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要約 
本書では、Amazon Web Services (AWS) の IoT (Internet of Things - モノのインターネット) 

で MQTT トピックを設計するためのベストプラクティスに焦点を当てています。ここでは、最

適な MQTT トピックスキーマの開発によって、クラウドとデバイス間の通信の可視性を向上

し、よりきめ細かなセキュリティアクセス許可を提供して、AWS IoT ルールエンジン、AWS 

IoT Device Shadow、AWS IoT Device Management、AWS IoT Analytics などの他の 

AWS IoT Core サービスとの統合オプションを強化することで、IoT アプリケーションのア

ーキテクチャ全体を改善する方法が説明されています。本書は、技術アーキテクト、IoT クラ

ウドエンジニア、組み込みエンジニアを対象としています。本書では、読者が基本的な 

MQTT の概念と用語を理解していることを前提としています。 
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はじめに 
AWS IoT Core は、制約のあるデバイス向けに設計された、幅広く採用されている軽量メッセ

ージングプロトコルである MQTT をサポートしています。MQTT の利用者は、MQTT トピッ

クを通じて体系化された情報を受け取ります。MQTT トピックは、パブリッシャーとサブスク

ライバー間のマッチングメカニズムとして機能します。概念的には、MQTT トピックは一時的

な通知チャネルのように動作します。 

AWS IoT Core で MQTT を使用する場合の最初の考慮事項の 1 つは、MQTT トピックの設計

方法です。MQTT トピックでは、現在のデバイス通信、クラウド側の操作、および将来のデバ

イス機能のバランスを取る必要があります。したがって、通信の権限を最小限に強制するのに十

分なスキーマを作成する一方で、将来のデバイスデプロイのサポートを困難にするような柔軟

性に欠ける構造は作成しない、理想的な MQTT トピック構造を設計することは難しい場合があ

ります。 

本書では、MQTT トピック設計のベストプラクティスとガイダンスを示します。さまざまなデ

バイスのメッセージパターンを解決するために実装できる、一般的に使用される MQTT トピッ

ク構造を概説し、さまざまな AWS IoT Core サービスを使用していくつかのサンプル設計パタ

ーンを適用します。 

MQTT の通信パターン 
IoT アプリケーションは、デバイス間、デバイスからクラウド、クラウドからデバイス、デバ

イスとユーザー間など、複数の通信シナリオをサポートします。パターンの範囲は大きく異な

りますが、MQTT の通信モデルの大半は、ポイントツーポイント、ブロードキャスト、ファン

インの 3 つの MQTT パターンから派生します。 
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ポイントツーポイント 

ポイントツーポイント通信パターンは、デバイスが MQTT でメッセージを一般的に送受信する

方法の基本的なビルディングブロックの 1 つです。2 つのモノが、通信チャネルとして単一の 

MQTT トピックを使用します。イベントを受信するモノは MQTT トピックにサブスクライブし

ます。メッセージを送信するモノは、同じ既知の MQTT トピックにパブリッシュします。この

アプローチは、エンドユーザーが自宅にあるモノに関する更新を受け取る、スマートホームシナ

リオで一般的です。次の例では、ロボットアームは、モバイルアプリケーションがサブスクラ

イブするトピックにメッセージをパブリッシュします。 

 

図 1: ポイントツーポイント通信での 1 対 1 のメッセージング 

ポイントツーポイント通信では、デバイス間の 1 対 1 の通信に限定されません。ポイントツー

ポイントは、1 対多の通信でも使用され、単一のパブリッシャーがデバイスごとに異なる 

MQTT トピックを使用して個々のデバイスにパブリッシュできます。このアプローチは、管理

者が特定のデバイスに他と異なる更新を送信する通知シナリオで一般的です。次の例では、修

理サービスは一連のポイントツーポイント通信を使用して、アプライアンスのリストをプログ

ラミングによりループし、メッセージをパブリッシュします。 
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図 2: ポイントツーポイント通信での 1 対多のメッセージング 

ブロードキャスト 

ブロードキャストパターンは、1 対多のメッセージングに使用されます。ブロードキャスト

パターンは、デバイスの大規模なフリートに同じメッセージを送信します。ブロードキャスト

では、複数のデバイスが同じ MQTT トピックにサブスクライブし、送信者はその共有トピッ

クにメッセージをパブリッシュします。ブロードキャストパターンの一般的な用途は、デバイ

スのカテゴリまたはグループに基づいてデバイスに通知を送信することです。例えば、気象ステ

ーションは、場所別にグループ化されているデバイスの現在の位置情報に基づいてブロードキャ

ストメッセージを送信します。 

次の図は、ブロードキャストパターンが、州内のすべてのバスがサブスクライブしている気

象トピックにメッセージを送信する例を示しています。現在の場所に基づいて、バスはメッ

セージを無視、または応答できます。 
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図 3: ブロードキャスト通信での 1 対多のメッセージング 

ファンイン 

ファンインパターンは多対 1 の通信パターンであり、ブロードキャストパターンの逆と考える

ことができます。複数のデバイスが、そのトピックに対する 1 人のサブスクライバーを持つ共

有トピックにパブリッシュします。ファンインパターンでは、パブリッシャーはすべて類似して

いるが固有の MQTT トピックを使用するため、サブスクライバーにはワイルドカードを活用

する機能が追加されています。ファンインパターンは、IoT アプリケーションへのテレメト

リの集約を容易にするためによく使用されます。 

次の例では、各エンドデバイスは、既知のグループ識別子を含む MQTT トピックにパブリッシ

ュします。AWS IoT ルールエンジンは、ワイルドカードサブスクリプションを使用してメッセ

ージを受信し、Amazon Kinesis Data Streams にルーティングします。具体的には、ロボッ

トアームは、特定の建物 (building1234) に関連付けられたファンイントピックにパブリッシ

https://aws.amazon.com/kinesis/
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ュされます。管理システムは、MQTT ワイルドカード (+) を使用してその建物のすべての更

新を受け取ります。 

 

図 4: ファンインパターンでの多対 1 の通信 

デバイスが MQTT を使用してクラウド経由で通信する場合は、サブスクライブしている単一の

エンドデバイスにファンインパターンを使用しないでください。このルーティングにより単

一のデバイスの MQTT 接続における調整不可能な制限に達する可能性があるためです。代わ

りに、AWS IoT ルールエンジン経由で IoT アプリケーションに大量のメッセージをルーテ

ィングするのにファンインパターンを使用します。大規模なファンインシナリオでは、AWS 

IoT ルールエンジンとワイルドカードサブスクリプションパターンと AWS IoT ルールエン

ジンのアクションを組み合わせて、Amazon Kinesis Data Streams、Amazon Kinesis Data 

Firehose、または Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) にルーティングします。 

通信ワークフロー 
一般的な 3 つの通信ワークフローは、デバイス間、デバイスからクラウド、クラウドからデバ

イスです。各ワークフローによって、MQTT トピックの順序が決まります。デバイス間の場

合、MQTT トピックにメッセージの送信者または受信者の識別子が含まれている必要がありま

https://aws.amazon.com/sqs/
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す。デバイスからクラウドの場合、MQTT メッセージにはターゲットアプリケーションに関す

