
M2M通信市場の高まり

大量の機器やモノがネットワークに

接続されるユビキタスネットワーク社

会では，人やモノの状況やそれらの周

辺環境など，さまざまな状況・環境を

機器が自動的に認識し，自律的な情

報流通に基づいて通信する「M2M

（Machine-to-Machine）通信」へ

の期待が高まっています．

平成21年度版の電波政策懇談会報

告書（1）によれば，ワイヤレスインフラ，

ワイヤレス基本サービス，アプリケー

ションサービス，ワイヤレス新サービス

の４つのカテゴリが日本における将来

のユビキタスネットワークを支える分野

として期待されており，そのうち，

M2M通信などの新たな電波利用を想

定したワイヤレス新サービスの市場規

模は，2015年に9.1兆円，2020年に

は22.1兆円と高い成長が見込まれてい

ます．

M2M通信サービスで想定されるビ

ジネス領域を図１に示します（2）．機器

やモノがネットワークに接続されること

で想定されるサービス・アプリケーショ

ンとしては，交通分野，防犯・セキュ

リティなどが考えられ，例えば新都市

社会技術融合創造研究会における道

路防災モニタリングネットワークシス

テムの構築に関するプロジェクト（3）で

は，無線センサ端末を道路傾斜面に設

置してそのデータ収集を行うシステム

の研究事例や，産業技術総合研究所

におけるセンサを備えた小型無線端末

による動物の健康モニタリングシステ

ムの開発事例（4）など，M2M通信によ

る取り組みが活発に行われています．

このとき，設置された端末をすべて

有線ネットワークで接続することは，

ネットワーク構築の効率化や柔軟性な

どの観点から必ずしも現実的ではあり

ません．また，動物のモニタリングシ

ステムの事例のように端末を取り付け

る対象物が移動する場合には無線での

ネットワーク接続をサポートする必要

があります．

このように多様な環境に設置される

機器やモノをネットワークに接続する

ために無線を利用したアクセス回線の

提供が望まれています．

M2M通信の実現に向けて

■M2M通信サービスの特性と

ネットワークが満たすべき特性

M2M通信サービスおよびこれを実

現するネットワークに求められる条件

を図２に示します．モノを対象とした

通信サービスの発展・普及に向けて，

よりさまざまな利用シーンに対応する

ためには次のような特性を満足する必

要があります．

① 経済性：大きなセル半径によ

り広域にセルラー展開されたネッ

トワークをより安価に実現し，ど

こでも低コストに利用可能とする

こと．

② 多様性：膨大な数の配線を不

要とし，メンテナンスフリーな端

末を実現し，何にでも取り付け可

能とすること．

③ 安全性：移動環境にも対応し

た高いセキュリティを確保し，ネッ

トワークとの安全な接続環境を提

供すること．

以上のようなサービス特性を満たし，

誰でも簡単にモノとの通信を利用でき

る環境を提供するには，端末は能力を

制限し端末価格を安く抑える必要があ

り，ネットワークはこのような低能力

端末をも収容しつつ，以下のような要

求条件を満足する必要があります．

（1） 広いセルサイズ・利用環境の実現

例えば，環境モニタリングを実現す

るためには，広範囲にセンサを設置し，

各センサの情報を収集する必要があり

ます．また，物流管理のようにトレー
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モノとの通信を実現する
広域ユビキタスネットワーク

小型の無線端末を経済的に収容し，モノとの通信を実現する広
域ユビキタスネットワークのシステムコンセプト，および提供可
能なネットワークサービスを紹介するとともに，想定するビジネ
ス領域と具体的な利用方法について紹介します．
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サビリティを実現する場合にも，広範

囲をサービスエリアとする必要があり

ます．さらに，無線端末は電源確保が

困難な場合はバッテリ駆動になるため，

送信電力は低くするなどの工夫が必要

となります．このように低送信電力端

末の性能を補って広いセルサイズを可

能にするネットワーク構成を実現する

必要があります．

（2） 膨大な端末収容の実現

モノは，一般に人より多く存在する

ため，人口の何倍，何十倍もの端末を

収容する能力がネットワークに必要と

なります．モノを対象とした通信では

通信頻度はそれほど高くなく，また１

回当りの通信データ量は小さくなるこ

とが想定されるため，通信を制御する

情報が多くなります．こうしたトラ

フィック特性を持つ膨大な端末を効率

的にネットワークへ収容する必要があ

ります．

（3） 十分なセキュリティの確保

端末はその能力に関係なく転送する

情報や端末自体のセキュリティを確保

する必要があります．トラッキング防

止やなりすまし防止，改ざん防止，秘

匿など，ネットワーク全体で，高いセ

キュリティレベルを実現することが必

要です．

（4） 小型・低消費電力無線端末の

実現

モノは，至る所に設置されるため，

携帯電話のように数日で充電すると

いったエネルギー補充を前提とした場

合，運用コストへの負担が大きくなり

ます．このため，端末はできる限り省

電力で動作し，そのエネルギー寿命を

図１　M2M通信サービスで想定されるビジネス領域 
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図２　M2M通信に関する要求条件 
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拡大する必要があります．このように，

