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内容についての注意点

• 本資料では2017年7月25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 Step Functionsとは
• AWS Step Functions記述

(Amazon States Language)
• その他
• demoとその解説
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AWS Step Functionsとは
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モノリシック→マイクロサービス→関数

Enterprise 
Resource 
Planning

𝝺Finance
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facturing

𝝺

𝝺 𝝺

Sales



関数をアプリケーションに実装するときのチャレンジ
• 関数を順番に実行したい
• 複数の関数を同時に実行したい
• データを元に実行する関数を選択したい
• 関数の実行をリトライしたい
• try/catch/finallyを実装したい
• 長時間のコードを実行したい



The Twelve-Factor App: プロセス

https://12factor.net/ja/

Twelve-Factorのプロセスはステートレスかつシェアードナッシング である。
永続化する必要のあるすべてのデータは、ステートフルなバックエンドサービス
（典型的にはデータベース）に格納しなければならない。

https://12factor.net/ja/
http://en.wikipedia.org/wiki/Shared_nothing_architecture
https://12factor.net/ja/backing-services


AWS Step Functionsとは？
視覚的なワークフローを使用して、分散アプリケーションと
マイクロサービスを簡単にコーディネート

・アプリケーションを一連のステップとして視覚的に定義

・アプリケーションのステップが意図したとおりに動作
していることを可視化

・コンピューティングのステップを操作およびスケールし、
需要の増加に応じてアプリケーションを確実に実行



AWS Step Functionsの効果

アプリケーション全体を修正
することなく、ワークフロー
の変更や一連のステップの編
集が可能

アプリケーションを数分で構築し、
アプリケーションが意図したとおりに
動作するように各ステップの実行を
可視化および追跡

何百万ものステップを同時
に実行できるため、需要の
増加に応じてスケール可能

各ステップの状態を追跡し、
組み込みの再試行と
フォールバックを使用して
エラーを処理

生産性
アプリケーションの迅速な構築

俊敏性
アプリケーションを簡単に発展

障害耐性
確実なスケールと回復



アプリケーションライフサイクル

ビジュアライズJSONを定義 実行をモニタリング



State Machine

シーケンシャルステップ 分岐ステップ(パスの選択) 並列ステップ



複数を同時実行可能
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AWSサービスとの連携
• CloudFormationからState MachineとActivityを作成

• API GatewayからStep Functionsを呼び出し

• イベントもしくはCloudWatch Eventsのスケジュールを
トリガに実行

• CloudWatchによるState Machine実行状況のモニタリング

• CloudTrailによるLog APIのコール



Step Functionsから操作できるもの
• AWS Lambda

• EC2、ECS、モバイルデバイス上などで起動しているタスク
– GetActivityTask /SendTask*のAPIを利用したPollingモデルである必要がある
– http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/step-

functions/latest/apireference/API_GetActivityTask.html
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http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/step-functions/latest/apireference/API_GetActivityTask.html


AWS Step Functions記述
(Amazon States Languages)

16 http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/step-functions/latest/dg/concepts-amazon-states-language.html

http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/step-functions/latest/dg/concepts-amazon-states-language.html


State Typeからビジュアルワークフローを作成

Task

Choice

Fail

Parallel



State type
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Task種別 説明

Task タスクとして１つのJob
Choice 分岐ロジックの定義

Parallel タスクを並行実行の分岐と結合

Wait 特定/指定した時間まで処理遅延
Succeed 実行を成功として終了させる

Fail 実行を失敗として終了させる

Pass InputをそのままOutputとしてpassする



Sampleを用いての説明

19

作成されたvisual flow

http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/step-functions/latest/dg/concepts-amazon-states-language.html

http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/step-functions/latest/dg/concepts-amazon-states-language.html


Sampleを用いての説明(task)
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LambdaのARN
次のアクション先



Sampleを用いての説明(choice)
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choiceでfooを評
価するので
returnでfooを返
す必要がある

fooが1なら fooが2なら fooが1,2以外
ならdefault



task retryの記述

e.g.