る情報が含まれている必要があります。ターゲットアプリケーションは、デバイスに関する内

部メタデータを使用して MQTT メッセージを補強します。最後に、クラウドからデバイスへ

通信する場合は、MQTT メッセージには、重要なメッセージの確認を追跡するためのセッシ

ョン情報が含まれている必要があります。 

MQTT 設計のベストプラクティス 

一般的なベストプラクティス 

一般的なアプローチを共有する IoT の通信パターンの組み合わせは多数ありますが、デバイス

がメッセージをパブリッシュまたは受信する方法に関係なく、メッセージパターンに適用され

る複数のベストプラクティスがあります。このセクションでは、トピック構造の設計時に確認

および実装するための、いくつかの全体的なベストプラクティスについて説明します。 

MQTT トピックレベルでは、小文字、数字、ダッシュのみが使用されていることを確認する: 

MQTT トピックでは大文字と小文字が区別されるため、MQTT トピックを設計するときは、標

準の一連の命名規則を使用することが重要です。このため、お客様は各トピックレベルを作成

するときは、小文字、数字、ダッシュのみを使用する必要があります。お客様は、キャメル

ケースや、スペースなどのデバッグが困難な文字の使用を避ける必要があります。 

MQTT トピックレベルの構造が、一般的なものから具体的なものへのパターンに従っている

ことを確認する: トピックスキームが左から右に流れるのに伴い、トピックレベルは一般的な

ものから具体的なものへと流れます。例えば、HVAC システムは hv100 という名前の IoT プ

ラットフォームに関連付けられ、bld1518 という建物の地階にあり、モノの名前は hvac719 

であるとします。トピック構造は、一般的なグループ (この場合は IoT プラットフォームの名
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前) で始まり、最も具体的な ID であるモノの名前で終わります。この例では、次のトピックレ

ベル構造を作成します。 

 

MQTT トピックに関連するルーティング情報を含める: 関連するルーティング情報には、IoT ア

プリケーション識別子、デバイスが属する可能性があるグループ (設置されている場所など)、

IoT デバイスの固有の ID などが含まれますが、これらに限定されません。前の HVAC システ

ムの例を続行するために、MQTT トピック hv100/bld1518/basement/hvac719 には、関

連するすべてのルーティング情報が含まれています。この MQTT トピックに基づいて、識別

子 hv100 を使用してアプリケーション全体に関連するデータを取得するシステムを設計で

きるだけでなく、建物の場所など、メッセージをサブスクライブするためのさまざまな関心の

ある領域をターゲットにすることもできます。 

MQTT トピックにプレフィックスを付けて、データトピックとコマンドトピックを区別する: 

MQTT トピックがコマンドとデータのメッセージ間で重複しないようにしてください。デー

タとコマンドのトピックを示すために最初のトピックレベルを予約することで、IoT ポリシ

ーを使用してきめ細かな許可を作成し、パッシブなテレメトリコマンドとは別に、コマン

ドとコマンドレスポンスのステータスをモニタリングしやすくなります。例えば、AWS IoT 

Device Shadow を使用して、報告された状態と目的の状態を追跡し、パッシブでリアルタイ

ムのテレメトリデータには別のデータトピックを使用します。 

オペレーションプラクティスの一環として、提案された MQTT トピック構造をドキュメント化す

る: このドキュメントには、データのパブリッシュ、サブスクライブ、受信に使用できるすべ

てのトピックと、データの対象となるプロデューサーとコンシューマーが含まれている必要が
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あります。このドキュメントを見直して、AWS IoT の制限、内部セキュリティ要件、アプリケ

ーションのユースケースに準拠していることを確認します。 

MQTT 経由でデバイスとして接続するための MQTT クライアント ID として AWS IoT のモ

ノの名前を使用する: MQTT では、AWS IoT に接続するときに固有のクライアント ID が必要

です。MQTT クライアント ID として、デバイスごとに固有のモノの名前を使用します。クラ

イアント ID をモノの名前に一致させることで、IoT ログなどの情報を、関連する AWS IoT デ

バイスに関連付けることができます。さらに、クライアント ID がモノの名前と一致する場

合は、モノのポリシー変数などの追加機能を使用できます。モノのポリシー変数は、AWS IoT 

ポリシーにモノの名前やモノの属性などのモノのプロパティを含めることができるため、IoT 

デバイス全体でプロビジョニングする必要のあるポリシーの総数を減らすのに役立ちます。 

デバイスのモノの名前を、デバイスがデータのパブリッシュまたはサブスクライブに使用する 

MQTT トピックに含める: 特定のデバイス宛てのメッセージを追跡するには、デバイスによっ

てパブリッシュされる、または特定のデバイスに送信される MQTT メッセージの一部としてモ

ノの名前を含めます。モノの名前は、ルーティングトピック情報の後の MQTT トピックの末尾

近くまたは末尾に置く必要があります。 

AWS IoT Coreのデフォルトのサービス制限を見直す: 通信パターンは、調整可能な IoT サ

ービスの制限に合わせて設計します。AWS IoT には、AWS IoT Core サービスの使用に関連

して、複数の調整可能な制限と調整不可能な制限があります。トピックレビューの一環とし

て、AWS IoT の制限を見直し、MQTT トピックとデバイス通信が調整不可能な制限と競合し

ないようにします。 

MQTT メッセージのペイロードに、特定のメッセージに関する追加のコンテキスト情報を含め

る: このコンテキスト情報には、セッション識別子、リクエスタ識別子、ログ情報、またはデ

バイスがレスポンスの受信を想定しているリターントピックが含まれますが、これらに限定さ

れません。MQTT 3.1.1 仕様では特定のペイロード属性は必要ありませんが、関連する追跡情

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_service_limits.html#limits_iot
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_service_limits.html#limits_iot
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_service_limits.html#limits_iot
http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/csprd02/mqtt-v3.1.1-csprd02.html
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報を MQTT ペイロード内に含めることをお勧めします。セッション識別子、成功またはエラー

