
デバイス管理： IoT展開におけ
る複雑さを理解するには

IoTデバイスのライフサイクル管理について 

2020年3月

© Bosch.IO GmbH bosch.io/jp



1. はじめに 3

2. 企業IoTの展開における複雑性 5
2.1. デバイスとソフトウェアの多様性 5

2.2. 規模 6

2.3. セキュリティ 6

3. IoTデバイスのライフサイクル管理 7
3.1. エンドツーエンドのセキュリティ 7

3.2. 出荷前 8

3.3. 出荷後 8

3.4. 運用 8

3.5. 廃棄 11

4. 結論 12

目次

2デバイス管理

© Bosch.IO GmbH bosch.io/jp



企業では、さまざまなデバイスを使った複雑なIoTのシステムが必要とされま
すが、それらのデバイスはライフサイクル全体を通して管理される必要があり
ます。デスクトップコンピュータやスマートフォン、タブレットなどのOSと同様
に、IoTゲートウェイやエッジデバイスに対しても、セキュリティの強化や、新しい
アプリケーションのインストール、既存のアプリケーションの機能拡張などのた
めに、ソフトウェアの更新や設定変更といった頻繁なケアが必要となります。そ
こで本書では、堅牢なデバイス管理ソリューションが企業IoT戦略の成功の鍵と
なる理由を説明します。

1. はじめに
モノのインターネット (IoT) では、デバイスデータ、企業の基幹
データ、その他の情報を含めさまざまな情報ソースを組み合
わせることで、何かしらの見識や予測を得ます。そしてその知
識を既存のビジネスケースの強化や、新しいビジネスモデル
の構築に使用することが可能です。しかし企業向けIoTソリュー
ションの展開を成功させるには、そのすべての基盤となる「あ
る技術」を考慮することがきわめて重要となります。それが「デ
バイス管理」です。

blog.bosch-si.com 8つのIoTデバイス管理ユースケース

デバイス管理：将来を考えたIoT展開の鍵
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デバイスA、ファームウェア2.8

デバイスB、ファームウェア1.4

デバイスA、ファームウェア3.1

デバイスB、ファームウェア1.1

ゲートウェイA、ファームウェア3.0

ゲートウェイA、ファームウェア2.2

ゲートウェイB、ファームウェア1.5

ゲートウェイB、ファームウェア1.1

[図1] 
異なるファームウェアバージョ

ン、異なるゲートウェイモデルや
エッジデバイスが世界中に分布

IoTソリューションでは通常、デバイスが接続されます。Web対応デバイスは直
接、Web非対応デバイスはゲートウェイを通してWebに接続されます。絶え間な
く進化するデバイスの異種性と多様性は、企業IoTアーキテクチャの決定的要素
となります。
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2. 企業IoTの展開における複雑性

2.1. デバイスとソフトウェアの多様性
初期のプロトタイプ段階では、デバイスの接続方法とデバイスデータの分析から
どういった価値が得られるかを明らかにすることが重要な目標です。多機能な
デバイス管理ソリューションを検討することなく、この初期段階でIoTを展開して
しまう企業は、その後すぐに増加するデバイスやソフトウェア構成に対応できな
くなってしまいます。企業のIoTへの取り組みが拡大するにつれて、そのIoTソリ
ューションにはさらにさまざまなデバイスや接続方法が混在していくことになり
ます。こういった多種多様で分散したデバイスを使用するには、多様なファーム
ウェアバージョンにも対処しなければなりません。 

加えて最近では、エッジでさらに多くの処理と計算を実行するようになってきて
います。解析による価値を最大化するためには、エッジのソフトウェアを常に最
新版に更新していかなければなりません。そのため作業チームには効率的なリ
モートメンテナンスを可能とする集約的なツールが必要となります。ソリューシ
ョンを構成する部品すべてに対して、共通のデバイス管理プラットフォームを使
用することで、運用効率化を実現し、市場投入までの時間を大幅に短縮できま
す。 

