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はじめに (Amazon QLDB ベースのソリューショ

ンをデプロイして、工場でのデータ改ざんを防

ぐ)  
品質データの改ざんが発覚した場合、その対応に多大なコストが必要になる場合があります。品質テス

トの結果や工場設備の温度などの品質データは特に脆弱です。このソリューションでは、Amazon 

Quantum Ledger Database (Amazon QLDB) を使用してデータ変更の正確な履歴を維持することに

より、攻撃者による品質データの改ざんを防止します。Amazon QLDB は、データベースに書き込まれ

るすべてのドキュメントとドキュメントのリビジョンに暗号ハッシュを実装します。 

このソリューションでは、Amazon QLDB に品質データを登録するための 3 つのルートを用意してい

ます。 

1. Amazon API Gateway で REST API エンドポイントを公開する。 

2. ファイルを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にアップロードする。 

3. AWS IoT Core を使用して MQTT プロトコルで品質データを転送する。 

この実装ガイドでは、アマゾン ウェブ サービス (AWS) クラウドに「Amazon QLDB を活用した品質

データの改ざん防止」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、設定、および実行する 

AWS CloudFormation テンプレートへのリンクと手順が含まれています。 

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。 

https://aws.amazon.com/qldb/
https://aws.amazon.com/qldb/
https://aws.amazon.com/api-gateway/
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/iot-core/
https://mqtt.org/
https://aws.amazon.com/cloudformation/
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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。2021 

年 7 月の時点で、米国東部 (バージニア北部) でデフォルト設定でこのソリューションを実行する場合

のコストは、1 か月あたり 128.58 USD (無料利用枠を除く) です。 

このコスト見積もりは、次のことを行う設備を備えた工場に基づいています。 

1. 温度や振動強度などのメトリックスを毎秒 Amazon API Gateway エンドポイントに送信する。 

2. 商品画像 (1 つの画像つき 1 MB) を毎秒キャプチャして Amazon S3 に送信する。 

3. AWS IoT Core を使用して、個々の製品の検査結果を 毎秒送信する。 

注意: 機能の詳細については、ソリューションコンポーネントセクションを参照してください。 

 

AWS サービス ディメンション 月額コスト  

AWS IoT Core  1 秒ごとにパブリッシュされる 1 件のメッセージ 2.68 USD 

Amazon API Gateway 1 秒ごとに受信される 1 件のリクエスト 9.37 USD 

Amazon S3 1 秒あたり 1 MB の画像を保存 75.00 USD 

AWS Lambda 上記 3 つの AWS サービスによる呼び出し 

128 MB の RAM で平均 200 ミリ秒の実行時間 

4.98 USD 

Amazon QLDB AWS Lambda 関数からの入出力の書き込み 

書き込みクエリごとに平均 0.5 KB のデータを追加 

6.75 USD 

Amazon VPC  2 つのアベイラビリティーゾーンにまたがる 

Amazon S3 および Amaaon API Gateway、

Amazon VPC エンドポイント 

29.80 USD 

合計: 128.58 USD 
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コスト管理を容易にするために、AWS Cost Explorer を使用して予算策定を行うことを推奨していま

す。料金は変更される可能性があります。全体の詳細については、このソリューションで使用している

各 AWS のサービスについて、料金の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。 

 

図 1:  AWS での「Amazon QLDB を活用した品質データの改ざん防止」ソリューション

のアーキテクチャ 

AWS CloudFormation テンプレートは、次のインフラストラクチャをデプロイします。 

1. Amazon API Gateway のエンドポイントを提供する Amazon Virtual Private Cloud (Amazon 

VPC) 

2. 製品情報を登録または更新するための API を提供する Amazon API Gateway 

3. Amazon API Gateway を使用して製品情報を登録および更新する AWS Lambda 関数 

http://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-cost-explorer/
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/budgets-create.html
https://aws.amazon.com/vpc/
https://aws.amazon.com/lambda/
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4. Amazon S3 のエンドポイントを提供する Amazon VPC 

5. Amazon S3 を使用して、画像や動画などの製品品質データを保存する Amazon S3 

6. s3:ObjectCreated:Put イベントをフックして、ファイルのメタデータを保存する  AWS 

Lambda 関数 

7. デバイスに接続して、製品情報を更新する AWS IoT Core 

8. AWS IoT Core によって呼び出されて、本番情報を更新することもできる AWS Lambda 関数 

9. データ変更の正確な履歴を維持するための Amazon QLDB 

注意: 図に記載されている工場設備は、テンプレートによってデプロイされません。AWS 

CloudFormation のリソースは、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) のコンストラク