コードなどのフィールドを含む標準構造を作成することで、デバイスの動作の傾向をより簡

単に分析できます。また、通信スキーマを標準化することで、IoT チーム間で共有されるデバ

イスユースケースが強化されます。 

単一のデバイスに対するファンインシナリオが大きくなる MQTT の通信パターンを回避する: 一

部の AWS IoT 制限は、制限の引き上げの一環として引き上げることができず、多くの場合、単

一の MQTT 接続での最大パブリッシュインなど、デバイスごとのアクションと相関します。

他の多数のデバイスによってパブリッシュされている共有トピックに、単一のデバイスがサブ

スクライブすることを許可しないでください。このパターンを回避することで、単一の接続デ

バイスの制限 (特に 1 秒あたりの接続ごとのスループットの制限) に達するのを回避できる可能

性が高くなります。 

デバイスが複数レベルのワイルドカード (#) を使用してすべてのトピックにサブスクライブ

することを許可せずに、AWS IoT ルールの複数レベルのワイルドカードサブスクリプシ

ョンのみを使用する: 複数レベルのワイルドカードを使用すると、その特定のデバイスを対

象としていない可能性がある新しいトピックを誤って階層に追加した場合に、意図しない結

果を招く可能性があります。複数レベルのワイルドカードの使用は、AWS IoT ルールエン

ジンの一部として予約し、デバイスのサブスクリプションには単一レベルのワイルドカード 

(+) を使用してください。 

テレメトリのベストプラクティス 

テレメトリは、デバイスによって送信され、クラウドに集約される、読み取り専用のデータ

です。テレメトリは、通信用のファンインパターンとともに、デバイスからクラウドへのパタ

ーンに従います。テレメトリでは、オプションでより高い Quality of Service (QoS) のレベ

ルを設定する以外に、MQTT ブローカーからの確認メッセージは必要ありません。テレメト
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リはパッシブなアクティビティであるため、テレメトリの MQTT トピックは、コマンドなどの

アクティブなワークフローの MQTT トピックと重複することはできません。テレメトリトピッ

クは、エッジゲートウェイや 1 つのコーディネーターを持つメッシュネットワークなど、他の

デバイスに代わってテレメトリをパブリッシュする、より複雑なデバイスをサポートします。 

AWS IoT では、さまざまな AWS IoT サービスを使用してテレメトリの通信パターンをサ

ポートできます。テレメトリのユースケースをサポートするために、AWS IoT Basic Ingest 

トピックと標準の MQTT トピックを組み合わせて使用することをお勧めします。 

テレメトリでの AWS IoT Basic Ingest の使用 

Basic Ingest は、取り込みパスから pub/sub のメッセージブローカーを除去して、大量のデ

ータ取り込みワークロードのデータフローを最適化します。これにより、AWS IoT Core のすべ

てのセキュリティおよびデータ処理機能を引き続き利用しながら、デバイスデータを他の 

AWS のサービスに送信する、よりコスト効率の高いオプションを利用できます。デバイスが

メッセージブローカーのパブリッシュおよびサブスクライブの機能を必要としない場合は、

Basic Ingest を使用すると、AWS IoT ルールエンジンを通じてクラウドサービスのみにデー

タを送信できます。 

Basic Ingest は、IoT メッセージに対して関心を持つ唯一のサブスクライバーがバックエン

ドの IoT アプリケーションである場合、テレメトリの理想的なユースケースです。Basic 

Ingest では、特定の AWS IoT ルールに関連付けられている予約された MQTT トピック構造を

使用します。デバイスは、特定の AWS IoT ルールに関連付けられた予約済みトピックにパブ

リッシュでき、Basic Ingest によって、一致するルール名に関連する AWS IoT ルールアクシ

ョンがトリガーされます。Basic Ingest の MQTT トピック構造は、以下と同様の構文に従い

ます。 
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$aws/rules/<rule-name>/<optional-customer-defined-segments> 

この構文では、rule-name フィールドがトリガーされる AWS IoT ルールの名前と一致し、

optional-customer-defined-segments には、AWS IoT ルールアクションの一部とし

てルーティングまたはロギングに使用できる追加のトピックレベルが含まれます。 

AWS IoT Basic Ingest を使用するためのベストプラクティス  
Basic Ingest MQTT トピックのルール名の後に追加のルーティング情報を含める: ベスト

プラクティスとして、AWS では MQTT トピックのルール名の後に置かれるオプションのセグ

メントを使用して、置換テンプレート、AWS IoT ルール の SQL 関数、Where 句などの機能の

ために AWS IoT ルールで使用できる関連追加情報を含めることをお勧めします。MQTT トピ

ックの全体的なベストプラクティスと同様に、ルーティングや AWS IoT ルールの評価の一部と

して使用できるフィールド (アプリケーション識別子やデバイス識別子など) は、Basic Ingest 

トピックの末尾に追加する必要があります。 

Basic Ingest 向けに短くてわかりやすいルール名を選択する: AWS IoT ルールが Basic 

Ingest を介してデバイスによって直接使用される場合は、一貫性が得られるように、ルール名

が MQTT トピックのベストプラクティスに従っていることを確認することをお勧めします。ル

ールは予約された MQTT トピックに直接リンクするため、ルール名が短く、ルールの基礎とな

るユースケースを説明していて、MQTT では大文字と小文字が区別されるため、小文字とダッ

シュのみで構成されていることを確認します。 

テレメトリでの MQTT トピックの使用 

Basic Ingest の使用に加えて、従来の MQTT トピックも活用できます。これらのタイプの MQTT 

メッセージは、現在または将来他のデバイスによってサブスクライブされるパッシブな IoT デ

ータです。例えば、現在のステータスを送信するデバイスは、内部アプリケーションだけでな

く、デバイスの現在のステータスを必要とするユーザーにもデータがルーティングされる

https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-substitution-templates.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-sql-functions.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-sql-where.html
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ことを期待できます。このレベルの柔軟性を達成するために、標準の MQTT トピックを使用

してテレメトリを送受信できます。 

MQTTテレメトリトピックの構文 
次の例とセクションで、テレメトリの MQTT トピック構造について説明します。 

dt/<application>/<context>/<thing-name>/<dt-type> 

dt: メッセージのタイプを参照するプレフィックスを設定します。 

テレメトリトピックでは、データの略として dt を使用します。すべてのテレメトリトピック

では、アプリケーションにこの最上位プレフィックスを使用します。テレメトリに同じ値を再

利用することで、最初のプレフィックス値を参照して、メッセージのインテントを特定できま

す。この場合、dt トピックはテレメトリトピックです。 

application: デバイスに関連付けられている IoT アプリケーション全体を識別します。 

一般的に使用されるアプリケーション属性には、デバイスのハードウェアバージョン、または

メッセージの主要な取り込みポイントであるクラウドアプリケーションの内部 ID が含まれま

す。IoT アプリケーションは、包括的な IoT 製品の内部名に関連付けられるか、デバイスのハ

ードウェアの種類に特に関係します。アプリケーショントピックの部分はデバイスメッセージの

グループと相関し、イミュータブルであるため、MQTT テレメトリトピックのアプリケーシ

ョンプレフィックス部分は dt メッセージタイプの直後に配置されます。 

context: デバイスがパブリッシュするメッセージに関する 1 つまたは複数の追加コンテキス

トデータ。 

コンテキスト情報は、デバイスのプロビジョニング中に設定された情報に関連しています。例え

ば、工場出荷時の設定のコンテキスト情報には、施設内のデバイスの現在の物理的な場所を含

めることができます。コンテキスト情報のもう 1 つの例は、MQTT トピックの group-id です。
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group-id は、例えば、スマート電球のパッケージを購入して部屋の照明を制御するなど、特

