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1. 概要 

Microsoft Azure Internet of Things (IoT) の包括的なサービス群を使用すると、接続されたセンサー、デバイス、およ

びインテリジェントな操作で企業を変革し、新たな成長の機会を得ることができます。 

 

このドキュメントの目的は、Azure IoT アプリケーションを構築する方法について、推奨アーキテクチャと実装技術の選

択肢の概要を示すことです。ここで述べるアーキテクチャとは、用語、技術的な原則、共通の構成環境、および Azure IoT 

サービスの構成を表します。このドキュメントの主な対象は、アーキテクト、システム設計者、開発者をはじめとする IoT 

技術の意思決定者です。 

 

IoT アプリケーションは、洞察を得るために使用されるデータやイベントを送信するモノ (デバイス) にたとえることが

できます。こうした洞察に基づいて、ビジネスやプロセスを改善するアクションが誘発されます。たとえば、エンジン (モ

ノ) が送信する圧力と温度のデータに基づいてエンジンが予期したとおりに動作しているかが評価され (洞察)、その結

果に基づいてエンジンのメンテナンス スケジュールの優先度がプロアクティブに設定されます (アクション)。このド

キュメントは IoT アプリケーションを構築する方法に主眼を置いていますが、アーキテクチャの最終目標を認識するこ

とが重要です。その目標とは、資産から収集したデータで得たビジネスの洞察に基づいてアクションを起こすことです。 

 

 
 

このドキュメントには、次の 5 つのセクションが含まれています。1) 序文、2) 概要: IoT ソリューションの全体的な

推奨アーキテクチャ (サブシステムに分割)、IoT アプリケーション サブシステムの概要、各サブシステムにおける既定

のテクノロジ推奨事項、IoT アプリケーションの分野横断的な問題に関する説明、3) 基礎をなす概念と原則: スケーラ

ブルな IoT アプリケーションの構築に主眼を置いた概念と原則について説明、4) サブシステムの詳細: サブシステムご

とにサブセクションを設けて、各サブシステムが担当する処理と実装での代替テクノロジについて説明、5) ソリューショ

ン設計の考慮事項: ソリューションおよび業種別のアーキテクチャにおける実装上の考慮事項について説明。 

 

このドキュメントは生きた文書であり、クラウドやテクノロジを取り巻く状況の進展に合わせて更新されます。技術動向

を追跡し、Azure IoT アプリケーションのアーキテクチャとテクノロジのベスト プラクティスに関する最新の推奨事項

を提供します。 

 

すべての組織は固有のスキルと経験を持ち、すべての IoT アプリケーションは固有のニーズと考慮事項を備えています。

このドキュメントで推奨されているリファレンス アーキテクチャとテクノロジの選択肢は、各組織のニーズに応じて変

更する必要があります。 

 

各サブシステムの技術的な推奨事項は、一貫した基準を用いて作成されました。すべてのサブシステムと代替テクノロジ

で共通の基準もあります。たとえば、セキュリティ、簡潔性、パフォーマンス、スケール、コストは、サブシステムやテ

クノロジを問わずに重要です。ウォーム ストレージ ソリューションのクエリ機能など、特定のサブシステムに固有の基

準もあります。技術的な推奨事項の評価に使用される基準については、サブシステムの詳細セクションに記載されていま

す。 
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1.1 アーキテクチャの概要 

IoT アプリケーションの推奨アーキテクチャは、クラウド ネイティブ、マイクロサービス、およびサーバーレス ベース

です。IoT アプリケーションの各種サブシステムは、展開とスケーリングを単独で行える、個別のサービスとして構築す

る必要があります。こうした属性によって拡張性が強化され、個々のサブシステム更新での柔軟性が高まり、サブシステ

ムごとに適切なテクノロジを柔軟に選択できます。個々のサブシステムと IoT アプリケーションをまとめて監視できる

ことが重要です。JSON (人間が判読可能) を使用した REST/HTTPS 経由でサブシステムの通信を行うことをお勧めし

ます。ただし、パフォーマンスのニーズが高い場合は、バイナリ プロトコルを使用します。さらに、このアーキテクチャ

ではハイブリッド クラウドとエッジ コンピューティングの戦略もサポートされます。すなわち、一部のデータ処理はオ

ンプレミスで発生することが見込まれています。個々のサブシステムを水平方向にスケーリングする、オーケストレー

ター (Azure Managed Kubernetes、Service Fabric など) を使用するか、水平方向のスケール機能が組み込まれた 

PaaS サービス (Azure App Service など) を使用することをお勧めします。 

 

1.2 コア サブシステム 

中核をなす IoT アプリケーションは、次のサブシステムで構成されています。1) デバイス (および/またはオンプレミ

ス エッジ ゲートウェイ): クラウドに安全に登録でき、クラウドとデータを送受信する接続オプションを実装、2) クラ

ウド ゲートウェイ サービスまたはハブ: データを安全に受け入れてデバイス管理機能を提供、3) ストリーム プロセッ

サ: そのデータを使用し、ビジネス プロセスと統合してストレージにデータを配置、4) ユーザー インターフェイス: テ

レメトリ データを可視化してデバイス管理を容易化。以下に、これらのサブシステムの概要とテクノロジの規範的な推

奨事項を示します。これらのサブシステムについては、このドキュメントのセクション 4 に詳しく記載されています。 

 

 
 

クラウド ゲートウェイは、クラウド ハブを使用して安全な接続、テレメトリとイベントの取り込み、およびデバイス管

理 (コマンドと制御を含む) の機能を提供します。クラウド ゲートウェイとして Azure IoT Hub サービスを使用する

ことをお勧めします。IoT Hub はビルトインの安全な接続、テレメトリとイベントの取り込み、およびデバイスとの双方

向通信 (コマンドと制御の機能を備えたデバイス管理を含む) を提供します。さらに、IoT Hub ではデバイス メタデー

タの保管に使用できるエンティティ格納も利用できます。 
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多数のデバイスを登録および接続する場合は、Azure IoT Hub Device Provisioning Service (DPS) を使用することを

お勧めします。DPS を使用すると、特定の Azure IoT Hub エンドポイントへのデバイスの割り当てと登録を大規模に

実施できます。安全なデバイス接続を確立して、テレメトリ データをクラウドへ送信するために Azure IoT Hub SDK 

を使用することをお勧めします。 

 

ストリーム処理ではデータ レコードの大量のストリームが処理され、そのストリームのルールが評価されます。IoT ア

プリケーションで複雑なルール処理を大規模に必要とするストリーム処理では、Azure Stream Analytics を使用するこ

とをお勧めします。単純なルール処理では、Azure Functions で Azure IoT Hub ルートを使用することをお勧めしま

す。 

 

ビジネス プロセス統合により、ストリーム処理中にデバイス テレメトリ データから得られた洞察に基づくアクション

の実行が容易になります。統合には、情報メッセージの格納、アラーム、電子メールや SMS の送信、CRM との統合な

どが含まれます。ビジネス プロセス統合には Azure Functions と Logic Apps を使用することをお勧めします。 

 

ストレージはウォーム パス (レポートや可視化のためにデバイスから即座に利用可能であることが要求されるデータ) 

とコールド パス (長期保存される、バッチ処理に使用されるデータ) に分けることができます。ウォーム パス ストレー

ジには Azure Cosmos DB を使用し、コールド ストレージには Azure Blob Storage を使用することをお勧めします。

時系列別のレポート ニーズを持つアプリケーションでは、Azure Time Series Insights を使用することをお勧めします。 

 

IoT アプリケーションのユーザー インターフェイスは、多様なデバイス タイプ、ネイティブ アプリケーション、およ

びブラウザーに提供することができます。UI とレポートのニーズは IoT システム間で異なるため、Power BI、TSI エ

クスプローラー、ネイティブ アプリケーション、およびカスタム Web UI アプリケーションを使用することをお勧めし

ます。 

 

Azure IoT リモート監視1
 のリファレンス アーキテクチャ実装は、オープン ソースのソリューションです。このソ

リューションは、前述の技術的な推奨事項の大部分で Azure のテクノロジが使用されていることを示す、エンド ツー 

エンドの例です。 

 

1.3 オプション サブシステム 

コア サブシステムに加えて、多くの IoT アプリケーションには次のサブシステムが含まれます。5) テレメトリ データ

変換: デバイスから送信されたテレメトリ データの再構築、組み合わせ、または変換が可能、6) 機械学習: テレメトリ 

データの履歴で予測アルゴリズムを実行し、予測メンテナンスなどのシナリオを実現、7) ユーザー管理: 異なる役割お

よびユーザー間で機能の分割が可能。 

 

                                            
1 https://azure.microsoft.com/ja-jp/blog/getting-started-with-the-new-azure-iot-suite-remote-monitoring-preconfigured-solution/ 

https://azure.microsoft.com/ja-jp/blog/getting-started-with-the-new-azure-iot-suite-remote-monitoring-preconfigured-solution/
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データ変換には、テレメトリ ストリームの操作や集約が含まれます。これは、クラウド ゲートウェイ サービス (IoT 

Hub) によるテレメトリ ストリームの受信前または受信後に行われます。操作にはプロトコル変換 (例: バイナリ スト

リーム データから JSON への変換)、データ ポイントの結合などが含まれます。IoT Hub が受信する前にテレメトリ 

データを変換する場合は、プロトコル ゲートウェイを使用することをお勧めします。IoT Hub が受信した後にデータを

変換する場合は、Azure Functions と統合した IoT Hub を使用することをお勧めします。 

 

機械学習 (ML) サブシステムを使用すると、システムはデータとエクスペリエンスから学習して、明示的にプログラム

しなくても機能することができます。予測メンテナンスなどのシナリオが ML によって実現します。ML のニーズには 

Azure Machine Learning を使用することをお勧めします。 

 

ユーザー管理サブシステムを使用すると、ユーザーとグループがデバイスでアクションを実行するためのさまざまな機能 

(例: デバイスのファームウェア アップグレードなどのコマンドと制御) や、ユーザーがアプリケーションで実行するさ

まざまな機能を指定できます。このサブシステムについては、後述の分野横断的なセキュリティ要件のセクションで詳し

く説明します。 

 

1.4 分野横断的な IoT アプリケーションのニーズ 

IoT アプリケーションは、成功に欠かせない分野横断的なニーズを多く備えています。その例として、次のものが挙げら

れます。8) セキュリティ要件にはユーザー管理と監査、デバイスの接続、転送中のテレメトリ、および保存中のセキュリ

ティが含まれます。9) IoT クラウド アプリケーションのログと監視は、個々のサブシステムとアプリケーション全体の

両方で、正常性の確認と障害のトラブルシューティングに欠かせないものです。10) 高可用性と障害復旧は、システム障

害からの迅速な復旧で使用されます。 
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セキュリティは、それぞれのサブシステムの重要な考慮事項です。IoT ソリューションを保護するには、デバイスの安全

なプロビジョニング、デバイス、エッジ デバイス、クラウドの間の安全な接続、バックエンド ソリューションへの安全

なアクセス、およびクラウドでの処理中および保管中の安全なデータ保護 (保存データの暗号化) を必要とします。前述

のとおり、IoT デバイスと Azure サービス (Azure Machine Learning、Azure Stream Analytics など) の間で信頼性

の高い安全な双方向通信を可能にし、完全に管理されたサービスを提供する Azure IoT Hub を使用することをお勧めし

ます。こうした安全な双方向通信は、デバイス単位のセキュリティ資格情報とアクセス制御を使用することで実現します。

ストレージのテクノロジとして、ウォーム パス ストレージには Azure Cosmos DB を使用し、コールド ストレージに

は Azure Blob Storage を使用することをお勧めします。どちらのテクノロジも保存データの暗号化をサポートしてい

ます。ユーザー資格情報の認証、ユーザー UI 機能の承認、ユーザーがアクセス可能なレポート ツールや管理ツール、

アプリケーション アクティビティの監査などのユーザー管理では、Azure Active Directory をお勧めします。Azure 

Active Directory は、広く使用されている OAuth2 認証プロトコル、OpenID Connect 認証レイヤーをサポートし、シ

ステム アクティビティの監査ログ レコードを提供します。 

 

IoT アプリケーションのログと監視は、システム稼働時間の確認と障害のトラブルシューティングに不可欠です。操作の

監視、ログ、およびトラブルシューティングには Azure OMS と Azure Application Insights を使用することをお勧め

します。 

 

高可用性と障害復旧 (HA/DR) の目的は、IoT システムを常に利用可能にすることです。これには、災害に起因する障害

からの復旧も含まれます。IoT サブシステムで使用されるテクノロジは、さまざまなフェールオーバー機能とリージョン

間のサポート特性を備えています。そのため、IoT アプリケーションでは、重複するサービスのホスティングを必要とす

ることがあり、許容可能なフェールオーバーのダウンタイムとデータ損失に応じて、リージョン間でアプリケーション 

データを複製することがあります。HA/DR の説明については、「ソリューション設計の考慮事項」にある高可用性と障

害復旧についてのセクションを参照してください。 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/studio/what-is-machine-learning
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/stream-analytics/stream-analytics-introduction
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/iot-hub-what-is-iot-hub
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2. 基礎をなす原則と概念 

2.1 原則 

リファレンス アーキテクチャを使用すると、高度なスケーリングをサポートする、ソリューション シナリオの柔軟性に富む、

安全で複雑なソリューションを構築できます。アーキテクチャのさまざまな領域にわたって、以下の基本理念が掲げられます。 

 

異種混合: リファレンス アーキテクチャは、多岐にわたるシナリオ、環境、デバイス、処理パターン、および標準に対応

する必要があります。ハードウェアとソフトウェアの大規模な異種混合に対処可能であることが求められます。 

 

セキュリティ2: IoT ソリューションではデジタル環境と物理環境が強くつながっているため、セキュリティで保護され

たシステムを構築することは、安全なシステム構築の必須基盤と言えます。このリファレンス モデルでは、すべての領域

にわたるセキュリティとプライバシーの対策を想定しています。たとえば、デバイス ID とユーザー ID、認証と承認、

保存中および転送中のデータ保護、データ構成証明の戦略などの領域が挙げられます。 

 

ハイパースケールな展開: このアーキテクチャ案では、数百万もの接続デバイスがサポートされます。少数のデバイスで

開始してハイパースケールへとスケールアウトするパイロット プロジェクトや概念実証が可能になります。 

 

柔軟性: IoT 市場の異種混合ニーズは、サービスとコンポーネントの拡張可能な構成を必要とします。リファレンス アー

キテクチャは、いくつかの構成要素を組み合わせることで IoT ソリューションの作成を可能にする、構成可能性の原則

に基づいて構築されており、概念上の個々のコンポーネントのためにファーストパーティやサードパーティのさまざまな

テクノロジを利用することができます。いくつかの拡張ポイントを通じて、既存のシステムやアプリケーションと統合で

きます。ブローカー通信を備えた、大規模なイベントドリブン型のアーキテクチャが、サービスと処理モジュールが緩や

かに結合した構成のバックボーンを形成します。 

 

2.2 データの概念 

データの概念を理解することは、デバイスを中心にしたデータの収集、分析、および制御を担うシステム構築の重要な第一歩です。

デバイスとデータのモデル、データ ストリーム、およびエンコードの役割については、以降のセクションで詳しく説明します。 

 

2.3 デバイスとデータのモデル 

デバイスとその属性、および関連するデータ スキーマについて記述した情報モデルは、ソリューションのビジネス ロ

ジックと処理の実装で重要な役割を果たします。 

 

多種多様なデバイス モデリングの取り組みがさまざまな業界で進行しています。進行中のモデリングとスキーマ化の取

り組みをサポートするために、このリファレンス アーキテクチャは中立的な立場を取ります。 

 

たとえば、工業オートメーションのシナリオでは、データのセマンティクスと構造は OPC 協議会の情報モデリング フ

レームワークに基づくことができます。3
 一方、ホーム オートメーションや自動車用途のような他の実装では、まったく

異なる業界固有のモデリングとスキーマの標準が採用される可能性があります。 

 

このアーキテクチャではデータ ストリームの基本的な抽象化を採用しており、デバイスとデータのモデルは、コア プ

ラットフォーム コンポーネントで情報のフロー、ルーティング、または格納を行う必要がありません。ソリューション 

レイヤーでは、コンポーネントによって生成または使用される構造化データが、データモデルとスキーマによって保護さ

れます。ソリューションで必要とされる場合、デバイス クライアントの開発、バックエンド分析、または特定の処理ロ

ジックでスキーマを使用する選択肢が開発者に与えられます。 

                                            
2 https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-suite/iot-security-architecture#threat-modeling-the-azure-iot-reference-architecture 
3 https://opcfoundation.org/ 

https://opcfoundation.org/
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2.4 データ レコードとデータ ストリーム 

IoT ソリューションは、一定間隔でデータ レコードを送信するデバイスの基本的な側面を考慮して設計されています。

データ レコードは、複数の継続的なデータ ストリームとして表現、分析、および保管されます。メッセージ、イベント、

テレメトリ、アラート、および取り込みは、IoT データ ストリームを表すときによく使用される用語です。 

 

通常、データ レコードはタイムスタンプが取られて時刻で並べ替えられます。さらに、1 つ以上のソースに関連付けら

れます。たとえば、テレメトリ レコードには測定時刻とデータの受信時刻を保存できます。さらに、測定が行われるデバ

イスの名前やテレメトリが収集されるゲートウェイ、テレメトリが取り込まれるハブなどにテレメトリ レコードを関連

付けることができます。 

 

"取り込み" は、Azure IoT Edge や Azure IoT Hub などのゲートウェイを介してデータ レコードをストレージにアッ

プロードするプロセスです。データ レコードは、一度に 1 つずつ取り込むことも、一括で取り込むこともできます。ス

トリームの内容は、リアル タイム データや再生された過去のトラフィックです。 

 

"メッセージ" と "イベント" は、接続デバイスが生成したデータ レコードを意味するときに使用する交換可能な用語で

す。"テレメトリ" という用語は、デバイス センサーによって報告されたデータを送信するメッセージに対して特に使用

されます。たとえば、デバイスの温度センサーから送信される現在の温度です。テレメトリ レコードは、1 つまたは複

数の "データ ポイント" を送信できます。たとえば、湿度センサーと温度センサーをそれぞれ 1 つ備えたデバイスは、

湿度と温度の測定値を同じメッセージで送ることも、個別のメッセージで送ることもできます。 

 

デバイスに複数のセンサーを取り付けて、すべてのセンサーが伝える測定値を格納したレコードを送信できます。または、

転送データ量の削減などを目的に、前回のテレメトリ送信後に変更された値だけを送信することもできます。テレメトリ 

レコードのデータ ポイントの値が "最後に把握された状態" となります。レコードの差分だけを送信する場合、整合性の

確保と同期化のために、デバイスはすべてのセンサー値の完全なスナップショット ("キー フレーム" と呼びます) を送

信することもあります。 

 

通常、テレメトリ レコードは、一連のルールに照らしてローカルまたはクラウドで分析されます。その結果、一般に "ア

ラート" と呼ばれる、異なる種類のデータ レコードを生成できます。 

 

データ レコード形式 

 

データ レコードに所定の形式はありません。データ ストリームごとに、すべてのレコードで互換性のある構造とセマンティ

クスを使用することが想定されています。デバイスの製造元と IoT ソリューションで選択される形式は、さまざまな要因に

よって決まります。たとえば、デバイスで実行しているソフトウェア、CPU の能力、帯域幅、セキュリティなどがあります。

IoT ソリューションでは、JSON 形式を採用することをお勧めします。読みやすく、必要とされる容量が比較的少ないためで

す。ただし、パフォーマンスを高めてコストを削減できる Avro のようなバイナリ形式もいくつかあります。 

 

逆シリアル化を簡素化するために、バージョンごとにストリームの非破壊的変更と分離を可能にする必要があります。IoT 

ソリューションでのベスト プラクティスは、それぞれのレコードにメタデータを含めることです。たとえば、メッセージ 

プロパティを使用し、形式とバージョンを指定します。バージョン管理モデルを使用すると、ソリューション開発者は、

セマンティクスやタイプに関するレコード フィールドの潜在的な競合を適切に解決できます。たとえば、特定のデバイ

ス ファームウェアの変更後に、そのデバイスが異なる形式のデータ レコードを送信すると、バージョン管理により、ソ

リューション開発者はデータ ストリーム間のあいまいさを排除できます。 

 

Azure IoT コア プラットフォーム サービスはペイロードに依存しないため、メッセージ内に特定のフィールドが存在

する必要はありません。メッセージの完全性と互換性は、デバイス開発者とソリューション開発者の担当業務です。 
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2.5 デバイスの相互作用 

リファレンス モデルでは、Service Assisted Communication (サービス支援通信)4
 手法の原則を採用しており、信頼で

きない物理スペースに配置されている可能性があるデバイスでも、信頼性の高い双方向通信が確立されます。以下の原則

が適用されます。 

 

• デバイスは、要求していないネットワーク接続を受け入れません。すべての接続とルートは、"送信のみ" の方法

で確立されます。 

• 一般に、ピアの関係にある "周知のサービス ゲートウェイに対してのみ、デバイスはルートの確立または接続を

行います。" デバイスが多数のサービスに対して情報の提供やコマンドの受信を必要とする場合、デバイスは

ゲートウェイとピア ツー ピアで通信し、そのゲートウェイが下流の情報ルーティングを処理し、承認された

パーティによるコマンドだけを受け入れてデバイスにルーティングします。 

• デバイス/サービス間またはデバイス/ゲートウェイ間の通信パスは、"トランスポートおよびアプリケーション 

プロトコル レイヤー" で保護され、サービスまたはゲートウェイに対するデバイスの認証と、デバイスに対する

サービスまたはゲートウェイの認証が相互に行われます。デバイス アプリケーションは、リンク層ネットワー

クを信頼していません。 

• システムレベルの承認と認証は、それぞれの "デバイス ID" に基づきます。デバイスが不正使用された場合、ア

クセス資格情報とアクセス許可はほぼ瞬時に無効化できます。 

• 電力や接続の問題が原因で散発的に接続されるデバイスの双方向通信では、デバイスが接続して受け取れるまで

コマンドや通知を保持することで通信が容易になります。 

• 保護された送信では、アプリケーションのペイロード データはゲートウェイから特定のサービスまで単独で保

護されます。 

 

注: 電力の制約を受けている、非接続時のデバイスに重要なコマンドを伝える共通のパターンは、セルラー ネットワー

クのプロトコルやサービスなど、帯域外の通信チャネルを使用することです。たとえば、SMS メッセージを使用してデ

バイスを "ウェイク アップ" し、"ホーム" ゲートウェイとの送信ネットワーク通信を確立するようにデバイスに指示す

ることができます。接続が確立すると、デバイスはコマンドとメッセージを受信します。 

 

2.6 通信プロトコル 

今日のデバイス シナリオでは多数の通信プロトコルが利用可能であり、その数は増え続けています。多数の候補の中か

らハイパースケールなシステム用に通信プロトコルを選択し、選択したプロトコルで約束された機能と保証を確保しなが

ら安全な運用を実現するには、分散システムの構築について高度な専門知識を必要とします。しかも、プロトコルの選択

が既に完了している既存のデバイスが多数存在している状況で、こうしたデバイスをソリューションに組み込む必要があ

ります。 

 

このリファレンス モデルでは、通信プロトコルで優先される選択肢を示し、その選択肢に伴う潜在的なトレードオフに

ついて説明します。さらに、フィールド ゲートウェイ、クラウドベースのプロトコル ゲートウェイ、またはストリーム

処理時におけるカスタム プロトコルの拡張性と適応性についても明確に考慮します。 

 

通信プロトコルは、ペイロードの移動方法を定義し、ディスパッチ/ルーティングおよびデコードに使用できる、ペイロー

ドに関するメタデータを送信しますが、一般にペイロードの形状や形式は定義しないことに注意してください。たとえば、

AMQP プロトコルで通信は可能になりますが、データのエンコードには Apache Avro つまり JSON、または AMQP の

ネイティブ エンコードが使用されます。 

 

                                            
4 http://blogs.msdn.com/b/clemensv/archive/2014/02/10/service-assisted-communication-for-connected-devices.aspx 

http://blogs.msdn.com/b/clemensv/archive/2014/02/10/service-assisted-communication-for-connected-devices.aspx
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3. アーキテクチャ サブシステムの詳細 

このセクションでは、それぞれのアーキテクチャ サブシステムについて詳しく説明します。具体的には、サブシステムの

目的、実装における技術的なオプション、推奨される実装の選択肢などが示されます。 

 

 
 

3.1 デバイス、デバイス接続、フィールド ゲートウェイ (エッジ デバイス)、クラウド ゲートウェイ 

デバイスは直接接続することも、フィールド ゲートウェイ (IoT エッジ デバイス) を介して間接的に接続することもで

きます。デバイスとフィールド ゲートウェイは、共に分析機能などのエッジ インテリジェンスを実装できます。これに

より、バックエンドへの転送前にテレメトリの生データを集約して削減することが可能になり、エッジでローカルの意思

決定機能を利用できるようになります。 

 

以下に、IoT ソリューションのさまざまなデバイス接続オプションの概念図を示します。図に記載されている数字は、次

のように定義された 4 つの主要な接続パターンに対応しています。 

 

1. クラウド ゲートウェイへのデバイスの直接接続: 

インターネット経由で安全な接続を確立できる IP 対応デバイスが対象です。 

2. フィールド ゲートウェイ (IoT エッジ デバイス) を介した接続: 

業界固有のプロトコル (CoAP5、OPC など)、狭域通信の技術 (Bluetooth、ZigBee など) を使用しているデバ

イスや、TLS/SSL スタックをホストできない、リソースの制約があるデバイス、インターネットに公開されな

いデバイスが対象です。このオプションは、クラウドへの転送前にストリームとデータの集約をフィールド ゲー

トウェイで実行する場合にも役立ちます。 

 

                                            
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Constrained_Application_Protoco 

http://en.wikipedia.org/wiki/Constrained_Application_Protoco
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3. カスタム クラウド ゲートウェイを介した接続: 

