のプロキシエンドポイン
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トとして設定されます。デバイスのマイクロサービスでは、リスト、デバイスの追加、デバイスの削除、

デバイスタイプのリスト、デバイスタイプの追加、デバイスタイプの更新、シミュレーションの開始、

シミュレーションの停止など、すべてのデバイスおよびデバイスタイプのオペレーションを処理します。 

プロファイルのマイクロサービス 
iot-sim-profile-service Lambda 関数は、/profile/* エンドポイントに送信されたデバイス

シミュレーター API のリクエストを処理します。すべての /profile/* API エンドポイントは、完全

なリクエストペイロードを iot-sim-profile-service 関数に渡す AWS Lambda のプロキシエン

ドポイントとして設定されます。プロファイルのマイクロサービスでは、IoT デバイスシミュレーター

のユーザープロファイル情報の読み取りを処理します。 

Amazon DynamoDB 
IoT デバイスシミュレーターでは、Amazon DynamoDB を使用して、デバイス、デバイスタイプ、設

定、メトリクスのメタデータを保持します。各 DynamoDB テーブルは、キャパシティープランニング

なしで 1 秒間に数千件のリクエストに対応できる DynamoDB の柔軟な請求オプションである 

Amazon DynamoDB オンデマンドを使用してプロビジョニングされます。DynamoDB オンデマンド

では、読み取りおよび書き込みリクエスト数に応じて料金が発生する従量課金制となっているため、コ

ストとパフォーマンスのバランスを簡単に取ることができます。 オンデマンドモードでは、前に観察

したトラフィックレベルまで拡張または縮小して、ワークロードを即座に受け入れることができるよう

にします。トラフィックレベルが新しいピークに達した場合、DynamoDB はワークロードに対応する

ように迅速に対応します。 

このソリューションでは、4 つの DynamoDB テーブル (iot-sim-device-widgets、iot-sim-

device-types、iot-sim-metrics、および iot-sim-settings) が作成されます。 

iot-sim-device-widgets テーブルは、仮想デバイスに関する次の情報を格納します。  

• Category: デバイスウィジェットのカテゴリ。これは、デバイスタイプによって定義されます。 

• CreatedAt: デバイスウィジェットが作成された日時 (UTC) 

• EndedAt: 前回のシミュレーション実行が終了した日時 (UTC) 
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• Id: デバイスウィジェットの一意の識別子。これは自動的に生成されます。 

• Metadata: デバイスウィジェットに関連付けられたメタデータ 

• Runs: デバイスウィジェットによって実行されるシミュレーション実行の数 

• Stage: デバイスウィジェットの現在のシミュレーションステージ。詳細については、シミュレー

ションステージを参照してください。 

• StartedAt: 前回のシミュレーション実行が開始された日時 (UTC) 

• Subcategory: デバイスウィジェットのサブカテゴリ。これは、デバイスタイプによって定義され

ます。 

• TypeId: デバイスタイプの識別子 

• UpdatedAt: デバイスウィジェットが更新された日時 (UTC) 

• UserId: デバイスウィジェットの所有者のユーザー ID 

• Visibility: 他の IoT デバイスシミュレーターユーザーのデバイスタイプの可視性（private または 

shared）。private を使用して、他のユーザーがデバイスタイプを使用してデバイスを作成でき

ないようにします。shared を使用して、他のユーザーが同じデバイスタイプを使用してデバイス

を作成できるようにします。次のデバイスレコードのサンプルは、Visibility パラメータの使用を示

しています。 

{ 
  "category": "custom widget", 
  "createdAt": "2018-04-09T20:01:58Z", 
  "endedAt": "2018-04-09T20:04:13Z", 
  "id": "B1OJ6UHtoG", 
  "metadata": {}, 
  "runs": 1, 
  "stage": "sleeping", 
  "startedAt": "2018-04-09T20:02:10Z", 
  "subCategory": "weather station", 
  "typeId": "rkbZDGsOf", 
  "visibility": "private", 
  "updatedAt": "2018-04-09T20:04:13Z", 
  "userId": "sample_user" 
} 

iot-sim-device-types テーブルには、デバイスタイプに関する次の情報が格納されます。  
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• CreatedAt: デバイスタイプが作成された日時 (UTC) 

• Custom: デバイスタイプがユーザー作成 (true) であるか、システム生成 (false) であるかを識別

します。 

• Name: デバイスウィジェットの名前 

• Spec: デバイスタイプの仕様 

• Duration: 特定のデバイスタイプでシミュレーションが実行される時間 

• Interval: デバイスが AWS IoT にデータを発行する間隔  

• Payload: シミュレートされる属性の JSON 定義 

• Topic: デバイスがデータを発行する AWS IoT のトピック 

• TypeId: デバイスタイプの識別子  

• UpdatedAt: デバイスタイプが更新された日時 (UTC) 