トで作成されています。 

ソリューションコンポーネント 
このソリューションには、Amazon QLDB に品質データを登録するための 3 つの入力オプションが用

意されています。これらのオプションは、製品の製造プロセス中に Amazon QLDB とやり取りする方

法を示すように設計されています。本番環境では、独自のユースケースに合わせてこれらのオプション

をカスタマイズすることをお勧めします。 

重要: 次の 3 つの入力オプションのいずれかで品質データを登録する前に、まず製品情報を Amazon 

API Gateway に登録する必要があります。 

オプション 1: Amazon API Gateway 

API は、製品のシリアル番号 (各製品の固有の ID) に紐付けて、温度や振動強度などの工場設備から送

信された集計メトリクスを格納するために使用します。 
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オプション 2: Amazon S3 

Amazon S3 は、製造された製品の関連ファイルを保存するために使用されます。(例: キャプチャされ

た画像) これらのファイルのチェックサムは、精度を検証するために Amazon QLDB に保存されます。

また、ファイルの上書きを追跡できるように Amazon S3 バージョニングを有効にしています。 

オプション 3: AWS IoT Core 

AWS IoT Core は工場内の IoT デバイスに接続され、品質データの受信に使用されます。品質データ

は AWS IoT Core のメッセージキューから受信され、AWS Lambda 関数を介して Amazon QLDB に

保存されます。このソリューションでは、AWS IoT Core を使用して製品検査の結果を登録します。 

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

で共有されます。この責任共有モデルにより、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 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 ポリシー 

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

に対してアクセスポリシーとアクセス許可を詳細に割り当てることができます。このソリューションで

は、AWS Lambda 関数に Amazon S3 バケットからオブジェクトを取得して、Amazon QLDB にデー

タを送信するためのアクセス権を付与する IAM ロールを作成します。Amazon S3 のイベント通知を 

AWS Lambda 関数にディスパッチするために、その IAM リソースのポリシーは Amazon S3 からの

アクセスを許可するように設定されています。 IAM は Amazon API Gateway の認証と認可にも使用

されており、API にアクセスするには、署名付き HTTP ヘッダーを提供する必要があります。同様に、

AWS IoT Core のトピックでは、メッセージをパブリッシュするために IAM の認証が必要です。この

https://techterms.com/definition/checksum
https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
http://aws.amazon.com/security/
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ソリューションの Amazon API Gateway または AWS IoT Core のトピックにアクセスする場合は、

クライアント側の IAM ロールまたはユーザーに対して最小限の権限を設定することをお勧めします。 

セキュリティグループ 

このソリューションで作成されるセキュリティグループは、工場設備を含む Amazon VPC と Amazon 

API Gateway 間のネットワークトラフィックを制御するように設計されています。デプロイが開始さ

れたら、セキュリティグループを確認して、必要に応じてアクセスをさらに制限することをお勧めしま

す。 

Amazon VPC エンドポイントのポリシー 

このソリューションでは、Amazon VPC エンドポイントを使用してセキュリティを強化しています。

これにより、AWS Lambda、Amazon S3、Amazon QLDB などの AWS サービス間のトラフィックが 

Amazon のネットワークから離れないようにしています。Amazon VPC エンドポイントのポリシーを

使用すると、対応するエンドポイントを経由して実行できるアクションを制限できます。このソリュー

ションの Amazon VPC エンドポイントのポリシーは、すでに最小限の権限を持つように設定されてい

ますが、より幅広いアクセス権限が必要なときに確認および変更できます。 

設計に関する考慮事項 

デプロイ可能な AWS リージョン 

このソリューションは Amazon QLDB サービスを使用していますが、現在すべての AWS リージョン

で利用できるわけではありません。このソリューションは、Amazon QLDB を利用できる AWS リージ

ョンで起動する必要があります。 AWS リージョンごとで利用可能な AWS サービスの最新情報につい

ては、AWS リージョン別のサービスをご参照ください。 

https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/
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AWS CloudFormation テンプレート 
デプロイを自動化するために、このソリューションでは AWS CloudFormation を使用しています。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。 

tamper-proof-quality-data-using-amazon-qldb.template: このテン

プレートを使用して、ソリューションおよび関連するすべてのコンポーネン

トを起動します。デフォルト設定では、AWS IoT Core、Amazon QLDB、

AWS Lambda、Amazon API Gateway、Amazon VPC がデプロイされます。 

注意: AWS CloudFormation のリソースは、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) のコンス

トラクトで作成されています。 

 