クラウド ゲートウェイの通信エンドポイントへ到達する前に、プロトコル変換や何らかのカスタム処理を必要

とするデバイスが対象です。 

4. フィールド ゲートウェイとカスタム クラウド ゲートウェイを介した接続: 

前のパターンと同様に、フィールド ゲートウェイのシナリオでは、クラウド側で何らかのプロトコルの適応や

カスタマイズを必要とする場合があるため、クラウドで実行しているカスタム ゲートウェイへの接続を選択で

きます。シナリオによっては、VPN テクノロジまたはアプリケーションレベルのリレー サービスを用い、分離

したネットワーク トンネルを使用して、フィールド ゲートウェイとクラウド ゲートウェイを統合する必要が

あります。 

 

 
 

デバイス接続の概念図 

 

デバイス間の直接通信では、ローカルのネットワーク制御アクティビティと情報フロー、または複数のデバイスが何らか

の協調的なアクションを実行する共同作業が可能になります。純粋にローカルなやり取りはこのアーキテクチャの範囲外

であり、AllJoyn、UPnP/DLNA などの業界標準がカバーしています。 

 

Azure IoT リファレンス アーキテクチャのデバイス接続を表すときに使用される、用語と主要コンポーネントについて

理解することが重要です。以降のセクションで、さらに詳しく説明します。 

 

デバイス 

異機種デバイスのサポート: ほとんどあらゆる種類のデバイスとクラウド ゲートウェイの間で、効率的かつ信頼性の高

い安全な通信を確立することを目標とします。この目標は直接通信でもゲートウェイ経由でも達成でき、クラウド支援型

またはクラウドベースの実用的な商用ソリューションの導入を可能にします。 

 

ターゲット デバイス: ここで対象となるデバイスは、単純な温度センサーから、センサーを内蔵した数百のコンポーネン

トで構成される複雑な工場生産ラインに至るまでの、基幹業務の資産です。 
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これらのデバイスの実際の目的は、技術設計を指定し、生産と予定有効期間の工程で必要とされるリソース量を決定する

ことです。この 2 つの重要な要素を組み合わせることで、利用可能な運用エネルギーと物理フットプリントが定義され、

ひいては利用可能なストレージ、コンピューティング、およびセキュリティ機能も定義されます。一般に、リファレンス 

アーキテクチャは、ランタイム、プラットフォーム、オペレーティング システム、およびデバイスの機能実行に対して中

立的な立場を取ります。 

 

フィールド ゲートウェイ 

フィールド ゲートウェイは、通信の拡張機能としての役割を果たすほか、ローカル デバイス制御システムやデバイス 

データの処理ハブとしても機能し得る、専用のデバイス アプライアンスまたは汎用ソフトウェアです。フィールド ゲー

トウェイは、デバイスに対してローカル処理と制御機能を実行できます。その一方で、デバイス テレメトリをフィルター

または集約し、クラウド バックエンドに転送するデータ量を削減します。 

 

フィールド ゲートウェイの対象範囲には、フィールド ゲートウェイ自体とそれに接続されているすべてのデバイスが含

まれます。名前が示すように、フィールド ゲートウェイは専用のデータ処理機能の範囲外で機能し、通常はデバイスと共

に配置されます。 

 

フィールド ゲートウェイは単なるトラフィック ルーターとは異なり、アクセスと情報フローの管理で積極的な役割を果

たします。フィールド ゲートウェイはアプリケーションによってアドレス指定されるエンティティであり、ネットワー

ク接続端末またはセッション端末でもあります。これに関連して、デバイス プロビジョニング、データ フィルタリング、

バッチ処理と集約、データのバッファー処理、プロトコル変換、イベント ルール処理なども支援します。一方、NAT デ

バイスやファイアウォールはフィールド ゲートウェイの条件を満たしていません。というのも、明確な接続端末やセッ

ション端末ではなく、それらを通じて行われる接続やセッションのルーティング (または拒否) を行うからです。 

 

クラウド ゲートウェイ 

クラウド ゲートウェイは、デバイスやフィールド ゲートウェイに対するリモート通信を可能にする、クラウドベースの

アーキテクチャの一部をなしています。これらのデバイスやフィールド ゲートウェイは、複数の異なるサイトに配置さ

れている場合があります。クラウド ゲートウェイは、パブリック インターネット、ネットワーク仮想化オーバーレイ 

(VPN)、または Azure データセンターへのプライベート ネットワーク接続を介して到達可能です。そのため、クラウド 

ゲートウェイとそれに接続されているすべてのデバイスまたはフィールド ゲートウェイは、他のネットワーク トラ

フィックから隔離されます。 

 

通常、クラウド ゲートウェイは通信のあらゆる側面を管理します。たとえば、トランスポート プロトコル レベルの接続管理、

通信パスの保護、デバイスの認証、システムに対する承認などが挙げられます。クラウド ゲートウェイは接続とスループット

のクォータを適用し、請求や診断、その他の監視タスクで使用するデータを収集します。デバイスからクラウド ゲートウェイ

を経由するデータ フローは、1 つ以上のアプリケーション レベルのメッセージング プロトコルによって実行されます。 

 

セクション 0 で概説したイベントドリブン型のアーキテクチャと共通の通信パターンをサポートするために、通常、ク

ラウド ゲートウェイはブローカー通信モデルを提供します。テレメトリと他のメッセージがデバイスからクラウドに入

力され、ゲートウェイによってメッセージ交換が仲介されます。データは永続的にバッファーに格納されます。これによ

り、送信側が受信側から切り離されるだけでなく、複数のコンシューマーがデータを利用できます。サービス バックエン

ドからデバイスへのトラフィック (通知やコマンドなど) は、"受信トレイ" のパターンを通じて広く実装されています。

デバイスがオフラインの場合でも、送信されたメッセージはストアまたはキュー (デバイスの受信トレイに相当) に永続

的に保持され、デバイスが接続すると配信されます。イベントの使用が時間的に遅れる可能性があるため、Time to Live 

(TTL) の値を提供することが重要です。これが特に該当するのは、"車のドアを開ける、家のドアを開ける"、"自動車を発

進させる、機械を始動させる" などの時間依存のコマンドです。受信トレイのパターンでは、指定された TTL 期間にわ

たってメッセージが永続ストアに保管され、期間が過ぎるとそのメッセージは有効期限切れになります。 
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記述されているパターンで通信を仲介することにより、ランタイム依存関係、処理速度、および行動契約に関して、エッ

ジをクラウド コンポーネントから切り離すことができます。さらに、パブリッシャーとコンシューマーの構成可能性を

必要に応じて確保し、大規模で効率的なイベントドリブン型のソリューションを構築できます。 

 

技術的なオプション 

 

Azure IoT Hub: Azure IoT Hub は、さまざまなデバイスの安全な双方向通信を可能にする大規模なサービスです。

Azure IoT Hub は、数百万ものデバイスを接続し、クラウド バックエンドへの大量のテレメトリの取り込みと、デバイ

スへのコマンドと制御トラフィックの送信をサポートします。Azure IoT Hub は、多数のコンシューマーによるクラウ

ドへの取り込みと、デバイスの受信トレイのパターンをサポートします。Azure IoT Hub は、AMQP 1.0 (オプションの 

WebSocket6
 のサポートを含む)、MQTT 3.1.17、および TLS プロトコルを介したネイティブ HTTP 1.1 をサポートし

ています。 

 

Azure Event Hubs: Azure Event Hubs は、きわめて高いスループット率で複数のソースから同時にテレメトリ デー

タを収集する、取り込み専用の大規模なサービスです。Event Hubs は、セカンダリ テレメトリ ストリーム (すなわち

デバイス以外のテレメトリ) の IoT シナリオで IoT Hub と併用することもできます。または、他のシステム ソースか

らのデータ収集 (天気フィード、ソーシャル ストリームなど) に使用することもできます。Event Hubs は、それぞれの

デバイス ID やコマンドと制御の機能は提供しないため、バックエンドのデバイス テレメトリに関連付けられている付

加的なデータ ストリームにのみ適し、デバイス接続用のプライマリ ゲートウェイには適さない可能性があります。Azure 

Event Hubs は、AMQP 1.0 (オプションの WebSocket のサポートを含む)、およびネイティブ HTTPS プロトコルを

サポートしています。 

 

AMQP、MQTT、および HTTP 以外のプロトコルのサポートは、プロトコル ゲートウェイ適応モデルを使用して行うこ

とができます。このモデルを使用できるプロトコルには、CoAP8、OPC TCP9 などがあります。 

 

カスタム クラウド ゲートウェイ 

カスタム クラウド ゲートウェイを使用すると、クラウド ゲートウェイの通信エンドポイントへ到達する前に、プロト

コルの適応や何らかのカスタム処理を施すことができます。こうした処理には、デバイス (またはフィールド ゲートウェ

イ) が必要とするそれぞれのプロトコルを実装し、それと並行して、追加処理のためにクラウド ゲートウェイにメッセー

ジを転送することや、コマンドと制御のメッセージをクラウド ゲートウェイからデバイスに返送することが含まれます。

さらに、メッセージの変換や圧縮/圧縮解除などのカスタム処理をカスタム ゲートウェイの一部として実装することもで

きます。ただし、カスタム処理の実行は慎重に評価する必要があります。一般に、クラウド ゲートウェイへのデータの取

り込みはできるだけ速く行い、取り込みと切り離してクラウド バックエンドで変換を実行することが有益だからです。 

 

カスタム ゲートウェイは、カスタムまたは専用の要件を持つさまざまなデバイスの接続を助長し、クラウド エンドでの

エッジ トラフィックの正規化を促進します。ソリューション固有のカスタム ゲートウェイは、通常、パススルー機能の

役割を果たし、カスタム認証を実装するか、クラウド ゲートウェイの認証および承認機能を利用できます。 

 

注: 一般に、カスタム ゲートウェイはエッジにも展開できます。場合によっては、デバイスと 

クラウド ゲートウェイの間に複数のゲートウェイを配置することもできます。 

このリファレンス モデルでは、エッジに配置されたカスタム ゲートウェイは 

フィールド ゲートウェイとして機能します。 

                                            
6 http://en.wikipedia.org/wiki/WebSockets 
7 http://mqtt.org/ 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Constrained_Application_Protoco 
9 http://en.wikipedia.org/wiki/OPC_Unified_Architecture 

http://en.wikipedia.org/wiki/WebSockets
http://mqtt.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Constrained_Application_Protoco
http://en.wikipedia.org/wiki/OPC_Unified_Architecture
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技術的なオプション 

 

通常、カスタム ゲートウェイは特定のソリューション要件を満たすために構築、運用されます。カスタム ゲートウェイ

では、多くの場合、システム インテグレーター (SI) や独立系ソフトウェア ベンダー (ISV) のコミュニティと連携し

て作成された、共有されているオープンソースのコードが使用されます。 

 

Azure IoT プロトコル ゲートウェイ: Azure IoT プロトコル ゲートウェイは、カスタム ゲートウェイとプロトコル適

応を可能にするオープンソースのフレームワークです。Azure IoT プロトコル ゲートウェイを使用すると、デバイスと 

Azure IoT Hub の間の大規模な双方向通信が容易になります。このゲートウェイには、カスタム プロトコルの実装手法

を提示する MQTT のプロトコル アダプターが含まれており、必要に応じて MQTT プロトコルの動作をカスタマイズで

きます。プロトコル ゲートウェイでは、カスタム認証、メッセージの変換、圧縮/圧縮解除、暗号化/暗号化解除などの追

加処理を行うこともできます。 

 

IoT クライアント 

デバイスやフィールド ゲートウェイとのクラウドの通信は、クラウド ゲートウェイ エンドポイント (またはクラウド

ホストのカスタム ゲートウェイ) への安全なチャネルを介して行う必要があります。 

 

安全な通信チャネルの他に、デバイスは、通常、テレメトリ データをクラウド ゲートウェイに送信する必要があると共

に、メッセージを受信してアクションを実行したり、クライアントの適切なハンドラーにそれらをディスパッチしたりで

きるようにする必要があります。セクション 0 で既に説明したように、デバイス (またはゲートウェイ) の接続とルー

トはすべて送信のみの方法で確立されます。 

 

IoT システムで使用されるクライアント接続には、主に以下の 3 つのパターンが存在します。 

 

• デバイスのアプリ/ソフトウェア レイヤーからの直接接続 

• エージェントを介した接続 

• デバイスまたはゲートウェイのアプリ/ソフトウェア レイヤーに統合されたクライアント コンポーネントの使用 

直接接続: この場合、クラウド ゲートウェイ エンドポイントへの通信は、適切なプロトコルを使用して、デバイス (ま

たはフィールド ゲートウェイ) のソフトウェア レイヤーでネイティブにコード化されます。これには必要なプロトコル

とメッセージ交換パターンに関する知識が必要になりますが、実装から回線上のビットに至るまで完全な制御が可能にな

ります。 

 

エージェント: エージェントは、デバイス (またはフィールド ゲートウェイ) にインストールされるソフトウェア コン

ポーネントであり、他のプログラムや管理コンポーネントに代わってアクションを実行します。IoT 領域では、通常、エー

ジェントは制御されており、クラウド バックエンドで実行されているコンポーネントのためにその機能を果たします。

たとえば、コマンドがデバイスに送信された場合、エージェントは、そのコマンドを受信し、デバイスでそれを直接実行

することが可能です。 

 

エージェントには、特定のソフトウェア ソリューション専用に作成される独自のエージェントや、OMA LWM2M など

の特定の標準を実装している標準ベースのエージェントがあります。どちらの場合も、デバイス開発者がエージェントの

カプセル化された機能を統合したり、利用したりするのに便利ですが、一定の制限も存在します。エージェントは、通常、

クローズド システムの代理として機能し、サポートされている一連のプラットフォーム向けにエージェントが提供する

機能に制限されます。通常、他のプラットフォームへの移植や、提供されている機能の枠を超えたカスタマイズおよび拡

張は不可能です。 
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クライアント コンポーネント: クライアント コンポーネントは、デバイスで実行されるソフトウェア コードに組み込

むことでバックエンドへの接続を簡素化できる一連の機能を提供します。これらは、通常、デバイスのソフトウェア レイ

ヤーへのリンクやコンパイルが可能なライブラリまたは SDK として提供されます。たとえば、クラウド バックエンド

がデバイスにコマンドを送信する場合、クライアント コンポーネントはそのコマンドの受信を簡素化します (ただし、

その実行はアプリ/ソフトウェア レイヤーの対象範囲内で行われます)。 

 

エージェントと比較した場合、クライアント コンポーネントは、デバイス ソフトウェアへの組み込み作業が必要になり

ますが、拡張性や移植性において最も高い柔軟性を備えています。 

 

技術的なオプション 

 

Azure IoT Device SDK: Azure IoT Device SDK は、デバイスやゲートウェイで使用することで Azure IoT Hub へ

の接続を簡素化できる一連のクライアント コンポーネントです。Device SDK を使用することで、クラウドへの接続を

容易にする IoT クライアント (図 3 を参照) を実装できます。Azure IoT Device SDK は、さまざまなプラットフォー

ムにわたって、デバイス開発者が分散システムのメッセージングの複雑さに対処する必要がない一貫性のあるクライアン

ト開発エクスペリエンスを実現します。ライブラリは、さまざまな種類のデバイスおよびフィールド ゲートウェイから 

Azure ベースの IoT ソリューションへの接続を可能にします。これらは、基礎となるプロトコルやメッセージ処理パ

ターンの詳細を抽象化することで、一般的な接続タスクを簡素化します。ライブラリは、デバイス アプリケーションで直

接使用したり、クラウド ゲートウェイとの接続を確立し、デバイスと IoT ソリューション バックエンド間の通信を容

易にするデバイスで実行される個別のエージェントを作成する目的で使用したりすることができます。 

 

Azure IoT Device SDK は、Azure IoT プラットフォームの機能と連携するオープン ソースのフレームワークです。こ

れらのライブラリは Azure IoT Hub への接続を簡素化しますが、使用は任意であり、デバイス開発者が既存のフレーム

ワークやサポートされるプロトコル標準を用いて IoT Hub エンドポイントに接続する選択をした場合は使用する必要は

ありません。 

 

3.2 デバイス ID ストア 

 

デバイス ID 機関: デバイス ID ストアは、あらゆるデバイス ID 情報を保管する機関です。また、デバイス クライア

ント認証で使用する暗号化シークレットを保管し、その検証を可能にします (次のページの図 4 を参照)。ID ストアは、

通常、インデックス作成機能や検索機能 (デバイス ID による直接検索を除く) を備えていません。この機能的な役割は、

アプリケーション固有のドメイン モデルを保管する他のストアが担っています (詳細については、次のセクションを参

照)。これらのストアは、主にセキュリティ上の理由で分離されています。デバイスでの検索によって暗号化マテリアルが

漏洩しないようにするためです。また、ID ストアを最小限のシステム制御属性に制限することで、高速かつ応答性に優

れた動作を実現できます。一方、ドメイン モデル ストアのスキーマは、ソリューションの要件によって決まります。 

 

クラウド ゲートウェイは、デバイスの認証と管理の目的で ID ストアの情報を利用します。ID ストアは、クラウド ゲー

トウェイに含まれることもあります。また、クラウド ゲートウェイが外部で別個のデバイス ID を使用することもあり

ます。 

 

プロビジョニング: デバイスのプロビジョニングでは、ID ストアを使用して、システムの対象範囲内の新しいデバイス

の ID を作成したり、システムからデバイスを削除したりします。デバイスを有効/無効にすることもできます。無効に

なったデバイスはシステムに接続できなくなりますが、アクセス ルール、キー、およびメタデータはすべてそのまま維持

されます。 

 

プロビジョニングを通じてデバイス ID ストアに関する変更を実施する必要があります (セクション 4.4 を参照)。 
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技術的なオプション 

 

登録済みデバイスの機関であり、デバイスごとのセキュリティ資格情報を提供する組み込みのデバイス ID ストアが含ま

れる Azure IoT Hub を使用することをお勧めします。 

 

カスタム クラウド ゲートウェイを使用する場合、IoT Hub の ID ストアおよびその認証機能と承認機能を利用するこ

ともできます。ID ストアのカスタム実装が必要となる固有のソリューション要件が存在する場合、主に ID の一意性を

徹底し、デバイスの必要なセキュリティ キーをすべて保管し、場合によっては "有効化/無効化" のステータスを保持す

る別個のコンポーネントになります。送信されたパスフレーズが含まれている場合、ソルト化されたハッシュの形式でそ

れらを保管する必要があります。ID ストアのカスタム実装では、ID ストアには資格情報が保管されるため、これを適切

に保護する必要があることを念頭に置いてください。 

 

ID ストアは、必要に応じてシステムの特権部分へのアクセスのみを許可する必要があります。カスタム ゲートウェイは、

このストアから必要な認証マテリアルを検索します。 

 

Azure IoT Hub を使用しない場合、Azure Cosmos DB、Azure Tables、Azure SQL Database、またはサードパーティ 

ソリューションを使用して外部の実装を実現できます。 

 

• Azure Cosmos DB: Azure Cosmos DB10 では、各デバイスはドキュメントで表されます。システム レベル

のデバイス ID は、ドキュメントの "ID" に直接対応します。その他のプロパティは、すべてドキュメントで 

"ID" と共に保持されます。 

• Azure テーブル: Azure テーブルでは、ID ストアはテーブルに対応します。各デバイスは行で表されます。シ

ステム レベルのデバイス ID は、一意性を実現する PartitionKey と RowKey の組み合わせで保持されます。

その他のプロパティはすべて列で保持されます。必要に応じて、複雑なデータを JSON として保管することも

できます。ID 情報をこれらのフィールドに個々に分割するプロセスはアプリケーション固有であり、サービス

のスケーリングに関するガイダンスに従う必要があります。11 

• SQL Database: SQL では、ID ストアは同様にテーブルに対応しており、各デバイスは行で表されます。シス

テム レベルのデバイス ID は、クラスター化インデックスの主キー列で保持されます。その他のプロパティは

すべて列で保管されます。必要に応じて、複雑なデータや拡張性が必要となるデータを JSON として保管する

こともできます。 

• サードパーティのオプション: Azure Marketplace を通じて入手できるサードパーティ ソリューションや、

Azure コンピューティング ノードに直接展開されるサードパーティ ソリューションを使用することもできま

す。たとえば、Cassandra では、各デバイスは列ファミリの行で表すことができます。必要に応じて、高速なア

クセスを実現するために、ストアの分割やインデックス作成が行われます。 

 

3.3 トポロジ & エンティティ ストア 

デバイスとアプリケーションのモデル: デバイスとアプリケーションのモデルは、アプリケーション ビジネス ロジック

を構築する土台となります。例として、ビジネス ルールを定義して構成する機能、デバイスまたはアプリケーションのエ

ンティティの一部の検索を行う機能、ユーザー インターフェイスやダッシュボードを構築する機能、およびソリューショ

ンや他のバックエンド システムのさまざまなコンポーネントにわたって整合性を確保する機能が挙げられます。 

 

                                            
10 https://azure.microsoft.com/ja-jp/services/cosmos-db/ 
11 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/hh508997.aspx 

https://azure.microsoft.com/ja-jp/services/cosmos-db/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/hh508997.aspx
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デバイス モデルでは、多くの場合、以下について示されます。 

 

• デバイスの特性や機能を含むデバイスに関するメタデータのスキーマ。メタデータのスキーマや値が変更される

ことはほとんどありません。 

デバイスのメタデータの例として、デバイスの種類、メーカー、モデル、シリアル番号、容量などが挙げられま

す。 

• デバイスが発信するデータのデータ スキーマ。これは、データの種類や許容範囲と共にテレメトリの属性を定

義します。 

たとえば、とある環境監視デバイスは、属性名: 温度、データの種類: 10 進数、測定単位: 華氏、データの範囲: 

[10 – 110] として定義されている温度データ、および属性名: 湿度、データの種類: 10 進数、測定単位: パー

セント、データの範囲: [0 – 100] として定義されている湿度データを発信します。 

• デバイスの動作を制御する構成パラメーターのスキーマ。 

たとえば、サンプリングの頻度、テレメトリの送信間隔、動作モードなどのパラメーターによって環境監視デバ

イスの動作の一部を制御できます。 

• デバイスが実行できる制御アクションの動作およびパラメーター。 

たとえば、接続されたアクチュエータを搭載したデバイスは、リモートの動作 (例: turn_left (角度)、turn_right 

(角度)、flash_warning_light (回数)) を示すことができます。 

• ドメイン モデルを表すデバイスのトポロジ (例: デバイスと他のエンティティ間の豊富な関係性、業務コンテ

キスト向けのセマンティック接続)。 

たとえば、ビル管理システムの場合、キャンパス (または複合ビル)、ビル、フロア、部屋、リソース、デバイス、

センサーなどのエンティティを含むドメイン モデルが使用されることがあります。トポロジ モデルは、エン

ティティ間の関係性と共に、エンティティの属性 (例: プロパティ、動作) を定義します。 

 

アプリケーション モデルの複雑さは、ドメイン固有の要件によって大きく左右されます。階層トポロジ モデルが使用さ

れる場合もあれば (例: ビル管理システムでキャンパス/ビル/フロア/部屋/リソースおよびデバイスをモデル化する目的

で使用される)、グラフ トポロジの方が適している場合もあります。たとえば、車両を運用する交通輸送企業の場合、よ

り柔軟な関係性が必要になる場合もあります (例: 1 台の車両が複数の車両グループに関連付けられており、関係性が動

的に変化することが多々ある)。 

 

デバイスは、アプリケーション トポロジ全体でノードとして表されます。多くのソリューションにおいて、"ビジネスの

観点から関心を引くエンティティ = デバイス自体" とはなりません。企業の主要資産は、1 台以上のデバイスが組み込

まれた機器や製品である可能性もあります。ビル管理ソリューションの場合、デバイスが監視やリモート制御用のサポー

ト機能を提供する一方で、ビルや部屋のエンティティに、数多くのアプリケーションおよびビジネス ロジックが関連付

けられます。車両管理ソリューションの場合、たとえば、コネクテッド ビークルには、さまざまなデバイスが関連付けら

れており、それらのデバイスの一部が車両との通信を支援します。デバイスが車両の動作に関する重要なサポート機能を

表す一方で、アプリケーション ビジネス ロジックでは、主に車両および車両グループに焦点が置かれます。 

 

定義と機能: トポロジ & エンティティ ストアは、アプリケーションのエンティティやエンティティの関係性が含まれる

データベースです。(トポロジ全体でデバイス エンティティで表される) プロビジョニングされたデバイスのデバイス 

メタデータや属性も含まれます。 

 

トポロジ & エンティティ ストアには、アプリケーション モデルの "ランタイム" 表現が含まれます。Azure IoT のリ

ファレンス アーキテクチャは、特定のエンティティやデバイスのモデル、スキーマ、デバイス メタデータの構造を強要

しません。Azure IoT のリファレンス アーキテクチャは、"設計時" (適切なモデリング ツールを使用したシステムの開

発時または動的な構成時) に特定の IoT ソリューション向けにそれらが定義されていることを前提としています。独自

のアプリケーション モデルを定義することも、一部の業界標準モデルを選択することも可能です。 
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プロビジョニング時、各デバイスは、(設計時に) 定義されたモデルに基づいて、構造化メタデータや非構造化データを含

めることができるトポロジ & エンティティ ストアでメタデータ レコード (デバイス エンティティのインスタンス) 

と共に登録されます。 

 

デバイス ID レジストリとトポロジ & エンティティ ストアの比較: デバイス ID ストア (前のセクションの図 4 を

参照) には、システム制御属性と暗号化マテリアルしか含まれませんが、トポロジ & エンティティ ストアには、他のエ

ンティティ (例: 製品、資産、機器) との関係性を含む、デバイスの完全な表現が含まれます。ID ストアのレコードを用

いると、デバイスが登録されているかどうかを判別したり、システムで認証を行ったりすることが可能になります。セキュ

リティ上の理由から、セキュリティ関連情報をデバイス エンティティから切り離しておくことをお勧めします。エンティ

ティ ストアには、デバイスに関連するキーや他の暗号化情報を保管しないようにする必要があります。 

 

