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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) クラウドにスマートプロダクトソリューショ

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、AWS クラウドにおけるアーキテクチャの設計および AWS IoT で実務経験がある 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) により、メーカーはインフラストラクチャを管理することなく、製品

データを収集、処理、保存、分析、および処理するスマートプロダクトを開発できます。 

AWS を使用すると、メーカーは世界中のコネクテッドデバイスからさまざまなフォーマットと頻度で

データを収集し、外部ソースの情報でメッセージを拡充し、分析のためにデータを保存し、推論や予測

のために機械学習を使用し、サービス管理アプリケーションと統合して顧客満足度を向上させることが

できます。 

http://aws.amazon.com/cloudformation/
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スマートプロダクトソリューションでは、製品と AWS クラウドを安全に接続できるようサポートを行

います。また、このソリューションには、製品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により、高速

かつ堅牢なデータ取り込み、信頼性と耐久性に優れた製品テレメトリデータ用ストレージ、データ分析

用のシンプルでスケーラブルなビッグデータサービスに加え、グローバルメッセージングとアプリケー

ションサービスを実現することができます。 

このソリューションの目的は、コネクテッドプロダクト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、このソリューション機能の充実に集

中できます。このフレームワークを基盤として構築して、さまざまなユースケースに対応できます。 

コスト 
このリファレンスデプロイメント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、接続済みデバイスの数とロード、リクエス

ト、保存、処理、および表示されるデータの量によって異なります。料金は変更される可能性がありま

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。  
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アーキテクチャの概要 
このソリューションをデプロイすると、AWS クラウドに次の環境が構築されます。 

 

図 1: スマートプロダクトソリューションのアーキテクチャ 

このスマートプロダクトソリューションでは、AWS IoT サービスを使用して、ビジネスルールに従っ

てコネクテッドプロダクトからのメッセージを取り込み、処理します。このソリューションを起動する

と、継続的インテグレーション / 継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインがデプロイされます。この

パイプラインは、AWS クラウド開発キット (AWS CDK) と AWS CloudFormation を使用してこのソ

リューションのアーキテクチャをデプロイします。パイプラインの詳細については、CI/CD パイプライ

ンを参照してください。 

このソリューションの CI/CD パイプラインは、スマートプロダクトからのメッセージを認証し、それ

らのメッセージをこのソリューションのマイクロサービス (AWS Lambda 関数) にルーティングする 

AWS IoT Core 、デバイスを継続的に監査してセキュリティのベストプラクティスから逸脱しないよう

https://aws.amazon.com/devops/continuous-integration/
https://aws.amazon.com/devops/continuous-delivery/
https://aws.amazon.com/cdk/
https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/iot-core/
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にする AWS IoT Device Defender 、スマートプロダクトからのデータを分析する AWS IoT Analytics 

をデプロイします。 

このテンプレートは、スマートプロダクトに関するさまざまな詳細を保存する Amazon DynamoDB テ

ーブル、スマートプロダクトで操作を実行してデータを収集するビジネスロジックを提供する Lambda 

関数、スマートプロダクトからのメッセージを発行してサブスクライバーや他のアプリケーションに配

信する Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) もデプロイします。 

このソリューションは AWS Amplify を利用したウェブコンソールを作成し、ウェブホスティング用に

設定した Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにこれをデプロイします。

Amazon CloudFront はバケットへのパブリックアクセスを提供します。 

また、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、付属のウェブコンソールにユ

ーザー登録とサインインを追加することもできます。 

ソリューションコンポーネント 

CI/CD パイプライン 
このソリューションは、継続的インテグレーション / 継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインを使用

して、このソリューションのリソースをデプロイします。CI/CD パイプラインには、主要なソリューシ

ョンリソースに加えて、次のリソースが含まれています。 

 

図 2: スマートプロダクト CI/CD パイプラインのアーキテクチャ 

https://aws.amazon.com/iot-device-defender/
https://aws.amazon.com/iot-analytics/
https://aws.amazon.com/dynamodb
https://aws.amazon.com/sns/
https://aws.amazon.com/amplify/
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/cloudfront/
https://aws.amazon.com/api-gateway/
https://aws.amazon.com/cognito/
https://aws.amazon.com/devops/continuous-integration/
https://aws.amazon.com/devops/continuous-delivery/
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CI/CD パイプラインは、このソリューションのソースコードを含む AWS CodeCommit リポジトリ、

ソースコードをテストし、このソリューションのリソースをビルドしてステージングする AWS 

CodeBuild 、リソースをデプロイする  AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) と  AWS 

CloudFormation で構成されています。 

AWS クラウド開発キット (AWS CDK)  
AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、任意のプログラミング言語でクラウドインフラストラ

クチャを定義し、AWS CloudFormation でデプロイできるソフトウェア開発フレームワークです。こ

のソリューションでは、TypeScript CDK を使用します。 

CDK マニフェストファイル  
このソリューションには、起動するリソースと機能を指定するために使用できる CDK マニフェストフ

ァイル (cdk-manifest.json) が含まれています。 

{ 
  "default": { 
    "version": "v0.0.1", 
    "telemetry": { 
      "deploy": true, 
      "env": { 
        "telemetryTopic": "smartproduct/telemetry" 
      } 
    }, 
    "events": { 
      "deploy": true, 
      "env": { 
        "eventTopic": "smartproduct/event" 
      } 
    }, 
    "jitr": { 
      "deploy": true 
    }, 
    "api": { 
      "deploy": true 
    }, 
    "ownerapp": { 
      "deploy": true 
    } 
  } 
} 

https://aws.amazon.com/codecommit/
https://aws.amazon.com/codebuild/
https://aws.amazon.com/codebuild/
https://aws.amazon.com/cdk/
https://www.typescriptlang.org/
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図 3: CDK マニフェストファイルのサンプル 

マニフェストファイルを更新して CodeCommit リポジトリにコミットすることで、起動するソリュー

ション機能を選択できます。 

更新されたマニフェストファイルをコミットすると、このソリューションの CI/CD パイプラインが 

CDK ステージを構築し、テンプレートを生成して、テンプレートで cfn_nag (AWS CloudFormation 

用のオープンソースリンティングツール) を実行し、ファイルの変更に基づいてリソースを更新します。 

AWS IoT Core 
スマートプロダクトソリューションは、AWS IoT Core を使用して、AWS クラウドへのスマートプロ

ダクトの接続を提供します。AWS IoT Core では、製品と AWS クラウド間の接続のすべてのポイント

にわたって認証とエンドツーエンドの暗号化が提供されるため、証明されたアイデンティティと詳細な

アクセス権限の検証がなければ、データが交換されることはありません。 

AWS IoT Core では、スマートプロダクトの最新状態も保存されるため、いつでも読み取りや設定を行

うことができます。 

デバイスゲートウェイ 
AWS IoT の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、スマートプロダクトはパブリッシュ / サブスクリプシ

