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名前
• 清水 崇之（しみず たかゆき）

• shimiz@amazon.co.jp

役割
• 西日本担当 ソリューションアーキテクト

• AWS 芸人 (http://www.slideshare.net/shimy_net)

好きな AWS のサービス
• AWS IoT

• Amazon Kinesis

• AWS Lambda / Amazon API Gateway

http://www.slideshare.net/shimy_net


ロボットアームでお絵かき

AWS IoT

ブラウザ ロボットアーム



IoT パビリオン
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3.まとめ



AWS を活用した IoT とは



IoT の様々なユースケース

ヘルスケア

家電・スマート
ホーム

小売製造, 物流, サプライ
チェーン

農業自治体

車



安全運行管理



酪農



農業



スマート家電

Wi-Fiルーター
REX-WFIREX1

ON!

Wi-Fiもうすぐ帰るから
エアコンを

つけておこう！

温度・湿度・照度を定期的に

測定し、AWS経由でアプリに

表示することも可能。

AWS IoT



IoT の活用

• 歩留まり改善

• メンテナンスの効率化

• 遠隔制御

• 資源の活用
(Condition based maintenance)

• 新コンセプトプロダクト

• データ販売

• コンサルティング

業務改善
イノベーション

IoT
活用

新規ビジネス
イノベーション



データを価値に変える

収集 保存 分析 活用

収集した
データを
リアルタイム
に基盤に転送

データを
長期的に保存、
検索

大規模データ
を高速に分析
（解析）

分析結果を
人が参照
しやすい形で
提供



データを価値に変える

収集 保存 分析 活用

収集した
データを
リアルタイム
に基盤に転送

データを
長期的に保存、
検索

大規模データ
を高速に分析
（解析）

分析結果を
人が参照
しやすい形で
提供

AWS の各種サービスを活用することで
アイデアの実現や本来のビジネスにフォーカスできる



AWS IoT の機能と使い方



AWS IoT

IoT に必要な機能を簡単にセキュアに利用できるサービ
ス

セキュアな
双方向通信

ルールベースの
アクション設定

デバイス SDK で
開発も簡単

•TLS1.2 を利用したクライアン
ト証明書による認証

•HTTPS と MQTTS を採用
•MQTT Pub-Sub による双方向
通信

•SQL ライクなルール定義で
メッセージを処理できるアク
ション

•AWS サービスとのシームレ
スな連携

C-SDK
(Ideal for embedded OS)

JS-SDK 
(Ideal for Embedded Linux Platforms)

Arduino Library
(Arduino Yun)

Mobile SDK
(Android and iOS)

•AWS IoT の各種機能をデバ
イスから利用可能

•SDK 以外にも汎用ライブラ
リも利用可能



デバイス SDK デバイス
ゲートウェイ

認証

ルールエンジン

AWS サービス
- - - - -

サードパーティ

シャドウ
アプリケーション

AWS IoT API

レジストリ



デバイス SDK 認証

ルールエンジン

AWS サービス
- - - - -

サードパーティ

シャドウ
アプリケーション

AWS IoT API

レジストリ

デバイス
ゲートウェイ



デバイスゲートウェイ

スタンダードプロトコル (no lock-in)

• 数百万のデバイスやアプリで MQTT や
HTTP1.1 プロトコルを使った通信ができる

• SDK 以外にも汎用ライブラリも利用できる

長期間のセッション保持によるクラウドを介し
たメッセージ送受信

• クライアント（デバイスやアプリ）は
制御信号やコマンドなどをクラウドから受信
できる

デフォルトのセキュリティ

• X509 証明書と TLS1.2 を使った相互認証

ハイスケーラブル
メッセージブローカー

Topic に基づいた
アーキテクチャ

(lights/thing-2/color)

{ “color”: “red” }



• M2M/IoT で利用されるコミュニケーションプロトコル

• OASIS スタンダードプロトコル (v3.1.1)