運用時のコスト負担を考えると無線端

末は，数年単位の長期にわたり自律的

に動作できる必要があります．

■広域ユビキタスネットワークの提案

M2M通信に求められる特性を備え

た無線通信システムとして，NTT研究

所では広域ユビキタスネットワークの

研究開発に取り組んでいます（5）．広域

ユビキタスネットワークは，公衆ゲー

トウェイを介して，モノが持つデータ

の配信・集信などの双方向ネットワー

クサービスを提供することが可能です．

本システムはコアネットワーク，基地

局，無線端末から構成され，基地局

やネットワークが無線端末の機能を補

うことによって無線端末の小型化，低

コスト化，省電力化を図っています．

（1） コアネットワーク

コアネットワークは，高いスケーラ

ビリティを確保して大量の無線端末の

認証・移動管理・データ転送を実現

します．また，なりすまし・盗聴・改

ざん防止といったセキュリティを低能

力な無線端末にも提供可能にしてい

ます．

（2） 基 地 局

広範囲をコスト効率的にサービス範

囲とするためには，１つの基地局が無

線端末を直接収容できる範囲（セル面

積）をできるだけ拡大し，ネットワー

ク構築の設備負担を軽減することが必

要です．セル面積の拡大には，マルチ

ホップ技術の利用も考えられますが，

無線端末の高能力化・高機能化・安

定的なエネルギー確保が必要となり，

安価なサービスの提供が困難になりま

す．したがって，基地局はフェージン

グやシャドウイングといった無線特有

の現象を考慮した無線技術の適用や受

信性能の向上により広範囲のセルエリ

アを実現します．また，無線区間にお

ける回線利用効率を考慮したアクセス

方式にすることで膨大な端末収容を実

現します．さらに，無線区間の帯域消

費と低能力端末の信号処理を考慮し

た軽量化通信プロトコルも実現します．

（3） 無 線 端 末

端末は機能を制限し，回路を簡略

化して簡易な構成とすることで低コス

ト化を図っています．また，省電力化

によりエネルギー補充を前提としない

長期間動作を，さらにアンテナの小型

化により端末の小型化を実現します．

以上のように本システムの特徴は

「電池駆動で長寿命な小型無線端末」

「既存の公衆無線サービスに比べて安

価なサービス」「お客さま情報の安全

性確保」「室内室外どこでも利用可能

な利便性」であり，M2M通信特有の

特徴を有する新たなサービスおよびア

プリケーションを提供できるプラット

フォームとなることが期待されています．

本ネットワークのサービスイメージを

図３に示します．お客さま（企業など）

が有する端末（センサなど）ごとに，

番号（サービスID）を付与した無線

端末を取り付け，その番号ごとにお客

さま端末の状況を設定・確認すること

ができます．本システムにより提供さ

れる代表的なサービス機能は以下の２
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図３　広域ユビキタスネットワークのシステム構成 
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つが挙げられます．

① データ転送機能：お客さま端末

からの情報通知，お客さま端末へ

の情報通知（自動検針，地震モ

ニタリング，交通流モニタリング，

電光掲示板など）

② お客さま端末制御機能：お客

さま端末の遠隔制御（リセット，

モード切替など）

広域ユビキタスネットワークのサー

ビス領域を図４に示します．例えば交

通流モニタリングを例にすると多数の

端末が必要になるため，１台当りの端

末コストは低くなければいけません．ま

た，無線端末はさまざまな環境に設置

されるために電源が確保できないこと

も想定されます．この場合端末は電池

駆動となりますが，運用コストへの負

担を考慮すると膨大な数の無線端末に

対して電池交換作業を行い続けるこ

とは困難です．このように，M2M通

信では携帯電話などの従来の無線通

信システムでは対応が難しい領域があ

り，こうした領域に適用可能な双方向

ネットワークサービスを実現し，新市

場を創出することが本システムのねらい

です．

標準化に向けた取り組み

広域ユビキタスネットワークが目指

す，経済的なサービスを長く提供する

ためには，市場の普及・拡大に向け技

術を標準化することが重要であると考

えています．現在，ITU-Rにおいて国

際標準の獲得を目指すとともに国内も

視野に入れて，活動を推進しています．

また，技術検証およびサービス検証

として総務省のユビキタス特区事業

「次世代無線通信ネットワーク」にて

実証実験を行っています．本活動を通

じてさまざまなサービス・アプリケー

ションへの展開を図り，新規市場の開

拓を進めています．

さらに，広域を対象としたM2M通

信の検討と普及促進を目的としてユビ

キタスネットワーキングフォーラム（6）内

に広域センサネットワーク専門委員会

を立ち上げ，実証実験を通じて具現化

した技術課題について検討を進めてい

く予定です．

お わ り に

安全・安心なユビキタス社会の基盤

となる社会インフラへの発展を目指し

て広域ユビキタスネットワークの研究

開発を進めています．広域ユビキタス

ネットワークを実現する技術，および

総務省のユビキタス特区事業でのサー

ビス実証実験の詳細については後の記

事にて解説します．
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図４　広域ユビキタスネットワークのサービス領域 
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ユビキタス社会を実現するための新たな
インフラストラクチャである広域ユビキタ
スネットワークを推進していきます．
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