• UserId: デバイスタイプの所有者のユーザー ID 

次のデバイスタイプレコードのサンプルは、デバイスタイプの情報を示しています。 

{ 
  "createdAt": "2018-03-05T19:14:00Z", 
  "custom": true, 
  "name": "weather station", 
  "spec": { 
    "duration": "120000", 
    "interval": 2000, 
    "payload": [ 
      { 
        "_id_": "HJpJGapuf", 
        "name": "stationid", 
        "smax": 20, 
        "smin": 10, 
        "static": true, 
        "type": "string" 
      }, 
      { 
        "_id_": "H1ea1fTTuM", 
        "dmax": 99, 
        "dmin": 0, 
        "imax": 200, 
        "imin": 0, 
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        "name": "temperature", 
        "precision": 2, 
        "type": "float" 
      }, 
      { 
        "_id_": "H1f61z6aOz", 
        "max": 100, 
        "min": 0, 
        "name": "humidity", 
        "type": "int" 
      }, 
      { 
        "_id_": "HkQa1G6p_M", 
        "name": "timestamp", 
        "tsformat": "default", 
        "type": "timestamp" 
      }, 
      { 
        "_id_": "r1IfpsQ3M", 
        "arr": [ 
          "running", 
          "stopped", 
          "starting", 
          "error", 
          "warning" 
        ], 
        "name": "state", 
        "type": "pickOne" 
      } 
    ], 
    "topic": "/weather/data" 
  }, 
  "typeId": "rkbZDGsOf", 
  "updatedAt": "2018-04-17T17:21:33Z", 
  "userId": "sample_user" 
} 

iot-sim-metrics テーブルには、次のログ情報が保存されます。  

• CreatedAt: メトリクスレコードが作成された日時 (UTC) 

• DeviceBreakdown: 当月の特定のユーザー別のデバイスタイプごとのシミュレーション実行の合

計数の内訳 

• Id: デバイスウィジェットの一意の識別子。これは自動的に生成されます。 

• Simulations: カテゴリ別に分類されたシミュレーション実行の数 

• MonthlyRuns: 過去 6 か月間のシミュレーション実行の内訳 
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• TotalDuration: ユーザーによるシミュレーション時間の合計数 

• TotalRuns: ユーザーによるシミュレーション実行の合計数 

• UpdatedAt: メトリクスレコードが更新された日時 (UTC) 

• UserId: シミュレーションユーザーのユーザー ID 

次のメトリックレコードのサンプルは、ログの情報を示しています。 

{ 
  "createdAt": "2018-03-08T16:47:30Z", 
  "deviceBreakdown": { 
    "id": "201804", 
    "simulations": [ 
      { 
        "category": "weather station", 
        "runs": 57 
      }, 
      { 
        "category": "vehicle", 
        "runs": 2 
      }, 
      { 
        "category": "Sub Sensor", 
        "runs": 5 
      }, 
      { 
        "category": "torque sensor", 
        "runs": 25 
      } 
    ] 
  }, 
  "monthlyRuns": [ 
    { 
      "auto": 242, 
      "generic": 164, 
      "id": "201803", 
      "month": "Mar", 
      "runs": 147 
    }, 
    { 
      "auto": 0, 
      "generic": 0, 
      "id": "201802", 
      "month": "Feb", 
      "runs": 0 
    }, 
    { 
      "auto": 59, 
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      "generic": 8830, 
      "id": "201804", 
      "month": "Apr", 
      "runs": 89 
    } 
  ], 
  "totalDuration": 9295, 
  "totalRuns": 236, 
  "updatedAt": "2018-04-17T17:29:47Z", 
  "userId": "sample_user" 
} 

iot-sim-settings テーブルには、次の設定情報が保存されます。  

• SettingID: 設定レコードの一意の識別子 

• CreatedAt: 設定が作成された日時 (UTC) 

• Setting: 構成設定の詳細の JSON 説明 

• Type: 設定レコードのタイプ (config) 

• UpdatedAt: 設定が更新された日時 (UTC) 

デバイスシミュレーション 
IoT デバイスシミュレーターは、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 、Amazon Elastic 

Container Service (Amazon ECS) 、および AWS Fargate を活用して、AWS IoT のエンドポイント

にデータを送信する仮想デバイスをシミュレートします。 

ユーザーは、付属のウェブコンソールを介してシミュレーションリクエストを行います。シミュレーシ

ョンリクエストは Amazon SQS キューに追加され、処理されるまで保存されます。 

 AWS Fargate が提供する Amazon ECS コンテナには、シミュレーションリクエストのシミュレーシ

ョンキューを定期的にポーリングするシミュレーションエンジンが含まれています。シミュレーション

エンジンは仮想デバイスを起動し、AWS IoT のエンドポイントにシミュレートされたデータを発行し

ます。指定された期間が経過すると、シミュレーションエンジンはシミュレーションを停止し、仮想デ

バイスを終了して、iot-sim-device-widgets テーブルのデバイスの状態とメトリクスを更新しま

す。 
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デバイスタイプ 
デバイスタイプは、シミュレートされた IoT デバイスが送信するデータのタイプを定義するために使用

されます。デバイスタイプを作成するときは、データの構造とペイロード内の各項目の特定の属性を定

義します。デバイスタイプには、次のプロパティが含まれます。  

• Name: デバイスタイプの名前 

• Data topic: AWS IoT でデータが送信されるトピック 

• Data transmission duration: デバイスがデータを送信する時間 (ミリ秒単位） 

• Data transmission interval: デバイスがデータを送信する間隔 (ミリ秒単位） 

属性 
属性では、各ペイロードの内容を定義します。属性には、次のフィールドが含まれます。  

• Attribute name: 属性の名前 

• Attribute data type: ペイロードのデータ型。次のデータ型を使用できます。  

o Boolean: シードに基づいてランダムな true または false 値を送信します。最小値、最大値、

およびシード値を設定します。 

o Decay: 現在の値に比例する割合で指数関数的に減少する数値を生成します。 

o Float: ランダムな 10 進値を送信します。値の精度、最小値、最大値、10 進精度の最小値、

および 10 進精度の最大値を設定します。 

o Integer: ランダムな整数値を送信します。最小値と最大値を設定します。 

o Object: ネストされたオブジェクトをペイロードに追加します。 

o Sinusoidal: ノイズを伴う周期的な振動を表す数学的曲線上の値を生成します。 

o String: ランダムな文字列値を送信します。文字列の最小長と最大長を設定します。 

o Unique Identifier: ランダムな UUID 値を送信します。  

o Unique Short Identifier: ランダムな短い UUID 値を送信します。 
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o UTC Timestamp: ランダムな UTC タイムスタンプを YYYY-MM-DDTHH:mm:ss で送信し