• ライトウェイト

• Pub-Sub メッセージ交換モデル

• リソースや回線帯域が限られているデバイスで利用

• AWS IoT では MQTT over WebSocket をサポート
• ブラウザなどから WebSocket を利用した双方向のメッセーシ交゙換が可能

• ユーザーの安全な認証のため WebSocket とともに Amazon Cognito も利用可能

MQTT プロトコルをサポート



MQTT Pub-Sub メッセージ交換モデル

Topic

Publisher 1 Subscriber 1

Publisher 2

Publisher 3

Subscriber 2

Subscriber 3

room1/temp

room2/humid

Topic を介してメッセージを双方向に送受信できる



MQTT Pub-Sub メッセージ交換モデル

Topic

Publisher 1 Subscriber 1

Publisher 2

Publisher 3

Subscriber 2

Subscriber 3

room1/temp

room2/humid

Topic を介してメッセージを双方向に送受信できる



MQTT Topic – ワイルドカード “#”

sensor/#

“sensor” 配下すべての
Topic を Subscribe

sensor/water/room1

temp

water

door

temp water door



MQTT Topic – ワイルドカード “+”

sensor/water/room1

temp

water

door

temp water

sensor/+/room1

“room1” に関する
Topic を Subscribe



MQTT QoS (Quolity of Service)

QoS=0
At most once

QoS=1
At least once

PubAck

Publish
Publish

ベストエフォート型
メッセージの到達を保証しない
オーバーヘッドは少ない

保証型
メッセージの到達を保証する
オーバーヘッドは QoS=0 に比べて
大きい



デバイス SDK

ルールエンジン

AWS サービス
- - - - -

サードパーティ

シャドウ
アプリケーション

AWS IoT API

レジストリ

デバイス
ゲートウェイ

認証



TLS を使った相互認証

証明書

プライベートキー

証明書
プライベートキー

証明書
プライベートキー

通常の Web サーバー

AWS IoT

AWS IoT

Web サーバー



AWS IoT が対応する2つのプロトコル

MQTT + TLS相互認証 AWS認証 + 
HTTPS

サーバ認証 TLS + Cert TLS + Cert

クライアント認証 TLS + Cert AWS API Keys

Confidentiality TLS TLS

プロトコル MQTT / MQTT over WebSockets HTTP

識別 AWS ARNs AWS ARNs

認可 AWS Policy AWS Policy

従来の AWS プロトコル



AWS IoT ポリシー

{
"Version": "2012-10-17", 
"Statement": [{ 

"Effect": "Allow", 
"Action":["iot:Publish"] 
"Resource": ["arn:aws:iot:region:12345:topic/foo/bar"] 

}, { 
"Effect": "Allow", 
"Action": ["iot:Connect"], 
"Resource": ["*"] 

}] 
}

証明書にアタッチ

デバイスが AWS IoT のどのリソース（トピックなど）に対して
どのような権限を与えるか、きめ細かい権限設定が可能



アプリケーションは Cognito Identity を利用

デバイス (IoT 証明書)
• Action: Subscribe
• Resource: /thing/123
• Effect: Allow

Cognito Identity (IoT ポリシー)
• Action: Publish
• Resource:/thing/123
• Effect: Allow

AWS IoT



AWS IoT 全体のセキュリティ

DynamoDB

AWSユーザ
• AWSセキュリティクレデンシャル
• IAMポリシー

AWSユーザ
• AWSセキュリティクレデンシャル
• IAMポリシーデバイス

• IoT証明書
• IoTポリシー

Cognito Identity
• 認証プロバイダトークン +

AWSセキュリティクレデンシャル
• IAMロールポリシー
• IoTポリシー AWSユーザ

• AWSセキュリティ
クレデンシャル

• IAMポリシー

IoT ルールエンジン
• AWS IAMロール
• AWSセキュリティ

クレデンシャル
• IAMロールポリシー

Lambda Kinesis



デバイス SDK

シャドウ
アプリケーション

AWS IoT API

レジストリ

デバイス
ゲートウェイ

認証

ルールエンジン

AWS サービス
- - - - -

サードパーティ



シンプル＆慣れた構文

・SQL 文を使ったトピックのフィルタ

・WHERE 句で条件を記述できる

・JSON サポート

メッセージ変換機能

・文字列操作 (正規表現サポート)