自動デプロイ 
このソリューションを起動する前に、アーキテクチャ、ネットワークセキュリティなどの、このガイド

で説明されている考慮事項を確認してください。このセクションの手順に従って、このソリューション

を設定して AWS アカウントにデプロイします。 

デプロイ時間: 約 10 分 

デプロイの概要 

次の手順を使用して、このソリューションを AWS にデプロイします。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. スタックの起動 

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

テンプレートを表示

https://solutions-reference.s3.amazonaws.com/tamper-proof-quality-data-using-amazon-qldb/latest/tamper-proof-quality-data-using-amazon-qldb.template
https://solutions-reference.s3.amazonaws.com/tamper-proof-quality-data-using-amazon-qldb/latest/tamper-proof-quality-data-using-amazon-qldb.template
https://solutions-reference.s3.amazonaws.com/tamper-proof-quality-data-using-amazon-qldb/latest/tamper-proof-quality-data-using-amazon-qldb.template
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ステップ 2. Amazon QLDB のテーブルとインデックスの作成 

• Amazon QLDB コンソールを使用して、台帳テーブルとそのインデックスを作成します。 

ステップ 3. Amazon EC2 インスタンスの起動 

• Amazon VPC の Amazon API Gateway エンドポイントにアクセスするために Amazon EC2 

インスタンスを作成します。 

• AWS Systems Manager の Session Manager 経由で Amazon EC2 インスタンスにアクセス

します。 

ステップ 1. スタックの起動 

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

ます。当社はこのデータを使用して、ユーザー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。AWS 

は、このアンケートを通じて収集されたデータを所有します。データ収集には、AWS プライバシー

ポリシーが適用されます。 

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

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

し、このソリューションをデプロイします。詳細については、このガイドの「運用メトリックの収

集」セクションを参照してください。 

この自動化された AWS CloudFormation テンプレートは、AWS クラウドで「Amazon QLDB を活用

した品質データの改ざん防止」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、このガイドの「コスト」セクションで、このソリューションで使用されている

各 AWS 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、tamper-proof-

quality-data-using-amazon-qldb AWS CloudFormation テ

ソリューション
の起動

https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/create/template?templateURL=https://solutions-reference.s3.amazonaws.com/tamper-proof-quality-data-using-amazon-qldb/latest/tamper-proof-quality-data-using-amazon-qldb.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/create/template?templateURL=https://solutions-reference.s3.amazonaws.com/tamper-proof-quality-data-using-amazon-qldb/latest/tamper-proof-quality-data-using-amazon-qldb.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/create/template?templateURL=https://solutions-reference.s3.amazonaws.com/tamper-proof-quality-data-using-amazon-qldb/latest/tamper-proof-quality-data-using-amazon-qldb.template
https://aws.amazon.com/privacy/
https://aws.amazon.com/privacy/


アマゾン ウェブ サービス - Amazon QLDB を活用した品質データの改ざん防止 

12 / 30 ページ 

ンプレートを起動するボタンを選択します。あるいは、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は Amazon QLDB サービスを使用していますが、現在すべての AWS リ

ージョンで利用できるわけではありません。このソリューションは、Amazon QLDB を利用できる 

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

最新情報については、AWS リージョン別のサービスをご参照ください。 

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。名前に使

用する文字の制限に関する詳細については、AWS Identity and Access Management ユーザーガ

イドの「IAM および STS クォータ」を参照してください。 

5. [次へ] を選択します。 

6. スタックオプションの設定ページで、[次へ] を選択します。 

7. 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。 

8. [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 ステータスが表示されます。 

注意: このソリューションには、主要な ReflowOvenLambda、inspectionCameraLambda、

inspectionModeLambda の AWS Lambda 関数に加えて、solution-helper AWS Lambda 関

数が含まれており、初期設定時か、リソースの更新時または削除時にのみ実行されます。 

https://solutions-reference.s3.amazonaws.com/tamper-proof-quality-data-using-amazon-qldb/latest/tamper-proof-quality-data-using-amazon-qldb.template
https://solutions-reference.s3.amazonaws.com/tamper-proof-quality-data-using-amazon-qldb/latest/tamper-proof-quality-data-using-amazon-qldb.template
https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_iam-limits.html
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このソリューションを実行すると、AWS コンソールに複数の AWS Lambda 関数が表示されます。

定期的にアクティブでなくても、関連付けられたリソースを管理するために必要となるため、

solution-helper AWS Lambda 関数を削除しないでください。 

 