ご存知ですか？ ボッシュのIoTプラットフォームを介してす
でに600万台以上のデバイスが接続されています。

出典：
マシナリサーチ、2016年
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しかしIoTを実現する上で
大きな難題となるのは、こ
の膨大な接続デバイス

数ではありません。それ
はむしろ、常に進化する
モノの異質性と多様性

で、これらは確実に処理
されなければな

りません。

モノのインターネットは、モノや機械を接続することにつきます。2020
年までに接続デバイス数は150億台を超えるとされています。
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2.2. 規模
多くのIoTプロジェクトはPoC（概念の実証）から始まり、少規模のユーザーとデ
バイスを用いた試作フェーズへと続いていきます。しかし、システムに統合される
デバイスが増えていくにつれ多様性が拡大し、世界中に分散した接続デバイスを
容易に管理、監視、そして保護するアプリケーションやAPIが必要となります。つ
まり、初期フェーズから本格展開まで規模を拡張することのできるデバイス管理
ソリューションを見つけなくてはなりません。「志は大きくとも小さいことから始
めよう」です。

2.3. セキュリティ
セキュリティは、小規模な展開でもデバイス管理プラットフォームを必要とする
理由の一つです。すべてのIT製品をパッチ適用可能にして、最新の業界セキュリ
ティ基準を満たすことを求める新しい法律の導入を政府は期待されています。こ
れを踏まえると、あらゆるIoTソリューションがセキュリティを基本要件として設
計される必要があります。ところが、IoTデバイスは、コスト要因のためにしばし
ば制約を受け、そのセキュリティ機能が制限されます。しかし、たとえ制約のあ
るIoTデバイスであっても、セキュリティの変更やバグ修正のためにファームウェ
アやソフトウェアを更新する能力は必要です。セキュリティを節約するどころで
はないのです。 

さらに詳しくは：
総合的IoTセキュリティ

について
bosch-iot-suite.com 

6デバイス管理

© Bosch.IO GmbH bosch.io/jp



3. IoTデバイスのライフサイクル
管理
企業IoTのシステムは長年続くことが予想されるため、デ
バイスとアプリケーションのライフサイクル全体を設計、
計画することが重要となります。 

このライフサイクルとは、セキュリティ、出荷前、出荷後、運用、そして破棄までの
ことを指します。IoTライフサイクルの管理は大変複雑で、また幅広い機能が必
要とされます。ここでは、IoTデバイス・ライフサイクルのいくつかの一般的要素
に焦点をあてます。ただし、詳細は使用されるデバイス管理プロトコルの種類に
よっても異なります。

3.1. エンドツーエンドのセキュリティ
デバイス認証は、安全な通信リンクを確立するにあたり特に重要です。IoTデバ
イスは、デバイス固有のセキュリティ証明書によって認証されます。これにより
作業チームは、脅威とみなされるデバイスを特定し、ブロックしたり切断したり
することができます。デバイスを認証する方法の一つは、製造時にデバイス固有
の秘密鍵と対応するデジタル証明書 (X.509など) を発行し、それらの証明書
の定期的なフィールドでの更新を行うことです。この証明書によって、TLS 相互
認証などの確立、および標準化された検証メカニズムに基づいたバックエンド
のアクセス制御が可能となります。またデバイス管理ソリューションは、必要に
応じて証明書を取り消すこともできます。

ローカル·ゲートウェイ

企業の基幹システム

ポータルとアプリ

デバイス

...

...