ます。例えば、2018-04-10T12:21:22 です。Unix 時間形式でタイムスタンプを指定するこ

ともできます。例えば、1523377324 です。 

o Location: 定義されたポイントの半径内で調整されたランダムな緯度と経度を送信します。中

心位置の緯度、中心位置の経度、および中心位置からの半径を指定します。 

o Pick One from Array: ユーザーが定義したカンマ区切りの文字列リストからランダムな文字

列値を送信します。 

• Static: シミュレーション期間中、値を同じままにするかどうかを選択します。 

• Default Value:  常にペイロードで送信される固定値 

ウィジェット 
ウィジェットは、シミュレートされたデータを AWS IoT のエンドポイントに送信する仮想 IoT デバイ

スです。IoT デバイスシミュレーターを使用すると、一度に最大 100 個のウィジェットを作成できま

す。例えば、100 個のウィジェットが含まれたバッチを 4 つ作ることで、400 個のウィジェットを起

動できます。このソリューションでは、シミュレーションエンジン全体で最大 1,000 回の同時シミュ

レーションを実行できます。一度に 1,000 回を超えるシミュレーションをリクエストした場合、キュ

ーに入れられて、現在のシミュレーション数が 1,000 回未満になった時点で実行されます。 

シミュレーションステージ 
デバイスのウィジェットは、 3 つのステージのいずれかになります。 

• Simulating: デバイスのウィジェットは、シミュレートされたデータを AWS IoT のエンドポイン

トに送信しています 

• Provisioning: デバイスのウィジェットが起動中です 

• Sleeping: デバイスのウィジェットが停止しているので、シミュレートされたデータは送信されま

せん 

ウェブコンソールのデバイスビューでは、各ウィジェットのシミュレーションステージと各ステージの

ウィジェットの合計数の内訳を表示できます。 
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ログ記録レベル 
このソリューションは、デフォルトでシミュレーションエンジンの情報メッセージを記録します。ログ

記録レベルを変更するには、IoT デバイスシミュレーターのコンソールを開き、Settings メニューオ

プションに移動します。Simulation Engine タブで、Logging Level を INFO 、ROBUST 、または 

DEBUG に変更できます。 

レベル 説明 

INFO ログには、シミュレーションエンジンの動作に関する概要情報が含まれます。 

ROBUST ログには、シミュレーションエンジンの不整合を引き起こす可能性はあるが、必ずし

もエンジンが失敗する原因になるとは限らないすべての情報が含まれます。 

DEBUG ログには、シミュレーションエンジンの問題をデバッグするのに役立つ情報が含まれ

ます。 

 

デバイスシミュレーターのウェブコンソール 
IoT デバイスシミュレーターには、シミュレーションを管理するウェブコンソールを備えています。こ

のウェブコンソールには、仮想デバイスとデバイスタイプ、シミュレーション状態、ユーザープロファ

イルに関する情報が表示されます。このウェブコンソールを使用して、仮想デバイスの作成と終了、シ

ミュレーションの開始と停止、メトリクスの表示を行います。 

ダッシュボード 
このウェブコンソールには、実行したシミュレーションの数、実行したシミュレーション時間の数、デ

バイスタイプの内訳を表示するダッシュボードが含まれています。  
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図 2: ダッシュボードのサンプル 

デバイスビュー 
このウェブコンソールには、作成されたデバイスとそれらのデバイスのシミュレーション状態を表示す

るデバイスビューが含まれています。 
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図 3: デバイスビューのサンプル 

デバイスタイプビュー 
このウェブコンソールには、デバイスタイプのリストを表示するデバイスタイプビューが含まれていま

す。このビューでは、新しいデバイスタイプを作成できます。 

 
図 4: デバイスタイプビューのサンプル 
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カスタムウィジェットビュー 
このウェブコンソールには、ウィジェットのリストを表示するカスタムウィジェットビューが含まれて

います。このビューでは、ウィジェットの作成と削除、シミュレーションの開始と停止ができます。ま

た、このビューにはさまざまなシミュレーションステージのウィジェットの数も表示されます。 

 
図 5: ウィジェットビューのサンプル 

認証 
このソリューションでは、Amazon Cognito ユーザープールのユーザー認証機能を使用します。ユーザ

ーを正常に認証すると、Amazon Cognito はウェブコンソールからデバイスシミュレーター API にリ

クエストの送信を許可する JSON ウェブトークンを発行します。このウェブコンソールでは、トークン

を含む認証ヘッダーを持つデバイスシミュレーター API に HTTPS リクエストを送信します。  

ユーザー管理  
IoT デバイスシミュレーターのデプロイ後、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。管理者は、設定を変更することもでき

ます。詳細については、付録 D を参照してください。 



アマゾンウェブサービス -IoT デバイスシミュレーター  2020 年 7 月 

21 / 42 ページ 

ログ記録とメトリクス 
「IoT デバイスシミュレーター」ソリューションでは、API の呼び出し、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、定義されたしきい値に基づいてアラーム