ステップ 2. Amazon QLDB のテーブルとインデックスの作

成 

データを保存するには、Amazon QLDB で台帳テーブルを作成する必要があります。 

1. Amazon QLDB コンソールにサインインします。 

2. ナビゲーションペインで [クエリエディタ] を選択します。 

3. 台帳で次を行います。 

a. [台帳を照会] を選択します。 

b. ボックスに、次のクエリを入力してテーブルを作成します。 

CREATE TABLE QualityData 

c. [実行] を選択します。 

4. 結果タブの tableId に値が表示されていることを確認します。 

5. ボックスに、次のクエリを入力して、インデックスのルックアップ用にインデックステーブルを作

成します。 

CREATE INDEX on QualityData (serialNumber) 

6. [実行] を選択します。 

インデックスの作成を確認する成功メッセージが表示されます。 

https://console.aws.amazon.com/qldb/home
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ステップ 3. Amazon EC2 インスタンスの起動  

Amazon EC2 インスタンスを作成して、Amazon VPC の Amazon API Gateway エンド

ポイントにアクセスします。 

 Amazon EC2 コンソールにサインインします。 

 インスタンスページで [インスタンスを起動] を選択します。 

 Amazon Linux 2 AMI (HVM), SSD Volume Type のインスタンスを選択します。 

 インスタンスタイプの選択ページで、[t2.micro] を選択し、[確認と作成] を選択します。 

 [インスタンスの詳細の設定] を選択し、次の設定を選択します。 

a. ネットワーク: このソリューションによって作成された Amazon VPC の ID 

b. サブネット: tamper-proof-quality-data-using-amazon-

qldb/VPC/VPC/PrivateSubnet1 

c. IAM ロール: tamper-proof-quality-data-using-amazon-qldb-Role のプレフィック

スを持った IAM ロールを選択してください。 

注意: tamper-proof-quality-data-using-amazon-qldb/VPC/VPC/PrivateSubnet1 

のサブネットとインスタンス用の IAM ロールは、AWS CloudFormation のデプロイ中に作成

されます。 

 [確認と作成] を選択します。 

 インスタンスの起動を確認して、[起動] を選択します。 

 「既存のキーペアを選択するか、新しいキーペアを作成してください」のボックスで、[キーペアな

しで続行] を選択して、EC2 Instance Connect を使用するか、または AMI に組み込まれたパスワ

ードを知らない限り、このインスタンスに接続できないことを確認します。 

 [インスタンスの起動] を選択します。 

インスタンスの起動には数分かかります。 

https://console.aws.amazon.com/ec2/v2/home#Instances:
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Session Manager 経由で Amazon EC2 インスタンスにアクセス 

 Session Manager コンソールにサインインします。 

 [セッションの開始] を選択します。 

 ターゲットインスタンスを選択し、[セッションを開始する] を選択します。 

注意: Amazon EC2 インスタンスを起動した後、Session Manager コンソールにインスタンスが表

示されるまでに数分かかります。 

 

製品情報の登録と品質データの更新 
このソリューションには、製品の品質データを更新するための 3 つのオプションがあります。ただし、

最初に Amazon API Gateway を使用して、製品のシリアル番号などの製品情報を Amazon QLDB に

登録する必要があります。 

重要: Session Manager 経由で Amazon EC2 にログインして、次の手順を完了する必要がありま

す。 

 Session Manager コンソールにサインインします。 

 [セッションの開始] を選択します。 

 ターゲットインスタンスを選択し、[セッションを開始する] を選択します。 

$PATH の設定と jq のインストール 

jq を使用してコマンドの結果を解析します。次のコマンドを実行して、Amazon EC2 インスタンスに 

jq をインストールします。 

 ユーザーを変更します。 

sudo -iu ssm-user 

https://console.aws.amazon.com/systems-manager/session-manager/sessions
https://console.aws.amazon.com/systems-manager/session-manager/sessions
https://github.com/stedolan/jq
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 /usr/local/bin を $PATH に追加して、コマンドラインツールのインストールを許可します。 

export PATH=/usr/local/bin:$PATH 

 jq バイナリパッケージをダウンロードします。 

wget -O jq https://github.com/stedolan/jq/releases/download/jq-1.6/jq-
linux64 

 アクセス権限を付与します。 

chmod +x ./jq 

 jq を正しいパスに移動します。 

sudo mv jq /usr/local/bin 

 インストールを確認します。 

jq --help 

 

Amazon QLDB に商品情報を登録 

Amazon API Gateway を使用して、プライベート API を作成します。API にアクセスするには、

Amazon VPC 内にいる必要があります。詳細については、 Amazon API Gateway 開発者ガイドの「プ

ライベート API を呼び出す方法」を参照してください。プライベート API にアクセスするために、

Amazon VPC 内に Amazon EC2 インスタンスをデプロイしています。詳細については、「ステップ 3. 

