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AWS Black Belt Online Seminar とは
AWSJのTechメンバがAWSに関する様々な事を紹介するオンラインセミナーです

【火曜 12:00~13:00】
主にAWSのソリューションや
業界カットでの使いどころなどを紹介
(例：IoT、金融業界向け etc.)

【水曜 18:00~19:00】
主にAWSサービスの紹介や
アップデートの解説
(例：EC2、RDS、Lambda etc.)

※開催曜日と時間帯は変更となる場合がございます。
最新の情報は下記をご確認下さい。

オンラインセミナーのスケジュール&申し込みサイト
– https://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/webinars/
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https://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/webinars/


内容についての注意点

• 本資料では2017年6月27日時点のサービス内容および価格についてご説明しています。最新
の情報はAWS公式ウェブサイト(http://aws.amazon.com)にてご確認ください。

• 資料作成には十分注意しておりますが、資料内の価格とAWS公式ウェブサイト記載の価格に
相違があった場合、AWS公式ウェブサイトの価格を優先とさせていただきます。

• 価格は税抜表記となっています。日本居住者のお客様が東京リージョンを使用する場合、別途
消費税をご請求させていただきます。

• AWS does not offer binding price quotes.  AWS pricing is publicly available and is 
subject to change in accordance with the AWS Customer Agreement available at 
http://aws.amazon.com/agreement/.  Any pricing information included in this 
document is provided only as an estimate of usage charges for AWS services based 
on certain information that you have provided.  Monthly charges will be based on 
your actual use of AWS services, and may vary from the estimates provided.
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Agenda

• AWS IoT

• AWS Greengrass概要

• プログラム
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AWS IoT
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AWS IoT 全体構成

デバイス SDK デバイスゲートウェイ認証と認可

ルールエンジン

AWSサービス
- - - - -

その他のサービス

デバイスシャドウ
アプリケーション

AWS IoT API

デバイスレジストリ



AWS Greengrass
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物理法則 経済の法則
法律

(決まり)

ローカルで処理することの価値

• 通信速度
• Latency

• データを保管する
コスト

• 回線敷設のコスト

• 長期間の保管





AWS Greengrassとは



AWS Greengrassは、AWSをデバイスの上に拡張して
いるために、ローカルで生成されたデータをローカル
で処理することもクラウドを活用することもできる

処理を
クラウドで実行

処理を
ローカルで実行

Moving to the edge

AWS Greengrass



ローカルでの
実行

Local 
Lambda Functions

セキュリティ

AWS-grade 
security

ローカルでの
トリガー

Local 
Message Broker

データと状態
のsync

Local 
Device Shadows

機能

AWS Greengrass



ローカル処理における
ニアリアルタイム性向上

オフライン処理 クラウドと同じ
プログラミングが可能

IoTアプリケーション
の実行コスト削減

セキュリティ

価値

AWS Greengrass



AWS Greengrassの適用フィールド

鉱業

エネルギー

農業

通信

建設業界

電子機器

製造業

金融、保険

自動運転

医療



概要
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Greengrass

グループ定義
Greengrass

グループ設定

デバイス定義

Lambda定義

ルール定義
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Greengrass

グループ定義
Greengrass

グループ設定

デバイス定義

Lambda定義

ルール定義

• Greengrass group role

• Log設定
• 証明書/ローカル接続設定
• Coreの接続情報
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Greengrass

グループ定義
Greengrass

グループ設定

デバイス定義

Lambda定義

ルール定義

AWS IoTのThingとして管理さ
れる
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Greengrass

グループ定義
Greengrass

グループ設定

デバイス定義

Lambda定義

ルール定義

Greengrass Coreで利用でき
るものとして登録された
Lambdaのリスト
（versioningが必須)
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Greengrass

グループ定義
Greengrass

グループ設定

デバイス定義

Lambda定義

ルール定義

ソース / ターゲット /MQTT トピック/ トピッ
クフィルターの設定・管理
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Greengrass

グループ定義
Greengrass

グループ設定

デバイス定義

Lambda定義

ルール定義

AWS IoTのthingとして登録し、thing 

shadowを同期することができる
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Greengrass

グループ定義
Greengrass

グループ設定

デバイス定義

Lambda定義

ルール定義

Deployが実行されるとGroup

定義(Lambdaやsubscription

テーブルなど)がGreengrass

Coreデバイスにコピーされる



キーコンセプト



Greengrass のコンポーネント

Greengrassはハードウェアではなく、

ソフトウェア (ハードウェアは自身で

持ち込むもの)

2つのコンポーネントが動作する:

• Greengrass Core

• IoT Device SDK



AWS Greengrass Core (GGC)

runtimeとして以下を管理する

• Lambdaの実行

• メッセージング

• デバイスshadow

• セキュリティ

• クラウドとの通信



AWS Greengrass Core (GGC)

• CPUとして1 GHz single core

• 最低 128 MB RAM

• x86 and ARM

Amazon LinuxやRaspberry Piでも
動作する

http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/greengrass/latest/developerguide/prepare-hardware.html

http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/greengrass/latest/developerguide/prepare-hardware.html