・算術計算

・コンテキストベースのヘルパー

・暗号, UUID, Timestamp, 乱数など

ルールエンジン

{ “color”: “red” 
}

SELECT <DATA> FROM WHERE <FILTER><TOPIC>

Turn to “green”

ルール



SQL リファレンス <TOPIC>

SELECT <DATA> FROM <TOPIC> WHERE <FILTER>

RDBMS と同じようにメッセージを検索可能

FROM のデフォルトは MQTT トピック

• SELECT * FROM mqtt(‘my/topic’)

• SELECT * FROM mqtt(‘my/wildcard/+/topic’)

• SELECT * FROM (‘my/topic’)



SQL リファレンス <DATA>

SELECT <DATA> FROM

• SELECT *

• SELECT deviceid, temp

• SELECT coords.latitude

• SELECT md5(deviceid) AS hash_id

値の代入も可能

• ${expression}

• ${topic() - md5(deviceid)}

• ${deviceid - temp}

メッセージサンプル

{

“deviceid” : “iot123”,

“temp” : 54,

“humidity” : 32,

“coords” : {

“latitude” : 47.61,

“longitude” : -

122.33

}

}

<TOPIC> WHERE <FILTER>



SQL リファレンス <FILTER>

演算子 意味 使用例

= Equal, comparison color = 'red'

<> Not Equal, comparison color <> 'red'

AND Logical AND color = 'red' AND siren = 'on'

OR Logical OR color = 'red' OR siren = 'on'

() Parenthesis, grouping color = 'red' AND (siren = 'on' OR isTest)

+ Addition, arithmetic 5 + 3

- Substitution, arithmetic 5 - 4

/ Division, arithmetic 8 / 2

http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/iot/latest/developerguide/iot-rules.html

SELECT <DATA> FROM <TOPIC> WHERE <FILTER>

http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/iot/latest/developerguide/iot-rules.html


SQL リファレンス <FILTER>

http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/iot/latest/developerguide/iot-rules.html

SELECT <DATA> FROM <TOPIC> WHERE <FILTER>

演算子 意味 使用例

< Less than, comparison color = 'red'

<= Less than or equal color <> 'red'

> Greater than, comparison color = 'red' AND siren = 'on'

>= Greater than or equal color = 'red' OR siren = 'on'

CASE … 
WHEN … 
THEN … 
ELSE … 
END

Case statement CASE location 
WHEN 'home’

THEN 'off' 
WHEN 'work’

THEN 'on' ELSE 'silent' END

http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/iot/latest/developerguide/iot-rules.html


AWS サービス
(直接連携)

アクション

ルールエンジンのアクション

AWS 

Lambda

Amazon 

SNS

Amazon 

SQS

Amazon 

S3

Amazon 

Kinesis

Amazon 

DynamoDB

外部のエンドポイント
(Lambda and SNS を経由)

AWS IoT から AWS サービスや外部のエンドポイントの呼び出しを行なう

その他 AWS サービス
(サービスを経由)

ルールエンジン

デバイス



AWS IoT と直接連携できるサービスは 12 個

Lambda 関数の実行

S3 バケットへの書込み

DyanmoDB へのデータ追加、
更新

SNS トピックまたは
エンドポイントへの書込み

Kinesis Stream への書込み

Firehose への書込み

AWS IoT への再パブリッシュ

Elasticsearch への書込み

CloudWatch アラーム送信

SQS キューへの書込み

CloudWatch メトリクスとして
キャプチャ

Machine Learning の
リアルタイム予測 API



Amazon Kinesis ストリームと連携

N:1 のインバウンドセンサーデータ (ノイズ除去)

センサーデータに対してフィルタ処理や変換処理をしてから Amazon Kinesis に連携

Kinesis Streams からエンタープライズアプリケーションへ

Kinesisで収集されたデータをデータベースやアプリケーション、その他のAWSサービスに連携

ルールエンジン Amazon Kinesis 

Stream KCL Apps

(or Lambda)

アーカイブ

データベース

その他のアプリ
AWS サービス

デバイス



Amazon SNS と連携

モバイルプッシュ通知

APNS (iOS), GCM (Android), ADM (FireOS), WNS(Windows ) などに対応

Amazon SNS -> HTTPエンドポイント(Or SMS or Email)

SNS 経由で HTTP ベースの外部エンドポイントをコール

Amazon 

SNS

Mobile Push

2

ルールエンジン

3

モバイルプッシュ通知
APNS, GCM, ADM etc.