を設定できます) このソリューションでは、REST API レベルでトラフィックもモニタリングします。

オプションで、Amazon API Gateway のデプロイ設定のウェブコンソールから、「IoT デバイスシミ

ュレーター」ソリューションの 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コストが発生します。 

Amazon ECS 
このソリューションでは、ソリューションのシミュレーションエンジンに Amazon Elastic Container 

Service (Amazon ECS) を活用しています。 Amazon ECS は、 AWS Identity and Access 

Management (IAM) サービスにリンクされたロールを使用します。サービスにリンクされたロールは、

AWS サービスに直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールです。サービスにリンクされたロールは、

サービスによって事前定義されており、お客様の代わりにサービスから他の AWS サービスを呼び出す

必要のあるアクセス権限がすべて含まれています。 

Amazon ECS は AWSServiceRoleForECS ロールを使用して、サービスがクラスターを管理できるよ

うにします。Amazon ECS のサービスにリンクされたロールをまだ作成していない場合は、このソリ

ューションを使用する前に作成する必要があります。ロールを作成する手順については、Amazon ECS 

開発者ガイドの 「Amazon ECS のサービスにリンクされたロールの作成」を参照してください。サー

ビスにリンクされたロールの詳細については、AWS Identity and Access Management ユーザーガイ

ドの「サービスにリンクされたロールの使用」を参照してください。 

考慮事項 

ソリューションの更新 
IoT デバイスシミュレーターのバージョン 2.1.1 では、最新の Node.js ランタイムを使用しています。

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。 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/using-service-linked-roles.html#create-service-linked-role
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/using-service-linked-roles.html
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AWS Lambda 関数 
このソリューションでは AWS Lambda 関数を使用していますが、これには一定の制限があります。

2020 年 1 月に AWS Lambda は作成オペレーションをブロックし、2020 年 2 月に AWS Lambda は

更新オペレーションをブロックしています。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。 

リージョンへのデプロイ 
このソリューションでは AWS Fargate サービスを使用しています。このサービスは現在、特定の 

AWS リージョンでのみ提供されています。そのため、AWS Fargate が利用可能なリージョンにこのソ

リューションをデプロイする必要があります。AWS リージョン別の利用可能な最新サービスの情報に

ついては、「AWS リージョン別のサービス」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 IoT デバイスシミュレーターのデプロイ

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。 

iot-device-simulator.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 Virtual Private Cloud ネットワークのトポロジ、Amazon API Gateway 、AWS Lambda 関

数、Amazon Simple Storage Service バケット、Amazon DynamoDB テーブル、AWS Identity and 

Access Management ロール、Amazon CloudWatch Logs 、IoT デバイスシミュレーターのグラフィ

カルユーザーインターフェイス、Amazon Cognito ユーザープール、Amazon Simple Queue Service 、

Amazon Elastic Container Service 、Amazon CloudFront ディストリビューション、および AWS 

Fargate がデプロイされます。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ができま

す。 

テンプレートを表示

https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/iot-device-simulator/latest/iot-device-simulator.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/iot-device-simulator/latest/iot-device-simulator.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/iot-device-simulator/latest/iot-device-simulator.template
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/runtime-support-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/runtime-support-policy.html
https://aws.amazon.com/jp/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/
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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 アカウントに IoT デバイスシミ

ュレーターを設定してデプロイします。 

デプロイ時間 : 約 10 分  

前提条件 
このソリューションを使用する前に、Amazon ECS 用の既存のサービスにリンクされたロールが必要

です。詳細については、Amazon ECS 開発者ガイドの「Amazon ECS のサービスにリンクされたロー

ルの作成」を参照してください。 

ここでカバーする内容 
このソリューションをデプロイするための手順として、次のステップを行います。詳細は、各ステップ

のリンクを参照してください。 

ステップ 1.スタックを起動する 

• 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 (スタックの名前、Administrator name、Administrator email address) 

を入力します。 

ステップ 2. デバイスタイプの定義する 

•  シミュレートされた IoT デバイスが送信するデータを定義します。 

ステップ 3. ウィジェットのプールを作成する 

• シミュレートされた IoT デバイスのプールを作成します。 

ステップ 4. IoT バックエンドサービスをテストする 

• 該当する AWS IoT のトピックにサブスクライブしてデータを表示します。 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/using-service-linked-roles.html#create-service-linked-role
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/using-service-linked-roles.html#create-service-linked-role
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ステップ 1. スタックを起動する 
この自動化された AWS CloudFormation テンプレートが「IoT デバイスシミュレーター」ソリューシ

ョンをデプロイします。 

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。 

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、iot-device-simulator の 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. このテンプレートは、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 AWS Fargate サービスを使用しています。このサービスは現在、特

定の AWS リージョンでのみ提供されています。そのため、AWS Fargate が利用可能な AWS リー

ジョンにこのソリューションをデプロイする必要があります。AWS リージョン別の利用可能なサー

ビスの最新情報については、「AWS リージョン別のサービス」を参照してください。 

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ます。 

5. 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。 

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/iot-device-simulator/latest/iot-device-simulator.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/iot-device-simulator/latest/iot-device-simulator.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/iot-device-simulator/latest/iot-device-simulator.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/iot-device-simulator/latest/iot-device-simulator.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 

Administrator Name <入力が必須> 最初のソリューション管理者のユーザー名。ソリューションの

デプロイ後、この管理者は、追加の管理者を含むその他のユー

ザーを作成および管理できます。 

Administrator Email <入力が必須> 管理者ユーザーの E メールアドレス。起動後、サインインの手

順が記載された E メールがこのアドレスに送信されます。 

6. [次へ] を選択します。 

7. 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。 

8. 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。 

9. [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確認できます。約 

10 分で [CREATE_COMPLETE] のステータスが表示されます。 

このソリューションでは、セットアップ後に、管理者宛に「IoT デバイスシミュレーター」ソリュ

ーションのウェブコンソールにアクセスするための招待メールを送信します。 

10. E メールの指示に従って、ウェブコンソールにサインインします。 

注意: デバイスシミュレーターのマイクロサービスを構成する AWS Lambda 関数に加えて、このソ

リューションには iot-device-sim-helper AWS Lambda 関数が含まれています。この関数で

は、初期設定時または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、iot-device-sim-helper AWS Lambda 関数は非アクティブ

