
IoTの5つのC
IoTデバイス設計の多面的な課題に対する 
包括的なアプローチ



競争環境でIoTデバイスを確実に成功させる
今日、私たちは、何百憶ものモノのインターネット(IoT)デバイスに取り囲まれてい

ます。今後数年のうちには、さらに数十億のIoTデバイスがインターネットに接続す

ることになるでしょう。多くの人々や組織が、生産性と利益を高めるためにIoTデバ

イスを使用しています。IoTデバイスは非常に便利ですが、狭い空間に多数配置する

には、デバイスのデザイン、テスト、性能、セキュリティーの面で複雑さが増します。

これらのデバイスのテストは、今日のデザインエンジニアやデバイスメーカーが直

面している最大の課題の1つです。IoTの成功には、IoTデバイスのライフサイクル全

体にわたる5つのCの課題への取り組みが欠かせません。

 • Connectivity（接続性）

 • Continuity（継続性）

 • Compliance（コンプライアンス）

 • Coexistence（共存）

 • Cybersecurity（サイバーセキュリティー）

IoTデバイス設計とテストの多面的な課題に取り組むには、包括的なアプローチが必

要です。デザインエンジニアとメーカーは、IoTの信頼性と安全性の高い未来を確実

にするために、これらの課題に取り組む必要があります。

万全なIoTデバイス
はじめに



目次



接続性(Connectivity)
IoTデバイスの信頼性の高い無線性能を 
実現する方法を紹介します。

第1章
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第1章

接続性(Connectivity)
IoTの強固な基盤
遠隔機械、遠隔手術、スマートグリッドにおけるエネルギー分配などのアプリケー

ションにより、これまで接続されていなかった産業にも、IoTは急速に普及してい

ます。

多くの無線テクノロジーがこれらのアプリケーションをサポートしています。テク

ノロジーには、モバイル決済用の近傍界通信、無人遠隔気象観測所用の静止衛星、

Bluetooth®、無線LAN、ZigBee、ポイントツーポイント無線通信、セルラー方式な

どがあります。

接続性は設計者に新しい課題をもたらします。特にミッションクリティカルなアプ

リケーションでは、非常に複雑なシステムや密集して配置されたデバイスが、高い

信頼性で確実に動作する必要があります。進化する無線規格は、デバイスの開発や

テストをさらに複雑にしています。

Bluetooth®およびBluetooth®のロゴはBluetooth SIG,Inc.の登録商標です。キーサイト・テクノロジーによるその使用はライセンスの下に行われています。
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無線接続テストの5つの主要な課題
無線接続における5つの主要な課題を以下に示します。

 • RFに関する知識 – 設計者は、開発／製造段階で使用するテストソリューション
を理解している必要があります。

 • 被試験デバイス(DUT)の制御 – 設計者は、実際の動作モードをシミュレートし
て、OTA(Over-The-Air)で無線周波数(RF)性能を測定できる必要があります。

 • RFテストカバレージ – 研究／設計／製造段階でテストするRFパラメータが不
明確であると、テストの妨げになる可能性があります。

 • テストコスト – 企業は、テストコストと、需要量の増加に容易に対応できる拡
張性と信頼性の高い製造テストシステムの必要性とのバランスを取る必要があ
ります。

 • テスト結果の信頼性 – 他のテスト方法では不十分な場合、ミッションクリティ
カルなIoTデバイスの品質と信頼性を確保するための方法を模索する必要があ
ります。

IoTデバイスは、以前よりも、小型で、低価格で、長寿命であることが求められてい

ます。デザイン／検証エンジニアは、ミッションクリティカルなIoTオペレーション

との間の無線通信が一定で信頼性が高く、安全なものであることを保証するために、

これらの課題に対応する必要があります。
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Application note:  
IoTカフェのメニュー：IoT無線テクノロジー入門

さらに詳しく学びたい方へ

無線デザイン／テスト課題への対処
以下に、IoTデバイスのデザイン／テストの負担を軽減するために役立つ5つのヒン

トを示します。

ヒント1：  

他のすべての要因が同じ場合は、より低い周波数を使用して範囲を広げます。例え

ば、900 MHz信号は、2.4 GHz信号よりも遠くまで伝搬されます。60 GHz信号の

範囲は、5 GHz信号よりも大幅に狭くなります。

ヒント2：  

ノイズや干渉の影響を受けにくい低速なデータレートを使用して、特定の一連の要

因での範囲を拡大し、信頼性を高めます。

ヒント3：  

通信範囲、ノード数と相互作用モデル、データレート、電源、規制上の問題などの

要因を考慮します。

ヒント4：  

特別なテストコードを記述したり、デバイスへのプログラミング接続をセットアッ

プしなくても、テスト用のハードウェアとソフトウェアから構成され、適切なRFテ

ストを実行できる完全なテストソリューションを探します。

ヒント5：  

OTAシグナリング試験ソリューションを使用して、パラメトリックテスターに関連

する複雑さとコストを軽減します。
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https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-05810/application-notes/5992-2412.pdf
https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-05810/application-notes/5992-2412.pdf