その他エンドポイント
HTTP, SMS, Emailデバイス



Amazon Machine Learning と連携

Amazon

Machine Learning

ルールエンジン

Amazon S3

再学習

予測

異常検知

Amazon Machine Learning の学習結果から異常検知ルールを提供

継続的な予測精度の向上

Amazon Machine Learningの再補正を継続的に行なう

デバイス



AWS IoT → AWS Lambda → 外部のエンドポイント

AWS Lambda 関数

PolicyPrivate Key

& Certificate

Thing / Device

Rule
SDK

AWS IoT AWS Services

Execution

Role
Policy

外部のエンドポイント

Permission

Select * from ‘iotbutton/+’

Action

ルールエンジンAWS IoT ボタン



デバイス SDK

AWS IoT API

レジストリ

デバイス
ゲートウェイ

認証

ルールエンジン

AWS サービス
- - - - -

サードパーティ

シャドウ
アプリケーション



デバイスシャドウ

シャドウ

• デバイスの影（シャドウ）として振る舞
うクラウド上の仮想デバイス

• デバイスの現在のステータス、アプリ
ケーションから要求されたステータスを
JSON ドキュメントで管理される

• ドキュメントは AWS IoT 上で管理され、

API や SDK で操作できる

• アプリケーションからの要求をデバイス
に通知できる

• デバイスがオフラインでも次回オンライ
ン時にデバイスに通知できる

アプリケーション デバイス

オフライン



デバイスシャドウのステータス

reported desired delta

LED RED GREEN LED = GREEN

TEMP = 60F

ACCEL X=1,Y=5,Z=4 X=1,Y=5,Z=4

TEMP 83F 60F

{

"state" : {

"reported" : {

"led" : "RED"

},

"desired" : {

"led" : "GREEN"

},

"delta" : {

"led" : "GREEN"

} 

},

"version" : 10

}

シャドウは、reported, desired 及び delta の３項目があり
メタデータとバージョンをつけてステータスを管理する



デバイスシャドウの動作フロー

アプリケーション

シャドウ
デバイス

1. 現在のステータスをレポート

2. ステータスを保管
3. 現在のステータスを取得

4. ステータスの
更新をリクエスト

5. 更新されたス
テータスを同期

6. 最新のステータスをレポート

デバイスシャドウを使って、アプリケーションからデバイスへの変更
リクエストを通知するフロー



デバイスシャドウの MQTT Topic

UPDATE: $aws/things/{thingName}/shadow/update

DELTA: $aws/things/{thingName}/shadow/update/delta 

GET: $aws/things/{thingName}/shadow/get

DELETE: $aws/things/{thingName}/shadow/delete 

デバイス SDK でシャドウの MQTT Topic を利用
SDK を利用することでクラスを利用するだけで簡単に更新できる

シャドウ

MQTT Topic

デバイス SDK



夜間、消灯後に自動でお掃除

desired: {

“status”: “RUNNING”

}

shadow/update

vacuum/shadow/update

vacuum/update/delta

reported: {

“LightValue”: 55

}

ルールエンジン

シャドウ

シャドウ

センサーの値をトリガーに他のデバイスの動作を開始

select * from $/update/accepted 

where LightValue < 100

掃除ロボ

照度センサー



デバイス SDK

AWS IoT API

デバイス
ゲートウェイ

認証

ルールエンジン

AWS サービス
- - - - -

サードパーティ

シャドウ
アプリケーション

レジストリ



デバイスレジストリ

• key: value
• ファームバージョンやシリアル番号

など保存

• サポートやメンテナンス目的で利用
• マニュアルの URL やリファレンス

番号など保存

• 外部システム連携でも利用可能
• API や SDK から呼び出しできる

{

"thingName": " MyDevice3",

"defaultClientId": "MyDevice3",

"attributes": {

"Manufacturer": "Amazon",

"Type": "IoT Device A",

"Serial Number": "10293847562912”

