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し，データを送受信する通信方式のことをいう。基本
的に１対１でデータをやりとりするシステムで，モ

携帯電話の普及は，日本国内はもとより東南アジア

デムを利用する場合には，そのポイントに電話をかけ

各国においても著しいものがある。平成２
４年５月に

通信を確立しデータ伝送をする方式で，FAX でデー

実験を行ったインドネシア国カリマンタンにおいて

タを送るようなものである。図‐
１に P２P システム

も，道路際にたっている看板は，ほとんどが携帯通信

の概念図を示す。

カード会社のものである。つまり，携帯電話通信網は

この方式は昔から技術的に確立されているもので，

すさまじいスピードで整備されていると思われる。特

一般的に今でも多く用いられているが，通信に時間が

に，携帯電話通信網を利用したデータ伝送システム

かかるという欠点がある。ホスト側から，端末に一つ

は，データ通信を頻繁に行うスマートフォンの普及に

ずつ電話をかけてデータを取得していかねばならない

伴い，利用できる範囲が拡大し簡単・安価に構築でき

ので，端末側の数が多くなると，リアルタイムの情報

るようになってきた。

を一度に得ることが難しくなる。たとえば，６
０カ所

また，災害時にも，従来のインフラに比べてその復

のデータを得る場合，１カ所につき１分かかると，最

旧が早いことも指摘される。東日本大震災において

終のデータをとるときまでに１時間たってしまい，

も，インターネットを利用した通信は，音声通信に比

料金も高額である。

較して，格段に早く情報を伝達する手段として注目さ
れた。
これらの携帯電話通信網を利用したテレメータシス
テムは，携帯電話がデジタル化された第３世代に
なって劇的に普及した。また，発展途上国においても
携帯電話は爆発的に普及し，２００７年には普及率が世
界全体の人口の５割に達したといわれる。この携帯
電話通信網を利用したデータ伝送システムは，１
０年
くらい前から行われてきた。日本においては，SIM
（携帯電話会社で用意する電話番号を特定するための

図‐
１ P２P システム

２． M２M システムとは

固有の ID 番号が記録された IC カード）フリー化の

M２M（Machine to Machine）システムとは，機

動きがでてきて，通信費が安価になった。本報では，

械と機械が通信ネットワークを介して互いに情報をや

これらの状況を踏まえた携帯電話通信網利用のデータ

り取りすることにより，自律的に高度な制御や動作を

伝送システムの現状について報告する。

行うシステムである。特に，コンピュータや通信装置

II． P２P システムから M２M システムへの
変遷
１． P２P システムとは

などの情報機器以外の機械にセンサや処理装置，通信
装置などを組み込んで，データ収集や遠隔監視・制御
などを行うことを意味することが多い。
この場合，多くのデータを一気に処理することがで

P２P システムとは，Peer to Peer の略でネット

きる。P２P であれば１時間かかるやりとりも，M２

ワーク上で対等な関係にある端末間を相互に直接接続

M では１分程度で行うことが可能になる。これは，
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サーバで多数のチャンネルと交信できるからであり，

できる。サーバもインターネット上に構築するクラウ

インターネットの技術を使うことにより，簡単にでき

ドシステムを使うことが重要である。これらは開発の

るようになった。

サイクルの早い電子機器の陳腐化を防ぐために必要で

したがって，これからのデータ通信にとっては，通

ある。データのダウンロード，解析プログラムも

信費用や時間的な制約などから，M２M システムが

WEB で運用するシステムが，最も適していると考え

有利となる。

る。

３． M２M システムの変遷
日本における M２M システムの先駆けは，NTT
ド コ モ の Dopa（ド ゥ ー パ）シ ス テ ム（１
９９６年 開
始，２
０
１
２年３月終了）である。DoPa の通信が世に
大きく広がったのは１９９９年の i モードの開始からで
ある。あわせて，自動販売機の 遠 隔 監 視，GPS と
DoPa 用のモジュールを組み合わせた車両管理システ
ムといった仕組みも広がってきた。これに対して