ョン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、デバイスはトピック

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。デバイスは、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。 

ルールエンジン 
スマートプロダクトがスマートプロダクトソリューションにメッセージを発行すると、AWS IoT 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。 

https://github.com/stelligent/cfn_nag
https://aws.amazon.com/iot-platform/how-it-works/#gateway
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-rules.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-rules.html
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ルールエンジンでは、AWS IoT 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、メーカーはスマートプロダクトのデータを処理す

るための最大限の柔軟性と能力も提供できます。 

AWS IoT フリートのインデックス作成 
スマートプロダクトソリューションでは、フリートインデックス作成を使用して、クラウド内のレジス

トリデータ、シャドウデータ、デバイス接続データ（デバイスのライフサイクルイベント）のインデッ

クス作成と検索を行います。フリートのインデックスを設定すると、サービスはモノのグループ、モノ

のレジストリ、デバイスシャドウの更新のインデックス作成を管理します。詳細については、AWS IoT 

開発者ガイドのモノのインデックス作成の管理を参照してください。 

デフォルトでは、このソリューションのスタックを削除するか、このソリューションの API を無効にす

ると、このソリューションはフリートのインデックス作成を無効にします。スタックを削除した後また

は API を無効にした後もインデックス作成を有効にし続ける場合は、スタックを削除または API を無

効にする前に、このソリューションのカスタムリソースを変更する必要があります。 

スマートプロダクトソリューションのマイクロサービス 
スマートプロダクトソリューションのマイクロサービスは、すべ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。 

JITR のマイクロサービス 
ジャストインタイム登録 (JITR) のマイクロサービスでは、未登録の証明書を持つデバイスのデバイス

証明書のアクティブ化を行います。デバイス証明書が未登録のデバイスが AWS IoT Core に接続する

と、このマイクロサービスは証明書のポリシーを作成し、そのポリシーを証明書にアタッチして、証明

書をアクティブ化し、その証明書をデバイス固有の AWS IoT のモノにアタッチします。 

https://aws.amazon.com/kinesis/data-streams/
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-indexing.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/managing-index.html
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イベントプロキシのマイクロサービス  
イベントプロキシのマイクロサービスでは、イベントを処理します。ルールエンジンが 

/smartproduct/events AWS IoT Core トピックにメッセージを送信すると、イベントプロキシの

マイクロサービスがメッセージ (イベント) を処理し、Amazon DynamoDB テーブルでイベントをイ

ンデックス化し、アラートのマイクロサービスを呼び出します。 

アラートのマイクロサービス 
アラートのマイクロサービスでは、エンドユーザーにアラートで通知します。イベントプロキシのマイ

クロサービスがアラートのマイクロサービスを呼び出すと、アラートのマイクロサービスはこのソリュ

ーションのウェブコンソールにアラートを表示し、アラートを Amazon Simple Notification Service 

(Amazon SNS) トピックに送信します。 

登録のマイクロサービス 
登録マイクロサービスでは、デバイスの登録を行います。デバイスを登録すると、このマイクロサービ

スによって DynamoDB テーブルに登録データのインデックスが作成されます。 

デバイスのマイクロサービス 
デバイスのマイクロサービスでは、スマートプロダクトとスマートプロダクトの情報を取得します。こ

のマイクロサービスは、AWS IoT Core からデバイスを削除し、その削除に伴う DynamoDB 登録テー

ブルの更新も行います。 

管理者のマイクロサービス  
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扱います。 

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スマートプロダクトと AWS IoT Core 間でデータ

が交換されることはありません。 
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このソリューションでは、アクティブ化された X.509 証明書を使用します。独自の X.509 証明書を使

用することも、AWS IoT が AWS マネジメントコンソールまたは AWS CLI を使用して証明書を生成

することもできます。独自の証明書を使用するには、 独自のクライアント証明書を作成する を参照し

てください 。AWS IoT を使用して証明書を作成するには、AWS IoT 開発者ガイドの AWS IoT デバ

イス証明書 AWS IoT クライアント証明書を作成する を参照してください。 

証明書、プライベートキー、およびパブリックキーは、ローカルマシンの安全な場所に保存してくださ

い。 

ジャストインタイム登録 
スマートプロダクトが初めて 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、スマートプロダクトソリューションは 

Transport Layer Security (TLS) のハンドシェイク中にそのプロダクトの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、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。 

デバイスの管理とモニタリング 
このソリューションでは、AWS IoT Device Management を使用して、スマートプロダクトのフリー

トの追跡、モニタリング、リモート管理を行います。AWS IoT Device Management によって、この

ソリューションはスマートプロダクトを整理して、モニタリングし、機能の問題をトラブルシューティ

ングして、フリート内のスマートプロダクトの状態をクエリします。 

AWS IoT Device Defender コンポーネントを有効にした場合は、このソリューションは AWS IoT 

Device Defender をデプロイして、スマートプロダクトのフリートの設定を継続的に監査し、セキュリ

ティのベストプラクティスから逸脱しないようにします。スマートプロダクトがセキュリティのベスト

プラクティスから逸脱した場合は、AWS IoT Device Defender は問題についてアラートし、軽減アク

ションを推奨します。 

https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/device-certs-your-own.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/device-certs-create.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/device-certs-create.html
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重要: このソリューションを起動する前にアカウントで AWS IoT Device Defender を実行している