定の属性に基づいて複数のデバイスが固有の関係を持つことを示します。group-id を使用す

ると、多数のデバイスのアクティビティを 1 つのユニットとして扱うことができます。 

thing-name: テレメトリメッセージを送信しているデバイスを識別します。 

dt-type (オプション): デバイスの特定のサブコンポーネント、またはエッジゲートウェイの

場合は、任意のダウンストリームデバイスにメッセージを関連付けます。 

複雑なデバイスには、多くの場合、センサー、アクチュエーター、個別のシステムオンチップ 

(SOC) など、特定のタスクを持つ複数のサブコンポーネントがあります。dt-type では、特

定のデバイスの各サブコンポーネントを個々の MQTT トピックに関連付けることができます。

例えば、車両の位置情報と方向を測定するサブコンポーネントがあります。このサブコンポー

ネントでは dt-type の値を geo にして、位置情報メッセージを加速度計などの他の自動車の

コンポーネントと区別できるようにしています。 

コマンドのベストプラクティス 

IoT アプリケーションでは、コマンドトピックを使用して、デバイスをリモートで制御し、コ

マンドが正常に実行されたことを確認できます。テレメトリとは異なり、コマンドトピックは

読み取り専用ではありません。コマンドは、2 台のデバイス間、またはクラウドとデバイスの

間で発生する可能性のある、往復するワークフローです。コマンドは実用的なメッセージであ

るため、コマンドメッセージの MQTT トピックをテレメトリトピックから分離します。 

AWS IoT でコマンドおよび制御オペレーションを実装するための複数のサービスを利用できま

す。目的の状態と報告された状態をクラウドに保存する機能を備えた AWS IoT Device 

Shadow は、個々のデバイスコマンドを実装するために推奨される AWS IoT サービスです。

AWS IoT ジョブは、ジョブ追跡用の Amazon CloudWatch メトリクスや、単一のデバイスの

複数の転送ジョブを追跡する機能など、追加の利点が得られるため、フリート全体のオペレー
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ションに使用すべきです。AWS IoT Device Shadow、AWS IoT ジョブのドキュメント、標

準の MQTT トピックを組み合わせて使用して、コマンドのユースケースをサポートすることが

できます。 

コマンドでの AWS IoT Device Shadow の使用 

AWS IoT Deviec Shadowサービスは状態の仲介として機能し、デバイスおよびアプリケーシ

ョンがデバイスのシャドウ状態を取得および更新できるようにします。このシャドウを使用し

て、MQTT または HTTP 経由でデバイスの状態を取得および設定できます。このシャド

ウには、コマンドとコントロールをサポートする次の個別の状態プロパティが含まれます。 

desired ステート: デバイスにコマンドを送信するアクセス許可を持つアプリケーションは、

リクエストされた目的の状態の変更をシャドウドキュメントの desired 部分に書き込むことが

できます。この desired ステートを更新することで、AWS IoT Device Shadow サービスは目

的の状態の変更を AWS クラウドに保存し、予約されたシャドウトピックを使用して MQTT メ

ッセージをデバイスに送信します。デバイスはシャドウのリクエストを受信すると、desired 

ステートから必要な変更を実行できます。 

reported ステート: モノの reported ステートには、デバイスによって最後にパブリッシュさ

れた現在の属性が保存されます。モノは、アプリケーションがシャドウのこの部分を読み取っ

て特定のデバイスの状態を判別している間に、ドキュメントのこの部分に書き込みを行なって

新しい状態を記録します。AWS IoT Device Shadow は、コマンドトピックの実装で、デバイ

スの属性を保存、取得、変更するために推奨される機能です。 

AWS IoT Device Shadow は、デバイスが現在オフラインであっても、コマンドを後で使用す

るために維持するような場合に使用します。例えば、GPS システムに新しい目的地がシャド

ウの desired ステートを介して送信されたがすぐに到達できなかった場合は、新しい座標は 

GPSの AWS IoT Device Shadow に残ります。GPS システムの接続が回復すると、GPS シス

https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-device-shadows.html
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テムは最後のシャドウの状態を能動的にリクエストし、新しい座標を取得できます。シャド

ウは、デバイスの属性に関する最後の報告された状態を保存するのにも最適です。 

AWS IoT Device Shadow を使用するためのベストプラクティス  

AWS IoT Device Shadow は、特定のデバイスの報告された状態を保存するとともに、コマン

ドと制御のための優れたメカニズムです。次のリストは、シャドウを使用したコマンドの効

率を最大化するためのベストプラクティスを示します。 

IoT のデバイス間でシャドウを共有しない: デバイスごとにコマンドを分けるには、各デバイ

スに独自のシャドウに対するアクセス許可があり、デバイスが単一のシャドウを共有していない

ことを確認してください。エッジゲートウェイや複数のサブコンポーネントを持つ大規模なデバ

イスアセットなどの複雑なシナリオでは、プライマリアセットは、ダウンストリームデバイ

スに関連付けられた複数の IoT のモノとシャドウを個別に使用する必要があります。 

シャドウは、1 秒あたりのトランザクション (TPS) が中から低の状態またはコマンドに使用す

る: シャドウは、分、時間、または日単位で発生する頻度の低い更新に最適です。シャド

ウは、アクションが成功したことを確認するために追加のトピックでパブリッシュするた

め、1 秒間に複数回、または 1 秒ごとに更新を送信するリクエストなど、高スループットのテ

レメトリには標準の MQTT コマンドトピックを使用してください。 

シャドウを使用して、デバイスのステータスメトリクスを保存する: 接続状況、デバイスセンサ

ーとコントロールユニットのステータス、およびこれらのサブコンポーネントに関するエラー

情報を含むが、これらに限定されない、デバイスの現在の状態に関する情報データを保存しま

す。デバイスの現在のステータスがわかっている場合は、コマンドのリクエスト中にアクシ

ョン可能な決定を行うことができます。 
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AWS IoT Device Shadow を使用して、現在のファームウェアバージョンを分類する: シャ