図‐
２ M２M システム
（１）

KDDI のシステムは CIPL（シプル）という。いずれ
も，いったん各通信会社の運営するデータ集積サーバ
にデータを集め，そのセンターとユーザーサイドの
サーバとを専用線で接続しデータを送るものであり，
ユーザーサイドでサーバを運用する必要がある。その
ため小規模な DoPa あるいは CIPL サービスを利用す
るには，サーバを代行して運用するサービスが必要と

図‐
３ M２M システム
（２）

なる（サーバ運用に費用がかかるため）
。

III． 現時点（２
０
１
２年６月現在）でのインター
ネットと携帯電話通信網

IV． 農業用の M２M 機器の開発
１． 農業用水路，排水路の管理

現状では，M２M 通信が主体となっており，その

農業用水路や排水路の管理に使用するに当たって必

ほとんどが，図‐
２に示したような通信モジュールを

要なことは，①維持管理費が安価であること，②全体

組み込んだ M２M システム
（１）
である。

の設備コストが安価であること，③将来の維持・補修

しかしながら，SIM のフリー化により，SIM フ
リーのデータ通信専用カードを使用すると，通信料を

が容易であること，④商用電源なしで動作すること
（太陽電池駆動）
，などと考えられる。

極端に安くできるようになってきた。図‐
３に示す M

これらの問題を解決するためには，汎用品を利用し

２M システム
（２）
のように，国内外で通信できるモデ

たシステム構築を行い，サーバなどもクラウド運用す

ム（通信ボックス）さえ用意すれば，海外からも容易

ることがシステムの寿命を延長する一つの手段である

にデータを通信することができる。

と考える。また，データ管理サーバなどを事務所に置

JICA，JST プログラム「地球規模課題対応国際科

かないクラウドシステムを使用することにより，サー

学技術協力」SATREPS 研究課題「インドネシアの

バなどの管理専任者が不要になるため，維持管理が容

泥炭・森林における火災と炭素管理」において実証実

易になると同時に維持管理費も低減される。用水路の

験を行い，インドネシアからの地下水位，温度，降雨

設置例を写真‐
１に，水田の設置例を写真‐
２に示す。

量のデータ伝送に成功した。インドネシアで流通して

２． ため池管理システムと GIS 活用

いる SIM（Telekomsel，Indosat）で実施した。

現行のほとんどの通信モジュールは，GPS 機能を

現時点では，少量のデータを定期的に送るような場

持っており，機器がどこに設置してあるかという情報

合で，かつセキュリティを最大限求める場合は M２

を，通信モジュールの GPS 機能を使って表示するこ

M システム
（１）
で，大量にデータを送る場合や国境を

とができる。この機能を使うと，簡単に機器の位置情

越えてデータを通信する場合は，M２M システム
（２）

報をサーバに渡すことができ，既存の GIS データに

となる。

マッピングすることも可能となり，また，無料で使用

また，システムで使用する機器は，できるだけ汎用
品を使用することで，システムの寿命を延ばすことが
７２
４

できる電子国土，１/２
５，
０００の地形図データを使用し，
ため池の位置を地図上で監視することが可能になる。
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水位計は圧力式水位計（４〜２
０mA 出力）
，雨量計
は転倒マス式，温度計はサーミスタ温度計を用いてい
る。水位記録ロガーとして，SESAME−０１Ⅱを用い
ている。このロガーは閾値を２つ持っており，各ス
テージごとに観測間隔やデータ伝送間隔が変更できる
ようになっている。また，閾値を超えたときにイベン
トデータを送るシステムになっている。
写真‐
２ 水田水位と水温測定
写真‐
１ 用水路に設置