になります。しかしながら、関連付けられたリソースを管理する必要があるため、iot-device-

sim-helper AWS Lambda 関数を削除しないでください。 
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ステップ 2. デバイスタイプの定義 
この手順を使用して、シミュレートされた各 IoT デバイスが送信するデータを定義します。データの構

造と、ペイロードの各項目の特定のプロパティとタイプを作成します。 

1. 「IoT デバイスシミュレーター」ソリューションのウェブコンソールにサインインし、[Device 

Types] を選択します。 

2. [+ Add Device Types] を選択します。 

3. Device Type Definition ページで、適切な情報を入力します。詳細については、デバイスタイプ

を参照してください。[Data topic] 属性に入力した値を書き留めます。 

4. ペイロードをフォーマットするには、[Add Attribute] を選択します。 

5. Message Attribute ウィンドウで、適切な情報を入力します。詳細については、属性を参照して

ください。 

6. [Submit] を選択します。 

7. デバイスペイロードの各属性に対してステップ 4~6 を繰り返します。 

8. [Save] を選択します。 

ステップ 3. ウィジェットのプールを作成する 
この手順を使用して、起動するシミュレートされた IoT デバイス（ウィジェット）の数を定義します。 

1. 「IoT デバイスシミュレーター」ソリューションのウェブコンソールのナビゲーションメニュー

で、[Widgets] を選択します。 

2. [+ Add Widgets] を選択します。 

3. Create a widget ウィンドウで、デバイスタイプと起動するウィジェットの数を指定します。一

度に最大 100 個のウィジェットを作成できます。 
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4. [Submit] を選択します。 

5. 特定のデバイスを表示するには、特定のウィジェットの [View] を選択します。これにより、ウィ

ジェットに関するメタデータと、シミュレーション中に AWS IoT が受信するメッセージが表示さ

れます。 

ステップ 4. IoT バックエンドサービスをテストする 
IoT バックエンドサービスをテストするには、この手順を使用します。 

1. AWS IoT コンソールにサインインし、左のナビゲーションペインで [テスト] を選択します。 

2. 該当するトピックにサブスクライブします。トピックは、デバイスタイプ定義の Data topic 属性

にあります。 

3. アカウントの AWS IoT Core サービスに流れるシミュレートされたデータを表示します。 

開始方法 
デバイスタイプを作成し、25 個のデバイスのシミュレーションを開始することで、IoT デバイスシミ

ュレーターの使用を開始します。このチュートリアルでは、AWS IoT トピック (/weather/data) に

送信される温度、風速、湿度データを生成する気象観測デバイスタイプと 25 個の気象観測ウィジェッ

トを作成します。 

IoT デバイスシミュレーターにアクセスする  
このソリューションをデプロイしたら、「IoT デバイスシミュレーター」ソリューションのウェブコン

ソールにサインインします。このウェブコンソールに初めてサインインする場合は、E メールに記載さ

れている一時パスワードを使用します。認証に成功すると、パスワードの変更が求められます。 
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気象観測デバイスタイプを作成する  
気象観測デバイスタイプを作成するには、次の手順を使用します。 

1. 「IoT デバイスシミュレーター」ソリューションのウェブコンソールにサインインし、[Device 

Types] を選択します。 

2. [+ Add Device Types] を選択します。 

3. Device Type Definition セクションで、次の情報を入力します。  

• Device Type Name に WeatherStation と入力します。 

• Visibility に private と入力します。 

• Data Topic に /weather/data と入力します。 

• Data Transmission Duration に 120000 と入力します。 

• Data Transmission Interval に 2000 と入力します。 

4. Message Payload で、[Add Attribute] を選択します。 

5. Message Attribute ウィンドウで、次の情報を入力します。  

• Attribute name に deviceId と入力します。 

• Attribute data type で、[DEVICE ID] を選択します。 

6. [Submit] を選択します。 

7. ステップ 4~6 を繰り返して、次の属性を作成します。 

• Attribute name: temperature 

• Attribute data type: FLOAT 

• Float precision: 2 

• Integer minimum value: 30 
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• Integer maximum value: 130 

• Decimal precision minimum value: 0  

• Decimal precision maximum value: 99 

• Attribute name: windspeed 

• Attribute data type: FLOAT 

• Float precision: 2 

• Integer minimum value: 0 

• Integer maximum value: 300 

• Decimal precision minimum value: 0  

• Decimal precision maximum value: 99 

• Attribute name: humidity 

• Attribute data type: INTEGER 

• Minimum value: 0 

• Maximum value: 300 

• Attribute name: timestamp 

• Attribute data type: UTC TIMESTAMP 

• Timestamp format: Default (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss) 

8. [Save] を選択します。 

気象観測ウィジェットを作成する 
この手順を使用して、25 個の気象観測ウィジェットを作成します。 

1. 「IoT デバイスシミュレーター」ソリューションのウェブコンソールのナビゲーションペインで、

[Widgets] を選択します。 
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2. [+ Add Widgets] を選択します。 