ドウは、デバイスがハードウェアにインストールされたファームウェアバージョンをレポート

するのに最適な場所です。ファームウェアは、サービスの major.minor.patch バージ

ョンをハイライトするフィールドなど、シンプルな属性である必要があります。 

オプションの clientToken フィールドと AWS IoT Device Shadow の更新を使用して、シ

ャドウメッセージの送信者を追跡する: clientToken は、サブスクライバーが MQTT アプリケ

ーションのリクエストにレスポンスを関連付けることができるようにするシャドウのフィール

ドです。デバイスがシャドウの更新リクエスト中に clientToken を設定する場合は、AWS 

IoT Device Shadow サービスは、その同じ clientToken を関連するシャドウの出力イベン

トに含めます。 

コマンドでの AWS IoT ジョブの使用 

AWS IoT ジョブは、AWS IoT に接続された 1 つ以上のモノに送信および実行される一連のリ

モートオペレーションを定義できるサービスです。コマンドのユースケースでは、ジョブに

よって、複数のステップの実行を必要とするタスクを実行できます。AWS IoT ジョ

ブには、トランザクションを完了するためにモノが実行する必要がある指示が含まれていま

す。AWS IoT ジョブは、IoT アプリケーション全体の信頼された管理者によってのみ実行さ

れる、ソフトウェアの更新など、フリート全体のオペレーションタスクに推奨される機能で

す。 

AWS IoT ジョブを使用するためのベストプラクティス 
モノのグループを使用して、AWS IoT ジョブのデバイスを体系化する: 現在のファームウェア

バージョン、ハードウェアバージョン、デプロイ環境 (例: ステージングや本稼働環境) など、

一般的なデバイス属性別に整理された複数のモノのグループを作成します。モノのグルー

プには、事業部門や場所など、共通の階層構造も必要です。デプロイ中に、モノのグループを

特定の AWS IoT ジョブのデプロイターゲットとして使用できます。 
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ステージングされたロールアウトを使用し、デバイスのジョブを使用してコマンドをデプロイす

る: デバイスのジョブは、フリート全体のオペレーションをデバイスに配信するための最適な

ソリューションです。複数の小さなデプロイを最初にフリートのサブセットに作成し、デバイ

スで変更を適用できるようにしてから、時間の経過とともに多数のデバイスにコマンドをロ

ールアウトします。数週間、数か月にわたって変更を進めることができるため、予期せぬ問題

が少なくなり、それ以前のロールアウト中に問題があった場合に迅速に対応できます。 

コマンドでの MQTT トピックの使用 

MQTT コマンドトピックの構文 
シナリオによっては、標準の MQTT パブリッシュおよびサブスクライブモデルを使用してコ

マンド通信を設計する場合があります。このような状況は、デバイスが一時的なコマンド (つま

り、この現在のタイプでのみ処理でき、デバイスが利用できない場合は失敗するコマンド) を

実行する必要がある場合や、複数のデバイスで 1 つのコマンドを同時に実行する必要がある場

合に発生することがあります。また、デバイスが高レベルの AWS IoT サービスを活用できな

いようなブラウンフィールド環境でも可能性があります。また、独自の MQTT トピックセッ

トを選択し、デバイスに対するコマンドや応答を定義するための柔軟性が必要な場合もありま

す。 

コマンドトピックの個別のセットを使用している場合は、テレメトリについて説明されている

ように MQTT コマンドトピックの同様のベストプラクティスに従います。コマンドトピッ

クには、他のデバイスにコマンドをパブリッシュまたは中継する複雑なデバイスに対する柔軟

性が必要です。コマンドトピックでは、基本的な属性の可視性も提供する必要があります。

MQTT コマンドトピックは、MQTT トピックとペイロードに基づいてオペレーション上の質

問に答えることができるように設計する必要があります。 

• コマンドの発信者は誰ですか? 

• コマンドの想定される受信者は誰ですか? 
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• コマンドは正常に処理されましたか? 

• コマンドの現在のステータスは何ですか? 

• コマンドが正常に処理されなかった場合、エラーは何ですか? 

これらの質問に加えて、コマンドがいつリクエストされたか、デバイスがいつ応答したかを確認

し、クラウド内のフリート間で任意の 1 つのリクエストの状態をモニタリングすることもでき

ます。 

コマンドリクエストの MQTT トピックを設計する場合は、次の構造に従います。 

cmd/<application>/<context>/<destination-id>/<req-type> 

コマンドは双方向の通信パターンであるため、コマンドに応答するために、次のような MQTT 

トピック構造を設計します。 

cmd/<application>/<context>/<destination-id>/<res-type> 

テレメトリトピックの設計はコマンドトピックの設計に類似しているため、このセクション

では、コマンドのリクエストとレスポンスが異なる IoT トピックの部分のみを説明します。 

cmd: メッセージのタイプを参照するプレフィックス。 

コマンドのトピックでは、コマンドの略に cmd を使用します。すべてのコマンドに cmd を付け

て、すべてのテレメトリに dt を付けることで、テレメトリ、コマンドは個別の MQTT トピッ

クに分離されます。 
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req-type: コマンドを分類します。 

シンプルなリクエストとレスポンスのパターンでは、req-type 属性は、req など 1 つのコ

マンドリクエストの静的な値にする必要があります。コマンドタイプが制限された場合、

MQTT メッセージはペイロードに追加データを含めます。 

デバイスが複数のデバイス、アクチュエーター、またはサブコンポーネントから構成されるよ

り複雑なシステムでは、req-type 属性はコマンドを受信できる各サブコンポーネントに関連

します。例えば、デバイスがモバイルの場合、デバイスをリモートで操作したり、デバイスの

周辺に関するナビゲーション情報を受け取ったりすることができます。このタイプのサブコン

ポーネントには、コマンドが単一または複数のプレーンにおいて操作が送信される nav の 

req-type があります。 

destination-id: このメッセージの送信先デバイスまたはアプリケーションを識別します。 

destination-id を含めることで、ターゲットデバイスは独自のコマンドトピックセットに

サブスクライブし、コマンドのリクエストを受け取ることができます。 

res-type: コマンドのレスポンスを示し、以前に送信されたコマンドに関連するレスポンスを

識別します。 

res-type を使用すると、単一のデバイスで、すべての受信コマンドの応答確認に対して 1 

つの単一レベルのワイルドカードサブスクリプションを使用できます。デバイスのコマンドが

制限されている場合、レスポンスのトピックでは、res などの静的フィールドを使用できま

す。 

MQTT コマンドペイロード構文 
コマンドの明確な MQTT トピック構造を作成することに加えて、メッセージペイロードのスキ

ーマを生成するようにしてください。MQTT ペイロード情報は、受信デバイスまたは IoT ア

プリケーションによって解析され、オペレーションを完了するために必要な追加のロジックが
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通知されます。MQTT コマンドの場合、コマンドメッセージのペイロードに次のフィールドを

含めます。 

session-id: 固有のセッションを識別します。 

リクエスタは、コマンドの session-id を生成し、それをリクエストペイロードに含めま

す。レスポンスのトピックでは、コマンド完了時に  session-id を使用します。

session-id を使用することで、AWS IoT ルールエンジンはコマンドのステータスを保存

および追跡し、リクエストがまだ転送中か、成功、またはエラー中かを判断できます。デバ

イスは、複数のデバイスと通信するときに転送中のリクエストを追跡することもできます。 

response-topic: コマンドには、アクションを実行するリクエストと、コマンドのステータス 

(成功またはエラー) を示すレスポンスがあります。レスポンストピックのハードコーディン

グを避けるため、MQTT コマンドでは、コマンドリクエストのペイロードに、レスポンストピッ

クのあるフィールドを含めることをお勧めします。デバイスは、レスポンストピックを使用して

レスポンスペイロードをパブリッシュします。例えば、次のコマンドトピックを考えてみま

す。 

cmd/security/device-1/cert-rotation 

このリクエストのペイロードには、IoT アプリケーションには、デバイス (device-1) がレス

ポンスを送信する先を示すフィールドと、追跡用のセッション識別子が含まれます。このコ

マンドのペイロード構造については、次の例を参照してください。 

{ 
     "session-id":"session-820923084792", 
     "res-topic":"cmd/security/app1/res" 
} 
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AWS でのアプリケーション 
次のセクションでは、AWS IoT を使用して MQTT トピックのベストプラクティスを実装する