システムの構成は図‐
５のとおりである。
データロガと伝送機器内部を写真‐
４に，インドネ
シア国カリマンタン泥炭地に設置した機器を写真‐
５

これは，インターネットにパソコンを接続できる環境

に示す。

があれば，どこででも監視できるため，機器の設置場
所を選ばない。
GIS データのマッピング例を図‐
４に，ため池に設
置した水位データトランスミッタの例を写真‐
３に示
す。

図‐
５ インドネシアで使用した M２M システム概要図

図‐
４ M２M を利用し，GIS とリンクしたため池管理シス
テムの紹介（未設置）
写真‐
４ データロガと伝送機器内部

写真‐
３ ため池に設置された水位データ転送装置

３． 海外からのデータ伝送の例
前述のごとく，JICA，JST プログラム「地球規模
課題対応国際科学技術協力」SATREPS 研究課題「イ
ンドネシアの泥炭・森林における火災と炭素管理」に
おいて，熱帯泥炭の地下水位，雨量，気温，地温デー
タならびに河川水位のデータ伝送に成功したので，そ
の詳細について記載する。
水土の知

８０（９）

写真‐
５ インドネシア国カリマンタン泥炭地に設置
した水位計と雨量計
７２５
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付属のモデムに現地の SIM を差し込み，APN（携

タをサーバに記録することができる。しかし，この場

帯電話会社の指定するアクセスポイントネーム）を設

合ネットワークカメラ，ルータなど約１０W の電源を

定することにより，東南アジア各国で使用されている

必要とするので，AC 電源が必要となってくる。

GSM/GPRS 方式の携帯通信電話網を使用して，イン
ターネットに接続し，日本に設置したサーバにデータ
を送信する仕組みとなっている。
日本国内で主流となっている M２M システム
（１）

V． 今後の展開
水位や気象データの伝送とともに，フィールドから
の画像データの伝送要求が多い。センサの値の確認や

から，SIM フリーの M２M システム
（２）
にすること

センサ設置状況の確認など，静止画の要求が多い。現

により，通信のエリアを国内外に展開することが可能

在，WEB カメラを利用した静止画伝送ならびに携帯

となった。

電話の通じない場所から無線 ADHOC を利用してリ

実際にカリマンタンより送られてきたデータを図‐
６
に示す。

レー伝送し，携帯電話の通じる場所からサーバに伝送
するシステムを開発している。ADHOC には，本年７

熱帯泥炭湿地帯の地下水位，温度，降雨量のデータ

月より提供される９２０MHz 帯の電波を使用するの

を１
０分間隔に測定し，４時間ごとに日本に設定した

で，ZigBee に比較して雨にも強く１km 程度は簡単

サーバにデータを送信している。湿地のデータは降雨

に通信できる。開発中の構想を図‐
７に示す。

に応じて敏感に水位が上昇している。これらのデータ
を遙か５，
７
０
０km 先から簡単かつ一瞬にして得られる
ことは数年前までは考えられなかった。

図‐
７ 複数の機器ならびに WEB カメラ接続コントロール
BOX

なお，本システムの開発の一部は JICA/JST 地球
規模課題対応国際科学技術協力事業（SATREPS）
，
「インドネシアの泥炭・森林における火災と炭素管理」
図‐
６ 日本国内のサーバに送られてきた地下水位と降雨量

の活動として行われた。
〔２
０
１
２．
６．
３
０．
受稿〕

４． 画像データの伝送

繁永 幸久（正会員）

画像データの携帯電話通信網を利用した伝送システ
量が非常に大きくなるため，日本国内，海外ともに，
パケット無制限の SIM カードを利用し，インター
ネットを経由してサーバにデータを送るシステムであ
これも，日本国内，海外（インドネシア，カリマン
タン）において成功している。インドネシア国のパ
ケット無制限の SIM の料金は，１カ月１００，
０００Rpi
（日本円で約１，
０
００円）である。
インドネシア国においても，日本と同様なネット
ワークカメラを使用して動画データを送り，そのデー

７２
６
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