接続性(Connectivity)
IoTデバイスのバッテリー寿命を 
最適化するためのステップを説明します。

第2章
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継続性(Continuity)
第2章

IoTデバイスの設計者にとっての大きなハードル
コンピューターに情報を送信するウェアラブルデバイスでも、住宅用警報システム

のネットワーク接続されたモーションディテクターでも、新しいIoTデバイスに求め

られるもののトップは、長いバッテリー寿命です。消費者は多くの場合、アプリケー

ションやデバイスに対してバッテリー寿命が長いことを期待しています。例えば、

スマート農業や産業用のセンサは、充電せず長期間（一般的に10年以上）動作するこ

とが求められます。

信頼性が低く寿命が短いバッテリーでは、意図したとおり便利になるどころか、混

乱が生じます。IoT戦略をビジネスの中核に据えている場合、非効率的な電力消費が

問題となります。
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IoTデバイスの設計者が必要とする主要な洞察
多くの場合、バッテリーの駆動時間を長くすることは難しく、以下のことを行う必

要があります。

 • センシング／プロセッシング／制御／通信コンポーネントを組み込み、周辺機
器の動作やそれぞれの機器の消費電力を把握する。

 • 低消費電力デバイスの測定要件を理解する。（図1）

 • 性能と消費電力の最適なバランスを実現して、バッテリー寿命を最大化する。

 • 回路のデザインサイクルを短縮して、市場投入までの期間目標を達成する。

図1.　低消費電力のデバイスと測定要件の例

注記：バッテリー駆動のIoTデバイスは、スリープ、ウェイクアップ、重要なタスク

（センシング、測定、エッジコンピューティングなど）を実行します。デバイスはそ

の後、基地局またはピアノードとの通信の後、スリープサイクルに戻ります。これ

らのタスクはそれぞれ電流を消費します。

ダイナミック電流波形プロファイル

時間

電流プロファイルを検証し、 
シミュレーションと比較して最適化したい デバイス動作の遷移電流を 

正確に測定したい

シミュレーションと比較して 
電流プロファイルを検証し、最適化したい

デバッグに役立つ小信号や 
スパイクを見逃したくない

電
流
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IoTデバイスのバッテリー寿命の最大化
以下に、バッテリー寿命を最大化するための4つのヒントを示します。

ヒント1：  

ナノアンペアからアンペアまでの消費電流を可視化し、スリープモードからアクティ

ブモードまでのIoTデバイスの広い電流範囲をカバーする。

ヒント2：  

消費電流波形とサブシステムのイベント（RF無線機動作、ポンプ動作、ディスプレ

イ点灯など）を相関させて、サブシステムの消費電流をより詳細に解析する。

ヒント3：  

デバイスのOTAシグナリング制御を実行して、実環境での動作をシミュレートし、

実環境動作中の消費電流を測定する。

ヒント4：  

費やした合計時間を計算し、各イベントまたはサブシステムの消費電流を測定し、

実環境における動作をシミュレートしながらデバイスのバッテリー寿命を予測する。

eBook： 
IoTデバイスのバッテリー寿命を最適化するための4つのヒント

さらに詳しく学びたい方へ
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コンプライアンス(Compliance)
規制基準やテスト要件を詳細に説明します。

第3章
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進化する規制に対応
無線機器はユーザーに利便性をもたらします。しかし、一般的な無線規格の利用が

拡大するにつれて、輻輳による無線通信障害が発生します。これは、断続的でトレー

スが難しい問題です。輻輳に対処するために、標準化団体や規制機関は、無線スペ

クトラムを効果的かつ効率的に利用するための勧告や規制を通達してきました。規

制機関としては、米国連邦通信委員会(FCC)や、欧州連合(EU)の規制を定める欧州

委員会などがあります。その他の規制機関としては、韓国放送通信委員会やカナダ

のイノベーション・科学経済開発省などがあります。

IoTデバイスメーカーにとっては、デザインからテスト検証、製造、展開に至るまで

の製品のライフサイクル全体を通じて、プリコンプライアンステストとコンプライ

アンステストを実行することが不可欠です。これにより、メーカーは、市場初の画

期的な成果を達成し、市場での競争力を保つことができます。

第3章

コンプライアンス(Compliance)
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グローバル市場に参入するための障害
IoTデバイスメーカーは、自社製品がグローバル市場の規制の枠組みに準拠している