場合は、このソリューションの AWS IoT Device Defender コンポーネントを起動することはお勧

めしません。このソリューションを起動する前に AWS IoT Device Defender を実行していて、こ

のソリューションのスタックを削除する、もしくは Defender AWS CloudFormation テンプレート

パラメータを true から false に変更してスタックを更新すると、このソリューションとともに 

AWS IoT Device Defender コンポーネントがデプロイされていなかったとしても、このソリューシ

ョンは AWS IoT Device Defender サービスを停止しようとします。 

分析 
AWS IoT Analytics は、スマートプロダクトのデータを分析するために必要なプロセスを自動化します。

分析のために時系列データストアにデータを保存する前に、このソリューションが収集するデータをフ

ィルタリング、変換、強化します。数学的変換を適用してデータを処理し、保存する前にデバイスタイ

プや場所などのデバイス固有のメタデータでデータを強化できます。次に、クエリを実行してデータを

分析したり、より複雑な分析や機械学習推論を実行したりできます。 

また、Amazon QuickSight を使用して、このソリューションが収集するデータを可視化することもで

きます。 

Amazon API Gateway 
ユーザーとアプリケーションは、このソリューションのウェブコンソールと Amazon API Gateway で

ホストされた RESTful API を通じて、スマートプロダクトのデータを安全に操作できます。この API 

は、Amazon DynamoDB に保存されているスマートプロダクトの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。 

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。オペレ

ーターが正常に認証されると、Amazon Cognito は、コンソールからこのソリューションの API 

(Amazon API Gateway エンドポイント) にリクエストの送信を許可する JSON のウェブトークンを発

行します。HTTPS リクエストは、コンソールからトークンを含む認証ヘッダーとともにスマートプロ

ダクトソリューション API に送信されます。 

https://aws.amazon.com/quicksight/
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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、

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。 

Amazon DynamoDB 
スマートプロダクトソリューションでは、Amazon DynamoDB を使用して、スマートプロダクト、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、DynamoDB オンデマンドキ

ャパシティーモードでプロビジョニングされます。 

このソリューションでは、次のテーブルが作成されます。 

• Settings: Amazon Cognito ユーザープール ID とユーザーのアラートレベルを含むソリューショ

ン設定が含まれます。 

• Registrations: スマートプロダクトに関する登録情報が含まれます。  

• Events: イベントに関する情報が含まれます。 

• Commands: コマンドに関する情報が含まれます。 

• Reference: シリアル番号やモデル番号など、スマートプロダクトに関する情報が含まれます。こ

のテーブルは、スマートプロダクトが登録時に有効であることを確認するために使用されます。 

ウェブコンソール 
スマートプロダクトソリューションには、スマートプロダクトを操作するために使用できるシンプルな

ウェブコンソールが含まれています。このコンソールを使用して、ユーザーとデバイスの登録、スマー

トプロダクトへの接続、イベントとアラートの受信、デバイスへのリモートコマンドの送信を行うこと

ができます。 

このコンソールは、スマートプロダクトをどのように操作できるか説明するように設計されています。

本番環境では、ニーズに合わせてこのウェブコンソールをカスタマイズするか、ユースケースに合わせ

て独自のコンソールを構築することをお勧めします。 
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考慮事項 

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。 

コンポーネントの停止とスタックの削除 
特定のソリューションコンポーネントを停止する場合は、このソリューションの  AWS 

CloudFormation テンプレートパラメータを更新してから、スタックを更新します。例えば、AWS IoT 

Device Defender コンポーネントを停止する場合は、Defender AWS CloudFormation テンプレート

パラメータを false に設定します。その後で、スタックを更新します。  

重要: スタックを更新して AWS IoT Device Defender を停止すると、このソリューションでデプロ

イされていなくても、このソリューションによって AWS IoT Device Defender サービスが停止さ

れます。詳細については、デバイスの管理とモニタリングを参照してください。  

スマートプロダクトソリューションのスタック全体を削除しても、カスタマイズを維持するために 

AWS CodeCommit リポジトリと Amazon S3 バケットは削除されません。リポジトリとバケットは手

動で削除する必要があります。 

すべてのコンポーネントが適切に削除されるようにするには、スタックを削除する前に、すべてのテン

プレートパラメータを false に設定してスタックを更新することで、すべてのコンポーネントを停止

することをお勧めします。その後で、スタックを削除します。 

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
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ソリューションの更新 
スマートプロダクトソリューションのバージョン 1.0.1 では、最新の Node.js ランタイムが使用され

ます。バージョン 1.0 では、Node.js 8.10 ランタイムを使用していました。このランタイムは、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 は作成操作をブロック

し、2019 年 2 月に  AWS Lambda は更新操作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機能を適用し、引き続き改善しながら使用するには、バージョン 1.0.1 以上

を新しいスタックとしてデプロイする必要があります。 

リージョンへのデプロイ 
このソリューションでは、AWS IoT Analytics と  SMS メッセージング用に  Amazon Simple 

Notification Service (Amazon SNS) を使用しています。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。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、リージョン別

の AWS 製品およびサービス一覧を参照してください。Amazon SNS の SMS メッセージングでサポー

トされるリージョンのリストについては、Amazon SNS 開発者ガイドのサポートされているリージョ

ンおよび国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 クラウドへのスマートプロダクト

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。 

smart-product-solution.template: このテンプレートを使用して、ス

マートプロダクト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、AWS CodePipeline、AWS CodeCommit、AWS CodeBuild、AWS 

Cloud Development Kit (AWS CDK)、AWS IoT Core、AWS IoT Device Defender、AWS IoT 

Analytics、AWS Lambda 関数、Amazon DynamoDB テーブル、Amazon Simple Notification 

テンプレートを表示

https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/smart-product-solution/latest/smart-product-solution.template
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/runtime-support-policy.html
https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/
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
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/smart-product-solution/latest/smart-product-solution.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/smart-product-solution/latest/smart-product-solution.template
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Service (Amazon SNS) トピック、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット、

Amazon CloudFront、AWS Amplify、Amazon API Gateway、および Amazon Cognito ユーザープ

ールがデプロイされます。また、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、スマートプロダクトソリューションを

設定してアカウントにデプロイします。 

デプロイ時間 : 約 3 分 

ここでカバーする内容 
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。詳細な手順につい

ては、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。 

• 必須パラメーターの値 [スタックの名前]、[CodeCommit Repository Name]、[Solution 

Version] を入力します。 

• 他のテンプレートパラメータを確認し、必要に応じて調整します。 

ステップ 2. このソリューションのデモをする 

• ユーザーアカウントを作成し、ウェブコンソールにログインします。 

• デバイスを設定して登録します。 

• Amazon QuickSight を設定します。 



アマゾンウェブサービス - スマートプロダクトソリューション 2020 年 2 月 

19 / 51 ページ 

ステップ 1. スタックを起動する 
この自動化 AWS CloudFormation テンプレートは、スマートプロダクトソリューションを 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。 

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、smart-product-solution 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. 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、現在特定の AWS リージョンでのみ利用可能な AWS IoT 