デバイス ID ストアは、(主に認証目的で使用される) デバイス ID の信頼できるリストに相当するものです。一方、ト

ポロジ & エンティティ ストアには、アプリケーションがビジネス機能を実行するのに必要となる、他のアプリケーショ

ン エンティティとの関係性の中のデバイス メタデータ (例: デバイスの属性、プロパティ、動作) の完全なセットが含

まれます。これは、デバイスや他のアプリケーション エンティティを検出する目的で使用されるストアであり、範囲イン

デックス作成機能や強力な検索機能を備えています。 

 

トポロジ & エンティティ ストアは、さまざまなエンティティおよびそれらの関係性を保管する IoT ソリューション向

けの信頼できるストアであり、システム全体で整合性のあるビューを実現します。技術的な理由で、高速なアクセスを実

現するために、含まれる情報のプロジェクションが他のコンポーネントに保管またはキャッシュされることもあります。

しかしながら、さまざまなエンティティおよびそれらの関係性の正確な情報源となるのはこのストアです。このストアに

対して変更を行う場合、必要に応じて、他のコンポーネントと同期したり、他のコンポーネントに反映したりしなければ

ならない場合もあります。たとえば、一部のデバイス メタデータの属性が、デバイス管理の調整のために IoT Hub デバ

イス ツインで必要になる場合もあります。その場合は、デバイス エンティティのこれらの属性の変更を IoT Hub デバ

イス ツインに適用する必要があります。反対に、(デバイスから生成された) デバイス ツインで属性値が変更された場

合、この変更はトポロジ & エンティティ ストアのデバイス エンティティに反映されます。他のケースでは、特定の高

度な分析タスクで、特定のストレージ コンポーネントまたは形式のデバイス参照データのコピーが必要になる場合もあ

ります。 

 

メタデータ: デバイス自体について示すメタデータと、デバイスやその稼働環境の状態について示す運用データの区別は

重要です。デバイス情報の使用方法、キャッシュ方法、およびシステム全体への分散方法に直接影響するためです。運用

データは変化のスピードが速いと思われますが、メタデータは、通常、変化のスピードが緩やかです。 

 

たとえば、信号機の地理的位置はメタデータですが、車両の現在の地理的位置は運用データであると考えられます。車両

の ID 番号、モデル、およびメーカーはメタデータになります。特定の道路に設置されている信号機をすべて検出する場

合は、トポロジ & エンティティ ストアに対してクエリを実行することでこれを行うことができますが、特定の道路を現

在走行している車両をすべて特定する場合は、運用データの分析作業を行うことになるでしょう。しかしながら、道路上

に存在する特定モデルの車両をすべて検出する場合は、トポロジ & エンティティ ストアのメタデータが参照データとし

て役立つ可能性があります。 

 

技術的なオプション 

 

エンティティやデバイスに関する記述的情報を提供するトポロジ & エンティティ ストアは、迅速な検索を実現すること

を目的とした、内容の充実したインデックス機能または自由形式のインデックス機能を備えている必要があります。 
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レジストリ ストアは、以下のいずれかのテクノロジに基づいて実装できます。 

 

• Azure Cosmos DB: Azure Cosmos DB は、完全に管理されたグラフ データベースであり、IoT デバイス、

エンティティ、およびそれらのトポロジをグラフとしてモデル化できます。Azure Cosmos DB では、各デバイ

スはドキュメントで表すことができます。システム レベルのデバイス ID は、ドキュメントの "ID" に直接対

応します。その他のプロパティはすべて "ID" と共に保持されます。Cosmos DB は、任意に構造化されたデー

タを受け入れ、インデックスを自動的に作成するため (特定の属性で無効になっている場合を除く)、トポロジ 

& エンティティ ストア機能に非常に適しています。これにより、登録済みデバイスや他のエンティティ全体に

対する迅速かつ柔軟な検索12
 が可能になります。さらに、Cosmos DB Graph API を使用したトポロジの容易

なナビゲーションも可能です。 

• Azure SQL Database: SQL では、各デバイスはテーブルの行で表すことができます。システム レベルのデ

バイス ID は、クラスター化インデックスの主キー列で保持されます。その他のプロパティはすべて列で保管さ

れます。必要に応じて、複雑なデータや拡張性が必要となるデータを JSON または XML として保管すること

もできます。クエリのパターンに基づいて、適切な列のインデックスを作成する必要があります。他のアプリケー

ション エンティティは SQL テーブルで表すことができます。エンティティ間の関係性は、SQL Database リ

レーショナル データベース機能を使用して表すことができます。 

• サードパーティのオプション: 管理される Azure サービスに加えて、Azure Marketplace を通じて入手できる

サードパーティ データ サービスや、Azure コンピューティング ノードに直接展開されるサードパーティ デー

タ サービスを使用することもできます。その場合、実際のスキーマは使用される製品によって左右されますが、

構造は Azure Cosmos DB や Azure SQL Database で使用される構造と同様になります。適切なデバイスま

たはエンティティ プロパティに基づいて、迅速なアクセスを実現するために、必要に応じて、分割やインデック

ス作成が用いられます。たとえば、Apache Cassandra データベース13でデバイスを表すために、Cassandra の

列ファミリには、デバイス ID が分割キーとして含まれることもあり、デバイスの他のプロパティに関する追加

のインデックスが定義されることもあります。 

 

3.4 デバイスのプロビジョニング 

定義: プロビジョニングは、デバイスをシステムに認識させるデバイスのライフサイクルの手順です。プロビジョニング 

API は、バックエンドの内部コンポーネント (具体的にはデバイス ID ストアやトポロジ & エンティティ ストア) の

変更方法に関する一般的な外部インターフェイスです。プロビジョニング API は、一般的なジェスチャを備えた抽象イ

ンターフェイスを提供します。また、デバイス ID ストアやトポロジ & エンティティ ストア向けの抽象インターフェイ

スの実装環境も存在します。その実装環境を拡張し、他のコンポーネントやシステムを含めることもできます。 

 

通常、デバイスのプロビジョニングはバックエンドで開始され、デバイスの稼働前にシステムにデバイスを登録してこれ

を行います。これは、デバイスの製造時に行われることもあります (IoT バックエンドへの接続に必要となるデバイス ID 

や資格情報の書き込みもこれに含まれます)。また、使用のためにデバイスの電源を入れる直前にプロビジョニングが行

われることもあります (例: デバイスのインストール時)。デバイスが最初にバックエンドへの接続を確立しようと試み

る際に、使用のための構成を完了 (または "ブートストラップ") するために追加の手順が行われる場合もあります。 

 

プロビジョニング ワークフロー: ソリューションのプロビジョニング ワークフローでは、新しいデバイスの登録や既存

デバイスの更新/削除に関する個々の要求や一括要求の処理が行われます。また、アクティブ化や、場合によっては一時的

なアクセスの中断および最終的なアクセスの再開も行われます。外部システム (例: SIM を有効/無効にするためのモバ

イル オペレーターの M2M API) やビジネス システム (例: 請求/サポート/顧客関係管理ソリューション) との対話が

これに含まれることもあります。 

 

                                            
12 https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/cosmos-db/documentdb-sql-query 
13 http://cassandra.apache.org/ 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/cosmos-db/documentdb-sql-query
http://cassandra.apache.org/
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プロビジョニング ワークフローにより、必要に応じて、デバイス ID やその他のメタデータ属性について認識する必要

があるすべてのバックエンド システムにデバイスを確実に登録することが可能になります。 

 

ブートストラップ ワークフロー: デバイスが最初にバックエンド システムに接続する際に、構成を完了するために追加

の手順が行われる場合もあります。これには、最初にデバイスを使用する前に行われる構成やソフトウェアの更新が含ま

れることもあります。ブートストラップの手順の際に、デバイスが新しい資格情報で新しい "ホーム" エンドポイントに

割り当てられることもあります。これは、マルチテナント システムやグローバルに分散された展開環境において特に重

要になります。デバイスの使用者 (テナント) やデバイスの使用場所 (地理的場所) に関する情報は、デバイスの "ホー

ム" となる場所 (デバイスとの接続に関与するクラウド ゲートウェイ) の決定に影響を及ぼします。 

 

多くの場合、プロビジョニング コンポーネントは、デバイスの登録をリージョンの展開環境に委任し、ブートストラップ

時にデバイスを "ホーム" エンドポイントに合わせて調整する "グローバル" サービスとして実装されます。この場合、

グローバル サービスは、リージョンのコンポーネントと同一または同様の外部インターフェイスを使用して、プロビジョ

ニングに関するより高度なワークフローを実装し、必要に応じて、オペレーションをリージョンのプロビジョニング コ

ンポーネントに委任できます。 

 

技術的なオプション 

 

デバイスのプロビジョニングを行う際は、Azure IoT Hub Device Provisioning Service14
 (DPS) を使用することをお勧

めします。DPS は、複数の IoT Hub にわたるデバイスの登録や構成 (ブートストラップ) をサポートするグローバル 

プロビジョニング サービスです。DPS は、デバイスの配布の柔軟な制御を可能にすると同時に、デバイス ID ストア 

(IoT Hub の一部) へのデバイスのプロビジョニングの自動化を簡素化します。DPS は、デバイスを登録するためのバッ

クエンド システム用の API、およびデバイスを構成 (ブートストラップ) するための API を備えています。DPS をプ

ロビジョニング ワークフローで使用することで、他のバックエンド コンポーネントおよびシステム (例: トポロジ & 

エンティティ ストア、サードパーティ プロバイダー システム) にデバイスを登録する他の手順と共に、複数の IoT Hub 

にわたってデバイスを配布する手順を自動化できます。グローバルに分散した展開環境の場合、これらの各手順で、グロー

バル システムまたはリージョン内システムへの登録が必要になることもあります。 

 

Azure API Apps15
 は、外部のプロビジョニング API の実装に使用できます。API Apps は、クラウドおよびオンプレミ

スで API の構築、ホスト、および配布を行うためのプラットフォームを提供します。API Apps は、Azure Logic Apps16
 

とシームレスに統合します。Azure Logic Apps は、さまざまな IoT ソリューション コンポーネントや外部のビジネス 

システムを網羅した包括的なプロビジョニング ワークフローの実装に使用できるソリューションです。 

 

プロビジョニング インターフェイスは、デバイスのライフサイクルを管理するためのシンプルな一連のジェスチャで構

成されています。プロビジョニング インターフェイス (API) は、デバイス ID ストアならびにトポロジ & エンティ

ティ レジストリ ストア、そして必要に応じて、他の内部ソリューション コンポーネントでプライマリ API として実装

する必要があります。プロビジョニング インターフェイスは、ソリューション UI (例: デバイス管理ポータル) で使用

されるだけでなく、さまざまな外部システム (例: SIM カードを管理するためのモバイル オペレーターの M2M API、

サービスの課金をアクティブ化するためのバックエンド ビジネス システム) と対話することもできる、より高度なワー

クフローに対応するインターフェイスとしても機能します。 

 

セキュリティ キーは、API の外部で生成してパラメーターとして渡したり、プロビジョニング API の呼び出しの一環と

してサービスがその作成や割り当てを行ったりすることが可能です。 

                                            
14 https://azure.microsoft.com/ja-jp/roadmap/azure-iot-hub-device-provisioning/ 
15 https://azure.microsoft.com/ja-jp/documentation/articles/app-service-api-apps-why-best-platform/ 
16 HTTPS://AZURE.MICROSOFT.COM/JA-JP/DOCUMENTATION/ARTICLES/APP-SERVICE-LOGIC-WHAT-ARE-LOGIC-APPS/ 

https://azure.microsoft.com/ja-jp/roadmap/azure-iot-hub-device-provisioning/
https://azure.microsoft.com/ja-jp/documentation/articles/app-service-api-apps-why-best-platform/
https://azure.microsoft.com/ja-jp/documentation/articles/app-service-logic-what-are-logic-apps/
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セキュリティ トークンの生成は、必要な署名キーを使用して、プロビジョニング API で実行できます。デバイスに対し

て発行されるトークンは、特定のエンドポイント (例: IoT Hub または Event Hub の発行者ポリシーの場合はデバイス 

エンドポイント) に対象範囲が限定されます。Register および ResetCredentials 操作によって返されるデータには、

デバイスに転送しなければならない必要なセキュリティ トークンが含まれます。また、セキュリティ トークンをデバイ

スで生成したり、外部で生成してデバイスに渡したりすることもできます。 

 

カスタム ゲートウェイの場合、必要な資格情報を外部で生成して保管のために API に渡したり、キーを作成するように 

API を拡張したりすることもできます。 

 

3.5 ストレージ 

 

定義: IoT ソリューションは、ソリューション内のデバイス数、データの送信頻度、デバイスから送信されるデータ レ

コードのペイロードのサイズによっては大量のデータを生成する場合もあります。多くの場合、データにはタイムスタン

プが付けられます。また、データは、さらなる処理のためにアクセスしたり、視覚化やレポートで使用したりできる場所

に保管する必要があります。通常、データは、"ウォーム" データ ストアと "コールド" データ ストアに分割されます。

ウォーム データ ストアは、短い待機時間でアクセスする必要がある直近のデータを保持します。通常、コールド スト

レージに保管されるデータは履歴データです。ほとんどの場合において、選択対象となるコールド ストレージ データ

ベース テクノロジは、ウォーム データベース ソリューションよりも低コストである半面、提供されるクエリ機能やレ

ポート機能はウォーム データベース ソリューションよりも少なくなります。 

 

ストレージの一般的な実装環境では、直近 (例: 過去 1 日間、過去 1 週間、過去 1 か月間) のテレメトリ データは

ウォーム ストレージに保管され、履歴データはコールド ストレージに保管されます。この実装環境では、アプリケーショ

ンが直近のデータにアクセスし、直近のテレメトリ データやトレンドをすばやく確認することが可能になります。デバ

イスの履歴情報の取得は、コールド ストレージを使用して行うことができます。通常、待機時間は、ウォーム ストレー

ジにデータを保管している場合よりも長くなります。汎用シナリオの場合、ウォーム ストレージに Azure Cosmos DB 

を使用し、コールド ストレージに Azure Blob Storage を使用することをお勧めします。多くのデバイスにわたる多数

のイベントの集計を伴う頻繁なクエリがソリューションで必要になる場合、ウォーム  ストレージに Time Series 

Insights を使用することをお勧めします。ウォーム ストレージとコールド ストレージの詳細、および各カテゴリのスト

レージ テクノロジに対して行われたテクノロジ評価の詳細については、以下を参照してください。 

 

3.5.1 ウォーム ストレージ 

ウォーム ストレージ データベースは、所定の直近期間のデバイスの状態を保管します。また、各デバイスについて、最

後に確認された状態 (簡単にアクセス可能) を保管する場合もあります。このデータは、データベース内ですぐに (デー

タがデバイスからクラウド ゲートウェイ内に取り込まれてから数秒以内が理想的) 利用できるようにする必要があると

共に、シンプルなシナリオ (例: 現在のデバイス センサーの値を視覚化するシナリオ、直近期間の値を視覚化するシナリ

オ) で簡単にクエリできるようにする必要があります。一般的なクエリのパターンには、直近の日時の範囲のデバイスの

データ、1 台または多数のデバイスの集計データ、および特定デバイスのテレメトリ ポイントの最後に確認された値が

含まれます。ウォーム データベースには、生データ、集計データ、またはその両方が保管されます。ストリーム処理につ

いては、セクション 4.6「データ フローとストリーム処理」を参照してください。 

 

ソリューションの取り込み速度が速い場合 (1 秒あたり数十万または数百万のメッセージ)、専用の高度な取り込みデー

タベースが必要になることもあります。高度な取り込みデータベースの推奨については、この後のセクションで説明しま

す。 
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評価基準 

 

マイクロソフトは、以下の基準に基づいてさまざまなウォーム ストレージ ソリューションの評価を実施しました。これ

らの基準は、すべての IoT ソリューションに適用できるわけではありませんが、さまざまな IoT ソリューションにわ

たって最大限に幅広く適用できるよう策定されています。 

 

1. セキュリティ: ソリューションが成熟した堅牢な機能 (例: 保存データの暗号化、認証および承認、ネットワー

ク セキュリティ) を備えている。 

2. わかりやすさ: ソリューションが十分に文書化されており、明確なアーキテクチャを備えている。開発タスクが

文書化されており、ソフトウェア開発キット ("SDK") によってサポートされており、ローカルの開発環境でテ

ストが可能である。展開および運用タスクがドキュメント、ツール、およびユーザー インターフェイスによって

サポートされている。 

3. パフォーマンス: データベースの読み取り/書き込みが高速であり、多数の同時読み取り/書き込みに対応するよ

うに拡張できる。クエリ パフォーマンスも高速である。 

4. スケーラビリティ: データベースがギガバイト規模からテラバイト規模のデータの保管をサポートしている。ス

ケール アウトでダウンタイムが不要である。理想的なソリューションの場合、与えられた負荷に合わせてコス

トやコンピューティング能力を自動的に調整する。 

5. クエリ機能: データベースがソリューション全体で必要となるクエリ機能を備えている。 

6. 料金: 手頃な料金でストレージ容量とスループットの両方のニーズに対応できるデータベースである。 

 

技術的なオプション 

 

Azure サービスとサードパーティのオプションの比較 

 

Azure サービスはすべて安全であり、サービスのセットアップとメンテナンスを簡素化します。Azure サービスの他に

も、Azure でホストされるサードパーティの自己管理オプションをストレージに使用することもできます  (例: 

Cassandra)。自己管理サービスを使用した場合、複雑さおよび開発者の運用コストが増大する (これに伴って総保有コス

トも増大する) ため、自己管理サービスよりも管理サービスを使用することをお勧めします。自己管理サービスを使用す

る場合、ストレージやコンピューティングのニーズ、およびリソースを管理する運用チームに関する計画が必要になりま

す。しかしながら、自己管理サービスは、高い柔軟性と制御性を兼ね備えているため、お客様のシナリオに適している可

能性もあります。 

 

汎用 

 

推奨: Azure Cosmos DB: 汎用ウォーム ストレージ ソリューションとして Azure Cosmos DB を使用することをお

勧めします。Azure Cosmos DB は、安全かつ非常にスケーラブルな (データ ストレージやスループットに関する制限

がない)、待機時間の短い NoSQL データベースです。Azure Cosmos DB は、高い柔軟性を備えた、スキーマに依存し

ない、インデックス作成を自動的に行う、内容の充実したクエリ インターフェイスのメリットを享受できるデータセッ

トに最適です。Azure Cosmos DB には、5 つの API タイプおよびデータ モデル (SQL、MongoDB、Graph、Table、

および Cassandra) が含まれています。これにより、ソリューションのデータ ニーズに基づいてデータ モデルを柔軟

に選択することが可能になります。Cosmos DB では、複数リージョンの読み取り/書き込みが可能であり、自動フェー

ルオーバーに加えて手動フェール オーバーもサポートされています。さらに、データに対して Time to Live (TTL) を

設定できます。これにより、古いデータを自動的に期限切れにすることができます。料金は、使用対象ストレージとプロ

ビジョニング対象要求ユニットに基づいて設定されます。17Cosmos DB は、大規模なデータ セットの集計を伴うクエリ

                                            
17 https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/details/cosmos-db/ 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cosmos-db/indexing-policies
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cosmos-db/indexing-policies
https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/details/cosmos-db/
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を必要としないシナリオに最適です。これらのクエリは、基本的なクエリ (例: デバイスの直近のイベント) よりも多く

の要求ユニットが必要になるためです。 

 

Azure SQL DB: Azure SQL DB は、リレーショナル ストレージおよびクエリ機能を必要とするデータセットに最適で

す。SQL Database は、データの管理、保護、およびセキュリティ、ならびにビジネス継続性に関する高度な機能も備え

ています。料金は、プロビジョニング対象ストレージとプロビジョニング対象データベース トランザクション ユニット

またはエラスティック データベース トランザクション ユニットの組み合わせに基づいて設定されます。18ストレージ

容量を増やす手動のスケーリングでダウンタイムが発生しません。SQL DB は、障害時にデータが失われないように、組

み込みのレプリケーション機能および自動リージョン フェールオーバー機能も備えています。リレーショナル ストレー

ジの要件、データベースのスケーリングを手動で行う必要性、および書き込みの取り込みの規模やスループットに関する

制限が存在するため、Azure SQL DB よりも Azure Cosmos DB を使用することをお勧めします。 

 

サードパーティ: Apache Cassandra: Apache Cassandra は、線形のスケーラビリティと高可用性を兼ね備えた 

NoSQL データベースであり、クラスターを複数のリージョンにまたがせることができます。Apache Cassandra は、

CQL クエリ言語 (SQL をモデルとしている言語) を使用します。Apache Cassandra は、データ レプリケーション機

能と共に、認証機能、暗号化機能、およびファイアウォール機能を備えています。さらに、Apache Cassandra は、書き

込みが頻繁に行われるシナリオで優れたパフォーマンスを発揮します (1 秒あたり 100 万回以上の書き込みを行うこ

とが可能です19)。そのため、高度なテレメトリの取り込み機能を備えた IoT ソリューションに適しています。 

 

比較表 - 汎用 

 

  Azure Cosmos DB20 Azure SQL DB21 Apache Cassandra 

セキュリティ 保存データの 

暗号化 

〇 ○ ○ 

 認証 マスター キー、 

Active Directory との 

統合 

SQL 認証、Azure 

Active Directory 認証 

JMX のユーザー名と 

パスワード、 

ロールベースのアクセス 

 ファイアウォールの

サポート 

〇 ○ ○ 

わかりやすさ データ モデル マルチ モデル リレーショナル ワイド カラム 

 開発者向け SDK .NET、Java、

Node.js、Python  

(すべての API に対応) 

.NET、Java、

Node.js、Python、

Ruby など 

.NET、C/C++、Java、

Node.js、PHP、Python 

など 

                                            
18 https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/details/sql-database/ 
19 https://medium.com/netflix-techblog/benchmarking-cassandra-scalability-on-aws-over-a-million-writes-per-second-39f45f066c9e 
20 https://azure.microsoft.com/ja-jp/services/cosmos-db/ 
21 https://azure.microsoft.com/ja-jp/services/sql-database/ 

https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/details/sql-database/
https://medium.com/netflix-techblog/benchmarking-cassandra-scalability-on-aws-over-a-million-writes-per-second-39f45f066c9e
https://azure.microsoft.com/ja-jp/services/cosmos-db/
https://azure.microsoft.com/ja-jp/services/sql-database/
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  Azure Cosmos DB20 Azure SQL DB21 Apache Cassandra 

パフォーマンス/ 

スケーラビリティ 

可用性 99.99% の SLA 99.99% の SLA 高可用性 - 単一障害点

なし 

使用可能な 

リージョン 

30 を超える Azure 

リージョン 

30 を超える Azure 

リージョン 

N/A 

データ レプリケー

ション 

自動ローカル レプリ

ケーション。geo レプリ

ケーションが使用可能。 

自動ローカル レプリ

ケーション。geo レプリ

ケーションが使用可能。 

より多くのノードでレプ

リケーションを実現可

能。 

障害復旧 自動フェールオーバー。 自動フェールオーバー。 構成が必要。クラスター

を複数のリージョンにま

たがせることが可能。 

データの上限 なし 最大 4 TB なし 

スループットの上限 なし データベース/エラス

ティック プールあたり

最大 4,000 

DTU/eDTU22 

なし 

1 回の書き込みの 

パフォーマンス 

1 秒未満 1 秒未満 1 秒未満 

1 回の読み取りの 

パフォーマンス 

1 秒未満 1 秒未満 1 秒未満 

1 回のシンプルな 

クエリの 

パフォーマンス23 

1 秒未満 1 秒未満 1 秒未満 

集計クエリの 

パフォーマンス24 

1 秒超25 1 秒 1 秒超26 

クエリ機能 クエリ言語 SQL 

(以前は 

DocumentDB)、

MongoDB、Table、

Cassandra、Graph 

(Apache TinkerPop、

Gremlin) 

T-SQL CQL 

料金 料金設定モデル ストレージ使用量および

プロビジョニング対象 

RU。必要に応じて  RU 

のスケールアップ/ダウ

ンが可能。 

プロビジョニング対象ス

トレージおよび 

DTU/eDTU。 

セットアップによる 

 

 

                                            
22 https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/sql-database/sql-database-what-is-a-dtu 
23 例: 直近 1 分間の 1 台のデバイスのデータを選択します。 
24 例: 直近 1 時間のデバイス データの百分位を返します (3,600 個のデータ ポイントを想定し、P25、P50、P75、P90、P99 を計算)。 
25 集計関数は、Cosmos DB でネイティブにサポートされていません。ユーザー定義関数が必要になります。 
26 SUM などの関数は SQL でサポートされていますが、百分位やさらに複雑な計算はサポートされていません。ユーザー定義関数が必要になります。 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/sql-database/sql-database-what-is-a-dtu
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3.5.2 時系列 

Azure Time Series Insights (TSI): Azure Time Series Insights は、時系列データの分析、保管、および視覚化を