ためのユースケースについて説明します。 

AWS IoT Device Shadow の例 

この例では、管理者が風力タービンにコマンドを送信して、タービンブレードの現在の角度を

変更して、近づいている風の変化に対応します。そのために、管理者はまず、AWS IoT 

Device Shadow を、デバイスにコマンドを発行するための主要なメカニズム、およびデバイ

スに関連する重要なデバイス読み取りのストレージ場所として活用します。 

このシナリオでは、次の詳細を前提としています。 

• モノの名前が turbine8000 の風力タービン 

• 管理者は、turbine8000 を対象とする一時的な IAM の権限で使用が許可されている

内部アプリケーションを利用 

• 管理者のセッション ID は session-admin100 

風力タービンの AWS IoT Device Shadowへのコマンドリクエスト 

管理者は、turbine8000 用に予約された MQTT のシャドウトピックを使用して AWS IoT 

Device Shadow にメッセージをパブリッシュします。コマンドペイロードには、シャドウの 

desired ステートの設定が含まれます。追跡の目的で、管理者は AWS IoT Device Shadow の

リクエストに clientToken としてセッション識別子も埋め込みます。 
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図 5: 風力タービンの AWS IoT Device Shadow へのコマンドリクエスト 

風力タービンでのコマンド処理 

シャドウを使用する場合は、エンドデバイスは複数の異なる MQTT トピックにサブスクライブ

して、AWS IoT Device Shadow サービスから適切な通知を受信します。少なくとも、デバイ

スが update/delta、update/rejected、get/accepted、get/rejected の予約済み

シャドウトピックをサブスクライブし、成功したシャドウリクエストと失敗したシャドウリク

エストを受け取るようにしてください。 

 

図 6: 風力タービンでのコマンド処理 
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この例では、風力タービンは、reported ステートが desired ステートと異なるというメッセー

ジを  update/delta で受け取ります。コマンドを処理する前に、風力タービンは 

clientToken フィールドをチェックしてリクエストの送信者を判断します。次に、メタデー

タのタイムスタンプフィールドを検査します。(一部のユースケースでは、コマンドは特定の

期間のみ有効と見なされます)。確認されると、風力タービンはブレードの角度を調整し、

update トピックを使用して新しい reported ステートでレスポンスをパブリッシュします。 

管理者に配信されるコマンドレスポンス 

管理者が  reported ステートの変更に関する更新を受け取るために、管理  UI は 

update/accepted および update/rejected トピックにサブスクライブします。タービン

が更新された状態を  AWS IoT Device Shadow にパブリッシュすると、管理者は、

update/accepted トピックで更新されたメッセージの確認を受け取ります。 

 

図 7: 風力タービンが AWS IoT Device Shadow に更新をパブリッシュ 

MQTT コマンドトピックの例 

スマートドアロックアプリケーションの場合、ユーザーは、承認された訪問者に対して一時キ

ーの発行をトリガーするコマンドをスマートドアロックに送信できる必要があります。一時キ

ーは、TTL、コード、許可されたユーザーに関する情報で構成されています。一時キーを作成
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する機能により、別のユーザーが指定された期間中にスマートドアロックを開くことができま

す。このユースケースは、住宅所有者が勤務中に訪ねてきた家族が自宅に到着してしまったと

いうようなシナリオに適用されます。 

このシナリオでは、次の詳細を前提としています。 

• 住宅所有者のモバイルデバイス ID は mobile-1 

• 承認された訪問者のモバイルデバイス ID は mobile-2 

• スマートドアロックは、住宅内の他のスマートドアロックのグループの一部としてイン

ストール済み (このスマートドアロックのセットには、groupId が group-3 と等

しくなる groupId のコンテキストあり) 

• 正面玄関のスマートドアロックの lockId は lock-1 

• スマートドアロックのハードウェアのシリーズ番号は series100 (シリーズ番号は、

この製品バージョンの固有の識別子) 

スマートドアロックのコードを生成するためのコマンドリクエスト 

住宅所有者はまず、承認された訪問者用に作成された一時アクセスコードをリクエストするた

めに、スマートドアロックにコマンドをパブリッシュします。コマンドペイロードには、住宅

所有者のモバイルデバイス識別子、ランダムに生成された、現在のリクエストを追跡するた

めのセッション識別子、コマンドのタイプを含むアクションフィールド、およびトピックフィ

ールドが含まれます。スマートドアロックは、トピックフィールドのトピックを使用して、

そのレスポンスを住宅所有者にパブリッシュします。 
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図 8: モバイルユーザーが正面玄関の一時認証情報をリクエスト 

リクエスト、レスポンス、テレメトリの詳細な仕様に基づいて MQTT メッセージを補強しま

す。例えば、ペイロードでコマンドのリクエスタを追加することで、アプリケーションはユー

スケースに基づいて異なるレスポンストピックを指定できます。住宅所有者がスマートドアロ

ックの一時的な認証をリクエストしたけれども、住宅内のすべてのドアロックに到達するのに応

答を必要とする場合は、トピックフィールドを変更してデバイスのグループに送信できます。 

スマートドアロックでのコマンド処理 

スマートドアロックは MQTT トピックからコマンドメッセージを受け取ります。このアプリケ

ーションでコマンドに一貫した命名スキーマを利用することで、スマートドアロックは特定の

コマンドトピックのコマンドのみを受け取るようにできます。このトピック設計により、スマ

ートドアロックは識別子の後に単一レベルの MQTT ワイルドカードを使用してサブスクライ

ブすることもできます。IoT アプリケーションによって新しいコマンドタイプが追加されるた

め、単一レベルのワイルドカードコマンドは後方互換性があります。 
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図 9:AWS IoT のデバイスゲートウェイからスマートドアロックに送信される

コマンド 

MQTT ペイロードを受け取ると、スマートドアロックはコマンドリクエストを解析して、実行

するアクションのタイプを決定します。この場合、コマンドは認証情報に関連しています。

デバイスは、コマンドペイロードからクライアント ID、セッション ID、およびレスポンスの

トピックも抽出します。住宅によっては認証済みの住宅所有者が複数いる場合があるため、ク

ライアント ID によって、どの住宅所有者がこの変更をリクエストしたのかを判定します。

この例では、action フィールドには、認証情報リクエストのタイプ、generate-password、

および一時キーに関連付けられたユーザーが含まれています。最後に、デバイスは MQTT メッ

セージのレスポンストピックフィールドを取得し、この情報を使用してレスポンスをパブリッ

シュします。 
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図 10: AWS IoT Core にパブリッシュされたスマートドアロックのレスポンス 