Analytics を使用します。そのため、このサービスを提供している AWS リージョンでこのソリュー

ションを開始する必要があります。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、

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。 

3. [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。 

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。 

パラメータ デフォルト 説明 

CodeCommit 

Repository Name 

smart-product-
reference-
architecture 

このソリューションのソースコード用のソリューション作成リ

ポジトリの名前  

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

API true このソリューションの API コンポーネントをデプロイするかど

うかを選択します。API の詳細については、付録 A を参照して

ください。 

Defender true このソリューションの IoT Device Defender コンポーネントを

デプロイするかどうかを選択します。 

Event true このソリューションのイベントコンポーネントをデプロイする

かどうかを選択します。 

JITR true このソリューションのジャストインタイム登録コンポーネント

をデプロイするかどうかを選択します。 

ウェブコンソール true このソリューションのウェブコンソールをデプロイするかどう

かを選択します。 

Telemetry true このソリューションのテレメトリ分析パイプラインコンポーネ

ントをデプロイするかどうかを選択します。 

Version v0.0.1 このソリューションデプロイのバージョン番号 

6. [次へ] を選択します。 

7. [スタックオプションの設定] ページで、[次へ] を選択します。 

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] 列で表示できます。

約 3 分で CREATE_COMPLETE のステータスが表示されます。 

ステップ 2.このソリューションのデモをする 
サンプルのスマートプロダクトを使用してこのソリューションの機能をデモするために、この手順を使

用します。 
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ユーザーアカウントを作成し、ウェブコンソールにログインする 
1. AWS CloudFormation コンソール スタックの [出力] タブで、[Smart Product Owner Web 

App] キーの URL 値を選択します。 

2. ウェブコンソールで、 [Create Account] を選択します。 

3. [Create Account] ウィンドウで、該当する情報を入力します。 

4. [Create Account] を選択します。 

指定された E メールアドレスに検証 E メールが送信されます。 

5. 検証 E メール内のリンクを選択して、アカウントを確認します。 

6. ユーザー名とパスワードを入力して、ウェブコンソールにログインします。  

ルート CA 証明書の作成と設定 

注意: デバイス証明書を設定するには、最新バージョンの AWS コマンドラインインターフェイス 

(AWS CLI) と OpenSSL がインストールされている必要があります。AWS CLI がインストールされ

ていない場合は、AWS コマンドラインインターフェイスユーザーガイドの AWS CLI のインストー

ルを参照してください。 

1. ターミナルウィンドウで、次のコマンドを実行して、ルート認証機関 (CA) 証明書のサンプルを作

成します。 

$ openssl req -x509 -new -nodes -key sampleCACertificate.key -sha256 
-days 365 -out sampleCACertificate.pem 

注意: このデモでは、ルート CA 証明書を作成して登録します。本番環境では、ルート CA がデバイ

ス証明書に署名し、その証明書を AWS IoT に登録します。  

2. ルート CA 証明書を登録するには、AWS CLI で次のコマンドを実行します。  

$ aws iot get-registration-code 

このコマンドは、AWS アカウントのランダムに生成された一意の登録コードを返します。このコー

ドは、削除するまで期限切れになりません。 

https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home
https://aws.amazon.com/cli/
https://www.openssl.org/
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-install.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-install.html
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3. 証明書署名リクエスト (CSR) を作成するには、次のコマンドを実行します。 

$ openssl genrsa -out privateKeyVerification.key 2048  
$ openssl req -new -key privateKeyVerification.key -out 
privateKeyVerification.csr 

4. プロンプトが表示されたら、検証証明書の Common Name フィールドに登録コードを入力し、

[Enter] キーを押します。 

... 
Organization Name (eg, company) []: 
Organizational Unit Name (eg, section) 
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []: 
<your-registration-code> 
EMAIL ADDRESS []: 

5. 次のコマンドを使用して新しい CA 証明書を作成します。 

$ openssl x509 -req -in privateKeyVerification.csr -CA 
sampleCACertificate.pem -CAkey sampleCACertificate.key -
CAcreateserial -out privateKeyVerification.crt -days 365 -sha256 

6. 検証証明書を使用して CA 証明書を登録するには、次のコマンドを実行します。 

$ aws iot register-ca-certificate --ca-certificate 
file://sampleCACertificate.pem --verification-certificate 
file://privateKeyVerification.crt 

このコマンドは、次のステップで使用する証明書 ID を返します。 

7. 次のコマンドを実行します。<your-certificate-ID> を該当する値に置き換えます。 

$ aws iot describe-ca-certificate --certificate-id <your-
certificate-ID> 

デフォルトでは、CA 証明書は非アクティブ状態で登録されます。デバイス証明書を登録するには、

CA 証明書をアクティブ化する必要があります。 

8. CA 証明書を有効にするには、次のコマンドを実行します。 

$ aws iot update-ca-certificate --certificate-id <your-certificate-
ID> --new-status ACTIVE 
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デフォルトでは、登録された CA 証明書の auto-registration-status は無効化されています。

つまり、CA によって発行されたデバイス証明書は自動的に登録されません。自動登録を有効にす

る必要があります。 

9. 自動登録を有効にするには、次のコマンドを実行します。 

$ aws iot update-ca-certificate --certificate-id <your-certificate-
ID> --new-auto-registration-status ENABLE  

これで、登録された CA によって署名された不明な証明書がソリューションによって検出されると、

ソリューションは自動的にデバイス証明書を登録します。 

証明書が正常に登録されると、AWS IoT は MQTT トピックにメッセージを発行し、クライアント

を切断します。メッセージがトピックに発行されると、AWS Lambda 関数がトリガーされ、証明

書のプロビジョニングが完了します。 

デバイス証明書の作成と設定 
1. デバイス証明書を作成するには、次のコマンドを実行します。 

$ openssl genrsa -out deviceCert.key 2048 
$ openssl req -new -key deviceCert.key -out deviceCert.csr 
... 
Common Name (e.g. server FQDN or Your name) []: <iot-thing-name> 
$ openssl x509 -req -in deviceCert.csr -CA sampleCACertificate.pem -
Cakey sampleCACertificate.key -CAcreateserial -out deviceCert.crt -
days 365 -sha256 