[図2] 
ボッシュのIoTプラットフォーム

が提供するセキュリティ対策

バックエンドとクラウドの実行環境

ボッシュ IoT 
リモートマネージャ

データ暗号化
証明書管理ロジック
ソフトウェアと証明書の安全な
更新処理 (ユースケースによりカスタマイズ)
フェールセーフ処理 / 整合性
チェック (ユースケースによりカスタマイズ)

サービス技術者向けの
安全なローカルアクセス

ゲートウェイの識別と登録
(ユースケースによりカスタマイズ)

クラウドのバックアップ＆復元プロセス

アプリケーション·
レイヤ·セキュリティ
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3.2. 出荷前 

デバイス管理では、接続されるデバイス内にエージェントが必要です。このエー
ジェントは、自律的にデバイスを監視するソフトウェアであり、必要に応じてリ
モートのデバイス管理ソフトウェアをデバイスと通信させることもできます。ま
た認証に有効な証明書を使用して、エージェントがリモートデバイス管理システ
ムに自動的に接続するよう設定します。

3.3. 出荷後

3.3.1.  デバイスの登録
IoTデバイスは、接続して認証を行う前にまず、システムに登録される必要があ
ります。デバイスは通常、シリアル番号、事前共有鍵、または信頼できる当局に
よって発行された固有のデバイス証明書に基づいて識別されます。

3.3.2.  初期プロビジョニング
IoTデバイスは工場出荷時設定の状態で出荷されるため、顧客ごとに異なるソフ
トウェア構成や設定などをもっていません。しかし、IoTデバイスがデバイス管理
システムに接続されると、ユーザーとIoTデバイスのマッチングを確認し、ユーザ
ーの関与なしに必要なソフトウェアコンポーネントや設定などを自動的に展開
する初期プロビジョニングプロセスを実行します。

3.3.3.  動的な設定変更
 IoTアプリケーションは非常にシンプルに始まり、成熟し、さらに時が経つにつ
れ複雑になっていきます。これには動的なソフトウェアの更新だけでなく、遠隔
での設定変更も実行されなくてはならない場合があります。そして、これらはユ
ーザーの関与やサービスの中断を伴わずに実施される必要があります。動的な
設定変更は、特定のIoTデバイスのみにも適用したり、IoTデバイスグループや、
登録されているすべてのIoTデバイスにも適用したりする必要があります。

3.4. 運用 

3.4.1. 監視
多様なIoTデバイスの組み合わせに対しては、デバイスの全体像を表示したり、デ
バイスの状態やセンサデータに応じて通知を行うためのルールを設定すること
ができる集約的なダッシュボードが必要となります。その規模と多様性に対応
するため、効率的な運用と監視には、デバイスを論理的なグループで柔軟かつ
動的に管理できることが重要といえます。
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デバイスそのものについては、異常が起きた時に最低限自動的に再起動するこ
と、またできれば自律的にトラブルシュートさせるウォッチドッグを使用すること
が必要です。

3.4.2. 管理
IoTの展開シナリオは、業界やアプリケーションによって異なる場合があります。
次章では、さまざまな種類のIoTデバイスに関連する最も一般的な概要につい
て説明します。 

デバイス管理システムは、こういった様々なタイプが混在する中、すべてのデバイ
スを管理できなければなりません。場合によっては、独自の管理プロトコルを実
行する必要もあります。

1. OSGi基盤のゲートウェイ
OSGi基盤のゲートウェイまたはルータは、スマートホームやインテリジェントビル、そして産業用途において非常
に一般的なデバイスです。これらのデバイスはさまざまな通信プロトコルを使用して多数のエッジデバイスに接続
する必要があるため、たいへん強力なものとなっています。さらに、複雑なソフトウェア機能を提供することもでき
ます。

OSGiは、サービス指向アーキテクチャ (SOA) の原則に従う、Javaベースのモジュラ・ソフトウェア・アーキテクチ
ャをベースにしています。OSGi環境のデバイス管理は、TR069 (ブロードバンド・フォーラム) とOMA-DM (オープ
ン・モバイル・アライアンス)によって標準化されています。このソリューションは、プラットフォーム、アプリケーシ
ョンおよびサービスのライフサイクル管理 (リモートインストール、アップデート、アンインストール、オンザフライ
の設定)、ファームウェアおよびファイルの更新、リモート設定およびプロビジョニング、リモート監視および診断 (
ステータスチェック、ロギング、監視など) 、リモートセキュリティ管理といった、非常に高度なデバイス管理機能を
提供します。