3. Create a widget ウィンドウで、次の情報を入力します。  

• Device Type で、[WeatherStation] を選択します。 

• Number of Widgets に 25 と入力します。 

4. [Submit] を選択します。 

このソリューションは 25 個の気象観測ウィジェットをプロビジョニングし、それらのウィジェットの

シミュレートされたデータを AWS IoT のトピック /weather/data に送信し始めます。 

シミュレートされたデータを表示する 
シミュレートされた IoT デバイスシミュレーターのデータは、「IoT デバイスシミュレーター」ソリュ

ーションのウェブコンソールまたは AWS IoT コンソールで表示できます。 

「IoT デバイスシミュレーター」ソリューションのウェブコンソール 
このソリューションのウェブコンソールでシミュレートされたデータを表示するには、次の手順を使用

します。  

1. 「IoT デバイスシミュレーター」ソリューションのウェブコンソールのナビゲーションメニュー

で、[Widgets] を選択します。 

2. Device Widgets ページで、Stage の値が RUNNING の気象観測ウィジェットを見つけます。 

3. [View] を選択します。 

注意: Stage の値が RUNNING の気象観測ウィジェットがない場合は、任意の気象観測ウィジェッ

トの横にある [Start] を選択してシミュレーションを開始します。次に、[View] を選択して、実行

中のウィジェットのシミュレートされたデータを表示します。 
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AWS IoT のウェブコンソール 
AWS IoT のウェブコンソールでシミュレートされたデータを表示するには、次の手順を使用します。  

1. AWS IoT Core コンソールに移動します。 

2. ナビゲーションペインで [テスト] を選択します。 

3. トピックのサブスクリプション に /weather/data と入力します。 

4. [トピックへのサブスクライブ] を選択します。 

注意 : データが表示されない場合は、シミュレーションが実行中であることを確認してください。別

のブラウザウィンドウで、「IoT デバイスシミュレーター」ソリューションのウェブコンソールから 

Device Widgets ページに移動します。任意の気象観測ウィジェットの横にある [Start] を選択し

て、シミュレーションを開始します。AWS IoT コンソールで /weather/data トピックを確認しま

す。データが表示されます。 

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、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。 

AWS IAM ロール 
AWS Identity and Access Management (IAM) ロールにより、AWS クラウド上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。「IoT デバイスシミ

ュレーター」ソリューションでは、IoT デバイスシミュレーターの AWS Lambda 関数が、このソリュ

ーションで使用する他の AWS サービスへのアクセスを許可するロールを含む、いくつかの AWS IAM 

https://console.aws.amazon.com/iot/home
http://aws.amazon.com/security/
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ロールを作成します。これらのロールは、サービスがアカウントのデバイスをシミュレートすることを

許可するために必要です。 

Amazon CloudFront 
このソリューションでは、Amazon S3 バケットでホストされている静的なウェブコンソールをデプロ

イします。レイテンシーを減らし、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コンソール用の Amazon S3 バケットにあるコンテンツへのアク

セスを制限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。 

その他のリソース 

AWS のサービス 

• AWS Lambda 

• AWS Fargate 

• Amazon Elastic Container Service 

• Amazon DynamoDB 

• Amazon Cognito 

• Amazon CloudWatch 

• Amazon Virtual Private Cloud 

• AWS CloudFormation  

• Amazon Simple Queue Service 

• AWS IoT 

• Amazon Simple Storage Service 

• Amazon API Gateway 

• AWS Identity and Access Management 

• Amazon CloudFront 

 

  

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/documentation/lambda/
https://aws.amazon.com/fargate/
https://aws.amazon.com/ecs/
https://aws.amazon.com/dynamodb/
https://aws.amazon.com/cognito/
https://aws.amazon.com/cloudwatch/
https://aws.amazon.com/vpc/
http://aws.amazon.com/documentation/cloudformation/
https://aws.amazon.com/sqs/
https://aws.amazon.com/iot/
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/api-gateway/
https://aws.amazon.com/iam/
https://aws.amazon.com/cloudfront/
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付録 A: 自動車モジュール 
「IoT デバイスシミュレーター」ソリューションには、事前構築された自動車モジュールが含まれてお

り、事前定義されたデバイスタイプを使用して、車両からのテレメトリをシミュレーションできます。

自動車モジュールはシミュレーションされた車両テレメトリを作成するために、Powertrain のシミュ

レーションモデルを使用します。 

Mapbox トークンを追加する (オプション) 
このモジュールは、Mapbox のロケーション機能を利用して、シミュレートされた車両の地図を提供す

ることもできます。自動車モジュールでマップを表示するには、無料の Mapbox 開発者アカウントに

登録する必要があります。登録したら、Mapbox トークンを IoT デバイスシミュレーターに追加しま

す。 

1. 「IoT デバイスシミュレーター」ソリューションのウェブコンソールページのナビゲーションメニ

ューで、[Settings] を選択します。 

2. General タブで、Mapbox トークンを入力します。 

3. [Save] を選択します。  

注意:  Mapbox Token の設定は、「IoT デバイスシミュレーター」ソリューションのウェブコンソ

ールにサインインするときにキャッシュされます。別のトークンに変更する場合は、ウェブコンソー

ルからサインアウトし、再度サインインしてトークンを更新する必要があります。   

シミュレートされた車両を起動する 
仮想接続された車両を起動するには、次の手順を使用します。 

1. 「IoT デバイスシミュレーター」ソリューションのウェブコンソールのナビゲーションメニュー

で、[Automotive] を選択します。 

2. My Automotive Fleet ページで、[+ Add Vehicles] を選択します。 

https://www.mapbox.com/signup/
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3. Create vehicles のウィンドウで、シミュレートする車両の数を指定します。1~100 の値を入力