2. 次のコマンドを使用して、デバイス証明書と登録された CA 証明書を含む証明書ファイルを作成し

ます。 

$ cat deviceCert.crt sampleCACertificate.pem > 
deviceCertAndCACert.crt 

3. MQTT Mosquitto クライアントを使用して、デバイス証明書を使用して AWS IoT に接続するには、

次のコマンドを使用します。 

mosquitto_pub --cafile root.cert --cert deviceCertAndCACert.crt --
key deviceCert.key -h <prefix>-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com -p 
8883 -q 1 -t foo/bar -i anyclientID --tls-version tlsv1.2 -m "Hello" 
-d 
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デバイス証明書のジャストインタイム登録の詳細については、Just-in-Time Registration of Device 

Certificates on AWS IoT を参照してください。 

シミュレートされたスマートプロダクトを作成する 
ジャストインタイム登録機能のデモを行うには、シミュレートされたスマートプロダクトを実行する 

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスを作成するか、Raspberry Pi を使用し

てこのソリューションをデモできます。 

注意: シミュレートされたスマートプロダクトを作成する前に、このソリューションのスタックの起

動が完了するまで待つ必要があります。  

Amazon EC2 インスタンスを使用するには、Amazon EC2 でデバイスをシミュレートするを参照して

ください。Raspberry Pi を使用するには、 Raspberry Pi のセットアップを参照してください。 

Amazon EC2 でデバイスをシミュレートする 
この手順を使用して、このソリューションをテストする Amazon EC2 インスタンスと AWS Identity 

and Access Management (IAM) ロールを作成します。すでに EC2 管理 IAM ロールがある場合は、 

手順 No.15 に進みます。 

1. IAM コンソールに移動します。 

2. ナビゲーションペインで、[ロール] を選択します。 

3. [ロールの作成] を選択します。 

4. [EC2] を選択します。次に、[次のステップ: アクセス権限] をクリックします。 

5. [次のステップ: タグ] を選択します。[次のステップ: 確認] を選択します。 

6. [ロール名] に SmartProductDemoRole と入力します。 

7. [ロールの説明] に、Role for Smart Product demo and test と入力します。 

8. [ロールの作成] を選択します。 

9. [ロール] ページで、SmartProductDemoRoleを検索します。 

https://aws.amazon.com/blogs/iot/just-in-time-registration-of-device-certificates-on-aws-iot/
https://aws.amazon.com/blogs/iot/just-in-time-registration-of-device-certificates-on-aws-iot/
https://console.aws.amazon.com/iam/
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10. [+ インラインポリシーの追加] を選択します。 

11. JSON タブを選択し、既存のポリシーを次のポリシーに置き換えます。 

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "iot:GetRegistrationCode", 
                "iot:RegisterCaCertificate", 
                "iot:DescribeCaCertificate", 
                "iot:UpdateCaCertificate", 
                "iot:DescribeEndpoint", 
                "dynamodb:BatchWriteItem", 
                "dynamodb:ListTables" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow" 
        } 
    ] 
} 

12. [ポリシーの確認] をクリックします。 

13. [名前] に SmartProductDemoPolicy と入力します。 

14. [ポリシーの作成] をクリックします。 

15. Amazon EC2 コンソールに移動します。 

16. [インスタンスを起動] を選択します。 

17. Amazon Linux または Ubuntu AMI の横にある [選択] を選択します 。 

18. t2.micro インスタンスのラジオボタンを選択します。任意のインスタンスタイプを選択できますが、

デモには t2.micro で十分です。  

19. [次のステップ: インスタンスの詳細の設定] を選択します。 

20. [IAM ロール] ドロップダウンメニューで、 SmartProductDemoRoleを選択します。 

21. [高度な詳細] の横にある矢印を選択します。 

22. コードを [ユーザーデータ] テキストボックスに貼り付けます。 

https://console.aws.amazon.com/ec2/
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• Amazon Linux AMI を選択した場合は、ボックスに次のコードを貼り付けます。 

#!/bin/bash 
 
curl -O https://smart-product-test-
scripts.s3.amazonaws.com/userdata-amazon-linux.sh 
bash userdata-amazon-linux.sh   
 

• Ubuntu AMI を選択した場合は、ボックスに次のコードを貼り付けます。 

#!/bin/bash 
 
curl -O https://smart-product-test-
scripts.s3.amazonaws.com/userdata-ubuntu.sh 
bash userdata-ubuntu.sh 

23. (オプション) ストレージ、タグ、セキュリティグループ、キーペアを追加します。 

24. [確認と作成] を選択します。 

25. [起動] を選択します。 

Raspberry Pi のセットアップ  
Raspberry Pi を使用してこのソリューションのデモをするには、デバイスに SSH 接続できる必要があ

ります。デバイスに SSH 接続した後、この手順を使用してデバイスを設定します。 

1. IAM コンソールに移動します。 

2. ナビゲーションペインで [ポリシー] を選択します。 

3. [ポリシーの作成] をクリックします。 

4. JSON タブを選択し、既存のポリシーを次のポリシーに置き換えます。 

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "iot:GetRegistrationCode", 
                "iot:RegisterCaCertificate", 
                "iot:DescribeCaCertificate", 
                "iot:UpdateCaCertificate", 
                "iot:DescribeEndpoint", 

https://console.aws.amazon.com/iam/
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                "dynamodb:BatchWriteItem", 
                "dynamodb:ListTables" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow" 
        } 
    ] 
} 

5. [ポリシーの確認] をクリックします。 

6. [名前] に SmartProductDemoPolicy と入力します。 

7. [説明] に Smart Product demo policy と入力します。 

8. [ポリシーの作成] をクリックします。 

9. ナビゲーションペインで、[ユーザー] を選択します。 

10. [ユーザーを追加] を選択します。 

11. [ユーザー名] に SmartProductDemoUser と入力し、 [プログラムによるアクセス] の横にあるチ

ェックボックスをオンにします。 

12. [次のステップ: アクセス権限] をクリックします。 

13. [既存のポリシーを直接アタッチ] を選択し、SmartProductDemoPolicy を検索します。 

14. SmartProductDemoPolicy の横にあるチェックボックスをオンにし、[次のステップ: タグ] を

選択します。 

15. [次のステップ: 確認] を選択します。次に、[ユーザーの作成] を選択します。 

16. [.csv のダウンロード] または [表示] を選択して、アクセスキーとシークレットアクセスキーを確

認します。アクセスキーとシークレットアクセスキーは、後で使用します。 

17. AWS CLI がインストールされていない場合は、 AWS コマンドラインインターフェイスユーザーガ

イドの手順を使用してインストールします。 

18. Raspberry Pi に AWS 認証情報を提供するには、次のコマンドを使用します。<your-access-

key>、<your-secret-key>、および <your-region> を自分の情報に置き換えます。<your-

region> に、このソリューションをデプロイした AWS リージョンを入力します。  

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-install.html
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$ aws configure 
AWS Access Key ID [None]: <your-access-key> 
AWS Secret Access Key [None]: <your-secret-key> 
Default region name [None]: <your-region> 
Default output format [None]: JSON 