2. 3G / 4G対応M2Mデバイス
例えば工業用空気フィルタのような特定のIoTデバイスは、3G / 4Gモジュールを使用しており、比較的単純な目的
に合うよう設計されているものがあります。このようなデバイスでは、リソースに制約があり、完全なJava / OSGi
スタックを実行できない可能性があります。Java MEのCLDC (Connected Limited Device Configuration) 環
境は、スマートフォン以前に使用されていたものです。当時MIDletとして知られていたアプリケーションは、OTAP
(over-the-air provisioning、無線プロビジョニング) プロトコルを使用して、すでに無線通信経由で展開されてい
ました。このアプローチは以来、3G / 4G対応M2Mデバイスに採用されています。

3. エッジデバイス
エッジデバイスは、非常に限定されたシンプルな機能を備えています。これらはIoTデバイスの中でリソースが最も
制限されているデバイスのタイプであり、Java ME CLDCを実行することすらできません。代わりに、軽量なIoTメ
ッセージング・プロトコルのMQTTが実行されることが多くあります。このMQTTは、Lua、Python、C / C++など
のさまざまなプログラミング言語で利用でき、ファームウェア更新などの特定のデバイス管理運用の実行にも使用
されます。

www.osgi.org
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3.4.3. 一括デバイス管理
一括デバイス管理は、スケールアップ前の小規模なIoT展開では見落とされるこ
とがよくあります。単純なルールベースのアクションで最初は十分かもしれませ
んが、さまざまなデバイスから成るIoTプロジェクトの規模と多様性が拡大して
いくにつれ、制限もまた増えていきます。そこでデバイス管理アクション (ファー
ムウェア更新やルールベースのアクションなど) の適用対象となるデバイスの動
的な階層化や論理グループの作成を簡単に行えることが、展開や保守の効率を
向上させることになります。このような重要な機能は、開発チームがA/Bテスト
や実施管理を行う場合にも役に立ちます。 

3.4.4.  ソフトウェアおよびファームウェアの管理と更新
デバイス管理では、世界中に分散されたデバイス上のソフトウェアやファームウ
ェアを集中システムから更新する機能が必要です。これには、ファームウェアを
デバイスに送り込むことはもちろん、複雑なエッジ処理の出現によりファームウ
ェアパッケージから独立したソフトウェアコンポーネント単位で送り込むことも
含まれます。このようなソフトウェア更新の展開は、接続が切断された場合でも
信頼性を確保できるよう、デバイスグループ全体に対して実施される必要があり
ます。大部分のデバイスは世界中に分散したリモート環境に配置されているた
め、今後のIoTソリューションは無線通信を経由して更新されなくてはなりませ
ん。このため、より効果的なソフトウェアおよびファームウェアの保守の継続に
は、カスタム論理グループを作成してこれらのタスクを自動化できるようにする
ことが非常に重要となってきます。 

3.4.5.  1リモート設定
リモートで設定を変更できることは、運用チームにとってはとても重要です。い
ったんデバイスが出荷されると、フィールドにある各デバイスは、エコシステムの
進化に合わせるべく頻繁に更新されなくてはなりません。クライアントの認証を
再構成するためにクラウド側のURLを変更することや、再接続間隔を増減する
ことなどもその中に含まれます。そのため、複雑なルールに基づいて大量のデバ
イスへのアクションをトリガし、それらをスケジュールされた時間に繰り返し実
行する機能は、運用にあたり非常に重要となっています。 
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3.4.6.  診断
IoTのシステム展開は、ダウンタイムの最小化と運用の合理化を目的とした、絶
え間ない監視と診断を必要とする継続的プロセスです。このためデバイスが遠
隔地にある場合、管理者監査ログ、デバイス診断ログ、接続ログなどへのアクセ
スは、トラブルシューティングにおいて重要な機能の一つとなります。さらなる
分析が必要な場合、冗長なデバイスログのアップロードは、デバイス管理シス
テムからの遠隔指示でトリガすることで、時間節約と業務効率向上をはかれま
す。 