します。 

4. [Submit] を選択します。 

 

図 6: 自動車シミュレーションダッシュボードのサンプル  

シミュレートされた車両を管理する 
特定の車両をモニタリングするには、My Automotive Fleet ページで該当する車両を見つけ、

[View] を選択します。これにより、車両に関するメタデータ、車両が運転しているルート、シミュレ

ーション中に AWS IoT が受信するテレメトリメッセージが表示されます。 

特定の車両を開始するには、該当する車両を見つけ、[Start] を選択します。これにより、その車両の

シミュレートされたデータを AWS IoT のトピックに送信し始めます。特定の車両を停止するには、該

当する車両を見つけ、[Stop] を選択します。 

複数の車両を開始するには、My Automotive Fleet ページで、該当する各車両の横にあるチェックボ

ックスをオンにします。次に、[Start Vehicles] を選択します。ページ上のすべての車両を開始する

には、テーブルヘッダーのチェックボックスをオンにします。次に、[Start Vehicles] を選択しま

す。複数の車両を停止するには、該当する各車両の横にあるチェックボックスをオンにします。次に、
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[Stop Vehicles] を選択します。ページ上のすべての車両を停止するには、テーブルヘッダーのチェ

ックボックスをオンにします。次に、[Stop Vehicles] を選択します。 

車両を削除するには、My Automotive Fleet ページで該当する車両を見つけ、[Delete] を選択しま

す。ポップアップウィンドウで、[Yes, delete it!]  を選択して車両を削除するか、[Cancel] を選択し

て削除を中止します。 

このソリューションで作成されるシミュレートされた車両はすぐに使用できるように設計されています

が、画面上部の Configuration ボタンを使用して、自動車モジュールがデータを送信する方法を設定

できます。 

付録 B: ウィジェットの管理 
ウィジェットは、シミュレートされたデータを AWS IoT のエンドポイントに送信する仮想 IoT デバイ

スです。「IoT デバイスシミュレーター」ソリューションのウェブコンソールを使用すると、ウィジェ

ットの管理が容易になります。 1 つのウィジェットまたは同時に複数のウィジェットで、作成、編集、

削除することができます。また、1 つのウィジェットまたは複数のウィジェットのシミュレーションを

一度に開始および停止することもできます。 

ウィジェットを表示するには、IoT デバイスシミュレーターのコンソールに移動します。ナビゲーショ

ンペインで、[Widgets] を選択します。アカウントに関連付けられているすべてのウィジェットのリ

ストが Device Widgets ページに表示されます。 

特定のウィジェットの詳細を表示するには、Device Widgets ページで該当するウィジェットを見つ

け、[View] を選択します。これにより、ID、デバイスタイプ、ステータス、シミュレーションの実行

数、最後のシミュレーションの実行時間、ウィジェットが作成された時間など、ウィジェットの詳細が

表示されます。 

特定のウィジェットを開始するには、該当するウィジェットを見つけ、[Start] を選択します。これに

より、そのウィジェットのシミュレートされたデータを AWS IoT のトピックに送信し始めます。特定

のウィジェットを停止するには、該当するウィジェットを見つけ、[Stop] を選択します。 
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複数のウィジェットを開始するには、Device Widgets ページで、該当する各ウィジェットの横にあ

るチェックボックスをオンにします。次に、[Start Devices] を選択します。ページ上のすべてのウィ

ジェットを開始するには、テーブルヘッダーのチェックボックスをオンにします。次に、[Start 

Devices] を選択します。複数のウィジェットを停止するには、該当する各ウィジェットの横にあるチ

ェックボックスをオンにします。次に、[Stop Devices] を選択します。ページ上のすべてのウィジェ

ットを停止するには、テーブルヘッダーのチェックボックスをオンにします。次に、[Stop Devices] 

を選択します。 

ウィジェットを削除するには、Device Widgets ページで該当するウィジェットを見つけ、[Delete] 

を選択します。ポップアップウィンドウで、[Yes, delete it!] または [Cancel] を選択します。 

付録 C: デバイスタイプの管理 
デバイスタイプは、シミュレートされた IoT デバイスが送信するデータのタイプを定義するために使用

されます。「IoT デバイスシミュレーター」ソリューションのウェブコンソールを使用すると、デバイ

スタイプの管理が容易になります。 このウェブコンソールでデバイスタイプを表示および編集できます。 

デバイスタイプを表示するには、「IoT デバイスシミュレーター」ソリューションのウェブコンソール

に移動します。ナビゲーションペインで、[Device Types] を選択します。アカウントに関連付けられ

ているすべてのデバイスタイプのリストが Device Types ページに表示されます。 

特定のデバイスタイプの詳細を表示するには、Device Types ページで該当するデバイスタイプを見つ

け、[Edit] を選択します。これにより、名前、可視性、データトピック、データ送信期間と間隔、メッ

セージペイロードなど、デバイスタイプ定義の詳細が表示されます。デバイスタイプを編集するには、

該当する値を変更します。既存の属性をメッセージペイロードから削除したり、新しい属性をメッセー

ジペイロードに追加したりすることもできます。[Save] または [Cancel] を選択します。 

付録 D: ユーザー管理 
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。管理者は、設定を変更できます。 
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新しいユーザーを追加する 
「IoT デバイスシミュレーター」ソリューションのウェブコンソールに新しいユーザーを追加するには、