Amazon EC2 インスタンスの起動」を参照してください。 

このソリューションでは、主要な API 認証に署名バージョン 4 (SigV4) を使用しています。 

Amazon API Gateway へのリクエストは IAM で認可されます。Amazon EC2 に割り当てられた 

TamperProofQualityDataClientRole の IAM ロールを使用します。 

https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/apigateway-private-api-test-invoke-url.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/apigateway-private-api-test-invoke-url.html
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awscurl のインストール 

Amazon API Gateway に HTTP リクエストを行うには、awscurl の OSS コマンドラインインターフ

ェイスを使用します。次のコマンドを実行して、pip を使用して awscurl をインストールします。 

 pip を最新バージョンに更新します。 

sudo pip3 install -U pip 

 awscurl をインストールします。 

pip3 install awscurl 

引き受けたロールを Amazon EC2 インスタンスに使用します。awscurl は認証情報を使用して、

Amazon API Gateway にリクエストを安全に発行します。 

 認証情報の値を取得します。 

export ROLEARN=`aws iam get-role --role-name 
"TamperProofQualityDataClientRole" | jq -r .Role.Arn` 
export ASSUMEROLE=`aws sts assume-role --role-arn $ROLEARN --role-session-
name DeviceClient --duration-second 3600` 
export AWS_ACCESS_KEY_ID=`echo $ASSUMEROLE | jq -
r .Credentials.AccessKeyId` 
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=`echo $ASSUMEROLE | jq -
r .Credentials.SecretAccessKey` 
export AWS_SESSION_TOKEN=`echo $ASSUMEROLE | jq -
r .Credentials.SessionToken` 

注意: TamperProofQualityDataClientRole は Amazon EC2 インスタンスのロール名です。

DeviceClient は、インスタンスロールを引き受けることが許可されているセッション名です。 

Amazon API Gateway で製品を登録 

 環境変数を設定します。 

export AWS_DEFAULT_REGION=<Region> 
export API_ENDPOINT=https://<API-ID>.execute-
api.<Region>.amazonaws.com/prod/product 

<Region> と <API ID> を特定の詳細に置き換えます。 

https://github.com/okigan/awscurl
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 製品を登録します。 

awscurl --access_key $AWS_ACCESS_KEY_ID --secret_key 
$AWS_SECRET_ACCESS_KEY --session_token $AWS_SESSION_TOKEN -H 'Content-
Type: application/json' -XPOST $API_ENDPOINT --data '{ "serialNumber": 
"serial1", "factoryId": "factory1", "lineId": "line1" }' 

API は、成功を確認するためにドキュメント ID を返します。  

[ 
  { 
    "documentId": "<Document ID>" 
  } 
] 

 

品質データの更新 

Amazon API Gateway にシリアル番号を登録した後、製品情報を更新するオプションが 3 つあります。 

1. Amazon API Gateway を使用して、製品の温度や振動強度などの値を登録する。 

2. 製品の品質データを Amazon S3 に保存して、メタデータを Amazon QLDB に登録する。 

3. 製品の品質テストの結果を AWS IoT Core に登録する。 

オプション 1:  Amazon API Gateway を使用して Amazon QLDB の品質デ

ータを更新 

開いている Session Manager のセッションで、この手順を続行します。セッションが開いていない場

合は、「Session Manager 経由で Amazon EC2 インスタンスにアクセス」を参照して、新しいセッ

ションを開きます。 

1. Session Manager で、次のコマンドを入力して製品を更新します。 

awscurl --access_key $AWS_ACCESS_KEY_ID --secret_key 
$AWS_SECRET_ACCESS_KEY --session_token $AWS_SESSION_TOKEN -H 'Content-
Type: application/json' -XPUT $API_ENDPOINT/serial1 --data 
'{ "temperature": 1.9, "voltage": 1.2, "vibration": 1.8 }' 
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2. API は、成功を確認するためにドキュメント ID を返します。  

[ 
  { 
    "documentId": "<Document ID>" 
  } 
] 

documentId は、Amazon QLDB の変更履歴を照会するために使用します。 

結果の確認 

Amazon QLDB で商品が更新されたことを確認するには、次のクエリを使用します。 

SELECT * FROM QualityData WHERE serialNumber = 'serial1' 