3.4.7.  インテグレーション
企業IoTソリューションは、デバイス管理機能にアクセスするための豊富なAPI
が必要となります。これにより、外部サービスを統合したりユーザーインターフ
ェイスやワークフローをカスタマイズしたりすることができます。 

3.5. 廃棄
廃棄はIoTソリューション全体に影響を及ぼす場合もありますが、専用コンポー
ネントのみに影響を与える場合もあります。たとえば、単一デバイスの交換また
は廃棄時です。この場合、証明書は失効処理をされなくてはならず、他の秘密ま
たは機密データは安全な方法で削除されなくてはなりません。 
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4. 結論
モノのインターネットの実現は、多角的ビジネスの革新を
呼び起こす変革の旅です。

IoTの革新の拡がりを考えると、企業にとってこの旅の初期で正しいデバイス管
理プラットフォームを選択することがきわめて重要となります。このプラットフォ
ームは、常に進化する企業のIoT環境の異質性と多様性に対応出来る必要があ
り、接続されたすべてのデバイスをそのライフサイクル全体にわたって管理でき
なくてはなりません。 

ボッシュIoTリモートマネージャは、資産管理やソフトウェア管理のみならずデ
バイスのライフサイクル全体を通してデバイス管理を行うことができ、多くの実
績と機能を備えたソリューションを提供します。さらに、当社のプロフェッショナ
ルサービスチームは長年にわたり、お客様によるIoTデバイス管理を手助けして
きました。お客様が重要な業務に集中している間、私たちがその経験と専門知
識でIoTへの旅の手助けをし、お客様のIoTのアイデアを形にします。

フルマネージド・クラウドサービスとして、ボッシュIoTリモートマネージャは、
ボッシュ・ソフトウェア・イノベーションズの管理による自動スケーラビリティ機
能を提供します。変化する負荷に対応し、また階層化機能に基づいた可用性を
保証してくれます。これを使用することにより企業は、IoTプラットフォームの開
発やホスティング、保守などではなく、価値を付加するIoTアプリケーション開
発に集中することができます。ボッシュIoTリモートマネージャは、ボッシュIoT 
Suiteの他のクラウドサービスと組み合わせることで、お客様をプロトタイプの
作成から本格的なIoT対応企業として運用できるまでに成長させてくれます。 

レポートを読む

bosch-iot-suite.com

顧客事例

あなたのIoTデバイス管理プラットフォームについて、十分
な情報に基づいた判断をしたいですか？ レポートを無料
でご覧になれます。「ヨーロッパのIoTプラットフォーム向け
PACイノベーションRADAR 2017」

モノのインターネットにはデバイス管理が必要
顧客事例：マン・ウント・フンメル社のIoT イニシアチブ 
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モノのインターネット
でのボッシュの役割
私たちは、接続性とは単なる技術ではなく、人々の生活の
一部であると考えています。接続することで自動車などの
移動手段を向上させ、未来の都市を形作り、住宅をよりス
マートにし、業界をつなぎ、そして医療をより効率化できる
のです。ボッシュはすべての分野において、接続された世
界に向けて取り組んでいます。

ボッシュ・ソフトウェア・イノベーションズでは、10年近くモ
ノのインターネットに取り組んできました。私たちの各業界
固有の専門知識、ソフトウェアの専門知識、そして組織的専
門知識で、お客様のデジタル化の手助けをします。

ツイッターはこちらから@Bosch_IO (英語)

ボッシュConnectedWorldのブログを訪ねてみましょう(英語)
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