行うサービスです。SQL と同様のフィルタリング機能や集計機能を含むさまざまな機能を備え、ユーザー定義関数を使

用する必要性を低減します。Time Series Insights のデータは、すべてメモリおよび SSD に保管されます。これによ

り、いつでもすぐにデータの対話型分析を行うことができます。たとえば、数千万件のイベントの一般的な集計を行った

場合、数ミリ秒で結果が返されます。また、複数の異なる時系列のオーバーレイ、ダッシュボードの比較、使いやすい表

形式ビュー、ヒート マップなどのさまざまな視覚化機能も備えています。Time Series Insights は、REST クエリ API 

と共に、データの視覚化とクエリを行えるデータ エクスプローラーを備えています。また、Time Series Insights によ

るチャートをカスタム アプリケーションに簡単に埋め込むことができる JavaScript 制御ライブラリが公開されていま

す。TSI は、視覚化サービスの組み込みを必要とし、データのレポート作成を即座に行う必要がないソリューションに適

しています (TSI では、データ レコードのクエリで 30 秒から 60 秒程度の待機時間が発生します)。TSI は、大規模

なデータ セットの集計をクエリする必要があるソリューションに非常に適しています。TSI では、追加料金なしで任意

の数のユーザーが任意の数のクエリを実行できるためです。TSI では、最長 400 日間の保持期間、および最大 3 TB の

ストレージ上限が設定されています。したがって、大容量のストレージまたは長期間の保持が必要となる場合に TSI を

用いるソリューションを使用する際は、コールド ストレージ データベースも併用する必要があります (必要に応じて、

クエリのためにデータを TSI にスワップします)。TSI は、マイクロソフトが推奨する時系列データのストレージおよび

分析ソリューションです。 

 

3.5.3 コールド ストレージ 

短い待機時間、高いスループット、および完全なクエリ機能を兼ね備えたウォーム データ ストレージにすべてのデータ

を保管する代わりに、データをウォーム ストレージ パスとコールド ストレージ パスに分割することもできます。これ

により、履歴データを保存しながらストレージ コストを削減できます。コールド ストレージ データベースは、ウォーム 

ストレージほどの速度や頻度は求められないものの、レポート作成、分析、機械学習などの使用目的で今後アクセスする

必要がある可能性がまだ残っているデータを保持します。 

 

評価基準 

 

コールド ストレージ ソリューションは、以下の基準に基づいて評価が実施されました。これらの基準は、すべてのソ

リューションに適用できるわけではありませんが、IoT ソリューションに最大限に幅広く適用できるよう策定されていま

す。 

 

1. セキュリティ: ソリューションが成熟した堅牢な機能 (例: 保存データの暗号化、認証および承認、ネットワー

ク セキュリティ) を備えている。 

2. わかりやすさ: ソリューションが十分に文書化されており、明確なアーキテクチャを備えている。開発タスクが

文書化されており、ソフトウェア開発キット ("SDK") によってサポートされており、ローカルの開発ワークス

テーションである程度のテストが可能である。展開および運用タスクがドキュメント、ツール、およびユーザー 

インターフェイスによってサポートされている。 

スケーラビリティ: データベースが大量のデータの保管をサポートしている。スケール アウトでダウンタイム

が不要である。データベースの保持期間が非常に長い (数年間) または無期限である。理想的なソリューション

の場合、与えられた負荷に合わせてコストやコンピューティング能力を自動的に調整する。 

3. 料金: 手頃な料金で大量のデータを保管できるデータベースである。 
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技術的なオプション 

 

ソリューションに最適なコールド ストレージ データベースは、データベースの目的によって大きく左右されます。以下

の 2 つのデータ ストレージ ソリューションは、低料金で大量のデータに対応できるよう設計されていますが、それぞ

れ異なるシナリオで強みを発揮します。通常は Azure Blob Storage を使用することをお勧めします。Azure Data Lake 

よりも料金が安く (特に書き込み要求に関して)、現時点でより多くのリージョンで使用可能であり、より優れた障害復旧

機能を備えているためです。しかしながら、ソリューションで (Hadoop や Azure Data Analytics などを用いた) コー

ルド ストレージのデータ分析が必要となる場合、または U-SQL を用いたクエリが必要となる場合、それらのシナリオ

を念頭に置いて設計された Data Lake の方が良い選択肢となる可能性もあります。 

 

推奨: Azure Blob Storage: Azure Blob Storage は、シンプルな低料金のファイル ストレージ データベースです。

Blob は、生のデバイス データを保管する目的で使用できます。書き込み操作の頻度によっては、ブロックや追加 Blob 

の代わりにページ Blob を使用することを検討する必要があります。27 Azure Blob Storage は、完全なセキュリティ機

能、ローカル/geo 冗長ストレージ オプションを備えており、すべての Azure リージョンで使用可能です。非常にスケー

ラブルであり、ストレージ上限は 500 TB、各アカウントの最高要求速度は 20,000 要求/秒です。28 

 

Azure Data Lake: Azure Data Lake は、変換やスキーマ定義なしで大量のリレーショナル データおよび非リレーショ

ナル データを保持できる分散データ ストアです。ビッグ データ分析や無制限のストレージが必要な場合、Azure Data 

Lake がストレージ データベースに適した選択肢となります。Azure Blob Storage よりもわずかに料金は高いですが 

(特に書き込み操作に関して)、ビック データ分析のワークロードに最適化されています。データベースには、WebHDFS 

互換 REST API を介して、または U-SQL 言語を使用して Hadoop からアクセスできます。Azure Data Lake は、ロー

カル冗長ストレージを備えており、一部の米国の Azure リージョンおよび北ヨーロッパで使用可能です。Blob Storage 

よりもわずかに料金が高く、使用可能なリージョンも少なく、geo 冗長ストレージも備えていないため、Data Lake よ

りも Blob Storage を使用することをお勧めします。 

 

比較表 

 

  Azure Blob Storage29 Azure Data Lake30 

セキュリティ 保存データの 

暗号化 

〇 ○ 

 認証 共有シークレット、HMAC Azure Active Directory、OAuth 2.0 

 ファイア 

ウォールの 

サポート 

〇 ○ 

 監査 〇 ○ 

                                            
27 https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/storage/blobs/storage-blobs-introduction 
28 https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-subscription-service-limits#storage-limits 
29 https://azure.microsoft.com/ja-jp/services/storage/blobs/ 
30 https://azure.microsoft.com/ja-jp/services/data-lake-store/ 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-subscription-service-limits%23storage-limits
https://azure.microsoft.com/ja-jp/services/storage/blobs/
https://azure.microsoft.com/ja-jp/services/data-lake-store/
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  Azure Blob Storage29 Azure Data Lake30 

わかりやすさ データ モデル フラットな名前空間を用いた 

オブジェクト ストア 

階層ファイル システム 

 API HTTPS/HTTP を介した REST API HTTPS を介した REST API、U-SQL 

 サーバーサイド 

API 

Azure Blob Storage REST API WebHDFS 互換 REST API 

 開発者向け 

SDK 

.NET、Java、Python、Node.js、C++、

Ruby、PHP、Go、Android、iOS 

.NET、Java、Python、Node.js 

 可用性 読み取りで 99.9 ～ 99.99% の SLA 

(レプリケーションによる)、書き込みで 

99.9% の SLA 

読み取り/書き込みで 99.9% の SLA 

 使用可能な 

リージョン 

すべての Azure リージョン 米国東部 2、米国中部、北ヨーロッパ 

 データ レプリ

ケーション 

既定でローカル冗長。読み取りのみ geo 

冗長にすることも可能  

ローカル冗長 

 障害復旧 geo 冗長データが存在する場合: 障害

時にセカンダリから読み取ることが可

能であり、緊急時にはデータをフェール

オーバーすることが可能。 

一時的なハードウェア障害に対応する

ことが可能。リージョンの障害に備え

て、手動でセカンダリ リージョンに

データをコピーすることを推奨。 

スケーラビリティ データの上限 500 TiB なし 

 スループットの

上限 

20,000 要求/秒 なし 

料金 料金設定モデル データ使用量および要求数31 データ使用量および要求数32 

 

3.5.4 高度な取り込み 

セクションは間もなく提供予定 

 

3.6 データ フローとストリーム処理 

IoT バックエンドへのデータの取り込み時、データ処理のフローがどのように変化する可能性があるか理解しておくこと

が重要です。シナリオやアプリケーションによっては、データ レコードがさまざまな段階を経由し、異なる順序で結合さ

れることもあり、同時並列タスクで処理されることも多々あります。 

 

これらの段階は、4 つのカテゴリ (ストレージ、ルーティング、分析、およびアクション/表示) に分類できます。 

 

• "ストレージ" には、インメモリ キャッシュ、一時キュー、および永続アーカイブが含まれます。 

• "ルーティング" は、データ レコードを 1 つ以上のストレージ エンドポイント、分析プロセス、およびアクショ

ンにディスパッチすることを可能にします。 

• "分析" は、一連の条件で入力データ レコードを処理する目的で使用され、異なる出力データ レコードを生成で

きます。たとえば、Avro でエンコードされた入力テレメトリで、JSON 形式でエンコードされた出力テレメト

リを返すことができます。 

                                            
31 https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/details/storage/blobs/ 
32 https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/details/data-lake-store/ 

https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/details/storage/blobs/
https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/details/data-lake-store/
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• 通常、元の入力データ レコードと分析出力レコードは保管され、表示することが可能です。また、電子メール、

インスタント メッセージ、インシデント チケット、CRM タスク、デバイス コマンドなどのアクションをトリ

ガーできます。 

 

これらのプロセスは、リアルタイムで受信される生のテレメトリを表示するなどの目的でシンプルな "グラフ" に結合し

たり、さまざまな高度なタスク (例: ダッシュボードの更新、アラームのトリガー、ビジネス統合プロセスの開始) を実

行するより複雑なグラフに結合したりすることが可能です。 

 

たとえば、次のグラフは、Azure IoT Hub に一時的に保管された後、すぐに視覚化の目的で画面上にグラフで表示され

るテレメトリ レコードをデバイスが送信するシンプルなシナリオを表しています。 

 

 
 

次のグラフは、デバイスがテレメトリを送信し、そのテレメトリを短期間 Azure IoT Hub に保管して (異常を検出する

目的でデータを分析した直後)、電子メール、SMS テキスト、インスタント メッセージなどのアクションをトリガーす

る別の一般的なシナリオを表しています。 

 

 
 

IoT アーキテクチャは、複数の取り込みポイントで構成されることもあります。たとえば、一部のテレメトリの保管や分

析はオンプレミスで (デバイスおよびフィールド/エッジ ゲートウェイ内で) 行われることもあります。また、制約があ

るデバイスをクラウドに接続するためにプロトコルの変換が必要になることもあります。その結果、このグラフはより複

雑なものになりますが、論理的な構成要素は同じです。 

 

 
 

3.6.1 推奨されるデータ フロー 

このリファレンス アーキテクチャは、取り込まれたストリームを分割するか、またはデータ レコードを複数のパイプラ

インに転送して、複数の同時ストリーム プロセッサを実行していることを前提としています。ルーティングの前に、ペイ

ロードのシリアル化解除を回避するために、メッセージ プロパティ (例: デバイス ID、デバイスの場所、ペイロードの

形式) に基づいて分割を行うことをお勧めしますが、このドキュメントには JSON メッセージの内容に基づいてルー

ティングできるソリューションが含まれています。 

 

次のグラフ ("ラムダ アーキテクチャ" と呼ばれることもあります) は、IoT ソリューションにおけるデバイスからクラ

ウドへのメッセージおよびイベントの推奨フローを示しています。データ レコードは、以下の 2 つの異なるパスを経由

します。 
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1. 受信メッセージのアーカイブと表示を行い、これらのレコードの分析も行って、短期的な重要情報およびアク

ション (例: アラーム) を生成する高速プロセス。 

2. 複数のソースおよびより長期間 (例: 数時間、数日間) のデータの結合、新しい情報 (例: レポート、機械学習

モデル) の生成などの複雑な分析を行う低速処理パイプライン。 

 

 
 

ラムダ アーキテクチャでは、高速データ フローは、待機時間の要件による制約を受けるため、可能な分析の複雑さも制

限されます。多くの場合、可能な限り迅速にデータや分析の準備を整えることができる代償として、一定の精度を犠牲に

する必要があります。たとえば、平均関数やトレンド分析は、通常、数秒間で限られた量のデータに対してしか行えませ

ん。 

 

一方、低速パスに流れ込んだデータは、同じ待機時間の要件の影響を受けず、大規模なデータ セットに対して高精度の計

算を行うことができますが、非常に多くの時間が必要になる場合もあります。また、低速パスの分析結果が高速パスの分

析で使用される場合があるという点にも注目すべきです。たとえば、1 週間のデータの収益の平均値を計算し、参照デー

タとして使用する目的で高速パスの計算にその平均値を渡すといった処理がソリューションで必要になる場合もありま

す。 
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技術的なオプション 

 

いくつかの Azure サービスおよびサードパーティ サービスを使用したり、組み合わせたりすることで、高い信頼性とス

ケーラビリティを兼ね備えた IoT アーキテクチャを構築できますが、展開するサービスを選択する際、最初にいくつか

の要素について検討する必要があります。 

 

• ステートレスかステートフルか: 可能な場合は、運用コストを削減し、可用性を向上させるために、ソリューショ

ンでステートレスなプロセッサを実装することをお勧めします。一方、ステートフルな処理では、より内容の充

実した分析が可能になります。高度な機能を実装する場合は、たいてい、ステートフルな処理が必要とされます。 

• 静的なルールか動的なルールか: 分析ルールが変化せず、変化する外部データを参照しない場合、より低コスト

でよりシンプルなテクノロジを選択することが可能になります。変化する負荷、ストリーム処理ロジックの頻繁

な変更、および変化しやすい外部の参照データをサポートするために、より高い柔軟性が必要になるシナリオの

場合、使用可能なテクノロジを展開するプロセスは、より複雑になり、コストも高くなります。 

 

このドキュメントでは、2 つのオプションを示します。1 つは、ステートレスなプロセッサと比較的静的なルールを用い

るシンプルなシナリオに対応するオプションで、もう 1 つは、複雑なシナリオ (例: 動的な分析ロジックや参照データ

と共にステートフルなプロセッサを用いるシナリオ) に対応するオプションです。 

 

以下のソリューションは、Azure マネージド サービスが全体的なシステムのセキュリティを向上させ、セットアップと

メンテナンスのコストを削減するという前提に基づいています。一方、ソリューション開発者は、他の Azure オファー 

(例: Azure Virtual Machines、Azure Container Services、Azure HDInsight、Azure IoT のマイクロサービス) を利

用し、管理サービスを独自のコンポーネント、サードパーティ コンポーネント、またはオープン ソース コンポーネント 

(例: Spark、Cassandra) と組み合わせて、異種混合システムを構築できます。 

 

ステートレスなストリーム処理 

 

次のアーキテクチャは、少数のシンプルなロジック ルールを使用し、ステートレスな分析のみが必要となるシナリオに

おいて、取り込まれたデータ レコードの高速かつスケーラブルなリアルタイム分析を実現するソリューションを提供し

ます。また、低速パスが含まれており、高速パスの速度に関する制限なしで、より複雑な分析 (例: 機械学習ジョブ) を

実行できます。 
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このアーキテクチャは、履歴データの考慮なしで、入力データ レコードが JSON でシリアル化されており、処理ルール

が入力メッセージを一度に 1 つずつ取り込むシナリオで推奨されます。このアーキテクチャは、特定のメッセージのみ

を転送し、Logic Apps (#8) を介して接続されているサービスでアクションをトリガーするために、Azure IoT Hub で

ペイロードに関する条件を定義する機能を使用します (#5)。 

 

また、1 つの Azure IoT Hub ルート (#1) を使用してすべてのテレメトリが Azure Functions (#3) に転送されます。

転送されたテレメトリは異なる形式に変換でき、外部の情報を結合してウォーム ストレージ用の Azure Cosmos DB 

(#4) に保管することも、ダッシュボードに表示することもできます。 

 

別の Azure IoT Hub ルート (#10) は、すべての入力データ レコードをコールド ストレージ用の Azure Storage 

Blobs (#11) にコピーするために使用されます。コピーされたデータは低コストで無期限に保存することができ、Azure 

Machine Learning (#12) のデータ サイエンス タスクなどのバッチ処理で容易に利用できます。 

 

このアーキテクチャのメリット: 

 

1. Azure サービスの地理的な冗長性と迅速な障害復旧機能に起因する高可用性。 

2. 低コスト: 大半のコンポーネントは変化するワークロードに合わせて自動的にスケーリングが行われ、処理する

データが存在しない場合に常にコストを最小化。 

3. すべてのコンポーネントが 管理された Azure サービスであるため、運用コストが最小限。 

4. 柔軟性: Azure Functions と Azure Cosmos DB により、取り込んだデータの任意のスキーマへの変換が可能

で、MongoDB、Cassandra、Graph API などの複数のアクセス パターンと API をサポート。 

5. アクションとビジネス統合: Logic Apps と Azure ML による幅広い統合の選択肢が利用可能。 
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このアーキテクチャを使用する事例: 

 

1. 入力データ レコードが JSON 形式でシリアル化される。 

2. 必要なルールが少数である。現在、Azure IoT Hub は、最大 100 個のルートをサポートする。 

3. データ レコードは一度に 1 つずつ分析すればよい。つまり、複数のデータ ポイントのデータを集計 (例: 平均) し

たり、複数のデータ ストリームのデータを集計 (例: 複数のデバイスのデータをマージ) したりする必要がない。 

 

ステートフルなストリーム処理 

 

以下のアーキテクチャは、複数の形式で取り込まれたデータ レコードのステートフルなリアルタイム分析を可能にする、

迅速性と柔軟性に優れたスケーラブルなソリューションを示しています。このアーキテクチャは外部データの参照が可能

であり、前項のアーキテクチャの制約は受けませんが、運用コストが増加します。 

 

前項のアーキテクチャにおいて、高速パスでは実行できない、機械学習などの複雑な分析用に使用されていたのと同じ低

速パスがこのアーキテクチャにも含まれています。 

 

 
 

このアーキテクチャはステートレス処理の推奨ソリューションと似ていますが、分析パスが Azure Stream Analytics 

(ASA) (#5) で置き換えられています。 

 

ASA は、ステートフルな方法によるデータ レコードのハイパースケールな分析とルーティングを目的としており、一定

期間にわたって多数のストリームに複雑なクエリを適用できます。変換と計算を可能にする、SQL に似た言語でクエリ

は定義されます。このサービスは、"アプリケーション時間" による処理時に遅延イベント (最大 21 日) と順不同のイ
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ベント (最大 1 時間) を許容します[33]。その場合、出力は時間差に応じて遅れます。 

ASA では、サポートされている宛先への "厳密に 1 回だけの配信" も保証されます。重複レコードを生成する例外はほ

とんど記録されていません[34]。このクエリ言語では、並列処理を使用し、クエリをステップに分割することで、分析パ

フォーマンスが最適化されます。 

 

さらに、待機時間の短縮と帯域幅のコスト削減に使用されるコンパクトなバイナリ形式である、Avro 形式のデータ レ

コードも ASA はサポートしています。 

 

ASA によるストリーム処理の実行に加えて、このアーキテクチャでは、1 つの Azure IoT Hub ルートを使用してすべ

てのテレメトリ (#1) が Azure functions (#3) に転送されます。転送されたテレメトリは Azure functions で異なる

形式に変換できます。たとえば、外部の情報を結合して Cosmos DB (#4) に格納して利用することや、ダッシュボード

に表示することが可能になります。 

 

別の Azure IoT Hub ルート (#10) は、すべての入力データ レコードを Azure Storage Blobs (#11) にコピーする

ために使用されます。コピーされたデータは低コストで無期限に保存することができ、Azure Machine Learning のデー

タ サイエンス タスク (#12) などのバッチ処理で容易に利用できます。 

 

このアーキテクチャのメリット: 

 

1. Azure サービスの地理的な冗長性と迅速な障害復旧機能に起因する高可用性。 

2. すべてのコンポーネントが Azure 管理サービスであるため、運用コストが最小限。 

3. タンブリング/スライディング/ホッピング ウィンドウ、ストリーム集約、外部データ ソースの結合などを使用

して、複雑な分析を大規模に実行する Azure Stream Analytics の機能。 

4. 柔軟性: Azure Functions と Cosmos DB により、取り込んだデータの任意のスキーマへの変換が可能。

MongoDB、Cassandra、Graph API などの複数のアクセス パターンと API をサポート。 

5. アクションとビジネス統合: Logic Apps と Azure ML による幅広い統合の選択肢が利用可能。 

6. パフォーマンス: バイナリ データ ストリームをサポートして待機時間を短縮。 

 

このアーキテクチャを実装する事例: 

 

1. 時間枠、ストリーム集約、外部データ ソースとの結合など、ステートレス アーキテクチャでは実行できない複

雑な分析を入力データ レコードで必要としている。 

2. 時間と共に増加する、複数のルールまたは論理ユニットで処理ロジックが構成されている。 

3. Avro のようなバイナリ形式で入力テレメトリがシリアル化されている。 

 

3.7 ソリューションのユーザー インターフェイス 

ソリューションのユーザー インターフェイス (UI) には、一般に Web サイトとレポートが含まれますが、Web サービ

スとモバイルまたはデスクトップのアプリも含まれることがあります。 

 

ソリューション UI により、デバイス データと分析結果の利用と可視化、レジストリによるデバイスの検出、コマンド

と制御の機能とプロビジョニング ワークフローの提供を行うことができます。多くの場合、エンド ユーザーはアラート、

アラームの状態、または実行を必要とするアクションについてプッシュ通知で知らされます。 

 

                                            
33 https://docs.microsoft.com/azure/stream-analytics/stream-analytics-out-of-order-and-late-events 
34 https://msdn.microsoft.com/azure/stream-analytics/reference/event-delivery-guarantees-azure-stream-analytics 

https://docs.microsoft.com/azure/stream-analytics/stream-analytics-out-of-order-and-late-events
https://msdn.microsoft.com/azure/stream-analytics/reference/event-delivery-guarantees-azure-stream-analytics
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さらに、ソリューション UI は、ライブ ダッシュボードや対話型のダッシュボードを提供したり、これらのダッシュボー

ドと統合したりできます。これらのダッシュボードは、大量のデバイスを使用する IoT シナリオの可視化に適した形態

です。 

 

多くの場合、IoT ソリューションには位置情報と位置認識のサービスが含まれており、ソリューション UI は適切な制御

と機能を提供する必要があります。 

 

このドキュメントの冒頭で述べたように、セキュリティはきわめて重要です。システムとデバイスの制御を提供するソ

リューション UI は、ユーザー ロールと承認に応じて差別化されたアクセス制御で適切に保護する必要があります。 

 

技術的なオプション 

 

Azure App Service は、さまざまなプラットフォームやモバイル デバイスで使用される Web アプリとモバイル アプ

リを作成するための、強力な機能を搭載した管理プラットフォームです。Web Apps と Mobile Apps を使用すると、開

発者は .NET、Java、NodeJS、PHP、Python などの言語を使用して Web アプリとモバイル アプリを作成できます。

さらに、Azure API Apps により、API の公開と管理が容易になります。これらの API はモバイル クライアントや Web 

クライアントでアクセスできます。 

 

Azure Notification Hubs を使用すると、個人所有のモバイル デバイス (スマートフォンやタブレット) にプッシュ通

知を送信できます。iOS、Android、Windows、および Kindle のプラットフォームをサポートし、さまざまなプラット

フォーム通知システム (PNS) の詳細を抽象化します。1 回の API 呼び出しで、多数のユーザーから成る対象者セグメ

ントや個々のユーザーを通知の対象に含めることができます。 

 

IoT シナリオでは、従来型の UI に加えてダッシュボードが非常に重視されます。自然な方法による集計ビューを提供し、

膨大な数のデバイスを可視化するのに役立つからです。Power BI は、可視化や分析を担う多機能な対話型ダッシュボー

ドの作成を容易にする、クラウドベースのサービスです。Power BI はまた、ユーザーがデータの変更とインジケーター

を監視できる、ライブ ダッシュボードも提供します。Power BI には、デスクトップとモバイル デバイスのネイティブ 

アプリが含まれています。 

 

IoT の可視化に適したもう 1 つのテクノロジが Bing マップです。35 Bing マップ API には、Bing マップをアプリ

ケーションや Web サイトに取り込むときに使用できるマップのコントロールとサービスが含まれています。対話型マッ

プや静的マップに加えて、この API は地理空間機能へのアクセスも提供します。こうした機能には、ジオコード化、ルー

トと交通のデータのほか、デバイスの場所などの空間コンポーネントを持つデータの保管やクエリ実行に使用できる空間

データ ソースなどがあります。 

 

Web とモバイルのアプリは、認証と承認を管理する Azure Active Directory (AAD) に統合できます。これらのアプリ

は AAD のユーザー ID 管理を利用して、アプリケーション機能へのアクセスをロールベースで制御できます。多くの場

合、IoT デバイスとユーザー (またはデバイス グループとユーザー グループ) は論理的に関連付けられます。たとえば、

あるユーザーがデバイスを所有し、他のユーザーがそのデバイスを使用し、別のユーザーがそのデバイスの設置や修理を

行います。同様の例は、デバイスのグループとユーザーのグループにも該当します。アクセス許可とロールベースのアク

セス制御は、AAD によって管理されるデバイス ID (デバイス ID ストアでメンテナンス) とユーザー ID の関連付け

マトリックスの一部として管理できます。このマトリックスの固有の設計、アクセス許可の細分性、および制御のレベル

は、特定のソリューション要件によって異なります。このマトリックスは、デバイス レジストリの上に実装することも、

異なるテクノロジに基づく別のストアを使用することもできます。たとえば、Cosmos DB を使用してデバイス レジス

                                            
35 http://www.bing.com/maps 

http://www.bing.com/maps
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トリを実装し、SQL リレーショナル データベースを使用して関連付けとアクセス許可のマトリックスを構築することが

できます。このトピックをこのセクションで説明しているのは、ユーザーの認証と承認がユーザー エクスペリエンスの

一部として浮上しているためです。しかし、実際の実装は、デバイス レジストリや次のセクションで説明するアプリケー

ション バックエンドなどの複数の基本コンポーネントに拡散して行われます。 

 