注意: serialNumber はカーディナリティの高いインデックスであるため、上記のクエリは効率的

に機能します。 

Amazon QLDB でアップデートの確認 

1. Amazon QLDB コンソールにサインインします。 

2. ナビゲーションペインで [クエリエディタ] を選択します。 

3. 台帳で次を行います。 

a. [台帳を照会] を選択します。 

b. クエリエディタボックスに、次のクエリを入力して更新を確認します。 

SELECT * FROM history(QualityData) AS h where h.metadata.id = '<document-
ID>'; 

c. [実行] を選択します。 

4. データ変更の履歴を確認します。 

https://console.aws.amazon.com/qldb/home
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オプション 2: AWS Lambda と Amazon S3 を使用して Amazon QLDB の

品質データを更新  

このオプションは、AWS Lambda と Amazon S3 を使用して、Amazon QLDB の品質データを更新し

ます。Amazon S3 バケットにファイルをアップロードすると、Amazon S3 のイベント通知により、

Amazon QLDB に情報を記録する AWS Lambda 関数が呼び出されます。 

開いている Session Manager のセッションで、この手順を続行します。セッションが開いていない場

合は、「Session Manager 経由で Amazon EC2 インスタンスにアクセス」を参照して、新しいセッ

ションを開きます。 

 Session Manager で、次のコマンドを入力して、環境変数を設定します。 

export BUCKET_NAME=<Your-bucket-name> 

<Your-bucket-name> を次のプレフィックスを使用する Amazon S3 バケットに置き換えます。  

qldb-inspectioncamerainspectioncamerabucket 

 Amazon S3 バケットにアップロードする 1 MB のダミーファイルを作成します。 

dd bs=1024 count=1024 </dev/urandom > serial1 

 ダミーファイルを Amazon S3 にアップロードします。  

aws s3 cp serial1 s3://$BUCKET_NAME/serial1 --endpoint-
url=https://bucket.<vpce-xxxxxxxx-xxxxxxx>.s3.<Region>.vpce.amazonaws.com 

<vpce-xxxxxxxx-xxxxxxx> は Amazon VPC エンドポイントの ID と同じではありません。 

 Amazon VPC コンソールでエンドポイントを確認します。 

成功すると、次のレスポンスが返されます。 

upload: ./serial1 to s3://BUCKET_NAME/serial1 

AWS Lambda 関数を呼び出すコマンドを発行した後に、Amazon QLDB のクエリを実行して、保存し

たデータを検索できます。 

https://console.aws.amazon.com/vpc/home#Endpoints:sort=vpcEndpointId
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Amazon QLDB に保存されたデータの検索 

1. Amazon QLDB コンソールにサインインします。 

2. ナビゲーションペインで [クエリエディタ] を選択します。 

3. 台帳で次を行います。 

a. [台帳を照会] を選択します。 

b. クエリエディタボックスに、次のクエリを入力して結果を確認します。 

SELECT data.inspectionCamera FROM QualityData WHERE serialNumber = 
'serial1'; 

c. [実行] を選択します。 

成功すると、次のレスポンスが返されます。 

{ 
url: "s3://[BUCKET_NAME]/serial1", 
hash: "<new hash value>" 
} 

ファイルの内容が変更されてアップロードされると、データは新しいハッシュ値で更新されます。 

更新履歴の確認 

ファイルの更新履歴を確認するには、Amazon QLDB で次のクエリを使用します。 

SELECT data.data.inspectionCamera FROM history(QualityData) WHERE 
data.serialNumber = 'serial1'; 

Amazon QLDB でアップデートの確認 

Amazon QLDB の更新履歴を確認するには、Amazon QLDB で次のクエリを実行します。 

SELECT * FROM history(QualityData) AS h where h.metadata.id = '<document-
ID>'; 

https://console.aws.amazon.com/qldb/home
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オプション 3: AWS Lambda と AWS IoT Core で Amazon QLDB の品質デ

ータを更新 

このオプションは、AWS Lambda と AWS IoT Core を使用して Amazon QLDB の品質データを更新

します。AWS IoT Core のパブリッシュイベントは、Amazon QLDB に情報を記録する AWS Lambda 

関数を呼び出します。AWS IoT にデータをパブリッシュするには、AWS CLI のバージョン 2 を使用

する必要があります。詳細については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの「Linux で

の AWS CLI バージョン 2 の更新」を参照してください。 

1. AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) の zip ファイルをダウンロードします。 

curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o 
"awscliv2.zip" 

2. ダウンロードしたファイルを解凍します。 

unzip awscliv2.zip 

3. AWS CLI のバージョン 2 をインストールします。 

sudo ./aws/install --bin-dir /usr/local/bin --install-dir /usr/local/aws-
cli --update 