ことを証明する必要があります。

また、多くの場合、競争の激しい市場で優位に立とうとしながら、世界中のさまざま

な規制に準拠するという課題に直面します。課題としては、以下があります。

 • 市場投入時期のプレッシャー - デザインエンジニアは通常、スムーズな世界市
場への進出を実現すると同時に、最新の規格を順守するという課題から、厳し
い製品発売スケジュールを守るために奔走することになります。

 • 規制テストの複雑さ – 規制は随時変更されるため、規制テストが複雑になりま
す。テスト機器メーカーからのアップグレードが遅いと、スケジュールが圧迫
されます。

 • 多額の設備投資 - 通常、大規模な規制テストシステムには多額の設備投資が必
要です。
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実環境で成功に立ちはだかる壁を打破する
課題があっても、IoTデバイスのメーカーは以下のヒントに従うことにより、製

品の発売スケジュールを守ることができます。

ヒント1：プリコンプライアンス・テスト・プランをデバイスのデザイン 

スケジュールに組み込む。
デバイス設計者は、デザインサイクルの各段階でプリコンプライアンステストを

取り入れて、プランに従って実行する必要があります。デザイン段階の早期に問

題を解決することにより、時間とコストの両方を節約できます。

ヒント2：包括的なテストプランを立てる。
市場参入戦略を立案し、地域別市場および地域規格に従って包括的なテスト／実

行プランを立てます。

ヒント3：自動テストを活用して、プリコンプライアンステストに要する時間を 

短縮する。
包括的なテストプランを実行するにはかなりの時間がかかります。IoTデバイス

のメーカーは、自動テストシステムを活用してテスト時間を短縮し、不具合に関

する詳細な測定情報を提供する必要があります。

White Paper: 
EMIコンプライアンステストとEMIプリコンプライアンステストの比較

さらに詳しく学びたい方へ
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共存(Coexistence)
デバイスが直面する干渉の課題や、それを 
回避するための設計方法について説明します。

第4章
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共存(Coexistence)
第4章

他のスマートデバイスと共に信頼性の高い性能を 
確保
無線機器や無線ネットワークは、2.4 GHzおよび5 GHzのライセンスフリーの産業／

科学／医療用の共有バンドでは特に途切れやすくなります。ほとんどのIoTデバイス

やセンサは、データの送信をアクティブな無線接続に依存しているため、干渉が結

果として情報に悪影響を及ぼす可能性があります。無線接続が断続的に切断される

おそれがあります。また、データが破損して読み取れなくなる可能性があります。

共存とは、無線機器が、異なる動作プロトコルを使用している他の機器の存在下で

動作する能力のことです。IoTの世界では、安定した信頼性の高い通信に不可欠です。

信頼性の高い無線ネットワーク性能を確保し、無線IoTの世界、特に医療環境で成功

する唯一の方法は、無線共存性を適切にテストすることです。
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共存の課題
共存に関する懸念を引き起こす主な要因としては、以下が挙げら

れます。

 • 重要な機器接続のための無線テクノロジーの利用拡大

 • ライセンスフリーまたは共有スペクトラムの集中的使用

 • 医療機器（静脈内注入ポンプやペースメーカーなど）や緊急検
知デバイス（コネクティッドカー搭載用など）の精密動作を要
求される機器導入率の上昇

 • スマートシティー、産業用アプリケーションなどのためのセ
ンサの大量導入

これらの要因は、IoTデバイスの通信の信頼性に直接影響します。
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共存を改善するための5つの主要なステップ
以下に、ANSI C63.27(American National Standard for Evaluation of Wireless 

Coexistence)の主要な考慮事項に従って適切な共存テストを実行するために必要な

ステップを示します。

1. ターゲット環境を特性評価する。

 • どのような干渉源が存在するか？周波数、プロトコル、信号強度は？

2. デバイスの機能的な無線性能を定義する。

 • 何を通信する必要があるか？通信の発生頻度は？最大許容遅延は？必
要な持続データレートは？

3. テストプランを作成する。

 • テストセットアップの選択

 • リスク層の定義

 • 合否判定基準の定義

4. テストを実行する。

 • RF環境および被試験デバイスとの間の信号のモニター

 • 干渉源なしでのテストによる基準性能の確立

 • 障害が発生するまでの干渉源ありでのテスト

5. レポートを作成する。

eBook： 
IoTデバイスを環境に合わせて問題なく動作させるための、共存テスト

さらに詳しく学びたい方へ
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サイバーセキュリティー (Cybersecurity)
IoTネットワークのセキュリティーの 
強化方法を説明します。