3.8 ビジネス システム統合とバックエンド アプリケーション処理 

IoT アプリケーションは、組織規模でテクノロジ システムと統合できます。デバイス、デバイスのグループ、ビジネス

のルールとアクション、およびデバイスとユーザーの間のアクセスと関連付けが制御されます。アプリケーション バッ

クエンドの重要な部分として、ソリューションの "カスタム" 制御ロジック、デバイスの検出と可視化、デバイスの状態

管理とコマンド実行、さらにはデバイスのライフ サイクルを制御し、構成とソフトウェアの更新プログラムの配布を実

現し、デバイスのリモート制御を可能にするデバイス管理が挙げられます。多くの場合、ビジネス統合はバックエンド処

理システムによって促進されます。すなわち、CRM、ERP、基幹業務 (LOB) アプリケーションなどの下流のビジネス シ

ステムへの IoT 環境の統合です。 

 

3.8.1 アプリケーションのバックエンド処理 

従来のビジネス システムとは異なり、IoT ソリューションのビジネス ロジックは、システムのさまざまなコンポーネン

トに広がっています。ソリューションのデバイス管理ではコンピューティング ノードを使用するのが一般的であるのに

対し、ソリューションの分析機能は主にそれぞれの分析システムの内部に直接実装されます。 

 

単純なソリューションは、単独で展開され管理されている "ビジネス ロジック" アプリケーション バックエンドを装備

していない場合もあります。ただし、コア ロジックは、ストリーム処理の内部でホストされるルール式、一部の分析機

能、またはビジネス ワークフローやコネクタ コンポーネントの一部として存在する場合があります。 

 

技術的なオプション 

 

バックエンド ロジックには複数の実装オプションがあります。前述のとおり、一部のロジックはイベント プロセッサや

システムの分析コンポーネントに実装されます。これらのコンポーネントでの実装の選択肢については、それぞれのセク

ションに記載されています。このセクションでは、ビジネス ロジックのバックエンドに重点を置きます。 

 

ハイパースケールをサポートしていないプログラミング手法: 過去数十年間にわたって広く使用されてきた、アーキテク

チャ パターンとプログラミング手法の多くは IoT ソリューションに適用できますが、多数のデバイスを使用する場合は

スケーラビリティの課題に直面することになります。そのため、大規模な IoT 展開でこうしたモデルを使用する場合は、

スケーラブルなコンピューティング ノードで実行しているステートレスなアプリ バックエンドに限定するようにしま

す。ステートフルなアプリケーション層のスケール アウトは、従来型のアーキテクチャを使用した場合に生じる困難な

問題の一例です。この場合は、アクター フレームワークなどの適切なコンピューティング モデルをスケーリングするか、

バッチ処理を使用できます。これらの方法については、以降のセクションで説明します。 

 

アクター フレームワーク: アクター フレームワークは、IoT シナリオに適したコンピューティング モデルです。アク

ター プログラミング モデルの適合ケースは、固有の動作と単独のローカル データ/状態を持つ、多数の "独立した" ユ

ニットがある場合です。アクター フレームワークは、バックエンド サービスとの通信を必要とするデバイスに、優れた

抽象化モデルを提供します。(物理) デバイスは、動作とローカルの状態を定義した、バックエンドで実行するアクターと

してモデル化できます。アクターは物理デバイスの仮想表現になります。アクターは、それ自身の状態を管理するステー

トフルな計算ユニットです。オブジェクトのインスタンスを作成し、外部から状態を読み込む必要がある従来のプログラ

ミング手法とは異なり、ステートフルなアクターでは、組み込み型の状態を即座に使用できます。デバイスとバックエン

ド "コード" は 1 対 1 の関係になり、実際の実装が容易になります。開発者は、1 種類のデバイスの管理に必要な特定

の動作に専念できます。 
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アクター モデルは、デバイス間またはデバイス グループ間の関係を示すために、アクターの階層を作成する方法も提供

します。たとえば、1 つの建物内のすべてのセンサーをアクターの階層として容易にモデル化できます。1 つの建物は一

連のフロア アクターで構成される 1 つのアクターであり、1 つのフロア アクターは一連のルーム アクターとして定

義され、それぞれのルーム アクターはそのルームの一連のセンサーを制御できます。このように、アクターの階層を繰り

返す複雑なルールとロジックを容易に作成できます。階層の各要素は、上位レベルでの情報に基づく行動や情報の集約で

必要とされる適切な動作と状態を提供します。 

 

バックエンドで一定の条件が満たされると、アクターはデバイスからのメッセージを処理し、計算を実行して、コマンド

や通知をデバイスに送信できます。抽象化の観点から考えると、開発者は、1 つのデバイスの管理に必要なコードに専念

できるため、プログラミング モデルが簡素化されます。アクター フレームワークの多くではメッセージベースのアーキ

テクチャが使用され、アクターとの通信とアクター間の通信はフレームワークによって管理されます。アクターが呼び出

されるのは、利用可能な 1 つ以上のメッセージで処理を必要とする場合に限られます。つまり、実行すべき仕事がある

とき、アクターはフレームワークによってアクティブ化されます。実行すべき仕事がないか確認するために有効な状態を

保つ必要があるアーキテクチャでは、いかなるタイプの "worker ロール" コンポーネントも使用する必要はありません。

アクター フレームワーク スケジューラは、アクターの実行をスケジュールする役目を担います。その目的は、リソース

使用率を最適化することにあります。このアーキテクチャでは、デバイスのイベントを受信すると、アクターがアクティ

ブ化されます。または、ビジネス ロジックとビジネス ルールから受信するイベントや基幹業務システムから受信するイ

ベントに基づいて、バックエンドからアクターをアクティブ化できます。 

 

利用可能なアクター フレームワークは複数あり、開発者はプログラミングの背景とシナリオ要件に最適なものを選択で

きます。以降の段落では、よく知られた 3 つのアクター フレームワーク (Azure Service Fabric Reliable Actors、Akka、

および Akka.NET) について説明します。 

 

Azure Service Fabric Reliable Actors 

 

Azure Service Fabric36
 を使用すると、開発者は、マシンの共有プール (一般に Service Fabric クラスターと呼ばれま

す) で高密度で実行されるマイクロサービスで構成された、拡張性と信頼性の高いアプリケーションを構築して管理でき

ます。Azure Service Fabric は、分散型の拡張性に優れたステートレスおよびステートフルなマイクロサービスの構築

に使用する、高度なランタイムを提供します。さらに、デプロイ済みのアプリケーションのプロビジョニング、配置、監

視、アップグレード/修正、および削除を行う包括的なアプリケーション管理機能を利用できます。Service Fabric のス

テートフル サービスには、キャッシュ システムやストレージなどの外部ツールを必要とせずにサービスで直接使用でき

る、完全にレプリケートされたローカル データを利用できるメリットがあります。 

 

Service Fabric では Reliable Actors プログラミング モデルを利用できます。これは、Service Fabric ランタイム イ

ンフラストラクチャの長所を活かしたアクターベースのプログラミング モデルであり、プログラミングの背景にオブ

ジェクト指向がある開発者にはなじみが深い、拡張性と信頼性に優れたモデルを提供します。Reliable Actors プログラ

ミング モデルは Orleans とよく似ているため、Orleans を使い慣れた開発者は Reliable Actors へ簡単に移行できま

す。または、Orleans ランタイムを使い続けることもできます。 

 

Service Fabric では、Reliable Actors に加えて、より低いレベルのプログラミング モデルである Reliable Services37
 も

利用できます。このモデルには、同時実行、パーティション分割、および通信 における簡潔性と柔軟性のさまざまなトレー

ドオフが存在します。38このモデルと Reliable Collections39を併用すると、デバイスの状態を保存して管理できます。 

                                            
36 http://azure.microsoft.com/ja-jp/campaigns/service-fabric/ 
37 https://azure.microsoft.com/documentation/articles/service-fabric-reliable-services-introduction/ 
38 https://azure.microsoft.com/documentation/articles/service-fabric-choose-framework/ 
39 https://azure.microsoft.com/documentation/articles/service-fabric-reliable-services-reliable-collections/ 

http://azure.microsoft.com/ja-jp/campaigns/service-fabric/
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/service-fabric-reliable-services-introduction/
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/service-fabric-choose-framework/
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/service-fabric-reliable-services-reliable-collections/
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Akka 

Akka40
 は、Java 仮想マシン (JVM) で実行される、よく知られた Actor プログラミング モデルです。Scala プログラ

ミング言語を使用して開発しますが、Java API も利用できます。Akka ベースのバックエンド アプリケーションは 

Azure でホスト可能であり、Azure IoT サービスを使用できます。言語として Java や Scala を既に使用している開発

者にとって、Akka はなじみ深いプログラミング言語となります。 

 

Akka.NET 

Akka.NET41
 は Akka プログラミング モデルの .NET ランタイムへのポートであり、C# と F# を共にサポートして

います。Akka と同様に、開発者が Akka プログラミング モデルを使用する方法を提供しますが、.NET ランタイム上

でコードが実行されます。 

 

Azure Batch 

バッチ処理は、多数の自動化タスクの実行を必要とするワークロードに適しています。たとえば、(月 1 回、年 4 回な

どの) 定型的な処理やリスク計算を実行する場合です。Azure Batch42
 は、クラウド規模でジョブのスケジュールを作成

する、コンピューティング管理サービスです。このサービスを使用すると、ユーザーは高度な並列化が可能なコンピュー

ティング ワークロードを実行できます。Azure Batch スケジューラを使用すると、大規模なコンピューティング クラス

ターでワークロード実行のディスパッチと監視を行うことができます。このスケジューラの処理には、コンピューティン

グ仮想マシンのプールの開始、処理ジョブとステージング データのインストール、ジョブの実行、障害の特定、必要に応

じたキューへの作業の再配置が含まれます。さらに、作業が完了するとリソース プールを自動的にスケールダウンしま

す。 

 

3.8.2 ビジネス システム統合 

ビジネス統合のレイヤーは、CRM、ERP、基幹業務 (LOB) アプリケーションなどの下流のビジネス システムに IoT 環

境を統合する役割を果たします。代表的な例として、サービス請求、カスタマー サポート、ディーラーとサービス ステー

ション、交換部品の供給、サードパーティのデータ ソース、オペレーターのプロファイル、勤務計画、時間とジョブの追

跡などが挙げられます。 

 

IoT ソリューションは、ビジネス コネクタや EAI/B2B ゲートウェイ機能を介して、既存の基幹業務アプリケーション

や標準ソフトウェア ソリューションと結合します。B2B または B2C シナリオのエンド ユーザーは、このレイヤーを

介してデバイス データや専用の IoT デバイスと対話します。多くの場合、エンド ユーザーは個人所有のモバイル デバ

イスを使用して機能にアクセスします。これらの個人所有のモバイル デバイスは IoT デバイスとは概念的に異なります

が、エンド ユーザーのモバイル デバイスと IoT デバイスの間で関連付けやマッピングが行われることもあります。た

とえば、ホーム オートメーションのシナリオでは、携帯電話がフィールド ゲートウェイの役割を果たし、IoT デバイス

に接続して通信を容易にすることもあります。承認の観点から言えば、エンド ユーザー、個人所有のモバイル デバイス、

IoT デバイスの間で行われる関連付けは、IoT ソリューションのバックエンドで管理されます。 

 

技術的なオプション 

 

Azure Logic Apps は、信頼性の高い方法でビジネス プロセスを自動化します。このサービスは、Azure、オンプレミス、

またはサードパーティのクラウドでホストされる、さまざまなシステムで長時間実行されるプロセスのオーケストレー

ションをサポートします。Logic Apps を使用すると、ユーザーは使いやすいビジュアル デザイナーを介して、ビジネス 

プロセスの実行とワークフローを自動化できます。ワークフローはトリガーによって開始され、コネクタや API が呼び

出されるたびに一連の手順が実行されます。併せて、認証、チェックポイントの作成、および永続的な実行が処理されま

                                            
40 http://akka.io/ 
41 http://getakka.net/ 
42 https://azure.microsoft.com/ja-jp/services/batch/ 

http://akka.io/
http://getakka.net/
https://azure.microsoft.com/ja-jp/services/batch/


 

 39  

す。データベース、メッセージング、ストレージ、ERP、CRM のシステムなど、ファーストパーティとサードパーティの

数多くのシステムに対する多種多様なコネクタを利用できます。さらに、EAI および EDI サービスと高度な統合機能を

サポートしています。 

 

API 統合では、API を公開して管理する、エンドツーエンドの管理機能を含む包括的なプラットフォームを Azure API 

Management が提供します。こうした管理機能には、セキュリティと保護、使用量の計画とクォータ、ペイロード変換

のポリシーのほか、分析、監視、アラートなどがあります。 

 

データ層での統合は Azure Data Factory が実現します。このサービスは、データの変換と移動を行うデータ パイプラ

インを構築するオーケストレーション層を提供します。Data Factory はオンプレミスとクラウド環境にまたがって機能

し、データの読み取り、変換、および公開を行います。ユーザーはデータ パイプライン間の系列と依存関係を可視化し、

データ パイプラインの正常性を監視できます。 

 

3.9 機械学習 (保存データ分析) 

保存データ分析は、収集したデバイス テレメトリ データを対象に実行されます。多くの場合、このデータは、他のシス

テムや組織から取得されたテレメトリのセカンダリ ソースや他のエンタープライズ データと混合されます。環境パラ

メーターとテレメトリに関連付けられているデバイス テレメトリに基づいてデバイスの運用データを分析し、実行動作

を予測すれば、効果的なパターンとなります。 

 

保存後のデータをいつ、何のために、どのような方法で分析するのか、多くのシナリオが考えられます。このリファレン

ス アーキテクチャのドキュメントでは、こうしたオプションや保存データ分析について詳しく説明することは意図して

いません。これらの機能に関する IoT シナリオと汎用ガイダンスはそのまま IoT ソリューションに適用されますが、

IoT ソリューションはそれに限定されません。そうした場合は、高度な分析とビッグ データのソリューションを使用で

きます。 

 

技術的なオプション 

 

Azure Machine Learning は、アルゴリズムの基礎に精通しているデータ サイエンティストに、ホストされた機械学習

機能を提供します。生成済みの Web サービス インターフェイスを使用することでソリューションへの統合がシンプル

になり、操作性が向上しています。 

 

HDInsight と併用することで、Azure プラットフォームは Apache Hadoop43
 プラットフォームのホスト型の実装を提供

し、Apache Hive44、Apache Mahout45、MapReduce46、Pig47、および Apache Storm48
 を分析機能として提供します。 

 

Power BI を使用すると、対話型のダッシュボードを使用してモデル、KPI、およびその可視化を作成できます。高性能

な分析ソリューションにより、プロセスや操作のパフォーマンスを監視し、動向を把握して、価値のある洞察を得ること

ができます。 

 

その他のオプションには、ビッグ データ ジョブの実行に使用でき、グラフ分析と機械学習のモジュールも提供する 

Apache Spark などがあります。 

                                            
43 http://hadoop.apache.org/ 
44 http://hive.apache.org/ 
45 http://mahout.apache.org/ 
46 http://en.wikipedia.org/wiki/MapReduce 
47 http://en.wikipedia.org/wiki/Pig_(programming_tool) 
48 http://storm.incubator.apache.org/ 

http://hadoop.apache.org/
http://hive.apache.org/
http://mahout.apache.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/MapReduce
http://en.wikipedia.org/wiki/Pig_(programming_tool)
http://storm.incubator.apache.org/
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4. ソリューション設計の考慮事項 

デバイス インテリジェンス 

接続デバイスの目標は、インテリジェント システムを形成することです。そこで問われるのは、"デバイスはどのくらい

インテリジェントであるべきか" 対 "システムは全体としてどのくらいインテリジェントであるべきか" という重要な問

題です。特定のデバイスの目的、設計、利用可能なコンピューティング リソース、および能力によって答えは異なります

が、IoT システムには考慮すべき共通のトレードオフがあります。 

 

デバイスの設計は、そのライフ サイクルの初期に行われます。この段階での設計の失敗は許されないことであり、製造後

のデバイスを修正すると多額のコストがかかります。もっとも、一部のデバイスの動作はファームウェアやソフトウェア

の更新プログラム、または構成の変更で修正できます。ソフトウェアの変更はハードウェアの変更や交換よりもはるかに

容易であるため、デバイス向けにソフトウェアのリモート更新機能を設計すると役に立ちます。 

 

デバイスがソフトウェア更新機能を備えている場合でも、数百万個にもなり得るエッジ コンポーネントの更新プログラ

ムの管理は、一元化されたソリューション バックエンドの更新に比べてはるかに複雑になります。一般に、エッジのイン

テリジェンスが向上すると、エッジ コンポーネントのソフトウェア更新がより高頻度で行われる可能性があります。一

方、ソリューション バックエンドのインテリジェンスが向上すると、一元化された方法でメンテナンスを実行できます。

明らかに、バックエンドのインテリジェンスが向上すると、エッジ コンポーネントの依存関係が強まる可能性が高くな

ります。とはいえ、適切に設計されていれば、バックエンドへのオンライン接続がなくても、エッジ コンポーネントは自

律的に実行できるはずです。 

 

デバイスの機能にかかわらず、バックエンドでのソフトウェア操作のセキュリティを一元化すれば、一般にシステム全体

にわたるセキュリティ制御の向上が実現します (特に、デバイスが信頼されていないゾーンに配置されている場合)。 

 

IoT ソリューションの有効期間を通じて、世代とバージョンが異なる各種のデバイスがシステムに接続される可能性があ

ります。1 種類のデバイスで開始される IoT ソリューションでも、展開されるデバイス群の異種性を見込んでおく必要

があります。異種性が増すにつれて、エッジ コンポーネントのメンテナンスも大幅に増加することが予想されます。一

方、バックエンド ソフトウェアのメンテナンスに及ぶ影響はそれよりも少なくなります。デバイスとバックエンドの間

のシンプルで安定したインターフェイスをメンテナンスすれば、長期的には役立ちます。 

 

一般に、デバイス ハードウェアからデバイス/エッジ ソフトウェア、クラウド バックエンドへと移行するにつれて、変

更は徐々に容易になります。そのため、常にこの順序で設計を開始すること、すなわち、最初にデバイスを設計すること

をお勧めします。利用可能なデバイスの能力、コンピューティング リソース、および通信技術の選択は、デバイスがいつ

どのようにしてサービスと通信するかに影響します。多くの場合、何らかの処理をエッジで行う必要があります。たとえ

ば、保証された応答時間を必要とするときや、バックエンドに送信されるデータのフィルタリングを実行するときです。

デバイスのインテリジェンスを低下させると、クラウド バックエンドへの依存が増しますが、システムの俊敏性の向上

とメンテナンス/運用コストの削減に役立ちます。 

 

IoT ソリューションの固有の状況とビジネス要件を踏まえて、こうしたトレードオフを考慮する必要があります。トレー

ドオフは、シナリオによっても異なる場合があります。 
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デバイス テレメトリ 

収集するテレメトリ データの種類と収集頻度は、IoT ソリューションの基礎となる要素です。その決定プロセスはビジ

ネス要件によって左右されます。何の情報を収集するのか決める前に、ビジネス上の動機と目標を明確にしておく必要が

あります。たとえば、サービス プロバイダーに対するビジネス モデルの転換、新しいサービスの追加、顧客エンゲージ

メントの向上、操作とメンテナンスの最適化などが考えられます。必要とされるテレメトリの要件は、ビジネス目標によっ

て決まります。 

 

収集するデータのボリュームとそのコストの間には、重要なトレードオフがあります。収集しないとデータは分析できま

せんが、データの収集にはパフォーマンスとコストの代価が支払われます。できるだけ多くのデータを収集しようとして

も、ビジネス問題のタイムリーな解決が常に保証されるわけではありません。さらに、不要なデータを収集したり、収集

したデータが多すぎたりすると、有益な情報と "ノイズ" を区別することがいっそう困難になり、運用コストと管理コス

トにも影響が及びます。多くの場合、収集したデータの価値は、反復プロセスを通じて理解されます。 

 

想定される戦略の 1 つは、テレメトリ データが異なる細分性を生むようにデバイスをプログラムし、必要に応じてその

レベルをクラウドから制御することです。その場合は、構成変更のコマンドを使用して、コレクション プロファイルを変

更し、異なるレベルのテレメトリ データの送信を開始するようにデバイスに指示することができます。 

 

さらに、異なるカテゴリのデータは別々に扱うことができます。デバイスは、リアルタイムでクラウドに送信されるホッ

トパス処理と、ローカルに収集して遅延ベースで転送可能なコールド テレメトリにデータを分割することもできます。

たとえば、ネットワーク状態の検出を使用しているデバイスは、ホットパス データをモバイル ネットワーク経由で送信

し、Wi-Fi 接続または有線接続の確立後にコールド テレメトリ データを転送することができます。 

 

複数のサブコンポーネントを含む複雑なデバイス (産業機器のデバイスなど) では、サブコンポーネントごとにデバイス 

テレメトリを個別に処理する必要性と、ソリューションで個別のデバイスとして論理的に扱う必要性がきわめて高くなり

ます。既に述べたように、こうしたテレメトリ ストリームは、プロトコル ヘッダー プロパティ ("stream_id" など) を

使用して分離することで、バックエンドでの差別化と適切な処理が可能になります。 

 

もう 1 つの考慮事項は、デバイス、デバイス トポロジ、コンポーネント、およびシステムの間でデータをどのように関

連付けるかということです。テレメトリ フローに適切な属性を含めてバックエンドの情報へのリンクを可能にし、シス

テム全体にわたる包括的な洞察が得られるようにする必要があります。 
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エッジ接続 

さまざまなトポロジによるデバイスの直接接続または間接接続については、セクション 0 で既に説明しました。Azure 

IoT Hub をクラウド ゲートウェイとして使用した場合の接続オプションを図 1 に示します。 

 

 
 

図 1 デバイスと IoT Hub の接続 

 

以降のセクションで説明するように、トポロジに加えて他のいくつかの側面もソリューションで策定する必要があります。 

 

トランスポート プロトコル 

このアーキテクチャでは、デバイス (フィールド ゲートウェイとして機能するデバイスを含む) とクラウド ゲートウェ

イの間で行われる IP ベースの通信に、トランスポート プロトコルとメッセージング プロトコルの重点が置かれていま

す。ピアツーピアやローカル ネットワークの通信標準、リンク層プロトコル、および物理データ転送 (有線、無線) は対

象範囲外です。 

 

注: ローカル ネットワーク通信に関連して、さらなる取り組みが始まっています。 

AllJoyn 標準 (オプションのクラウド ゲートウェイとデバイスとのローカル ネットワーク経由の

やり取りに対応) の開発を進めている AllSeen Alliance へのマイクロソフトの取り組みです。 

さらに工業オートメーションのシナリオでは、OPC UA (OPC Unified Architecture) に関する 

OPC Foundation へのマイクロソフトの取り組みがあります。 

どちらの標準もローカル ネットワーク探索とデバイスの相互作用に対応しています。 
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物理層とリンク層の考慮事項: 物理転送、リンク層、およびローカル ネットワーク技術の選択と使用に関するガイダンス

はこのドキュメントの対象範囲外ですが、これらの使用がトランスポート層以上の通信にもたらす潜在的な影響について

理解しておくことが重要です。基になる通信技術はサービスの品質に影響を与えるだけでなく、デバイスによる使用頻度

と通信パターンを決定づけることになります。 

 

無線と電力線のテクノロジに基づくネットワークは、干渉などの信号品質の問題による影響を受けやすく、データ フレー

ムとデータ パケットの破損や損失を招くことがあります。バッテリ駆動のデバイスは、送受信のパターンが低い消費電

力に合わせて最適化されており、オンデマンドで無線を使用することがよくあります。そのため、デバイスに常にアクセ

スできるとは限りません。携帯電話会社のネットワーク (GSM、3G、4G など) では、無線ベースの技術による影響の多

くが補正されていますが、それでもパケットの待機時間と損失が多くなっています。国内ローミングでは、デバイスは異

なる携帯電話会社のネットワーク間でローミングでき、接続と IP アドレスを頻繁に切り替えることができます。移動中

の車は、特定の周波数帯域の到達範囲に応じて 2 ～ 3 分ごとに基地局を切り替えます。 

 

こうした事例は、基本的な通信技術に基づくデバイスの通信パターンの設計における共通のニーズの状況を示しています。

デバイスは、使用されている接続のタイプを検出し (ネットワークの状態検出)、通信モードを切り替えます。たとえば、

Wi-Fi 接続や有線接続では大規模なバイナリ転送を実行できます。一方、セルラー ネットワークや無線ネットワークで

は、デバイスは縮小された通信プロファイルを実装します。 

 

常にアクセスできるとは限らない、電力の制約を受けているデバイスやバッテリ駆動のデバイスに対して、セクション 0 

で説明したサービス支援通信の原則を実装するもう 1 つの共通パターンは、タイムクリティカルなコマンドの送信を必

要とするときに、帯域外の通信チャネル (モバイル キャリアの SMS など) を使用してデバイスを "ウェイク アップ" し、

その "ホーム" ゲートウェイとの送信ネットワーク接続を確立するようにデバイスに指示することです。 

 

仮想プライベート ネットワーク (VPN) の技術により、ネットワークの統合と分離、ローカル ネットワークに相当する

単一のアドレス空間機能 (実際には複数の基本ネットワークに及ぶ) の作成が可能になります。その場合、分離された

ネットワークへの安全な参加を担うメカニズムが提供されますが、ネットワーク内のトラフィックは保護されません。エ

ンドポイントごとのファイアウォールのような追加コンポーネントを配置しないと、仮想ネットワークの参加者が相互に

通信する方法は意図的に制限されません。VPN に参加しているデバイスがユーザーや潜在的な未知の侵入者を物理的に

制御するシナリオでは、仮想ネットワーク環境は送信されてくるインターネット環境と同じくらい悪意に満ちていると考

える必要があります。 

 