4. ダウンロードしたファイルを削除します。 

rm -rf ./aws 

AWS IoT にデータをパブリッシュ 

AWS IoT にデータをパブリッシュするには、次のコマンドを実行します。 

/usr/local/bin/aws iot-data publish --cli-binary-format raw-in-base64-out 
--topic 'iot/inspectionmodel' --payload '{ "serialNumber": "serial1", 
"data": {"isGood": true, "accuracy": 0.8, "modelRevision": "model"} }' 

コマンドが正常に実行されると、ステータスメッセージは表示されません。 

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-cliv2-linux.html#cliv2-linux-upgrade
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-cliv2-linux.html#cliv2-linux-upgrade
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Amazon QLDB で履歴を確認 

AWS IoT Core と AWS Lambda を使用してパブリッシュした後に、Amazon QLDB のクエリを実行

して、保存したデータを検索できます。 

1. Amazon QLDB コンソールにサインインします。 

2. ナビゲーションペインで [クエリエディタ] を選択します。 

3. 台帳で次を行います。 

a. [台帳を照会] を選択します。 

b. クエリエディタボックスに、次の query2 を入力します。 

SELECT * FROM QualityData WHERE serialNumber = 'serial1'; 

c. [実行] を選択します。 

4. 結果タブで品質データを確認します。 

Amazon QLDB でアップデートの確認 

Amazon QLDB の更新履歴を確認するには、次のクエリを実行します。 

SELECT * FROM history(QualityData) AS h where h.metadata.id = '<document-
ID>'; 

Amazon QLDB のデータを検証 

SHA-256 で暗号化ハッシュを使用すると、台帳のジャーナルで文書の整合性を効率的に検証できま

す。 

ダイジェストのリクエスト 

1. Amazon QLDB コンソールにサインインします。 

2. ナビゲーションペインで、[台帳] を選択します。 

https://console.aws.amazon.com/qldb/home
https://www.movable-type.co.uk/scripts/sha256.html
https://console.aws.amazon.com/qldb/home
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3. 台帳で、[台帳を照会] を選択してから、[ダイジェストを取得] を選択します。 

Get digest ダイアログボックスには、次のダイジェストの詳細が表示されます。 

• Digest: リクエストしたダイジェストの SHA-256 ハッシュ値 

• Digest tip address: リクエストしたダイジェストでカバーされるジャーナルの最新のブロ

ック場所アドレスには次の 2 つのフィールドがあります。 

– strandId: ブロックを含むジャーナルストランドの固有の ID 

– sequenceNo: ストランド内のブロックの位置を指定するインデックス番号 

• 台帳: ダイジェストを要求した台帳名 

• 日付: ダイジェストをリクエストしたときのタイムスタンプ 

4. ダイジェスト情報を確認します。その後、[保存] を選択します。デフォルトのファイル名をそのま

ま使用することも、新しい名前を入力することもできます。このステップでは、Amazon Ion 形式

のコンテンツを含むプレーンテキストファイルを保存します。ファイルの拡張子は .ion.txt で、

前のダイアログボックスに表示されたダイジェスト情報がすべて含まれています。 

次のコードスニペットでは、ダイジェストファイルの例を示しています。フィールドの順序は、ブ

ラウザによって異なる場合があります。 

{"digest":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","digestTipAddress
":"{strandId:"yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy",sequenceNo:1}","ledger":"quality-
ledger","date":"yyyy-mm-ddTxx:xx:xx.xxxZ"} 

5. このファイルは、後でアクセスできる場所に保存しておきます。このファイルを使用して、ドキュ

メントリビジョンの検証します。 

ドキュメントリビジョンの検証 

台帳で、検証するドキュメントリビジョンの id と blockAddress を照会します。これらのフィール

ドはドキュメントのメタデータに含まれており、コミットされたビューでクエリを実行できます。id 

は、システムによって割り当てられた固有の ID 文字列です。blockAddress は、リビジョンがコミッ

トされたブロックの場所を指定する Ion 構造体です。 

https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/verification.html#verification.structure
https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/verification.html#verification.structure
https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/ion.html
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1. Amazon QLDB コンソールのナビゲーションペインで、[クエリエディター] を選択します。 