} 

}

デバイス
レジストリ



AWS IoT API

デバイス
ゲートウェイ

認証

ルールエンジン

AWS サービス
- - - - -

サードパーティ

シャドウ
アプリケーション

レジストリ

デバイス SDK



AWS IoT SDK

AWS IoT を利用するためのデバイス向け SDK を提供
C / Arduino Yun / Javascript(node.js) をサポート

以下の機能を提供
• メッセージブローカーとの双方向接続のための

TLS1.2 セキュリティクレデンシャルの設定

• MQTT コネクションの管理

• 汎用 MQTT クライアントライブラリのラップ（Publish / Subscribe）

• デバイスシャドウの各種オペレーション

C-SDK

(Ideal for embedded OS)

JS-SDK 

(Ideal for Embedded Linux Platforms)

Arduino Library

(Arduino Yun)



AWS IoT SDK

C-SDK

(Ideal for embedded OS)

JS-SDK 

(Ideal for Embedded Linux Platforms)

Arduino Library

(Arduino Yun)

• 組込みデバイス向け

• C99 スタンダードに準拠

• 256KB 以上の利用可能な
メモリ領域が必要

• ご自分のプラットフォームへ
ポーティングすることで利用

• POSIX 対応

• Arduino IDE でスケッチ

• ライブラリを提供

• ハードウェアエコシステム

• NPM モジュールをインストー
ル(aws-iot-device-sdk)

• エンベデッドのサポート

• Linux ベースのボードでも利用
できる

• ハードウェアのアクセスも簡単



AWS IoT SDK

AWS IoT への

Publish/Subscribe

シャドウの利用

AWS SDK の ”iot-data”

ネームスペースを利用する

Cognito/SigV4 の認証

HTTPS プロトコル

AWS IoT デバイスSDK を

利用する

TLS1.2 の認証

MQTT プロトコル

AWS IoT への

コンフィグレーション

AWS SDK の ”iot”

ネームスペースを利用

する

Cognito/SigV4 の認証

HTTPS プロトコル

AWS サービス
全般

AWS IoT 専用

AWS IoT デバイス SDK



利用料金

AWS IoT に公開されたメッセージの数 (公開費用) と AWS IoT によっ
てデバイスまたはアプリケーションに配信されたメッセージの数 (配信
費用) に基づく。

• 12ヶ月間の無料枠

（毎月 25 万通のメッセージの公開と配信までご利用可能）

• 以降、100 万通のメッセージの公開と配信あたり 8 ドル

（東京リージョンの価格）



まとめ



AWS IoT

IoT に必要な機能を簡単にセキュアに利用できるサービ
ス

セキュアな
双方向通信

ルールベースの
アクション設定

デバイス SDK で
開発も簡単

•TLS1.2 を利用したクライアン
ト証明書による認証

•HTTPS と MQTTS を採用
•MQTT Pub-Sub による双方向
通信

•SQL ライクなルール定義で
メッセージを処理できるアク
ション

•AWS サービスとのシームレ
スな連携

C-SDK
(Ideal for embedded OS)

JS-SDK 
(Ideal for Embedded Linux Platforms)

Arduino Library
(Arduino Yun)

Mobile SDK
(Android and iOS)

•AWS IoT の各種機能をデバ
イスから利用可能

•SDK 以外にも汎用ライブラ
リも利用可能



AWS サービス
(直接連携)

アクション

AWS IoT と様々なサービスの連携

AWS 

Lambda

Amazon 

SNS

Amazon 

SQS

Amazon 

S3

Amazon 

Kinesis

Amazon 

DynamoDB

外部のエンドポイント
(Lambda and SNS を経由)

AWS IoT から AWS サービスや外部のエンドポイントの呼び出しを行なう

その他 AWS サービス
(サービスを経由)

ルールエンジン

デバイス



IoT の肝はデータ活用

収集 保存 分析 活用

収集した
データを
リアルタイム
に基盤に転送

データを
長期的に保存、
検索

大規模データ
を高速に分析
（解析）

分析結果を
人が参照
しやすい形で
提供

AWS の様々なサービスを活用することで
アイデアの実現や本来のビジネスにフォーカスできる



Thank you !