モバイルクライアントに配信されるコマンドレスポンス 

住宅所有者のモバイルクライアントは、グループ内の任意のスマートドアロックのコマンドレ

スポンスにサブスクライブします。モバイルクライアントが正常なコマンドレスポンスを受け取

るたびに、一時的なコードと追加の認証権限をデバイスで処理し、同時に AWS クラウドに保

存できます。その後、承認された訪問者は、OAuth 認証情報の交換、ドアの前に実際に居る

ことの証明など、追加のセキュリティ認証情報とともに一時コードを使用して、スマートロッ

クに一時コードを適用できます。 

このワークフローでは、アプリケーションは単一のデバイスに対してコマンドトピックを使用

しています。しかしながら、同様のワークフローを使用して、住宅内のすべてのドアに鍵をか

けるなど、グループ内の複数のデバイスに対してコマンドをリクエストできます。 
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図 11: AWS IoT Core からモバイルクライアントに送信されるコマンドレスポンス 

MQTT テレメトリトピックの例 

このセクションでは、部屋の使用状況をモニタリングするために建物全体に配置された一式の

占有センサーからのテレメトリを集計する例を説明しています。占有センサーは、AWS IoT 

Greengrass を実行しているローカルゲートウェイと通信します。その次に、AWS IoT 

Greengrass は MQTT トピックのすべてのセンサーのメトリクスを AWS IoT Core に配信し

ます。このユースケースではテレメトリに重点を置いているため、ローカルまたはアップスト

リームのいずれにおいても、AWS IoT Greengrass と AWS IoT Core の間でレスポンストピ

ックは必要ありません。 

このシナリオでは、次の詳細を前提としています。 

• 占有センサーの ID は occupancy-1 と occupancy-2 

• 建物は building-fresco 

https://aws.amazon.com/greengrass/
https://aws.amazon.com/greengrass/
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• 各センサーは building-fresco 内の特定のフロアとルーム名に配置 

• AWS IoT Greengrass のローカルゲートウェイの識別子は gateway-1 

• 現建物の自動化システムは、acme と呼ばれる内部プロジェクトと相互関係 

占有センサーから AWS IoT Greengrass へのローカルテレメトリ 

占有センサーごとに、1 分に 1 回、人が部屋を出入りするたびに占有状況の値をパブリッシュし

ます。占有センサーはデバイスの状態と正確に相関せず、代わりに部屋の状態を参照するた

め、このセンサーではテレメトリトピックで部屋の状態をパブリッシュします。ペイロー

ドには、タイムスタンプ、占有状況、部屋を使用していない場合に照明をオフにする省エネタ

イマーが含まれています。この占有センサーでは、建物内のセンサーの位置とその関連プロジ

ェクトに関するコンテキスト情報を含む MQTT トピックを使用しています。AWS IoT 

Greengrass Core は、すべての占有センサーのデータをローカルで受け取ります。 

 

図 12: ローカルの占有センサーが AWS IoT Greengrass にセンサーの読み取

りをパブリッシュ 
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エッジからクラウドへの AWS IoT Greengrass テレメトリ 

この例での AWS IoT Greengrass の主な役割は、複数の占有センサーからデータを集約し、

そのデータを AWS IoT Core に送信することです。AWS IoT Greengrass はクラウドへのロ

ーカルブリッジであるため、AWS IoT Greengrass では各センサーの占有状況にメタデータが

追加されます。AWS IoT Greengrass は、各メッセージに建物情報を追加して、建物の全体の

使用状況を 5 分単位で示します。また、AWS IoT Greengrass は、適切なアプリケーション識

別子の acme を含めることで MQTT トピックを補強します。 

 

図 13: AWS IoT Greengrass でテレメトリを集計および補強してから、 

AWS IoT Core へメッセージを転送 
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AWS IoT ルールエンジンで MQTT トピックを

使用するためのベストプラクティス 
AWS IoT ルールエンジンでは、AWS IoT Core に送信されるメッセージが AWS のサービスと

やり取りする方法を定義できます。AWS IoT ルールは、SQL の SELECT ステートメント、

トピックフィルター、AWS IoT ルールアクションで構成されています。SQL の SELECT ステ

ートメントでは、受信する MQTT メッセージからデータを抽出できます。AWS IoT ルールの

トピックフィルターでは、どの MQTT トピックが AWS IoT ルールアクションをトリガーする

かを指定します。 

AWS IoT ルールエンジンは、他の AWS のサービスへのメッセージの送信やデバイスへの再パ

ブリッシュにおいて重要な役割を果たします。AWS IoT ルールでは、運用メトリクスの収集、

データの強化、分析目的でのデバイステレメトリのデータ集約、エラーのトラブルシューテ

ィングなどのユースケースをサポートしています。 

AWS IoT ルールエンジンのテレメトリトピックとの統合 

次のようなテレメトリのトピック構造を使用することをお勧めします。 

dt/<application-prefix>/<context>/<thing-name>/<dt-type> 

application-prefix として定義された MQTT トピックのテレメトリパターンの 2 番目の

フィールドは、フリート内でデバイスを分類する不変の分岐点となります。アプリケーシ

ョンの共通属性は、デバイスのハードウェアバージョンまたは IoT アプリケーションの名前で

す。テレメトリの MQTT 構造を使用して、特定のアプリケーションバージョンに関連付けら

れているすべてのテレメトリを取得する AWS IoT ルールを作成できます。 

https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-rules.html
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{ 
  "sql":"SELECT *, topic(2) as applicationVersion, topic(3) as 
contextIdentifier FROM 'dt/#'", 
  "awsIoTSqlVersion":"2016-03-23", 
  "ruleDisabled":false, 
  "actions":[{ 
     ... 
  }] 
} 

MQTT トピック構造は階層を反映しており、このルールは MQTT トピック階層のさまざまな

部分を選択して、それらを新しいペイロードに挿入できます。これらの属性は、メッセージが

処理され、他の AWS のサービスに保存されるに伴い、さらなるコンテキストを提供します。 

AWS IoT ルールエンジンのコマンドトピックとの統合 

AWS IoT ルールエンジンは、コマンドが AWS IoT Device Shadow、AWS IoT ジョブ、ま

たは MQTT コマンドトピックを使用して送信されるかどうかにかかわらず、コマンドの成功ま

たは失敗に関する情報を取得するのに最適なサービスです。 

コマンドの成功の追跡  
AWS IoT ルールエンジンを使用して、個々のコマンドの成功率を追跡できます。AWS IoT 

ルールは、セッション識別子などのペイロード情報を推定し、有効期間の作成など、AWS IoT 

ルールの SELECT ステートメントに追加のメタデータを生成して、新しいメッセージペイロー

ドを一時的に Amazon DynamoDB などのデータストアに保存します。次の AWS IoT ルー

ルには、AWS のお客様向けにこのユースケースの一般的な実装を反映しています。AWS IoT 

ルールでは、各セッションを個々の Amazon DynamoDB レコードとして保存し、WHERE 

句はこれを受信コマンドとして識別するため、このルールでは、コマンドを In Progress とし

てマークする status という名前の定数を追加します。 

https://aws.amazon.com/dynamodb/
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{ 
  "sql":"SELECT session ID AS token,timestamp()/1000 as ttl, topic 
AS responseTopic, client ID AS requestorId, action.type AS 
commandType, 'In Progress' AS status FROM 'cmd/series100/# WHERE 
topic(5) == 'credentials' ", 
  "awsIoTSqlVersion":"2016-03-23", 
  "ruleDisabled":false, 
  "actions":[{ 
     "dynamoDBv2": { 
         "roleArn":"arn:aws:sns:us-east-1:12345678:sns_role", 
         "putItem":{ 
             "tableName": "command_sessions_table" 
         } 
     } 
  }] 
} 