19. Raspberry Pi に Node.js がインストールされていない場合は、インストールします。手順につい

ては、Install Node.js and Npm on Raspberry Pi を参照してください。 

20. Raspberry Pi に Mosquitto Broker をインストールします。手順については、How to Install 

Mosquitto Broker on Raspberry Pi を参照してください。 

21. スマートプロダクトをシミュレートするために必要なファイルをダウンロードしてインストールす

るには、次のコマンドを実行します。<your-region> を、このソリューションをデプロイした 

AWS リージョンに置き換えます。  

$ mkdir reference 
$ cd reference 
$ curl -O https://smart-product-test-
scripts.s3.amazonaws.com/reference.tar.gz 
$ tar xvfz reference.tar.gz 
$ rm reference.tar.gz 
$ npm install 
$ export REGION='<your-region>' 
$ export TABLE=`aws dynamodb list-tables --region $REGION --query 
TableNames[*] | grep Reference | tr -d ' ' | sed -e 's/"//g' -e 
's/,//'` 
$ export HOST=`aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-
ATS --region $REGION --output text` 
$ npm start 
$ cd .. 
$ mkdir simulator 
$ cd simulator 
$ curl -O https://smart-product-test-
scripts.s3.amazonaws.com/simulator.tar.gz 
$ tar xvfz simulator.tar.gz 
$ rm simulator.tar.gz 
$ npm install 

シミュレートされたスマートプロダクトを登録する 
Amazon EC2 インスタンスを起動するか、Raspberry Pi を設定したら、ウェブコンソールを使用して

登録を完了する必要があります。 

https://www.instructables.com/id/Install-Nodejs-and-Npm-on-Raspberry-Pi/
https://randomnerdtutorials.com/how-to-install-mosquitto-broker-on-raspberry-pi/
https://randomnerdtutorials.com/how-to-install-mosquitto-broker-on-raspberry-pi/
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1. ウェブコンソールで、[Register a device] を選択します。 

2. シリアル番号、デバイス名、モデル番号を入力します。 

注意: シリアル番号とモデル番号は、 Reference Amazon DynamoDB テーブルで確認できます。  

3. [Register] を選択します。 

登録が完了したら、インスタンスまたはデバイスで次のコマンドを実行します。<your-device-serial-

number> を、ウェブコンソールを使用して登録したシリアル番号に置き換えます。 

cp deviceCert.key deviceCertAndCACert.crt root.cert 
~/simulator/certs 
cd ~/simulator 
sed -i -e 's/REPLACE_HERE/<your-device-serial-number>/g' config.js 
npm start 

インスタンスまたはデバイスが AWS IoT に正常に接続すると、シミュレートされたログが表示されま

す。config.js ファイルを変更して、デモシミュレーターの設定を変更できます。例えば、シミュレ

ートされたデータが送信される間隔を変更できます。 

Amazon QuickSight を設定する 
Amazon QuickSight で AWS IoT Analytics にこの手順を使用して、このソリューションが収集するデ

ータを可視化します。 

注意: 開始する前に、アカウントが Amazon QuickSight にサインアップされている必要がありま

す。詳細については、Amazon QuickSight のセットアップを参照してください。  

1. Amazon QuickSight コンソールに移動します。 

2. アプリケーションでユーザー名を選択し、 [Manage QuickSight] を選択します。 

3. [Account Settings] を選択します。 

4. [Account permissions] で、[Edit AWS Permissions] を選択します。 

5. [Connected products & services] で、[Add or remove] を選択します。 

https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/setup-new-quicksight-account.html
https://quicksight.aws.amazon.com/sn/start
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6. [Edit QuickSight read-only access to AWS resources] ページで、[AWS IoT Analytics] 

を選択します。 

7. [Apply] を選択します。 

Amazon QuickSight でデータを可視化する 
1. Amazon QuickSight コンソールで、[New analysis] を選択します。 

2. [New data set] を選択します。 

3. [AWS IoT Analytics] を選択します。 

4. [smartproduct_dataset] 、[Create data source] の順に選択します。 

5. [Visualize] を選択します。 

これで、AWS IoT Analytics のデータを可視化するダッシュボードを作成できるようになりました。詳

細については、Amazon QuickSight ユーザーガイドの Amazon QuickSight でのデータの使用および

分析での作業を参照してください。 

Amazon QuickSight の使用中に問題が発生した場合は、Amazon QuickSight のトラブルシューティ

ングを参照してください。 

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。 

認証 
AWS IoT では、スマートプロダクトと AWS IoT Core 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 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 で

https://quicksight.aws.amazon.com/
https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/working-with-data.html
https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/working-with-analyses.html
https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/troubleshooting.html
http://aws.amazon.com/security/
http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/signature-version-4.html
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は、AWS IoT 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。 

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。このソリューション

では、いくつかの IAM ロールが作成されます。それには、このソリューションの AWS Lambda 関数

にこのソリューションで使用する他のサービスへのアクセスを許可するロールが含まれます。これらの

ロールは、アカウントでスマートプロダクトのデータを収集、処理、保存することをサービスに許可す

るために必要です。 

Amazon CloudFront 
このソリューションでは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットで ホストするウ

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サイトの 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 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。 

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
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その他のリソース 

AWS のサービス 

• AWS IoT Core 

• AWS IoT Device Management 

• AWS IoT Device Defender 

• AWS IoT Analytics 

• AWS Lambda 

• Amazon API Gateway 

• Amazon DynamoDB 

• Amazon Simple Notification Service 

• Amazon Simple Storage Service 

• AWS Amplify 

• Amazon Cognito 

• AWS CloudFormation  

• Amazon CloudFront 

• Amazon Simple Email Service 

• Amazon QuickSight 

  

https://aws.amazon.com/iot-core/
https://aws.amazon.com/iot-device-management/
https://aws.amazon.com/iot-device-defender/
https://aws.amazon.com/iot-analytics/
https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/api-gateway/
https://aws.amazon.com/dynamodb/
https://aws.amazon.com/sns/
https://aws.amazon.com/sns/
https://aws.amazon.com/amplify/
https://aws.amazon.com/cognito/
http://aws.amazon.com/documentation/cloudformation/
https://aws.amazon.com/cloudfront/
https://aws.amazon.com/ses/
https://aws.amazon.com/quicksight/
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付録 A: スマートプロダクトソリューション API 
スマートプロダクトソリューション API を使用すると、収集したデータを安全に公開できます。この