この手順を使用します。 

1. 「IoT デバイスシミュレーター」ソリューションのウェブコンソールのナビゲーションメニュー

で、[Users] を選択します。 

2. Users ページで、[Invite User] を選択します。 

3. Invite User ウィンドウで、次の情報を入力します。  

• Name に、ユーザーの名前を入力します。 

• Email Address に、ユーザーの E メールアドレスを入力します。 

4. [Submit] を選択します。 

ユーザーを削除する 
「IoT デバイスシミュレーター」ソリューションのウェブコンソールからユーザーを削除するには、こ

の手順を使用します。 

1. 「IoT デバイスシミュレーター」ソリューションのウェブコンソールのナビゲーションメニュー

で、[Users] を選択します。 

2. Users ページで、[Review] を選択します。 

3. User: <name> ページで、[Disable User] を選択します。 

4. [Delete User] を選択します。 

ユーザーを無効にする 
この手順を使用して、ユーザーが「IoT デバイスシミュレーター」ソリューションのウェブコンソール

にサインインできないようにします。ユーザーを無効にすると、そのユーザーはウェブコンソールにサ
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インインすることはできませんが、アカウント情報は引き続き [Users] ページに表示されます。無効

になっているユーザーを再度有効にできます。 

1. 「IoT デバイスシミュレーター」ソリューションのウェブコンソールのナビゲーションメニュー

で、[Users] を選択します。 

2. Users ページで、[Review] を選択します。 

3. User: <name> ページで、[Disable User] を選択します。 

ユーザーを有効にする 
この手順を使用して、無効になっているユーザーが「IoT デバイスシミュレーター」ソリューションの

ウェブコンソールにサインインできるようにします。 

1. 「IoT デバイスシミュレーター」ソリューションのウェブコンソールのナビゲーションメニュー

で、[Users] を選択します。 

2. Users ページで、[Review] を選択します。 

3. User:<name> ページで、[Enable User] を選択します。 

既存ユーザーのロールを変更する 
既存のユーザーのロールを変更するには、この手順を使用します。利用可能なロールは、管理者とメン

バーの 2 つです。メンバーはシミュレーションのみを実行できます。デバイスタイプやウィジェットを

作成することはできません。 

1. 「IoT デバイスシミュレーター」ソリューションのウェブコンソールのナビゲーションメニュー

で、[Users] を選択します。 

2. Users ページで、[Review] を選択します。 

3. User:<name> ページの Group Assignments で、該当するチェックボックスをオンにしま

す。 
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注意: 無効になっているユーザーのグループ割り当てを変更することはできません。ロールを変更す

るには、それらを有効にする必要があります。 

4. [Save User] を選択します。 

付録 E: Amazon ECS のコストに関する考慮事

項 
このソリューションでは、Amazon Elastic Container Store (Amazon ECS) のタスクを使用して IoT 

デバイスシミュレーターのエンジンを実行します。Amazon ECS のエンジンは、新しいシミュレーシ

ョン用に Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) のキューを読み取るために継続的に実行さ

れます。これにより、このソリューションの使用が終わった後も Amazon ECS のエンジンが稼働し続

けると、時間の経過とともにコストが増加します。  

「IoT デバイスシミュレーター」ソリューションを長期間使用しない場合は、次の手順を使用して超過

コストを回避し、Amazon ECS のタスクの希望数を調整してください。 

5. Amazon ECS コンソールにサインインします。 

6. iot-device-simulation クラスタを選択します。 

7. サービスタブで、[simulation-engine-service] を選択し、[更新] を選択します 

8. サービスの構成で、タスクの数を 0 に設定します。 

9. [Skip to review] 選択して、[サービスの更新] を選択します。 

https://console.aws.amazon.com/ecs/home?region=us-east-1#/clusters
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注意: Amazon ECS のタスクの数を 0 に変更した後に「IoT デバイスシミュレーター」ソリューシ

ョンのウェブコンソールからウィジェットを実行すると、RUNNING ステータスが表示されますが、

データは生成されません。このソリューションを再度使用する場合は、Amazon ECS のタスクの数

を 4 に戻します。シミュレーションが実行されておらず、すべてのウィジェットが SLEEPING ステ

ータスにある場合は、Amazon ECS のタスクの数を 0 に設定することをお勧めします。ウィジェッ

トのシミュレーションを開始する前に、タスクの数を 4 に戻してください。 

付録 F: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。有効にすると、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): 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 

• Simulations Run: 開始されたシミュレーションの数 

• Simulation Duration: シミュレーションの所要時間（分単位）。 

• Simulation Category: シミュレーションのデバイスウィジェットカテゴリ 

このオプションで収集されたデータは AWS に帰属します。 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、次のいずれかのタスクを実行します。 

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

Mappings: 
    Send: 
        AnonymousUsage: 
            Data: "Yes" 

https://aws.amazon.com/privacy/
https://aws.amazon.com/privacy/
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を次に変更します。 

Mappings: 
    Send: 
        AnonymousUsage: 
            Data: "No" 

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。 

ドキュメントの改訂 
日付 変更 

2018 年 5 月 初回リリース 

2018 年 12 月 Amazon S3 バケットでホストする静的ウェブサイトの Amazon CloudFront デ

ィストリビューションに関する情報を追加 

2019 年 3 月 Amazon DynamoDB オンデマンド、Amazon ECS サービスにリンクされたロー

ル、追加のデバイスタイプの属性と機能、デバイスタイプ、ウィジェット、ユー

ザーの管理に関する情報を追加 

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

2020 年 7 月 Amazon ECS のコストに関する考慮事項を追加と Node.js 更新と AWS Lambda 

のサポートに関する情報を更新 

 

https://github.com/awslabs/iot-device-simulator
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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。 

「IoT デバイスシミュレーター」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。 

© 2020, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. 

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