VPN はデバイスの安定したアドレス指定を可能にしますが、VPN コンテキスト内の各デバイスへのアドレス固定割り当

てでも、このアドレスが役に立つのはデバイスがアクティブに接続されているときだけです。通常、VPN では DHCP を

介して動的アドレスがデバイスに割り当てられ、デバイスは検出のために DNS に登録されます。このモデルは情報デバ

イスでは一般的ですが、個々の IoT デバイスの管理に大きな負担がかかることになります。これが特に該当するのは、

接続が頻繁に解除されるモバイル デバイスです。VPN では、接続の確立および再確立とすべての通信でネットワークの

転送量と計算のオーバーヘッドが多くなります。そのため、VPN は (フィールド) ゲートウェイや高性能なデバイスでの

使用に適しています。 

 

既存のデータセンターの資産を Azure IoT ソリューションに統合する場合、VPN は推奨されるテクノロジの選択肢と

なりますが、モバイル接続やワイヤレス接続のデバイス、または非常に多くのデバイスを Azure クラウドに統合する場

合はお勧めしません。Azure へのネットワーク統合を使用して、比較的少数のデバイス (数百ではなく数十規模) または

環境をクラウドに接続する必要がある、接続の安定性と信頼性が高い工業オートメーションなどの環境では、分離 (Azure 

VPN49
、ExpressRoute50) に加えて、帯域幅と信頼性の向上、および待機時間の短縮 (ExpressRoute) を実現できます。 

                                            
49 http://azure.microsoft.com/ja-jp/services/virtual-network/ 
50 http://azure.microsoft.com/ja-jp/services/expressroute/ 

http://azure.microsoft.com/ja-jp/services/virtual-network/
http://azure.microsoft.com/ja-jp/services/expressroute/
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実稼働ネットワークのエッジにあるフィールド ゲートウェイは、2 つの環境で厳密に分けられたアクセス パスを持つ必

要があります。フィールド ゲートウェイは、2 つの環境間での情報交換をアプリケーション レベルで仲介します。これ

は、何らかのメッセージング アプリケーション プロトコルを介して行われます。フィールド ゲートウェイは、Azure の

ポイント対サイト VPN またはサイト間 VPN51
 に結合できます。さらに、クラウド ソリューション内からアドレス指定

やアクセスを行えるようになります。クラウド側では、VPN とオンサイト エンドポイントは、クラウド サービスまた

は Azure VM でホストされるカスタム クラウド ゲートウェイ ソリューションを介して統合される必要があります。 

 

注: このドキュメントの執筆時点で、Azure プラットフォームは IPv4 を外部で 

サポートしていますが (このドキュメントのガイダンスでは IPv4 を基盤と想定)、 

IPv4 には依存しておらず、Microsoft Azure ネットワークおよびネットワーク エッジで IPv6 が

利用可能になった時点で IPv6 へ直接変換するようになる予定です。IPv4 アドレス空間は、 

複数の移行メカニズム52 を使用して IPv6 アドレス空間内から到達可能です。 

 

トランスポート プロトコルのオプション: このドキュメントでは、最も広く使用されているトランスポート レベルの 2 

つのプロトコルである TCP と UDP について説明します。SCTP (IETF RFC4960) や Multipath TCP (IETF の試験段

階の RFC6824)、UDP の高帯域幅アプリケーション (UDT など) のようなトランスポート レベルの他のプロトコルは、

特別なシナリオや既存プロトコルのサポートのために、特定のカスタム クラウド ゲートウェイ アプリケーションで役

割を担うこともありますが、このドキュメントの対象範囲には含まれていません。 

 

TCP (IETF RFC79353) は、2 つのネットワーク エンドポイント間のストリームの整合性、ストリームの順序、およびフ

ロー制御を提供し、UDP セクションで指定されたものを除くすべてのシナリオで、既定の転送オプションとなります。 

 

UDP (IETF RFC76854) は、IP 上の薄いレイヤーとしての単純なデータグラム (バイト単位のフレーム) トランスポー

ト モデルで、オーバーヘッドが最小限に抑えられています。そのため、制約のあるデバイス アプリケーションの一般的

な候補として挙げられます。UDP は、パケットの順序やパケットの紛失への対処は行わず、フィードバックベースのフ

ロー制御スキームはありません。この特性は、データが紛失しても問題がなく、必要に応じて信号のコンポーネントの順

序を受信側で再構築できる場合であれば、エンドツーエンドの待機時間を最小限に抑えて信号を送信する必要があるシナ

リオでは理想的です。 

 

音声および動画の信号は多くの場合、ストリーム コンテナー形式 (MPEG トランスポート ストリームなど) で編成され、

UDP またはその他のデータ紛失の可能性がある一方向の転送方法を介して転送できます。 

 

UDP ルートは、上位のアプリケーション プロトコルのルールに従ってセキュリティで保護する必要があり、一般的には 

DTLS (IETF RFC634755) を使用します。長期間にわたるデータ紛失の発生が許容されず、待機時間は最重視されないア

プリケーションの場合、ローカル ネットワーク外のアプリケーションでは、TCP ベースの通信が一般的に推奨されます。

ローカル ネットワーク内では、UDP は、制約の大きなデバイスの計算およびメモリ使用量を制限する有用な選択肢とな

り、次のセクションで説明する CoAP プロトコルとの組み合わせを選択できます。 

 

UDP パケットをアクティブにリッスンするデバイスおよびサービスは、フラッド攻撃を受けやすい傾向があり、これに

は DTLS ハンドシェイクも含まれます。こうしたシナリオでは、信頼済みのネットワーク関係で分離ネットワーク トン

ネルを使用するなど、保護を強化する必要があります。 

                                            
51 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/dn133798.aspx 
52 http://en.wikipedia.org/wiki/IPv6_transition_mechanisms 
53 http://tools.ietf.org/html/rfc793 
54 http://tools.ietf.org/html/rfc768 
55 http://tools.ietf.org/html/rfc6347 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/dn133798.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/IPv6_transition_mechanisms
http://tools.ietf.org/html/rfc793
http://tools.ietf.org/html/rfc768
http://tools.ietf.org/html/rfc6347
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メッセージング プロトコル 

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol): HTTP (IETF RFC7230、RFC7231、RFC7232、RFC7233、RFC7234、

RFC7235) は、Web の中核をなすプロトコルで、要求/応答形式のインタラクションに最適化されています。HTTP は、

IETF RFC2818 (HTTPS) で定義されたバインドにより、TLS を使用してセキュリティで保護されます。HTTP 1.1 プロ

トコルは、純粋なテキストベースで単純です。指定された HTTP/2 後継プロトコルはより簡潔で、HTTP 1.1 のすべて

の機能をサポートし、非常に高度なフレーミングと接続管理ソリューションを提供するため、多重化および双方向データ 

フローのモデリングが可能です。HTTP/2 の実装では、TLS 1.2 による保護をサポートする必要があります。 

 

通常、このドキュメントで HTTP とは、HTTPS、つまり HTTP 1.1 + TLS 1.2 (RFC7230ff + RFC2818) を意味しま

す。HTTP/2 は、IoT シナリオで非常に役立つ機能を備えており、IoT 領域での利用や採用について注視する必要があり

ます。HTTP/2 については、ここでは詳しく述べません。 

 

HTTP 接続管理モデルは、比較的短期間のクライアント/サーバー間のインタラクションに最適化されています。HTTP で

サポートされるインタラクションのパターンは、要求/応答モデルで、応答はストリームの順序で要求に関連付けられま

す。追加のインタラクション パターンのモデリングや HTTP での非同期メッセージ配信には、前者は通知、後者は "ロ

ング ポーリング" など、多数の手法が挙げられます。 

 

HTTPS は、デバイスがクラウド ゲートウェイにデータを単体のメッセージまたは複数レコードの "アップロード" とし

てときどき送信するシナリオや、低待機時間や双方向通信が不要なシナリオに適した選択肢だと考えられます。"ときど

き" とは、デバイスがデータを送信する頻度が、デバイスとクラウド ゲートウェイの間で接続を維持し続けることが経

済的にも技術的にも適さないほど低いという意味です。 

 

HTTPS を使用した Azure ベースのソリューションに対するセキュリティで保護された高スループットのイベント フ

ローは、Azure IoT Hub および Event Hubs でネイティブにサポートされます。デバイスは、定義済みの IoT Hub エ

ンドポイントで HTTPS ルックアップを定期的に実行して、コマンドやその他の情報を受信できます。デバイスで、最小

限の待機時間で直ちにリモート コマンドを受信する必要がある場合は、すぐに利用可能なネットワーク ルートを使用し

て、デバイスとの双方向接続を持続する必要があります。 

 

AMQP (Advanced Message Queueing Protocol): AMQP 1.0 (ISO/IEC 19464:2014、OASIS56) は、堅牢な接続

指向の双方向多重メッセージ転送プロトコルで、固有のコンパクトなデータ エンコード機能を備えています。継続的に

接続されたデバイスに最適化され、高スループット通信を提供し、フロー制御を統合して送信側と受信側を互いに "オー

バーロード" から保護します。 

 

AMQP 1.0 のライブラリは、数多くのオペレーティング システムの多数の言語やランタイム向けに用意されています。 

 

AMQP 1.0 は、デバイスが接続を長期間維持し、継続的にクラウド ゲートウェイと通信し、大量のデータを転送する可

能性があるシナリオに適した選択肢です。 

 

WebSocket プロトコル: WebSocket プロトコル (IETF RFC645557) は、HTTP または HTTPS でネゴシエーション

を行う、TCP より上位の双方向レイヤーです。このプロトコルを使用することで、HTTP/HTTPS インフラストラクチャ

およびポートを、TCP 上で実行される他のプロトコルと共有 (多重化) できますが、共有相手のプロトコルやその実装で

は、WebSocket を明示的にサポートしている必要があります。 

 

                                            
56 http://docs.oasis-open.org/amqp/core/v1.0/os/amqp-core-overview-v1.0-os.htm 
57 http://tools.ietf.org/html/rfc6455 

http://docs.oasis-open.org/amqp/core/v1.0/os/amqp-core-overview-v1.0-os.htm
http://tools.ietf.org/html/rfc6455
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WebSocket の最も一般的なユース ケース シナリオは、HTTP/HTML の Web コンテキストで双方向通信ができるよ

うにすることや、HTTP/HTTPS のインフラストラクチャおよびポートを介して、AMQP 1.0 など、他のアプリケーショ

ン プロトコルのトンネリングを可能にすることです。AMQP 1.0 プロトコルには、WebSocket プロトコルへの明示的

なバインドがあり、その目的は HTTP/HTTPS インフラストラクチャを介したファイアウォールの横断です。前述のデー

タ エンコードの 1 つで WebSocket フレーム上を直接流れるフレームなど、WebSocket プロトコルのすべての直接

利用は、AMQP またはその他のメッセージング プロトコルが提供するアドレス指定やメタデータ フレーミングに標準

化された方法がないため、カスタム プロトコルと見なされます。 

 

MQTT (MQ Telemetry Transport): MQTT 3.1.1 (ISO/IEC 20922、OASIS MQTT 3.1.158) は、軽量なクライアン

ト/サーバー型メッセージ転送プロトコルです。MQTT は、デバイスでのフットプリントがとても小さく、データが凝縮

されているため、制約のあるデバイスや、メッセージ フレーム (およびそれぞれのネットワーク帯域幅) に適していま

す。 

 

MQTT には注意すべき設計上のトレードオフが 1 つあり、ヘッダー形式が非常にコンパクトですが、カスタム content-

type ヘッダーなど、送信側と受信側の間で帯域外の合意が必要となる、メッセージ メタデータをサポートしません。 

 

MQTT には、大規模分散型の高可用性 IoT インフラストラクチャで使用される場合に課題となる機能がいくつかありま

す。マルチノード メッセージング システムでは、QoS2 "exactly once" の到達保証は、複数のノード間で完全に一貫し

たシステムを常に必要とします。これは技術的には可能ですが、このような実装は非常に複雑で、システム全体の待機時

間や可用性に影響を与えます (詳細は CAP 定理を参照してください59)。したがって、大規模な IoT 展開で QoS2 を使

用することはお勧めしません。"exactly once" 配信に代わる一般的な方法は、受信側での重複除去や、べき等操作の使用

です。たとえば、状態の変化のやり取りを行うようにモデル化されたシステムでは、同じ状態を何度受信しても同じ結果

になるため (MQTT を使用するなど、メッセージの配信順序が保存される一般的な場合が前提)、"at least once" セマン

ティクスで十分です。 

 

もう 1 つの課題は、メッセージの "retain" の使い方です。この機能を使用すると、サーバーでの状態管理の要件 (期間

およびメッセージ件数) が無制限になり、高スケール システムのリソース ガバナンスの要件と競合し、強制的なリソー

ス消費によりサービス拒否攻撃の可能性が生じます。適切な認証モデルを検討し、適用することで、こうしたリスクが軽

減する可能性があります。 

 

フットプリントの利点を活かした特定のシナリオで MQTT を採用する場合は、QoS 0 "at most once delivery" または 

QoS 1 "at least once delivery" のみを使用し、"retain" 機能を使用しないことをお勧めします。 

 

CoAP (Constrained Application Protocol): CoAP (Constrained Application Protocol、IETF RFC725260) はデー

タグラムベースのプロトコルで、UDP または、GSM ショートメッセージ サービス (SMS) などその他のデータグラム

の転送で実装できます。CoAP は、データグラム転送を使用する HTTP の原則と方法を非常にコンパクトに再編成して

います。オープン モバイル アライアンス (OMA) の Lightweight M2M プロトコル (LWM2M) は、CoAP の上位に位

置します (OMA LWM2M の詳細については、セクション 0 を参照してください)。 

 

CoAP の利点は、HTTP やその他のプロトコルと比べてコンパクトだということです。データグラムベースのため、セキュ

リティ コンテキストのノード アフィニティが導入され、接続のプロパティがある DTLS の形式でセキュリティが追加

されるまで、複数のデータグラムにわたって、直ちに接続や何らかの状態を設定したり維持したりする必要がありません。

ネットワーク全体でオープンなネットワークからのトラフィックが許可される場合、通信のすべての参加者がフラッド攻

                                            
58 http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.htm 
59 http://www.julianbrowne.com/article/viewer/brewers-cap-theorem 
60 http://tools.ietf.org/html/rfc7252 

http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.htm
http://www.julianbrowne.com/article/viewer/brewers-cap-theorem
http://tools.ietf.org/html/rfc7252
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撃を受けやすいことから (また、大規模なソリューションはフラッド攻撃の標的となりやすいことから)、クラウド ゲー

トウェイと組み合わせて UDP ベースのプロトコルと DTLS をサポートするのは些細なことではありません。さらに、

混雑したルートでは大量のパケット紛失が発生する可能性があります。TCP および TLS は、長距離転送ではより堅牢と

考えられます。 

 

モバイル キャリア ネットワークで、またはフィールド デバイスへの接続で LWM2M/CoAP をサポートする場合、

CoAP トラフィックを分離し、VPN または ExpressRoute で、デバイスが存在する場所の VPN ゲートウェイか、モバ

イル キャリアの "プライベート APN" のいずれかに確実に仮想化できます (注: 図 1 に示す CoAP は、フィールド 

ゲートウェイとカスタム クラウド ゲートウェイの間で VPN トンネル上で実装されています)。 

 

OPC UA (OPC Unified Architecture): OPC UA (Open Platform Communications (OPC) Foundation's Unified 

Architecture) には、カスタム TCP プロトコルとバイナリ エンコーディングが含まれています。OPC UA サーバーは

一般的に、アドレス指定可能なエンティティであり、データを取得するために接続する必要があります。OPC フィール

ド ゲートウェイはローカル ネットワークで OPC サーバーからデータを読み取り、そのデータを、AMQP 1.0 を使用し

て TLS で保護されたパスを介してクラウド ゲートウェイに転送することができます。または、OPC カスタム クラウド 

ゲートウェイは Azure のポイント対サイトまたはサイト対サイト VPN を使用してネットワークに参加する OPC サー

バー (エッジに配置) に接続できます。個々のマシンについてはさらに、Azure Service Bus Relay を使用して、エッジ

の OPC サーバーと Azure のカスタム クラウド ゲートウェイとの間の通信を "ブリッジ" できます。 

 

セキュリティ 

信頼可能な、セキュリティで保護された通信: デバイスとの間で送受信されたすべての情報は、その情報を利用するもの

がある場合、信頼可能であることが必要です。"信頼可能な通信" とは、検証可能な送信元からの、正確で、元のままの、

タイムリーな、いかなる方法でも未承認の者が悪用できない情報を意味します。 

 

5 分ごとに室温をレポートする単純なセンサーからのテレメトリであっても、セキュリティ保護なしで放置することはで

きません。この入力に反応する制御システムがあるか、この入力から引き出される結論がある場合、デバイスとその通信

パスは信頼可能であることが必要です。 

 

安価なセンサーやデジタル サービス機能を付加した一般的な消費財・生産財など、多くの IoT デバイスは費用面で最適

化されており、コスト節減の一般的な結果としてコンピューティング能力とメモリが低減されています。しかしこれは、

暗号化の機能や、より一般的には、潜在的な攻撃に対する回復性を犠牲にしているということでもあります。 

 

以下に示す重要な暗号化機能をデバイスがサポートできない場合は、デバイスが使用するのをローカル ネットワークだ

けに制限し、フィールド ゲートウェイを介してすべてのネットワーク間通信を円滑に行う必要があります。 

 

• キーの長さが少なくとも 128 ビットの AES など、セキュリティの証明が可能で、解析が公開され、幅広く実

装された対称キー暗号アルゴリズムを備えたデータ暗号化。 

• キーの長さが少なくとも 128 ビットの SHA-2 など、セキュリティの証明が可能で、解析が公開され、幅広く

実装された対称キー署名アルゴリズムを備えたデジタル署名。 

• TCP またはその他のストリームベースの通信パス用の TLS 1.2 (IETF RFC524661) またはデータグラムベー

スの通信パス用の DTLS 1.2 (IETF RFC6347) のいずれかのサポート。TLS による標準的な X.509 証明書処

理のサポートはオプションであり、計算能力と帯域幅の効率がより良い TLS ("TLS/PSK" IETF RFC427962) の

事前共有キー モードを代わりに使用できます。この事前共有キー モードは、前述の AES および SHA-2 アル

ゴリズムをサポートすることで実装できます。 

                                            
61 http://tools.ietf.org/html/rfc5246 
62 http://tools.ietf.org/html/rfc4279 

http://tools.ietf.org/html/rfc5246
http://tools.ietf.org/html/rfc4279
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注: 本ドキュメントの執筆時点で、TLS 1.2 と PSK (RFC4279) の併用は、 

Microsoft Azure プラットフォームでは直接サポートされていません。ただし、デバイスでは、

X.509 証明書を使用するサーバー認証により、TLS 1.2 をサポートできます。 

 

• 更新可能なキーストアと各デバイスのキー。各デバイスには、自らをシステムに対して識別する、一意のキー マ

テリアルまたはトークンが必要です。デバイスは、デバイス自身にキーを安全に保管できることが必要です (た

とえば、セキュリティで保護されたキーストアを使用するなど)。デバイスはキーまたはトークンを、定期的に、

または緊急時の状況に応じて (システム侵害が発生した場合)、更新できる必要があります。キーの更新は、無線

やその他の手段で行ってもかまいませんが、更新可能であることが必要です。 

• デバイスのファームウェアおよびアプリケーション ソフトウェアは、セキュリティの脆弱性が発見されたら修

復できるように、更新可能であることが必要です。 

 

基本原則として、デバイスが Microsoft Azure プラットフォーム サービスにより提供されるエンドポイントと直接通信

を行う場合、デバイスまたはフィールド ゲートウェイとのすべてのクラウド通信は、セキュリティで保護されたチャネ

ルを介して行う必要があります。 

 

(レガシ) デバイスで、セキュリティで保護されていない、または非標準の独自の通信パスを使用してクラウド システム

にアクセスする必要がある場合は、独立してホストされるカスタム プロトコル ゲートウェイまたはローカル フィール

ド ゲートウェイを介して接続する必要があります。 

 

ローカル ネットワークのデバイスに対するアクセス制御が、ネットワークレベルのアクセス制御を介してのみ行われて

いる事例は、多数あります。その場合、ネットワークのすべての承認済みメンバーが、認証や承認なしで、または簡単な

認証で、自由に通信できます。こうしたネットワーク上のデバイスは、セキュリティで保護されていないネットワークと

の境目では、"フィールド ゲートウェイを介して通信することが必要" です。 

 

物理的な改ざん防止と安全性 

センサーおよびデバイスは公共の場に置かれることも多く、そうした場所では誰もが物理的にアクセスできる可能性があ

ります。また、デバイスの改ざんは、デバイスのハードウェアまたはソフトウェアの操作だけにとどまりません。デジタ

ル面で信頼可能なセンサーが、取り外されたり別の場所に置かれたりすることで、誤ったデータをレポートする可能性も

あります。または、攻撃者がデバイスの周囲の環境に影響を与えて、誤った結果を導くような物理的条件を作り出し、シ

ステム全体が反応を誤るように仕向ける可能性もあります。たとえば、煙や温度を感知するセンサーの近くでライターに

火をつければ、ビルのデジタル制御システムが誤作動し、ホテルの廊下がスプリンクラーで水浸しになるでしょう。 

 

IoT デバイスは個人用、商用、および業務用のアプリケーションで幅広く使用されるため、IoT はセキュリティを新たな

次元へと導きます。そして、脅威の状況はシナリオの環境によってそれぞれ違うだけでなく、その環境に関連するデバイ

スの条件によっても異なります。たとえば、運転中の車は、信号待ちでアイドリング中の車や、駐車中の車とは脅威の状

況が異なります。したがって、車両のデジタル コンポーネントのセキュリティ保護は、"従来" のソフトウェア アプリ

ケーションの保護よりもさらに複雑であり、これは多くの同様の IoT シナリオにも当てはまります。 

 

IoT 領域によりデジタルと現実の関係があいまいになり、セキュリティと安全性の境目もあいまいになっています。セ

キュリティ上の脅威が突然、安全性の脅威となるのです。物理的な故障、制御ロジックの欠陥、権限のない故意の侵入や

操作など、自動制御デバイスやリモート制御デバイスに "何かあった" 場合、生産ロットの破壊、建物の略奪や全焼、人

身傷害や死亡につながることがあります。これは、個人がクレジット カードを盗まれて限度額まで使用される場合に比

べ、桁違いの損害です。物を移動するコマンドや、結果的に物を移動するコマンドにつながるセンサー データのセキュリ

ティの制約は、e コマースや銀行のシナリオよりも高くする必要があります。 
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明らかにクラウドベースのシステムの制御を超える場合であっても、"物理的な操作から防御する機能をデバイスの設計

に組み入れ"、システム全体のセキュリティの整合性と信頼性を確保することを強くお勧めします。 

 

物理デバイスのセキュリティを高めるために実行できる、典型的な方法は次のとおりです。 

 

• セキュリティで保護されたストレージを提供して暗号化キー マテリアルを使用できるようにするマイクロコン

トローラ/マイクロプロセッサまたは補助ハードウェアを選択します (トラステッド プラットフォーム モ

ジュール (TPM)63 の統合など)。 

• セキュア ブート ローダーおよびセキュア ソフトウェア ローディングを TPM でアンカリングします。 

• センサーを使用して、侵害の試行やデバイス環境の操作の試行を検出してアラートを作動させ、可能であればデ

バイスの "デジタル自己破壊" を実行します。 

 

データのエンコード 

使用可能なデータ エンコード形式は多数あり、現在も増加しています。最適なデータ エンコードの選び方は、ユースケー

スごとに異なり、デバイスにこれからコードライブラリに使える空き領域がどれくらいあるかなどの要素によって制約を

受けることもあります。 

 

XML と JSON は、サーバーおよび多数のクライアント プラットフォームで一般的に使用されています。いずれも、非

常に幅広いライブラリやプラットフォーム固有のサポートに恵まれていますが、テキストベースであるため、帯域幅を大

量に消費します。 

 

CSV は簡素で、相互運用性があり、コンパクト (テキストの場合) ですが、構造的な制約により、単純な値の列が並びま

す。ただし、時系列データについては多くの場合、これで十分です。 

 

BSON と MessagePack は、JSON モデルに依存する効率的なバイナリ エンコードですが、エンコード サイズに大き

な利点があります。いずれも独自のライブラリが必要で、BSON は効果的な配列をサポートしていないなど、それぞれ固

有のオプションを提供します。 

 

Google の Protocol Buffers ("Protobuf") や Apache Thrift は、エンコード サイズは非常に小型ですが、外部スキー

マ (またはコードも) を潜在的なすべての利用者に配信する必要があるので、これが課題となり、読み取り/利用を行う

ユーザーが複数いる場合、構造が非常に複雑になります。 

 

Apache Avro は一般的に、前述のオプションと同等か、より効率的で、階層的な圧縮をネイティブにサポートします。

Avro では、スキーマはレコード  セットのプリアンブルとして埋め込まれます。このプリアンブルの要件は、

MessagePack や BSON のペイロードが小さく、非常に構造化されており、構造的な繰り返しが最小限に抑えられてい

ることに比べて、Avro の不利な点となります。 

 

データ レイアウト 

エンコードと同様に重要なのは、データ レイアウトであり、これもまたエンコード後のデータ サイズに大きな影響を与

えます。単純な JSON のエンコード方法では、テレメトリ データをオブジェクトの配列の形式で送信し、各オブジェク

トですべての値について明示的なプロパティが指定されるため、ヘッダーの共有リストに行データを指定する配列が続く

形式の CSV を模倣したデータ レイアウトよりも、メタデータ オーバーヘッドが非常に大きくなります。 

 

                                            
63 http://www.trustedcomputinggroup.org/developers/trusted_platform_module 

http://www.trustedcomputinggroup.org/developers/trusted_platform_module
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データ レイアウトの規則は、デバイス、バックエンド プロセス、分析、およびユーザー インターフェイスを含めたシス

テム全体でデータを処理できるように、ソリューションの範囲内でデータ構造がどう制約されるかを定義します。これら

すべてのコンポーネントは、共通のモデル/スキーマを利用する必要があります。 

 