API は、スマートプロダクトのバックエンドのマイクロサービスから製品データ、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 と統合された Amazon Cognito ユーザープールを使

用して、識別と承認を行います。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。 

スマートプロダクトソリューション API では、次のオペレーションを使用できます。 

管理者 

• GET /settings/config/{settingId} 

• PUT /settings/config/{settingId} 

登録 

• GET /registration 

• POST /registration 

デバイス 

• GET /devices 

• GET /devices/{deviceId} 

• DELETE /devices/{deviceId} 

コマンド 

• GET /devices/{deviceId}/commands 

• POST /devices/{deviceId}/commands 
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• GET /devices/{deviceId}/commands/{commandId} 

イベント 

• GET /devices/events 

• GET /devices/alerts 

• GET /devices/alerts/count 

• GET /devices/{deviceId}/events 

• GET /devices/{deviceId}/events/{eventId} 

• PUT /devices/{deviceId}/events/{eventId} 

ステータス 

• GET /devices/{deviceId}/status 

GET /settings/config/{settingId} 
説明 
GET /settings/config/{settingId} オペレーションを使用すると設定値を取得できます。 

リクエストパラメーター 
settingId 

一意の設定 ID 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

レスポンス 
 名前 説明 

settingId 一意の設定 ID 

createdAt 設定が作成された日時 



アマゾンウェブサービス - スマートプロダクトソリューション 2020 年 2 月 

35 / 51 ページ 

 名前 説明 

updatedAt 設定が更新された日時 

PUT /settings/config/{settingId} 
説明 
PUT /settings/config/{settingId} オペレーションを使用すると設定を更新できます。 

リクエストパラメーター 
settingId 

一意の設定 ID 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

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 /registration 
説明 
GET /registration オペレーションを使用すると、削除されたデバイスを含む、ユーザーの登録済

みデバイスのリストを取得できます。 

レスポンス 
 名前 説明 

deviceId 一意のデバイス ID 

deviceName デバイス名 

modelNumber デバイスのモデル番号 

status デバイスのステータス（保留中、完了、削除済み） 

userId デバイスのユーザー ID 
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 名前 説明 

details デバイスに関する詳細 

createdAt デバイスが登録された日時 

updateAt デバイスが最後に更新された日時 

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。 

POST /registration 
説明 
POST /registration オペレーションを使用すると、ユーザーの新しいデバイス登録を作成できます。

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。 

リクエストボディ  
名前 説明 

deviceId 一意のデバイス ID 

deviceName デバイス名 

modelNumber デバイスのモデル番号 

レスポンス 
 名前 説明 

deviceId 一意のデバイス ID 

deviceName デバイス名 

modelNumber デバイスのモデル番号 

status デバイスのステータス（保留中、完了、削除済み） 

userId デバイスのユーザー ID 

details デバイスに関する詳細 

createdAt デバイスが登録された日時 
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 名前 説明 

updateAt デバイスが最後に更新された日時 

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 /devices 
説明 
GET /devices オペレーションを使用すると、ユーザーのデバイスのリストを取得できます。 

レスポンス 
 名前 説明 

deviceId 一意のデバイス ID 

deviceName デバイス名 

modelNumber デバイスのモデル番号 

status デバイスのステータス（保留中、完了、削除済み） 

userId デバイスのユーザー ID 

details デバイスに関する詳細 

createdAt デバイスが登録された日時 

updateAt デバイスが最後に更新された日時 

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 /devices/{deviceId} 
説明 
GET /devices/{deviceId} オペレーションを使用すると、デバイスに関する詳細情報を取得できま

す。 
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リクエストパラメーター 
deviceId 

一意のデバイス ID 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

レスポンス 
名前 説明 

deviceId 一意のデバイス ID 

deviceName デバイス名 

modelNumber デバイスのモデル番号 

status デバイスのステータス（保留中、完了、削除済み） 

userId デバイスのユーザー ID 

details デバイスに関する詳細 

createdAt デバイスが登録された日時 

updateAt デバイスが最後に更新された日時 

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。 

DELETE /devices/{deviceId} 
説明 
DELETE /devices オペレーションを使用すると、デバイスを削除できます。 

リクエストパラメーター 
deviceId 

一意のデバイス ID 

タイプ: 文字列 
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必須 : はい  

レスポンス 

Delete successful 

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 /devices/{deviceId}/commands 
説明 
GET /devices/{deviceId}/commands オペレーションを使用すると、デバイスのコマンドのリス

トを取得できます。 

リクエストパラメーター 
deviceId 

一意のデバイス ID 

タイプ: 文字列 

必須 : はい  

レスポンス 
名前 説明 

count 項目の数 

ScannedCount スキャンされた項目の数 

items 項目の詳細を含みます 

commandId 一意のコマンド ID 

deviceId 一意のデバイス ID 

reason コマンド結果の理由 

status コマンドのステータス（成功、失敗、保留中） 

details コマンドの詳細 
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名前 説明 

command 特定のコマンド 

value コマンド値 

createdAt コマンドが発行された日時 

updateAt コマンドが最後に更新された日時 

LastEvaluatedKey Amazon DynamoDB の最後に評価されたキー 

commandStatus フィルタリングされたコマンドのステータス 

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 /devices/{deviceId}/commands 
説明 
POST /devices/{deviceId}/commands オペレーションを使用すると、デバイスのコマンドを実行

できます。 

リクエストパラメーター 
deviceId 

一意のデバイス ID 

タイプ: 文字列 

必須 : はい  

レスポンス 
名前 説明 

commandId 一意のコマンド ID 

deviceId 一意のデバイス ID 

deviceName デバイス名 

reason コマンド結果の理由 
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名前 説明 

status コマンドのステータス（成功、失敗、保留中） 

details コマンドの詳細 

command 特定のコマンド 

value コマンド値 

createdAt コマンドが発行された日時 

updateAt コマンドが最後に更新された日時 

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 /devices/{deviceId}/commands/{commandId} 
説明 
GET /devices/{deviceId}/commands/{commandId} オペレーションを使用すると、コマンドに