IoT エコシステムがコマンドリクエストを受け取ると、前述のルールはすべての転送中コマン

ドのレコードを保持します。 

MQTT トピックのベストプラクティスに従うことで、レスポンスのトピックには、重複する情

報 (例: 元のセッション ID とスマートドアロックで使用されるレスポンスのトピック) がコ

マンド自体に含まれます。追加機能として、クラウドアプリケーションには、セッション ID を

使用し、レスポンスのメタデータからの情報を使用して特定のコマンドのステータスを更新す

る 2 つ目の AWS IoT ルールがあります。 

次の例を参照してください。 

{ 
  "sql":"SELECT session ID AS token, timestamp()/1000 as ttl, 
topic() AS responseTopic, client ID AS requestorId, res.code AS 
responseCode, 'Complete' AS status FROM 'cmd/series100/# WHERE 
topic(5) == 'res' ", 
  "awsIoTSqlVersion":"2016-03-23", 
  "ruleDisabled":false, 
  "actions":[{ 
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     "dynamoDBv2": { 
         "roleArn":"arn:aws:sns:us-east-1:12345678:sns_role", 
         "putItem":{ 
             "tableName": "command_sessions_table" 
         } 
     } 
  }] 
} 

AWS IoT ルールエンジン機能と MQTT トピックの連携 

AWS IoT ルールの使用を定義するときは、MQTT トピックと AWS IoT ルールエンジンに関連

する次の推奨事項を確認してください。 

• topic(Decimal) ルール関数を使用して、MQTT トピックに含まれるコンテキスト情報

で MQTT メッセージを補強します。 

• timestamp() ルール関数を使用して、メッセージが AWS IoT Core に到達した時刻を

関連付けるタイムスタンプを含めます。 

• コマンドが JSON の場合は、AWS IoT ルールエンジンの SELECT および WHERE 句

で、セッション ID などのコンテキストペイロードのメタデータを参照します。追

加のペイロード情報を使用して、ルールがトリガーされるかどうか、およびトリガー

されるタイミングを決定できます。 

• AWS IoT ルールアクションで置換テンプレートを使用して、トリガーされる AWS IoT 

ルールアクションの一部として変数を表します。置換式により、スケールやダウンスト

リームの AWS IoT ルールアクションへの動的なルーティングが簡単になります。 

• コマンドまたはリクエストの完了を追跡するには、AWS IoT ルールエンジンを使用し

て、Amazon DynamoDB などのサービスにデータとステータスを保存します。メッセ

ージが処理されるに伴い、データは TTL フィールドを使用して Amazon DynamoDB 

から自動的にアーカイブされます。コマンドが高スループットレートで送信される場

https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-sql-functions.html#iot-function-topic
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-sql-functions.html#iot-function-timestamp
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-sql-select.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-sql-where.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-substitution-templates.html
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合は、 AWS IoT ルールエンジンと  Amazon Kinesis を活用して、 Amazon 

DynamoDB に保存する前にデータをバッファできます。 

• AWS IoT ルールの WHERE 句を使用して、AWS IoT ルールアクションに適用されな

いメッセージをフィルターします。WHERE 句は、get_thing_shadow(thingName, 

roleARN) または aws_lambda(functionArn, inputJson) などの JSON ペイロードま

たは AWS IoT ルールエンジンの関数で使用できます。 

• AWS IoT Core がメッセージを受信した後、Amazon Kinesis や Amazon SQS などの 

AWS のサービスを使用して、メッセージのパブリッシュ先の MQTT トピックとともに

メッセージペイロードをバッファします。メッセージがバッファされると、AWS 

Lambda または Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) で独自のロジックを

実行して、ペイロードまたはトピックからフィールドをマッピングし、個々のデバイ

ス、デバイスのタイプ、またはデバイスグループに関連する追加のメタデータでペイ

ロードを強化できます。 

まとめ 
MQTT は、シンプルで安全、柔軟で堅牢な IoT で利用されるプロトコルです。これにより、デ

バイスとクラウド間の通信ネットワークを定義して、より多くのお客様のユースケースに適合

するように調整できます。本書では、AWS IoT で MQTT を使用する最初のステップをサポー

トするために、IoT デバイス通信のスケーリング方法を確認する際に使用できるベストプラク

ティス、ガイドライン、考慮事項をいくつか紹介しました。 

AWS IoT では、さまざまなユースケースに関連するさまざまな MQTT の通信パターン (ポ

イントツーポイント、ブロードキャスト、ファンイン) を定義できます。さらに、AWS IoT 

サービスでは、AWS IoT ジョブ、AWS IoT Device Shadow、AWS IoT ルールエンジンな

どの追加のマネージドサービスを提供しています。 

https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-sql-functions.html#iot-sql-function-get-thing-shadow
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-sql-functions.html#iot-sql-function-get-thing-shadow
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-sql-functions.html#iot-func-aws-lambda
https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/ec2/
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IoT のソリューションをスケーリングする場合は、テレメトリとコマンドを定義するためのベ

ストプラクティスを使用して、MQTT の設計全体が本書で説明している MQTT の全体的な

ベストプラクティスと競合しないようにしてください。 

最後に、IoT のトピック構造がクラウドでの運用とビジネスの可視性にどのように影響する

かを検討してください。強固なビジネス価値を実現するには、AWS IoT ルールを計画、開

発、設計、使用して、IoT アプリケーションの MQTT トピックスキーマを十分に活用する必

要があります。 

寄稿者 
本書の執筆に当たり、次の人物および組織が寄稿しました。 

• Olawale Oladehin (ソリューションアーキテクト、AWS IoT) 

参考資料 
詳細については、以下を参照してください。 

• AWS ホワイトペーパー 

• AWS IoT Core ドキュメント  

https://aws.amazon.com/whitepapers/
https://aws.amazon.com/whitepapers/
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/index.html
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ドキュメントの改訂 
日付 説明 

2019 年 5 月 Basic Ingest を更新しました。 

2018 年 10 月 初版発行 
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