イベントドリブン システムの重要な原則は、モデルのコンテキストにおいて処理されるデータ単位が、レコードである

ことです。メッセージ、ストレージ ブロック、またはドキュメントには、1 つ以上のデータ レコード (または "イベン

ト") が含まれている可能性があります。レコードのシーケンスは、複数のメッセージまたはストレージ ユニットにわた

る場合があります。 

 

CSV の行/列構造により、レイアウトの制約が生まれ、非明示的にバインドされた行のリスト (それぞれがレコードと同

等) と非明示的にバインドされた列のセットができ、各列の値がプリミティブ型となります。 

 

JSON、Avro、AMQP、および MessagePack データ エンコードでサポートされるマップ/配列/値の構造モデルには、シ

ングル レコード、レコード シーケンス、またはメタデータ プリアンブルを含むレコード シーケンスという共通のレイ

アウト オプションがあります。メタデータ プリアンブルには、CSV と同様に、列を記述するヘッダーに続いて、レコー

ド シーケンスを表す行が含まれます。 

 

次の表を参照して、適切なエンコードの選択に役立ててください。"レイアウト" 列の "フラット" とは、プリミティブな

データ型だけで構成されるレコードのことです。"複雑" とは、レコードの構造がプリミティブ型だけにとどまらないデー

タのことです。 

 

レイアウト JSON CSV Avro AMQP MsgPack 

単一レコード、フラット データ ++ + - +++ +++ 

単一レコード、複雑なデータ ++ N/A - +++ +++ 

レコード シーケンス、 

フラット データ 

+ ++ +++ + + 

レコード シーケンス、 

複雑なデータ 

+ N/A +++ ++ ++ 

メタデータ プリアンブルを含む

レコード シーケンス 

++ +++ +++ +++ +++ 

表 1 データ レイアウト エンコードの比較 

 

凡例: (-) あまり適していない、(+) 適している、(++) かなり適している、(+++) 非常に適している 

 

エッジ処理 

多くのアプリケーションのシナリオ、とりわけデバイスが従量制課金接続でクラウド バックエンド システムと通信を行

う場合には、センサーの生の読み取りデータやステータス情報を通信リンクを介してクラウドに送信するのは適切ではあ

りません。その理由は、非常に多くの未処理のデータ ストリームを並列で処理する必要がある場合、関連コストとクラウ

ドシステムに与える負荷が高くなるからです。 

 

多くの場合、IoT ソリューションでは、特定の信号の形状やスペクトルに対応する動画や音声で、信号データ ストリー

ムを評価する必要が特に必要とされます。これは、デジタル信号処理アルゴリズムまたはパターンの一致や検出を適用す

ることで行います。そのため、こうした種類の信号を効果的に取り扱う必要があります。 
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温度センサーは、たとえば 1Hz で定期的な読み取りを行い、読み取りのたびに数字で読み取り結果を表明します。工業

環境で設備の正常性の判断材料となる換気ファンの振動センサーは、たとえば 500Hz で定期的な読み取りを行い、読み

取りのたびに数字で結果を表します。音声センサー (マイク) は、定期的な読み取りを行い、44kHz で読み取りのたびに

数字で読み取り結果を表明します。映像センサーは、定期的な読み取りを行い、60Hz または 50Hz で、読み取りのたび

に非常にサイズの大きなマトリックスで表明します。 

 

これらすべての信号では、転送前の事前処理と圧縮が役立ちます。また、信号の種類によっては、信号をエンコード、カ

プセル化、および伝達する方法について、広く受け入れられ、適用されている産業規格が存在しています。音声および映

像の信号圧縮とエンコードに使用される MPEG 規格など、こうした規格が存在する場合はそれを優先し、規格を解釈す

る機能のないシステムのすべての部分を変更を加えずにパススルーする必要があります。 

 

任意の時系列に適用できる最も小規模な集計では、いくつかの特定時点のレコードを、測定値が変動しない特定の期間、

または固定期間 (測定値の平均または中央値を提示) のいずれかの単一のレコードにグループ化します。 

 

さらに、多くのデバイスでは、生データを事前に分析し、ローカルの計算機能を使用できるので、一般的には、従量制課

金接続で大量のデータを送信するよりも、そうした機能が好まれます。 

 

多くの場合、デバイスはネットワーク状況検出を使用して、使用されている接続の種類に応じてさまざまな事前分析、集

計、および圧縮アルゴリズムを適用できます。たとえば、後で分析するために保存した生データが必要な場合には、ハイ

ブリッド モデルを使用できます。その場合は、ほぼリアルタイムで直ちに必要とされるデータは、モバイル ネットワー

クを介して転送します。一方、生データはローカルで保持して、後で有線 (または Wi-Fi) 接続で転送します。 

 

通常は、バックエンドの適切なコンポーネントと共にエッジ処理が行われます。バックエンドでは、ダウンストリーム処理

の前に受信データを解釈します。たとえば、圧縮データは圧縮解除する必要があり、エンコードは適切にデコードする必要

があります。多くの場合、これはストリーム プロセッサで行われ、クラウド ゲートウェイからデータを読み取ります。デー

タの利用先が複数ある場合、1 つのストリーム プロセッサを、受信データの解釈 (圧縮解除や逆シリアル化など) と、変換

済みデータの内部フロー バッファー (Azure Event Hub など) への出力に特化させることができます。こうすることで、

他のすべてのイベント ストリーム プロセッサの受信トラフィックのプライマリ ソースとして機能します。 

 

場合によっては、クラウド ゲートウェイの取り込みポイントに到達する前に、この種の処理をカスタム ゲートウェイで

実行できます。Azure IoT プロトコル ゲートウェイは、さまざまなモジュールをプラグインして、データを次に渡す前

に特殊な処理を実行できる処理パイプラインの概念を使用して、この種のカスタム処理を実装する方法を示します。 

 

管理プロトコル 

業界には、デバイス管理プロトコルのセットがあり、進化を続けています。事前定義されたデバイス モデルを使用するこ

とで、IoT デバイスでネットワーク、処理、および電源を効率的に使用できます。OMA LWM2M (Lightweight M2M) は、

オープン モバイル アライアンスが定義した規格で、非常に制約の大きなデバイスをサポートするために、コンパクトな

リソース モデルを使用して、デバイスとサーバーの間でやり取りを行います。OMA LWM2M は、制約のあるデバイス用

に CoAP とのトランスポート バインドを提供します。 

 

OMA DM、TR-069、CoMI などの他のデバイス管理プロトコルは、デバイス モデルおよびデバイスとのやり取りを定義

します。OMA DM は、モバイル デバイス管理および一部の IoT 実装で使用され、XML (SyncML で定義) を使用して

デバイス管理を行うので、OMA LWM2M よりも冗長です。TR-069 は、ブロードバンド フォーラム (Broadband 

Forum) が公開した技術仕様で、双方向 SOAP/HTTP ベースのプロトコルを使用して、デバイスを管理します。多数の

デバイス管理規格に加えて、デバイスのメーカーがデバイスとサーバー/サービス間のシステム機能を提供する必要が

あったため、カスタム デバイス管理プロトコルも多数存在します。こうしたデバイス管理プロトコルのさまざまな階層
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は、このリファレンス アーキテクチャの実装に影響を与えます。たとえば、このリファレンス アーキテクチャのコンテ

キストで OMA LWM2M を実装すると、デバイスの IoT クライアント、プロビジョニング API、ゲートウェイ、イベン

ト プロセッサ、およびデバイスのレジストリ コンポーネントに影響を与えます。 

 

デバイス管理 

さまざまなハードウェアの選択肢、環境、OS、およびプログラミング言語や、デバイスとサービスの通信手段を考慮する

と、IoT デバイスの状況は非常に異種混在の様相を呈しています。デバイス管理プロトコルを使用することで、下位のト

ランスポート層から上位のアプリケーション層まで、プロトコルを定義することで、この複雑さを単純化し、抽象化でき

るので、サービスは必要な情報をデバイスに提供して、そのデバイスの正常性を確保できます。 

 

サービス プロバイダーや企業は、定義されたポリシーやビジネス プロセスで指定された方法で、登録と検出、接続の有

効化、リモート構成、およびデバイスのソフトウェアの更新を行う必要があります。たとえば、業界によっては、デバイ

スをリモートで構成および変更できる環境について、非常に多様なポリシーが存在しています (承認チェーン、規制監査

要件、物理的な保護の有無など)。 

 

各 IoT システムは、デバイスと関連ビジネス プロセスの正常性を確保するために、デバイス管理機能のセットを提供で

きます。デバイス レジストリの表記は、リモート デバイスでデバイス管理機能を有効化し、クラウド アプリケーション

のサービス側インターフェイスを有効化して、リモート デバイスが提供する機能を使用するうえで非常に重要です。次

のリストは、IoT システムで有効化される場合があるデバイス管理機能を示しています。 

 

1. デバイスのプロビジョニングおよび検出 

2. デバイスのアクセス管理 

3. リモート制御 

4. リモート管理および監視 

5. リモート構成 

6. リモートでのファームウェアおよびソフトウェアの更新 

 

デバイスのプロビジョニングおよび検出: 

 

ほとんどの IoT デバイスのライフ サイクルは、デバイスが製造され、世界中のさまざまな場所に配置されたことを示しま

す。製造された時点では配置場所はわからないので、後で接続の詳細がわかるように、ブートストラップ サービスの情報を

含めて、デバイスが製造された多相ブートストラップ プロセスを有効化することが重要となる場合があります。デバイスが

配置されると、デバイスを配置した組織は、デバイスの位置やその他の必要情報をブートストラップ サービスに提供しま

す。ブートストラップ サービスは、このデバイスで使用されるクラウド ゲートウェイに応じて構成されます。たとえば、

デバイスの所有者が変わるシナリオなどでは、デバイスでプロビジョニング プロセスを繰り返す必要があります。 

 

クラウド アプリケーションでデバイス管理操作を実行できるようにするために、デバイスがクラウド ゲートウェイとの

セッションを作成する際、そのデバイスが自らの詳細をクラウドに伝える場合があります。デバイスの詳細をシステムに

伝える方法に関して、次の 3 つの中心概念があります。 

 

• 自己定義デバイス モデル 

デバイス エンジニア (またはデバイス シミュレーターを使用する開発者) は、デバイスの作成時に、デバイス

の機能について反復するプロセスを通して、自己定義デバイス モデルを使用します。デバイス エンジニアは手

始めに、プロパティとサポート対象コマンドが少ないデバイスを作成し、後で追加することができます。同様に、

デバイス エンジニアは多数のデバイスを用意して、それぞれに独自の機能を指定することもできます。自己定

義モデルを使用する場合、デバイス エンジニアはデバイス モデルの構造を登録する必要はありません。 
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• 事前定義デバイス モデル 

ネットワークおよび電力/処理に制約のある状況で稼働する、運用環境の IoT デプロイメントには、デバイスの

処理および電力消費が最小限で済む、事前定義デバイス モデルが非常に適しています。同様に、ネットワーク 

トラフィックも最小限なので、特に衛星通信など、制約があり費用のかかるインフラストラクチャを使用する場

合に、デバイスは異種混合ネットワーク (Wi-Fi、2G/3G/4G、BLE、Sat など) を介してデータを送信できます。

事前定義デバイス モデルを実装する際、デバイス エンジニアは、事前定義デバイス モデルへのキーとして機

能する 1 バイトまたは 2 バイトでエンコードされたデバイス情報を送信できます。このアプローチは簡潔なの

で、自己定義デバイス モデルに比べて桁違いに効率が向上します。 

• 事前定義マスター モデル 

デバイス モデルとデバイスに関連するメタデータが、クラウド側で保存および管理されますが、デバイスはそ

のことについて関知しません。このパターンは特に、デバイスのファームウェアを変更できない、またはデバイ

スがメタデータを保存しない、ブラウンフィールド シナリオで役立ちます。 

 

デバイスのアクセス管理: (複数の関係者が管理する可能性がある) デバイスは、デバイス自身のプロパティとコマンドに

対する制御を強制する場合があります。これには、デバイスのプロパティに対する作成/読み取り/書き込みアクセス権や、

デバイスのコマンドを実行する権限が含まれます。IoT アプリケーションによっては、デバイスのリソースへのアクセス

を適切に制御するために、複数の権限レベルが必要となる場合があります。 

 

リモート制御: IT シナリオでは、多くの場合、リモート ユーザーの支援や、リモート サーバーのリモート 構成に、リ

モート 制御が使用されます。IoT シナリオでは、ほとんどのデバイスは決まったユーザーが使用するわけではないため、

リモート制御は、リモート構成および診断を有効にするシナリオとなります。リモート制御は、2 つの異なるモデルを使

用して実装できます。 

 

• インタラクティブ接続 

デバイスへの直接接続によるリモート制御 (たとえば、Linux の SSH や Windows のリモート デスクトッ

プ) を有効化するには、デバイスへの接続を作成する必要があります。デバイスをオープンなインターネットに

公開するのはセキュリティ リスクがあるため、リレー サービス (Azure Service Bus のリレー サービスなど) 

を使用して、接続およびデバイスとの間のトラフィックを有効化することをお勧めします。リレー接続はデバイ

スからの発信接続なので、デバイスのオープンな TCP ポートの攻撃面を制限するのに役立ちます。 

• デバイスからの指示 

デバイスからの指示によるリモート制御では、デバイスと Azure IoT Hub との間で確立されている既存の接続

および通信チャネルを使用します。デバイスからの指示に基づくリモート制御を有効化するには、次の要件を実

装する必要があります。 

 

▪ IoT のバックエンドで、デバイスで使用できるデバイス コマンドを検出できることが必要です。

これは通常、デバイス モデルの一部として定義されます。 

▪ デバイスで実行されるソフトウェアが、リモート制御コマンドを実装する必要があります。これら

のデバイス コマンドは、IoT バックエンドからデバイスへの要求および、デバイスから IoT バッ

クエンドへの応答のパターンに従う必要があります。 

 

IoT サービスのバックエンドでは、監査を目的として、デバイス コマンドからの応答メッセージの履歴のレコードを保

持できます。デバイスの状態の更新は、デバイスのコマンドによって行います。デバイスのメタデータおよび状態の変更

は、デバイスのレジストリおよび状態ストアにそれぞれプッシュする必要があります。デバイスの状態の更新は、IoT バッ

クエンドからデバイスへの要求により強制されることがあり、デバイスは状態の変更を認識すると、自動的にバックエン

ドを更新できます。デバイスからのバックエンドの自動更新により、ネットワーク トラフィックが発生し、デバイスのプ

ロセッサと電力の使用量が増加する可能性があるため、使用を控える必要があります。 
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リモート管理および監視: ほとんどの IoT デバイスは、ソリューションへの展開後、直接ユーザーが使用することはあ

りません。そのため、リモート管理は、管理者がデバイスの状態を監視し、デバイスのコマンドを使用してデバイスの状

態や構成をリモートで更新できるエクスペリエンスとなります。 

 

デバイスの正常性は、デバイスがバックエンドに送信するデータを監視することで判断できます。これには、運用データ

とメタデータの両方が含まれます。 

 

リモート構成: リモートでのデバイス構成の変更は、プロビジョニング、診断、ビジネス プロセスとの統合など、デバイ

スのライフ サイクルの複数の段階で求められます。 

 

リモートでのファームウェアおよびソフトウェアの更新: ソフトウェアの欠陥はセキュリティの脆弱性となり得るので、

ファームウェアまたはソフトウェアを更新して欠陥を修正するか、各 IoT システムに欠かせない機能を新機能として提

供します。デバイスのファームウェアおよびソフトウェアのリモートでの更新は、長期にわたって実行される分散プロセ

スの一例であり、通常はビジネス プロセスを伴います。たとえば、高出力の燃料ポンプを制御するデバイスのファーム

ウェアを更新するには、更新を実行して検証する間に燃料を迂回させるために、隣接するシステムでの手順が必要となる

場合があります。 

 

ファームウェアおよびソフトウェアの更新をサポートするデバイスは、デバイス モデル (または、デバイス モデルに関連付

けられたデバイスの種類) で定義されます。デバイスの更新は、IoT バックエンドで開始され、デバイスはデバイスのコマン

ドを通じて、適切な時点で通知を受けます。デバイスがファームウェアやソフトウェアのリモート更新を明示的にサポートす

る場合、IoT バックエンドは定義済みのビジネス プロセスとポリシーに基づいて、更新コマンドを配信する必要があります。

デバイスは更新コマンドを受信すると、更新パッケージをダウンロードし、更新パッケージを配信し、新しく展開されたもの

を再起動するか (ファームウェアの更新の場合)、新しいソフトウェア パッケージを起動し、新しいファームウェアまたはソ

フトウェアが予想どおりに実行されていることを確認する必要があります。この複数の手順にわたるプロセスを通じて、デバ

イスは複数の手順を進行させながら、IoT バックエンドにデバイスの更新状態を通知する必要があります。 

 

更新パッケージの配信は、Azure Storage のようなストレージ サービスや CDN を通じて実行できます。ダウンロード

済みのパッケージの完全性の検証は、パッケージが予定どおりの送信元から送信されたことを確認するために重要です。 

 

ファームウェアの更新の完了後、デバイスでは状態が良好であることを確認し、特定できる必要があります。デバイスが

良好な状態にならない場合は、デバイスのソフトウェアで、以前の良好な状態へのロールバックを開始する必要がありま

す。以前の良好な状態とは、最新の良好な状態か、ストレージ パーティションに保存された "ゴールド状態" のデバイス 

ファームウェア イメージとなります。 

 

高可用性および障害復旧 (HA/DR) 

展開トポロジ 

IoT 資産およびデバイスは一般的に、分散環境を形成します。この環境は静止していることも、移動することも、分散し

ていることも、併置されることもあり、ローカル サイトと関連付けられる場合もあります。ソリューションの要件に応じ

て、デバイスは一元的なバックエンドや、または分散して展開されたバックエンドに接続する場合があります。 

 

クラウドのバックエンド展開トポロジや、異なるサイトに作業を分散するためのオプションは複数あります。 

 

• 単一サイト: これは最も単純なモデルです。この場合は、クラウド ゲートウェイとデバイス関連のすべてのスト

アが単一のデータセンター リージョンに併置され、使用されるサービスの高可用性と、障害復旧に対するプラッ

トフォーム固有のサポートを利用できます。このトポロジは単純なので、ほとんどのソリューションのスタート

地点となります。 



 

 55  

• リージョン内フェールオーバー: リージョン内フェールオーバー モデルでは、単一サイト モデルのようにソ

リューション バックエンドがデータセンターのある 1 つの場所で主に実行されますが、プライマリ データセ

ンターのクラウド ゲートウェイが停止したり、デバイスからプライマリ データセンターへのネットワーク接続

が中断されたりした場合のために、ソリューションのクラウド ゲートウェイとバックエンドがフェールオー

バーを目的として別のデータセンター リージョンに展開されます。デバイスは、プライマリ ゲートウェイに到

達できない場合には、セカンダリ サービス エンドポイントを使用する必要があります。リージョン間のフェー

ルオーバー機能を使用すると、単一リージョンの場合よりも優れた高可用性をソリューションで実現できます。

障害復旧と複数拠点によるフェールオーバーの概念について、詳しくは後述します。 

• マルチサイト: マルチサイト トポロジでは、ソリューションが複数のサイト (拠点) で同時に、大部分は独立し

て実行されますが、概念的には単一のソリューションとなります。複数のサイトを同じデータセンター リージョ

ン内に配置して "スケール ユニット" を形成できます。スケール ユニットに対して、データ処理の柱全体で最

大容量でストレステストを実行でき、さらにスケール ユニットを追加することで、容量を安全に追加できます。

システムのサイトは、デバイスに対する待機時間短縮のための近接度や、データの場所についてのポリシー上の

配慮など、さまざまな理由で、複数のデータセンター リージョンに配置することもできます。これらのサイトに

はそれぞれ、リージョン内フェールオーバー サイトも装備される場合があります。マルチサイト モデルでは、

デバイスが登録され、いずれかのサイトを "ホーム" として指定します。 

• ローミングを行うマルチサイト: これはマルチサイト モデルの一種で、デバイスはいずれかのサイト (スケー

ル ユニット) をホームとして指定しますが、何らかの形で推定した近接度に基づいて、最も近い場所にあるデー

タセンターに接続できます。収集した情報は、デバイスの "ホーム" サイトにルーティングされます。 

• マルチサイト、マルチホーム: この場合、デバイスはサイト間をローミングでき、取得したデータはデバイスが

接続するさまざまなサイト全体で保存され、必要に応じて収集し、統合できます。 

 

このトポロジのリストではすべてを網羅してはいませんが、IoT 展開を計画する際の主なパターンやトレードオフについ

てわかりやすく説明しています。特定のトポロジをサービスやコンポーネントのサブセットに適用できる場合もあれば、

ソリューションの別の部分では、特定のソリューション要件に基づいて別の展開トポロジを使用する場合もあります。 

 

デバイスの観点から言えば、デバイス (またはフィールド ゲートウェイ) がサービス バックエンドと通信する際に可能

な方法は 3 とおりあります。1 つ目は単一の "ホーム" エンドポイント、2 つ目はプライマリまたはセカンダリ エンド

ポイント (複数拠点によるフェールオーバーの場合)、3 つ目はマルチサイト、マルチホームシナリオにおけるエンドポ

イントのセットです。こうしたエンドポイントは、静的に構成 (たとえば、プロビジョニング中にデバイスで設定) する

ことも、またはソリューション バックエンドからコマンドを使用して動的なデバイス構成として管理することもできま

す。 

 

また、トークン サービスを使用するデバイスにはさらに選択肢があります。デバイスが通信先のエンドポイントに到達

できない場合、トークン サービスに接続して、新しいエンドポイントとその適切なトークンを取得できます。このメカニ

ズムは、必要に応じてデバイスの動的なリアクティブ リダイレクトを提供します (デバイスで保持される事前定義され

た構成のプロアクティブな変更とは対照的です)。これは、デバイスでのエンドポイント構成の管理に加えて適用できま

す。トークン サービスは、サイトのマップをインテリジェントに管理できますが、メンテナンスなどのために再構成する

こともできます。 

 

デバイスが接続に使用するエンドポイントの管理のほかに、DNS (ドメイン ネーム システム) エントリおよび Azure 

Traffic Manager などの関連サービスを使用して、トラフィックを任意のバックエンド エンドポイントにリダイレクト

できます。注意すべき重要な点は、この方法は DNS を使用するデバイスの機能に依存しており、その正確さはローカル 

DNS キャッシュに保持されている DNS ホスト エントリの TTL (Time-to-Live) 値で決まることです。 
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リージョン間の可用性 

Azure で実行するアプリケーションは、Azure が提供する基盤サービスの高可用性 (HA) のメリットを享受します。高

可用性は、Azure リージョン レベルで冗長性を使用することで、Azure の多くのサービスおよびソリューションに提供

されます。さらに Azure では、障害復旧 (DR) 機能やリージョン間の可用性を必要に応じて使用するソリューションの

構築に役立つ多数の機能を提供しています。ソリューションは、デバイスやユーザーにグローバルなリージョン間の高可

用性を提供するために、こうした機能を利用できるように設計および準備する必要があります。ビジネス継続性と DR に

関する Azure の組み込み機能については、『Azure Business Continuity Technical Guidance (Azure ビジネス継続性

テクニカル ガイド)』64の記事を参照してください。『Disaster Recovery and High Availability for Azure Applications 

(Azure アプリケーションの障害復旧と高可用性)』65では、Azure アプリケーションで HA/DR を実現するための戦略

についてのアーキテクチャ ガイダンスを示します。 

 

クラウド ソリューションは複数のサービスで構成されるため、ソリューション全体に通用する 1 つのアプローチを考え

るのではなく、ソリューションの個々のサービスやコンポーネントで HA/DR を実現するために何が必要なのかを検討

することが重要です。適用する方法を決定する前に、ソリューションのサブサービスやコンポーネントの要件や期待され

る可用性を定義することが重要です。通常、サブコンポーネントは、可用性、スケーラビリティ、パフォーマンス、およ

び整合性について異なる要件を持ちます。たとえば、デバイス テレメトリ、デバイスに対するコマンド、バックエンド分

析、LOB システム トランザクション、およびエンドユーザーの UI では、可用性、待機時間、および整合性の目標がす

べて異なります。テレメトリ ストリームやコマンドの種類が違えば、要件も異なります (たとえば、車のインフォテイメ

ント システムのテレメトリ ストリームには、エンジンからのテレメトリとは異なる処理要件があります)。災害の際に

は、一部のコンポーネントは低下モードで動作可能ですが、一定期間は不要となるものもあります。障害復旧の手法は、

サービスの各カテゴリ/種類や、システムの機能に応じて個別に、個々の要件に基づいて設計する必要があります。可用

性、その他のシステム要件 (CAP 定理66に関するものなど)、および実装と運用のコストの間には、必ずトレードオフが

あります。 

 

地理的に分散したトポロジの主な検討要素は、状態ストアの場所と、サービスがステートレスとステートフルのどちらの

処理を実行するかということです。ステートレス処理は、適切なサービス (コンピューティング ノードや Web サイト

など) を確実にプロビジョニングすることで、別のスケール ユニット、サイト、またはリージョンにリダイレクト (また

はフェールオーバー) できます。これらは、常にアクティブに実行可能、アクティブでないが使用可能 (つまりスタンバ

イ モード)、または障害復旧手順の一環としてオンデマンドでプロビジョン可能です。ただし、ステートフル サービス

は、サービスのランタイムに加えて、状態とデータを複製および同期する必要があるため、さらに難しくなります。要求

される整合性レベルに応じて、状態とデータを同期または非同期で複製でき、結果的に十分に整合性が取れます。データ

を収集し、後で一元化された場所にまとめれば十分な場合であれば、データを各サイトに複製する必要がないこともあり

ます。これは、データ量や個々のソリューションのニーズによって異なります。 

 

提案されている IoT リファレンス アーキテクチャでは、関連する状態が以下のコンポーネントで保持され、各カテゴリ

について状態レプリケーションの適切な手法を定義する必要があります。 

 