関する詳細情報を取得できます。 

リクエストパラメータ 
deviceId 

一意のデバイス ID 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

commandId 

一意のコマンド ID 

タイプ: 文字列 

必須 : はい  
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レスポンス 
名前 説明 

commandId 一意のコマンド ID 

deviceId 一意のデバイス ID 

deviceName デバイス名 

status コマンドのステータス（成功、失敗、保留中） 

userId デバイスのユーザー ID 

details コマンドの詳細 

command 特定のコマンド 

value コマンド値 

createdAt コマンドが登録された日時 

updateAt コマンドが最後に更新された日時 

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 /devices/events 
説明 
GET /devices/events オペレーションを使用すると、ユーザーのイベントのリストを取得できます。 

レスポンス 
名前 説明 

count 項目の数 

ScannedCount スキャンされた項目の数 

items 項目の詳細を含みます 

id 一意のイベント ID 

deviceId 一意のデバイス ID 
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名前 説明 

deviceName デバイス名 

userId デバイスのユーザー ID 

messageId メッセージ ID 

message イベントメッセージ  

details イベントの詳細 

ack イベントの承認 (true、false) 

suppress イベントの抑制 (true、false) 

type イベントタイプ（エラー、警告、情報、診断） 

Timestamp イベントのタイムスタンプ 

value イベント値 

sentAt イベントが送信された日時 

createdAt イベントが作成された日時 

updateAt イベントが最後に更新された日時 

LastEvaluatedKey Amazon DynamoDB の最後に評価されたキー 

deviceId フィルタリングされたデバイス ID 

eventType フィルタリングされたイベントタイプ 

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 /devices/alerts 
説明 
GET /devices/alerts オペレーションを使用すると、ユーザーのアラートのリストを取得できます。 
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レスポンス 
名前 説明 

count 項目の数 

ScannedCount スキャンされた項目の数 

items 項目の詳細を含みます  

id 一意のアラート ID 

deviceId 一意のデバイス ID 

deviceName デバイス名 

userId デバイスのユーザー ID 

messageId メッセージ ID 

message アラートメッセージ  

details アラートに関する詳細 

ack アラートの承認 (true、false) 

suppress アラートの抑制 (true、false) 

type アラートタイプ（エラー、警告、情報、診断） 

Timestamp アラートのタイムスタンプ 

value アラート値 

sentAt アラートが送信された日時 

createdAt アラートが作成された日時 

updateAt アラートが最後に更新された日時 

LastEvaluatedKey Amazon DynamoDB の最後に評価されたキー 

deviceId フィルタリングされたデバイス 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。 
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GET /devices/alerts/count 
説明 
GET /devices/alerts/count オペレーションを使用すると、アラートレベルに基づいてユーザーの

未読アラートの数を取得できます。 

レスポンス 
名前 説明 

alertsCount 未読アラートの数 

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 /devices/{deviceId}/events 
説明 
GET /devices/{deviceId}/events オペレーションを使用すると、デバイスのイベントのリストを

取得できます。 

リクエストパラメーター 
deviceId 

一意のデバイス ID 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

レスポンス 
名前 説明 

count 項目の数 

ScannedCount スキャンされた項目の数 

items 項目に関する情報  
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名前 説明 

id 一意のイベント ID 

deviceId 一意のデバイス ID 

deviceName デバイス名 

userId デバイスのユーザー ID 

messageId メッセージ ID 

message イベントメッセージ  

details イベントの詳細 

ack イベントの承認 (true、false) 

suppress イベントの抑制 (true、false) 

type イベントタイプ（エラー、警告、情報、診断） 

timestamp イベントのタイムスタンプ 

value イベント値 

sentAt イベントが送信された日時 

createdAt イベントが作成された日時 

updateAt イベントが最後に更新された日時 

LastEvaluatedKey Amazon DynamoDB の最後に評価されたキー 

eventType フィルタリングされたイベントタイプ 

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 /devices/{deviceId}/events/{eventId} 
説明 
GET /devices/{deviceId}/events/{eventId} オペレーションを使用すると、イベントの詳細情

報を取得できます。 
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リクエストパラメータ 
deviceId 

一意のデバイス ID 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

eventId 

一意のイベント ID 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

レスポンス 
名前 説明 

id 一意のイベント ID 

deviceId 一意のデバイス ID 

deviceName デバイス名 

userId デバイスのユーザー ID 

messageId メッセージ ID 

message イベントメッセージ  

details イベントの詳細 

ack イベントの承認 (true、false) 

suppress イベントの抑制 (true、false) 

type イベントタイプ（エラー、警告、情報、診断） 

timestamp イベントのタイムスタンプ 

sentAt イベントが送信された日時 

createdAt イベントが登録された日時 
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名前 説明 

updateAt イベントが最後に更新された日時 

LastEvaluatedKey Amazon DynamoDB の最後に評価されたキー 

eventType フィルタリングされたイベントタイプ 

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 /devices/{deviceId}/events/{eventId} 
説明 
PUT /devices/{deviceId}/events/{eventId} オペレーションを使用すると、イベントを更新

できます。 

リクエストパラメータ 
deviceId 

一意のデバイス ID 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

eventId 

一意のイベント ID 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

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 /devices/{deviceId}/status 
説明 
GET /devices/{deviceId}/status オペレーションを使用すると、デバイスのステータスを取得で

きます。 

リクエストパラメーター 
deviceId 

一意のデバイス ID 

タイプ: 文字列 

必須 : はい 

レスポンス 
 名前 説明 

state デバイスシャドウの状態 

metadata デバイスシャドウのメタデータ 

connected デバイスの接続ステータス (true、false) 

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  一意の識別子が無効 

401 アクセス拒否の例外 

500 内部サーバーエラー 
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付録 B: 運用メトリクスの収集 
このソリューションには、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 

 
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。この機能をオプトアウトするには、次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。 

Solution: 
   Data: 
      SendAnonymousUsageData: "Yes" 

を以下に変更します。 

Solution: 
   Data: 
      SendAnonymousUsageData: "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、カスタマイズを他のユーザーと共有できます。 

https://aws.amazon.com/privacy/
https://aws.amazon.com/privacy/
https://github.com/awslabs/smart-product-solution
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ドキュメントの改訂 
日付 変更 

2019 年 9 月 初回リリース 

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 2 月 バグ修正とノードの更新 

 

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。 

スマートプロダクトソリューションは、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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