”Type”:”Task”,
“Resource”:”xxx”,
"Retry" : [

{
"ErrorEquals": [ "States.Timeout" ],
"IntervalSeconds": 3,
"MaxAttempts": 2,
"BackoffRate": 1.5

}
]

22 http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-errors.html

再試行の最大回数 (default 3) 0はretryなし
最初にretryするまでの待ち時間(default 1)
エラー名と一致する文字列:配列型

再試行間隔が増える乗数(default 2)

http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-errors.html


Choiceの記述例

e.g.

choice_name:{
“type”:”Choice”,
“Choices:[

“Variable”: “$.hoge”,
“BooleanEquals”: true,
“Next”: “Next_Task_name”

}]
“Default”: Default_Task_name

23 http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-choice-state.html

前段処理の値評価
条件式(使える条件式は次ページ)
条件に一致した場合の次のtask

全ての条件に一致しない場合の
task

http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-choice-state.html


Choiceで使える条件式

• And
• Or 
• Not
• BooleanEquals
• NumericEquals
• NumericGreaterThan
• NumericGreaterThanEquals
• NumericLessThan
• NumericLessThanEquals

24 (※)timestampはRFC3339に準拠 (2017-07-26T18:00:00の書式)

• StringEquals
• StringGreaterThan
• StringGreaterThanEquals
• StringLessThan
• StringLessThanEquals
• TimestampEquals
• TimestampGreaterThan
• TimestampGreaterThanEquals
• TimestampLessThan
• TimestampLessThanEquals



JSONのチェックツール
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statelint
• awslabs/statelint

– RubyベースのStep Functions記述チェックツール

– Install
• gem intall statelint

– How to use
• $ statelint <target statemachine.json>

– エラーがあれば表示され、エラーがない場合は特に何も表示されない

27 https://github.com/awslabs/statelint

https://github.com/awslabs/statelint


statelintのErrorの例
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ChoiceStateをstateにtypo

Nextで指定しているChoicestateがないと警告
ChoiceStateに移る設定が見つからない



demo
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デモ環境
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AWS Step 
Functions

bucket
Lambda 
function Amazon 

Rekognition

API

画層解析結果を
JSONファイルと
してput



顔写真をbucketにput
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rekognition/ detect_labels
をLambdaで実行
結果から、Humanタグを
checkし、HUMANフラグを
プログラムで作成している
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choiceは前のtaskの結果を
後段処理にpass



33

uploadした顔の表情解析
rekognition/ detect_facesを
output
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事前作成していたface 
indexのタグ情報 output
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parallelで実行した結果が
結合されてInputととなる



taskの詳細
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各taskのstart/endを確認できる。▶を開くことでinput/outputパラメータの確認も可能



顔写真以外を入れた場合
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Failした場合
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Exceptionの種類やエラーの簡単
内容を参照可能

例えばChoiceで参照する変数の
設定/typoが合った場合などは
Cancelledの扱いとなる。



その他
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log
• Baselineとして監視が推奨されるMetrics

– ActivitiesStarted
– ActivitiesTimedOut
– ExecutionsStarted
– ExecutionsTimedOut
– LambdaFunctionsStarted
– LambdaFunctionsTimedOut

40 http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/step-functions/latest/dg/monitoring-logging.html

http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/step-functions/latest/dg/monitoring-logging.html


Step Functions Limits

41 http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/step-functions/latest/dg/limits.html

• State Machineとactivesの最大数 :10,000
• API呼び出し最大数

– spikeや短期間で多数のAPIが発行されるとスロットルされる可能性がある
• 最大リクエストサイズ

– リクエストあたり1MB
これはリクエストの最大サイズになるためにheaderなどリクエストに関わ
るものがすべて含まれる

http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/step-functions/latest/dg/limits.html


料金
状態遷移1,000回あたり$0.025
(状態遷移1回あたり$0.000025、毎月4,000回までの状態遷移は無料)

状態遷移の合計数: 4 回の状態遷移 x 10 万回の実行 = 40 万回の状態遷移
1 か月の料金: 40 万回の状態遷移 x 状態遷移 1 回あたり 0.000025 USD = *1 か月あたり 10.00 USD

状態遷移=4回
・イメージの選択
・イメージの変換
・DBへの保存
・終了

状態遷移=3回
・イメージの選択
・サポートされていないイメージ
・終了



既存サービスとの住み分け/検討について
• Amazon SQSとの比較

– 高度にスケーラブルで監査可能なアプリケーションの開発においてサービスコンポーネントを
調整する必要がある場合は、AWS Step Functions を使用してください。Step Functions では、
アプリケーション内のすべてのタスクとイベントのトラッキングが行われます。Amazon SQS 
では、アプリケーションレベルのトラッキングを独自に実装する必要があります。

• Amazon Simple Workflow Service(SWF)との比較
– AWS Step Functions では、より生産的かつ機敏なアプローチにより、視覚的ワークフローを

使用してアプリケーションコンポーネントを調整できるため、新しいアプリケーションには
AWS Step Functions を使用することをお勧めします。プロセスにおいて介入する外部信号が
必要な場合、または結果を親に返す子プロセスを起動する場合は、 SWF を使用してください。

43 https://aws.amazon.com/jp/step-functions/faqs/

https://aws.amazon.com/jp/step-functions/faqs/
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