• デバイス ID ストア: デバイス ID および関連付けられたセキュリティ マテリアルについては、デバイスが接

続を確立すると予想される各サイトに事前に知らせる必要があります。これには、フェールオーバー用のセカン

ダリ サイトや、マルチサイト シナリオでデバイスが接続可能なその他のサイトも含まれます。通常、ID はプ

ロビジョニング ワークフローで管理される、緩やかに変化するデータです。プロビジョニング API は、プロビ

ジョニング操作をカプセル化し、必要に応じてクロスサイト ID を拡張および管理する自然な場所である、適切

な抽象化レイヤーを提供します。たとえば、新たなデバイスを作成すると、ID レコードをセカンダリ サイトに

                                            
64 https://msdn.microsoft.com/library/azure/hh873027.aspx 
65 https://msdn.microsoft.com/library/azure/dn251004.aspx 
66 https://en.wikipedia.org/wiki/CAP_theorem 

https://msdn.microsoft.com/library/azure/hh873027.aspx
https://msdn.microsoft.com/library/azure/dn251004.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/CAP_theorem
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直ちに書き込むことができます。スタンバイまたはオンデマンドの DR サイトの展開では、プライマリからセカ

ンダリ ストアへの定期的なエクスポート/インポートの実行で十分な場合があります。エクスポートの間隔で、

回復ポイントの目標が定義されます。 

 

多くの場合、デバイスはエンドポイントへの接続を事実上試みるよりずっと前にプロビジョニングされます。そ

うした場合、ID ストアの間で結果的に整合性が取れていればかまいません。一括プロビジョニング操作を、複

数の場所に対して並行して実行する場合もあります。チェック ポイントや適切なエラー処理などの手法を使用

することで、整合性の取れた状態をサイト間で確立するようにします。 

 

• トポロジ ストア: トポロジ ストアは、デバイスの検出機能のインデックスの役割を果たし、大多数のシナリオ

では、複製されたレコードの周知の TTL (Time to Live) により、実装が最終的に整合性があると仮定できます。

これは、メタデータを更新すると、この TTL の複製の制限値に達することがあるという意味です。DNS インフ

ラストラクチャも、同様の方法を使用します。この方法でメリットがあるのは、少なくとも各デバイスの最初の

レコードが、ID ストアで使用されるのと同じメカニズムでデバイス レジストリに挿入される場合です (つまり、

プロビジョニング API)。属性およびメタデータの変更は、システムを介して非同期で複製できます。 

 

多くの場合、デバイス レジストリには、緩やかに変化するデータのみが含まれ、定期的にインポート/エクスポー

トすることで、エントリを絶えず複製する方法の代わりとして十分役立ちます。 

 

• 状態ストア: デバイスの運用データの一般的な特徴は、大量で高速なデータであることです。前述したように、

このデータは、ニーズおよびアクセス パターンに応じて別のストアに分離されます。各データ カテゴリの転送

または複製のニーズを分析する必要があります。テレメトリの生データは多くの場合、セカンダリ サイトで使

用可能にする必要はあまりありません。集計データは、データ量が少ないので、必要に応じて簡単に複製できま

す。 

 

多くの場合、履歴または以前の状態は、アプリケーションのバックエンド ロジックには必要ありません。多くの

シナリオでは、アラート、通知、またはデバイスに対するコマンドや制御イベントは、デバイスのメタデータ (デ

バイスの種類、グループ、カテゴリなど)、または属性 (テレメトリ メッセージで受信した状態など) に基づい

てのみ適用できます。 

 

複製が必要な運用データの種類が決まれば、次の複数の選択肢のいずれかを適用できます。 

a) 基盤となるストレージ サービスの組み込み機能を使用します (たとえば、Azure Storage67 および SQL 

Database68 には、geo レプリケーション機能が既に組み込まれています)。 

b) 関連情報を受け取り、その情報をリモート サイトの Event Hub に転送する専用イベント プロセッサを使用し

ます (これは、リモート サイトの別のイベント プロセッサで処理し、任意のストレージ形式に変換する必要が

ある、特別なデータ レプリケーション チャネルです)。 

c) アプリケーション層の一部として構築された他の方法を使用します (たとえば、リモート ストレージ アカウン

トに対する書き込み操作や、リモート サイトでの定期的な予約エクスポート、定期的またはオンデマンドで実

行できるインポートなど)。 

 

                                            
67 https://azure.microsoft.com/ja-jp/documentation/articles/storage-redundancy/ 
68 https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/sql-database/sql-database-business-continuity 

https://azure.microsoft.com/ja-jp/documentation/articles/storage-redundancy/
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/sql-database/sql-database-business-continuity
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• ブローカー メッセージング: クラウド ゲートウェイとその他のバックエンド内部キュー、トピック、または、

ソリューションのコンポーネントの切り離しに使用される Event Hub は、メッセージを永続的に保存します。

通常、メッセージはクラウド ゲートウェイで受け入れられた後、ソリューション バックエンドにより処理され

るので、そうしたメッセージを別のサイトに複製する必要はありません。ブローカーが停止した場合、メッセー

ジは引き続き保護されますが、読むことはできなくなります。そうした "実行中" のメッセージがリージョン間

フェールオーバーで不可欠だと見なされる場合、セカンダリ サイトに複製する必要があります。ただし、通常

は、メッセージは非常に短い期間ブローカーされてから使用され、いずれかの永続的なデータ ストアに転送さ

れます。永続ストアのデータの保護は典型的な戦略です。これは、実行中のメッセージの複製の合計待機時間は、

永続データ ストアの保護の待機時間とほぼ同じであるためです。このように、実行中のメッセージの保護は通

常、RPO/RTO の対象にそれほど大きな影響を与えません。 

 

• ホットパス分析状態: 分析および複雑なイベント処理エンジンでは、集計用に、または特定の期間にわたり、イ

ンメモリ状態が保持されます。そうしたエンジンのインメモリ状態の復元は、高度なイベント再生メカニズムを

使用しない限り、容易ではありません。クリティカルなビジネス ロジックがこの種類の状態に依存する場合、永

続的な履歴データに基づく別の計算方法が必要となります。 

 

• アクター状態: アクター状態は通常、必要に応じてリモート サイトに複製する必要がある、耐久性のあるスト

レージによりバックアップされます。復元する場合には、アクターはリモート サイト上の状態を再度読み込む

ことができます。 

 

• システム構成: ソリューション構成 (たとえば、変更するしきい値の上限やビジネス ルールなど) の変更内容

は、必要に応じてセカンダリ サイトに伝達する必要があります。 

 

個々の設計の選択に関わりなく、分散コンピューティング環境では、べき等操作を使用して、イベントの結果的に整合性

の取れた配信だけでなく、イベントの配信の重複や無効による副作用を最小化することが常に推奨されます。さらに、ア

プリケーション ロジックは、システムの回復に時間を要するために、または回復ポイントの目標 (RPO) に基づいて、不

整合の可能性や "多少" 無効な状態を許容して設計する必要があります。このトピックの詳細については、「Failsafe: 

Guidance for Resilient Cloud Architectures (フェールセーフ: 回復性の高いクラウド アーキテクチャのガイダンス)」
69を参照してください。 

 

データ保護とプライバシー 

IoT シナリオはさまざまな政府の消費者保護団体やデータ保護規制機関の関心を集めており、データ収集やリモート制御

シナリオでは、増大する規制に従うことが求められます。 

 

ソリューションの作成者は、何についてのデータ収集が既定で許可され、所有者や装置の運用者がオプトアウトの権利を

持つのはどの部分で、許可されているデータ収集についてもオプトインが必要なのはどの部分なのか、地域によって異な

る規制に先んじて対処する必要があります。また、すべてのデータ収集およびリモート制御機能で一時停止を許容する必

要があること、所有者または装置の運用者が収集した過去のデータの消去を求める場合があることを予想しておく必要が

あります。このコンテキストでは、匿名データの収集が行われる場合があります。 

 

装置の製造業者、保険業者、リース業者などの会社がデータ収集計画を推進しても、収集した会社が車から収集されたデー

タを法的に所有するのかどうかは明確ではありません。ソリューションの作成者は、規制 (管轄によって異なる) により、

所有者および装置の運用者がデータの使用権および保持期間を完全に制御する権限を持つことを予想する必要がありま

す。 

                                            
69 https://channel9.msdn.com/Series/FailSafe 

https://channel9.msdn.com/Series/FailSafe
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車の例で言えば、任意の時点での車の位置情報は、現在のドライバーが誰にも知られたくないと思う、非常に個人的なも

のである場合が多くあります。これは、ドライバーと車両を関連付ける方法がある限り、位置情報を車両と関連付けて表

示することはできず、永続的な記録で位置情報をドライバーと関連付けて表示することはできない、ということを意味し

ます。 

 

ただし、ドライバーが事故に巻き込まれた場合には、位置情報が重要となり、これに基づいて対応する可能性があります。

ドライバーや歩行者、およびその他の第三者が受けた被害が重視されるからです。 

 

ソリューションの作成者は、オプトインおよびオプトアウトのシナリオを予想し、データの収集後、長期間さかのぼって

オプトアウトする事態を想定する必要があります (規制により命じられる可能性があります)。システムに保持された一

部のデータは、収集者が法的に所有するものではなく、したがって、オプトアウト後はシステムに存在しない可能性があ

ります。 

 

そのため、システムのどこかに存在する未集計の情報が、真実であることの証明を保持し、そのソースとのリンクを保持

し、消去されるデータに対する権利を持つ可能性がある直接関係者とのリンクを保持することをお勧めします。データを

強力に分離し、機密情報が一度に盗まれるのを防ぐために、情報をソースごとに暗号化することも必要となる場合があり

ます。 

 

IoT システムとデータ収集は、調査シナリオだけでなく、事故やその他の災難の分析で重要な役割を果たすことがあり、

訴訟の根拠となる場合があると予想しておく必要もあります。したがって、データ提供元の否認を禁じる信頼性の証明な

どの強力な属性は、非常に価値があり、規制を受けるシナリオで必要とされる可能性が高くなります。 

 

IoT ソリューションを構築する際は、コンプライアンスと認証の要件を層ごとに考慮することが重要です。IoT ソリュー

ション全体でコンプライアンスを実現するため、基盤となる各層で、固有の要件を満たすことが必要になります。通常は、

ソリューションやプラットフォームのコンポーネントやサービスが、すべて同じ要件に対応したり、同じ認定を取得した

りするわけではありません。たとえば、すべての Azure サービスが同じ認証 (例: ISO 27001、SSAE 16) を取得する

ことはなく、ソリューションの作成者は、目的のソリューションの認定を取得するには、どれを使用する必要があるかを

考慮する必要があります。 
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5. 付録 

用語 

このセクションでは、このドキュメント全体を通じて使用されるいくつかの用語について、詳しく説明します。 

 

デバイス: デバイスには、個人用デバイス、専用デバイス、産業機器など、いくつかのカテゴリがあります。PC、電話、

およびタブレットは、基本的には対話型の情報デバイスです。システムの観点から言うと、これらの IT デバイスは主と

して、人間に対するプロキシの役割を果たします。これらのデバイスは行動を提案する "対人アクチュエータ" であり、

直接の入力やデバイスの使用に関する入力を収集する "対人センサー" なのです。これらのデバイスを、このドキュメン

トでは "個人所有のモバイル デバイス" と呼びます。 

 

専用デバイスは、単純な温度センサーから、内部に数千ものコンポーネントを備えた複雑な工場生産ラインまで、さまざ

まですが、これらは異なります。これらのデバイスは、目的別に特化され、ある程度のユーザー インターフェイス (人間

による対話操作用) がある場合でも、主に物理世界の設備とのインターフェイスとして機能するか、設備と統合されてい

ます。環境状況の測定やレポート、バルブの回転、サーボの制御、アラームの発信、照明の点灯、およびその他の多数の

タスクを実行します。また、情報デバイスが汎用的、高価、大きい、壊れやすいなどの理由でできない作業で役立ちます。

これらのデバイスの実際の目的は、技術設計を指定し、生産と予定有効期間の運用で必要とされるリソース量を決定する

ことです。この 2 つの重要な要素を組み合わせることで、利用可能な運用エネルギーと物理フットプリントが定義され、

ひいては利用可能なストレージ、コンピューティング、およびセキュリティ機能も定義されます。専用デバイス、特に産

業機器デバイスは、複数のサブコンポーネントやサブシステムを装備した複雑なシステムとなる場合もあります。 

 

ここでは、こうした専用デバイスについて重点的に説明し、これらを "デバイス" と呼びます。一方で情報デバイス (個

人所有のモバイル デバイス) は、このドキュメントで説明するシナリオでは、単に、ヒューマン アクターに対するプロ

キシの役割を果たします。 

 

デバイス環境: デバイス環境とは、デバイスへの物理的な接触や、"ローカル ネットワーク" でのピアツーピアのデジタ

ル アクセスが可能な、デバイスを直接取り巻く物理的な空間のことです。 

 

ローカル ネットワーク: "ローカル ネットワーク" とは、パブリック インターネットとは別の、隔離された (しかし、

パブリック インターネットと接続する可能性がある) ネットワークであり、デバイスのピアツーピア通信を許可する短

距離の無線通信技術を含みます。ここで "ローカル ネットワーク" という場合は、ローカル ネットワークのイリュー

ジョンを作成するネットワーク仮想化技術は含まれません。また、任意の 2 つのデバイスがピアツーピア通信の関係と

なった場合にパブリック ネットワーク スペースで通信を行うための通信事業者のパブリック ネットワークも含まれま

せん。 

 

フィールド ゲートウェイ: フィールド ゲートウェイは、通信の拡張機能としての役割を果たすほか、デバイス制御シス

テムやデバイス データの処理ハブとしても機能し得る、専用のアプライアンスまたは汎用サーバー コンピューター ソ

フトウェアです。 

 

フィールド ゲートウェイの対象範囲には、フィールド ゲートウェイ自体とそれに接続されているすべてのデバイスが含

まれます。名前が示すように、フィールド ゲートウェイは専用のデータ処理機能の範囲外で機能し、通常は決まった位置

に配置されます。 

 

フィールド ゲートウェイは、物理的な侵入を受ける可能性や、運用の冗長性が制限される可能性があります。 

 

フィールド ゲートウェイは単なるトラフィック ルーターとは異なり、アクセスと情報フローの管理に積極的な役割を果

たします。つまり、アプリケーションによってアドレス指定されるエンティティであり、ネットワーク接続端末またはセッ
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ション端末でもあります。一方、NAT デバイスやファイアウォールはフィールド ゲートウェイの条件を満たしていませ

ん。というのも、明確な接続端末やセッション端末ではなく、それらを通じて行われる接続やセッションのルーティング 

(またはブロック) を行うからです。 

 

フィールド ゲートウェイには、サーフェス領域が 2 つあります。1 つはフィールド ゲートウェイに接続されるデバイ

スに面するゾーンの内側で、もう 1 つは外部パーティ (クラウド ゲートウェイなど) に面するゾーンのエッジです。 

 

クラウド ゲートウェイ: クラウド ゲートウェイは、デバイスやフィールド ゲートウェイとの間でリモート通信を可能

にするシステムで、複数の場所に設置される可能性があり、パブリック ネットワーク スペースを横断して接続します。 

 

クラウド ゲートウェイは、デバイスとクラウドベースのバックエンド システム (または、そうしたシステムのフェデ

レーション) との間で、受信方向と送信方向の両方の通信を処理します。 

 

ここでは、"クラウド" とは、接続されたデバイスやフィールド ゲートウェイのように同じサイトにバインドされていない

専用データ処理システムを指します。運用方策により対象への物理アクセスは阻止されますが、"パブリック クラウド" イ

ンフラストラクチャであるとは限りません。 

 

クラウド ゲートウェイは、ネットワーク仮想化オーバーレイにマッピングされて、クラウド ゲートウェイとそれに接続

されたすべてのデバイスまたはフィールド ゲートウェイを、他のすべてのネットワーク トラフィックから隔離する可能

性があります。 

 

クラウド ゲートウェイそのものは、デバイス制御システムではなく、デバイス データの処理や保存の機能もありません。

そうした機能は、クラウド ゲートウェイとのインターフェイスとなります。クラウド ゲートウェイの範囲には、クラウ

ド ゲートウェイそのものと、それに直接または間接的に接続されるすべてのフィールド ゲートウェイおよびデバイスが

含まれます。 

 

クラウド ゲートウェイには、サーフェス領域が 2 つあります。1 つの面は、それに接続されたデバイスやフィールド 

ゲートウェイに面し、もう 1 つの面は、バックエンド サービスに面し、外部に接続する可能性があります。 

 

サービス: このドキュメントでは、サービスの定義は、データの収集および分析や、コマンドおよび制御のやり取りのた

めに、フィールド ゲートウェイまたはクラウド ゲートウェイを介してデバイスと接する、何らかのソフトウェア コン

ポーネントまたはモジュールです。サービスは、仲介役です。ゲートウェイやその他のサブシステムに対して、自らの ID 

で操作を行い、データを保存および分析し、データ洞察やスケジュールに基づいてデバイスに自律的にコマンドを発行し、

承認されたエンド ユーザーに情報や制御機能を公開します。 

 

ソリューション: 特定の IoT シナリオのソリューションは、ユーザーが提供したすべてのルール、拡張機能、コードな

どのシステム構築ブロックを組み合わせたものです。ソリューションの既知の範囲に固有のすべてのデータ ストレージ

および分析機能が含まれます。 

 

ソリューションは、企業の共有リソースとして存在するその他のシステム (CRM/ERP システム、他の基幹業務ソリュー

ションなど) と対話し、統合されます。特に予測メンテナンス ソリューション用に導入され、サポート技術者のジョブ 

チケット発行システムとして使用される CRM システムは、ソリューションの範囲に入りますが、多くの場合、CRM シ

ステムはカスタマー サポート用に既に配備されています。こうした場合、新しいソリューションは新たなシステムを導

入するのではなく、既存のサポート ジョブ チケット発行システムと統合します。 
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参考情報 

Azure IoT の詳細については、マイクロソフトの Web サイトを参照してください。 

 

次のマイクロソフト製品は、Azure IoT シナリオをサポートします。 

 

Azure IoT ソリューション アクセラレータ 

 

Azure IoT Hub 

 

Azure Storage 

 

Azure Data Lake 

 

Azure Cosmos DB 

 

Azure SQL Database 

 

Azure HDInsight 

 

Azure Stream Analytics 

 

Azure Service Bus 

 

Azure Event Hubs 

 

Azure Web Apps 

 

Azure Mobile Apps 

 

Azure Logic Apps 

 

Azure Notification Hubs 

 

Azure Machine Learning 

 

Azure Machine Learning Studio 

 

Power BI 

 

Azure Active Directory 

 

Azure Key Vault 

 

http://www.microsoft.com/ja-jp/server-cloud/internet-of-things.aspx
https://azure.microsoft.com/ja-jp/overview/iot/accelerators/
https://azure.microsoft.com/ja-jp/services/iot-hub/
http://azure.microsoft.com/ja-jp/documentation/services/storage/
https://azure.microsoft.com/ja-jp/solutions/data-lake/
https://azure.microsoft.com/ja-jp/services/cosmos-db/
http://azure.microsoft.com/ja-jp/services/sql-database/
http://azure.microsoft.com/ja-jp/services/hdinsight/
http://azure.microsoft.com/ja-jp/services/stream-analytics/
http://azure.microsoft.com/ja-jp/documentation/services/service-bus/
http://azure.microsoft.com/ja-jp/services/event-hubs/
https://azure.microsoft.com/ja-jp/services/app-service/web/
https://azure.microsoft.com/ja-jp/services/app-service/mobile/
https://azure.microsoft.com/ja-jp/services/app-service/logic/
http://azure.microsoft.com/ja-jp/services/notification-hubs/
http://azure.microsoft.com/ja-jp/services/machine-learning/
http://azure.microsoft.com/ja-jp/documentation/articles/machine-learning-what-is-ml-studio/
https://powerbi.microsoft.com/ja-jp/
https://azure.microsoft.com/ja-jp/services/active-directory/
https://azure.microsoft.com/ja-jp/services/key-vault/
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このドキュメントをサポートする参照情報や詳細情報については、以下を参照してください。 

 

Service Assisted 

Communication  

(サービス支援通信) 

http://blogs.msdn.com/b/clemensv/archive/2014/02/10/service-assisted- 

communication-for-connected-devices.aspx 

TCP http://tools.ietf.org/html/rfc793 

UDP http://tools.ietf.org/html/rfc768 

DTLS http://tools.ietf.org/html/rfc6347 

AMQP http://www.amqp.org/ 

AMQP Core http://docs.oasis-open.org/amqp/core/v1.0/os/amqp-core-overview-v1.0-os.html 

MQTT http://mqtt.org/ 

http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html 

CoAP http://en.wikipedia.org/wiki/Constrained_Application_Protocol 

OPC Foundation https://opcfoundation.org/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/OPC_Foundation 

WebSockets http://en.wikipedia.org/wiki/WebSockets 

TLS http://tools.ietf.org/html/rfc5246 

http://tools.ietf.org/html/rfc4279 

TPM の統合 http://www.trustedcomputinggroup.org/developers/trusted_platform_module 

Azure VPN http://azure.microsoft.com/ja-jp/services/virtual-network/ 

ExpressRoute http://azure.microsoft.com/ja-jp/services/expressroute/ 

VPN ゲートウェイおよ

びセキュリティで保護さ

れたクロスプレミス接続 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/dn133798.aspx 

Azure API アプリケー

ション 

https://azure.microsoft.com/ja-jp/documentation/articles/app-service-api-apps-

why-best-platform/ 

Azure Search https://azure.microsoft.com/ja-jp/documentation/articles/search-what-is-azure-

search/ 

Bing マップ http://www.bing.com/maps 

Service Fabric http://azure.microsoft.com/ja-jp/campaigns/service-fabric/ 

Akka http://akka.io/ 

http://blogs.msdn.com/b/clemensv/archive/2014/02/10/service-assisted-communication-for-connected-devices.aspx
http://blogs.msdn.com/b/clemensv/archive/2014/02/10/service-assisted-communication-for-connected-devices.aspx
http://blogs.msdn.com/b/clemensv/archive/2014/02/10/service-assisted-communication-for-connected-devices.aspx
http://tools.ietf.org/html/rfc793
http://tools.ietf.org/html/rfc768
http://tools.ietf.org/html/rfc6347
http://www.amqp.org/
http://docs.oasis-open.org/amqp/core/v1.0/os/amqp-core-overview-v1.0-os.html
http://docs.oasis-open.org/amqp/core/v1.0/os/amqp-core-overview-v1.0-os.html
http://mqtt.org/
http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Constrained_Application_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/OPC_Foundation
http://en.wikipedia.org/wiki/OPC_Foundation
http://en.wikipedia.org/wiki/WebSockets
http://tools.ietf.org/html/rfc5246
http://tools.ietf.org/html/rfc4279
http://www.trustedcomputinggroup.org/developers/trusted_platform_module
http://azure.microsoft.com/ja-jp/services/virtual-network/
http://azure.microsoft.com/ja-jp/services/expressroute/
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/dn133798.aspx
https://azure.microsoft.com/ja-jp/documentation/articles/app-service-api-apps-why-best-platform/
https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/app-service-api-apps-why-best-platform/
https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/app-service-api-apps-why-best-platform/
https://azure.microsoft.com/ja-jp/documentation/articles/search-what-is-azure-search/
https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/search-what-is-azure-search/
https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/search-what-is-azure-search/
http://www.bing.com/maps
http://azure.microsoft.com/ja-jp/campaigns/service-fabric/
http://akka.io/
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Akka.Net http://getakka.net/ 

Azure Batch https://azure.microsoft.com/ja-jp/services/batch/ 

MapReduce http://en.wikipedia.org/wiki/MapReduce 

Pig http://en.wikipedia.org/wiki/Pig_(programming_tool) 

Apache Storm http://storm.incubator.apache.org/ 

Apache HBase http://hbase.apache.org/ 

Apache Hadoop http://hadoop.apache.org/ 

Apache Hive http://hive.apache.org/ 

Apache Mahout http://mahout.apache.org/ 

CAP 定理 http://www.julianbrowne.com/article/viewer/brewers-cap-theorem 

https://en.wikipedia.org/wiki/CAP_theorem 

Azure Business 

Continuity Technical 

Guidance  

(Azure ビジネス継続性

テクニカル ガイド) 

https://msdn.microsoft.com/library/azure/hh873027.aspx 

Azure アプリケーション

の HA/DR 

https://msdn.microsoft.com/library/azure/dn251004.aspx 

Azure Storage  

レプリケーション 

https://azure.microsoft.com/ja-jp/documentation/articles/storage-redundancy/ 

Azure SQL Database 

(ビジネス継続性) 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh852669.aspx 

回復性の高いクラウド 

アーキテクチャ 

https://msdn.microsoft.com/library/azure/jj853352.aspx 

Designing a Scalable 

Partitioning Strategy 

for Azure Table 

Storage (Azure Table 

Storage のスケーラブル

なパーティショニング 

戦略の設計) 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/hh508997.aspx 

 

http://getakka.net/
https://azure.microsoft.com/ja-jp/services/batch/
http://en.wikipedia.org/wiki/MapReduce
http://en.wikipedia.org/wiki/Pig_(programming_tool)
http://storm.incubator.apache.org/
http://hbase.apache.org/
http://hadoop.apache.org/
http://hive.apache.org/
http://mahout.apache.org/
http://www.julianbrowne.com/article/viewer/brewers-cap-theorem
https://en.wikipedia.org/wiki/CAP_theorem
https://msdn.microsoft.com/library/azure/hh873027.aspx
https://msdn.microsoft.com/library/azure/dn251004.aspx
https://azure.microsoft.com/ja-jp/documentation/articles/storage-redundancy/
https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/storage-redundancy/
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh852669.aspx
https://msdn.microsoft.com/library/azure/jj853352.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/hh508997.aspx