IoT device SDK

IoTデバイスSDKを使用するデバイスは、
ローカルネットワーク経由でAWS 
Greengrassコアとやりとりするように設
定でる

デバイスの大きい小さいに関わらない

IoT device SDK for C++は提供済み, 
その他言語対応も計画中



ローカルでの連携

AWS Greengrass Groupとは、
セットアップされたcoreとデ
バイスから構成され、互いに
通信可能であるもの



ローカルでのLambda

Lambda functions はイベントド
リブンのコンピュート

AWS Greengrassと使うことで開
発はクラウドで行い、ローカルへ
デプロイできるようになる



Local Lambda

AWS Greengrass のLambda 
functionsはPython 2.7をサポート

メッセージング / shadow update
を契機にLambdaを実行できる



クラウドとの連携

AWS GreengrassはAWS IoTと長
時間の接続を維持しながら連携し、
ルールエンジンを介してデータを
処理します

Lambdaは直接、他のAWSサービ
スと通信することができる



Shadowでできること

Deviceの状態
(current とdesiredで表現)

(debugとしての)頻繁なデータ通知

ちょっとしたconfigパラメータ





36http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/greengrass/latest/developerguide/gg-sec.html

http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/greengrass/latest/developerguide/gg-sec.html




38 http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/greengrass/latest/developerguide/what-is-gg.html#gg-sdks

Lambdaプログラミングモデル
greengrasssdkを使用することでCoreとの通信、メッセージpublishやローカルThing 
shadow、他のLambdaを実行することが可能
また、通常のイベントモードの他に、long-liveモードとして実行し続ける事もできる
(※)boto3を使いたい場合は、別途パッケージにboto3を含める必要がある

http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/greengrass/latest/developerguide/what-is-gg.html#gg-sdks
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Lambdaプログラミングモデル(long-live)

Invokeされない

無限ループによる呼び出し

Greengrass用Lambda blueprintを簡単に解説
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ローカルで実行されたlog
CloudWatch logsとの連携およびローカル出力の設定が可能
GreenGrassグループ単位で設定が可能

CloudWatch logsの設定
• ログレベル

ローカル出力の場合
• ログレベル
• 利用してよいファイルサイズの指定が可能(MB or KB)

/greengrass/var/log/へ出力される

http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/greengrass/latest/developerguide/greengrass-logs-overview.html

http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/greengrass/latest/developerguide/greengrass-logs-overview.html
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logによるトラブルシューティング
${Greengrass_Root}/crash.log
• AWS Greengrassでcrashが発生した際に作成される

${Greengrass_Root}/var/log/system/runtime.log
• コンポーネントのfaile情報

その他 ${Greengrass_Root}/var/log/system配下に出力されるログを用いて
Lambdaのエラーについて検出、確認できる

defaultのままであれば、${Greengrass_Root}は /greengrass になる
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注意点
• AWS Coreの再起動
AWS Greengrassで送信されるすべてのメッセージはQoS 0で送信されるために、AWS Greengrass Core
の再起動を実施すると未送信データは失われる。
Greengrass Coreのdeployを実行した場合にも再起動が行われるので、再起動の実施による影響/実施タイ
ミングを見極める必要がある。

• local storage full
ローカルストレージに容量が不足すると以下のコンポーネントが失敗する可能性があるために、容量につい
ては注意が必要
- local shadowの更新
- 証明書の更新
- deployの失敗

• ローカルディレクトリとの同期
Greengrassはハードウェア上でOverlayFSとして起動するためにローカルファイルシステムに対して、全
権のアクセス権があるわけではない。

http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/greengrass/latest/developerguide/gg-troubleshooting.html

http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/greengrass/latest/developerguide/gg-troubleshooting.html
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http://docs.aws.amazon.com/greengrass/latest/developerguide/prepare-hardware.html

その他

Amazon Linux / Raspberry Piでの設定方法

Greegrass用のLambda blueprint

http://docs.aws.amazon.com/greengrass/latest/userguide/gg-deploy-simple-lambda.html

ハードウェア/ソフトウェア必要要件詳細

http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/greengrass/latest/developerguide/prepare-hardware.html
http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/greengrass/latest/userguide/gg-deploy-simple-lambda.html


AWS Greengrassの料金

Active Devices(※) Price per Device
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3–10,000

10,000+

Free for 1 year

$0.16/month

$1.49/year

Call us

(※)アクティブデバ
イスの定義は1ヶ月

以内に通信がある
こと



オンラインセミナー資料の配置場所

• AWS クラウドサービス活用資料集
– http://aws.amazon.com/jp/aws-jp-introduction/

• AWS Solutions Architect ブログ
– 最新の情報、セミナー中のQ&A等が掲載されています

– http://aws.typepad.com/sajp/
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http://aws.amazon.com/jp/aws-jp-introduction/
http://aws.typepad.com/sajp/


公式Twitter/Facebook
AWSの最新情報をお届けします
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@awscloud_jp

検索

最新技術情報、イベント情報、お役立ち情報、
お得なキャンペーン情報などを日々更新しています！

もしくは
http://on.fb.me/1vR8yWm



AWSの導入、お問い合わせのご相談

AWSクラウド導入に関するご質問、お見積り、資料請求を
ご希望のお客様は以下のリンクよりお気軽にご相談ください
https://aws.amazon.com/jp/contact-us/aws-sales/

※「AWS 問い合わせ」で検索してください

https://aws.amazon.com/jp/contact-us/aws-sales/
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