2. 台帳で次を行います。 

a. [台帳を照会] を選択します。 

b. クエリエディタボックスに、次のクエリを入力します。 

SELECT r.metadata.id, r.blockAddress FROM _ql_committed_QualityData AS r 
WHERE r.data.serialNumber = 'serial1' 

c. [実行] を選択します。 

3. クエリが返す id と blockAddress の値をコピーして保存します。id フィールドの二重引用符は

省略します。Amazon Ion では、文字列のデータ型は二重引用符で区切られています。英数字のテ

キストのみをコピーしてください。 

ドキュメントリビジョンを選択したので、検証プロセスを開始できます。 

4. Amazon QLDB のナビゲーションペインで、[検証] を選択します。 

5. ドキュメントを確認 フォームで、次の操作を行います。 

a. 「確認したいドキュメントを指定します」で、次の入力パラメータを入力します。 

- 台帳: 改訂を検証する台帳 

- ドキュメント ID: クエリによって返される  id の値 

- ブロックアドレス: クエリによって返される blockAddress  の値 

b. 「検証に使用するダイジェストを指定します」で、[ダイジェストを選択] を選択し、以前に保

存したダイジェストを選択します。ファイルが有効な場合は、コンソールのすべてのダイジェ

ストフィールドが自動入力されます。または、ダイジェストファイルから直接次の値を手動で

コピーして貼り付けることができます。 

- ダイジェスト: ダイジェストファイルの digest の値 

- ダイジェストヒントアドレス: ダイジェストファイルの digestTipAddress の値 

c. ドキュメントとダイジェストの入力パラメータを確認し、[検証] を選択します。 

https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/ion.html
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コンソールでは、リクエストの結果が検証結果に表示されます。正常に検証された場合は、再

計算されたダイジェストが指定したダイジェストと同じであることを意味します。それは次の

ことを証明します。 

• ドキュメントは、ジャーナルが最初に作成された場所と同じ場所にある。 

• ドキュメントは、作成されてから変更されていない。 

データ検証の詳細については、「Amazon QLDB でのデータ検証」を参照してください。 

その他のリソース 
AWS のサービス 

• AWS CloudFormation 

• AWS IoT Core 

• AWS Lambda 

• Amazon API Gateway 

• Amazon QLDB 

  

https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/verification.html
https://aws.amazon.com/cloudformation/
https://aws.amazon.com/iot-core/
https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/api-gateway/
https://aws.amazon.com/qldb/
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ソリューションのアンインストール 
AWS マネジメントコンソールから、または、AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) を使

用して、「Amazon QLDB を活用した品質データの改ざん防止」ソリューションをアンインストールで

きます。 

AWS マネジメントコンソールの使用 

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

2. このソリューションのインストール用のスタックを選択します。 

3. [削除] を選択します。 

 

AWS コマンドラインインターフェイスの使用  

AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) がお客様の環境で使用できるかどうかを確認しま

す。インストール手順については、AWS CLI ユーザーガイドの「AWS コマンドラインインターフェイ

スとは」を参照してください。AWS CLI が使用可能になったことを確認したら、次のコマンドを実行

します。 

aws cloudformation delete-stack --stack-name <installation-stack-name> --
region <your-Region-name> 

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。 

https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html
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• Solution ID: AWS ソリューション識別子 

• Solution version: このソリューションのバージョン  

 

AWS は、このアンケートを通じて収集されたデータを所有します。データ収集には、AWS プライバシ

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

する前に、次の手順を実施してください。 

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

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

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

AnonymousData: 
    SendAnonymousData: 
      Data: Yes 

を次に変更します。 

AnonymousData: 
    SendAnonymousData: 
      Data: No 

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

5. [スタックの作成] を選択します。 

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

ド] を選択します。 

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

したテンプレートを選択します。 

8. [次へ] を選択し、このガイドの「自動デプロイメント」セクションの「スタックの起動」の手順に

従います。 

https://aws.amazon.com/privacy/
https://aws.amazon.com/privacy/
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home
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ソースコード 
このソリューションの GitHub リポジトリにアクセスして、このソリューションのソースファイルをダ

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。 「Amazon QLDB を活用した品質デー

タの改ざん防止」ソリューションのテンプレートは、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) を使

用して作成されます。詳細については、README.md ファイルを参照してください。 

改訂 
日付 変更 

2021 年 7 月 初回リリース 

 

寄稿者 
• 鈴木 太一郎 

• 栗山 太希 

• 友岡 雅志 

• 鈴木 哲詩 

• 水馬 拓也 

• 嶺 行伸 

• 戸田 圭輔 

• Yunhe Wang 

  

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

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

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

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

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

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

の一部でもなく、そのような契約の内容を変更するものでもありません。 

「Amazon QLDB を活用した品質データの改ざん防止」ソリューションは、Apache Software 

Foundation で閲覧可能な Apache ライセンスバージョン 2.0 の条項に基づいてライセンスされま

す。 
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