第5章
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脅威の高まり
サイバーセキュリティーは、個人にとっても大きな組織にとっても懸念事項です。家

電用品の急増および無線センサの普及により、スマート家電用品のハッキングに関す

る恐ろしい話、個人情報の盗難の心配、データ漏洩に対する懸念の高まりが生じてい

ます。

サイバーセキュリティーの問題は、デバイスから通信ネットワーク、クラウド、アプ

リケーション、ユーザーまで、さまざまなレベルに及びます。サイバー犯罪者や不注

意なユーザーが原因である可能性もあります。企業は、各レベルに応じたソリューショ

ンを見つけ出して、サイバーセキュリティーの問題に対応する必要があります。

脆弱性のリスクを冒す
サイバー犯罪者は、最も単純なIoTデバイスにも高度な方法を用いてアクセスします。

接続されているデバイスはどれも、より多くの価値をもたらすシステムへのゲート

ウェイの役割をする可能性があります。ハッカーがIoTデバイス経由で全国の配電セ

ンターや防衛システムにアクセスした場合、どのような事態が発生するか考えてみ

てください。

企業に害を及ぼし、財政上の損失を与えるサイバー侵害の急速な進化に伴い、組織

は予防技術に投資する必要があります。

サイバーセキュリティー (Cybersecurity)
第5章
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信頼性の高いIoTインフラを構築するための 
階層化アプローチ
サイバーセキュリティーの問題に対処するために最適な方法は、以下を含む階層化

アプローチを採用することです。

 • デバイスレベルのセキュリティー ̶ セキュリティー対策を実装する  
早期の段階  
開発の早期の段階でセキュリティーを考慮して、製品のライフサイクル全体
を通じて継続的に検証を行います。

 • ネットワークレベルのセキュリティー ̶ 企業向けの一連のポリシーおよび  
手順の採用  
例えば、米国のNIST(National Institute of Standards and Technology)は、
フレームワークの中で5つの主要なアクティビティの概要を説明しています：

1. 保護する必要のあるデータやプロセスを特定して、適切なリスク評

価を実施します。

2. 物理的管理および行政管理によって資産を保護します。

3. ネットワーク内の脅威を常時検知します。

4. 文書化されたテスト済みのインシデント対応計画に基づいて脅威に

対応します。

5. （該当する場合）失われた資産を取り戻します。

 • エンタープライズレベルのセキュリティー ̶ 実装コストが最も安い  
セキュリティー対策  
すべての人にデータセキュリティーの重要性を教育することにより、最高の

投資対効果をもたらします。IT部門だけでなく、トップレベルの幹部や役員も、

サイバー攻撃のリスクを認識しておく必要があります。

White paper:  
Security Resilience — The Paradigm Shift Is Here

さらに詳しく学びたい方へ
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サイバーセキュリティー

https://www.ixiacom.com/resources/security-resilience-paradigm-shift-here


まとめ

信頼性および回復性の高いIoTデバイスを 
作り上げるためには、厳格なデザイン／テストが 
最も重要です。
信頼性および回復性の高いIoTデバイスにより、競争の激しい市場で優位に立つこと

ができます。IoTの5つのCに基づいてデバイスを作成すれば、複雑なIoTデバイスも最

高の性能限界を達成できます。

シミュレーションから研究／開発、コンフォーマンス、製造、フィールド展開に至る

まで、デバイスのライフサイクルのあらゆる段階で展開することが困難なプロセスで

あることは間違いありません。包括的な5つのC手法に従うことにより、信頼性の高

いセキュアなデバイスを実現できます。

5つのCの課題に対応できるキーサイトのソリューションの詳細については、以下の

リンクを参照してください。

キーサイトでよりスマートに

I oTの

5つのC
接続性  

(CONNECTIVITY)
連続性 

(CONTINUITY)
共存 

(COEXISTENCE)
コンプライアンス 
(COMPLIANCE)

サイバーセキュリティ 
(CYBERSECURITY)
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https://www.keysight.com/us/en/cmp/2020/smarter-with-keysight.html
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