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あ ら ま し

スマートモビリティは，モビリティ（自動車などの移動体）から情報を収集し，集めた

情報をビッグデータとして解析する。そして，その解析した結果を運転手や車両メーカー

などにサービスとして提供する。モビリティから情報を収集する，あるいはモビリティへ

情報を提供する移動体向け通信システムは，主にM2M（Machine-to-Machine）ネットワー
クとして無線ネットワークが使われる。このため，モビリティとなる車の台数が数万台

から数百万台になると通信量の増加や通信品質の低下が発生する。また，個々のサービ

ス提供に伴って通信費の増加やネットワーク上のセキュリティ確保が課題となる。富士

通の企業向けネットワークサービスFENICSⅡビジネスネットワーク（Fujitsu Enhanced 
Information and Communication Services）は，M2MやIoT（Internet of Things）向けに
このような課題を解決するFUJITSU Managed Infrastructure Service FENICSⅡ M2M
サービスを提供している。

本稿では，スマートモビリティを支えるM2Mネットワークについて，FENICSⅡ 
M2Mサービスの内容と事例を挙げて説明する。

Abstract

Smart mobility involves gathering information from mobility and analyzing the 
gathered information as big data.  The analyzed data are then supplied to drivers 
and vehicle manufacturers as a service.  For a mobile communication system to 
gather and supply information about mobility, a wireless network is used mainly 
as a machine-to-machine (M2M) network.  This causes an increase in the volume of 
communication and degradation of communication quality once the number of vehicles 
that provide mobility data increases to between several ten thousand and several 
million.  Additional issues include increased communication expenses and the need 
to ensure security on the network along with providing various services.  FENICS 
(Fujitsu Enhanced Information and Communication Services) II Business Network, 
which is a set of network services offered by Fujitsu for enterprises, provides FUJITSU 
Managed Infrastructure Service FENICS II M2M Service capable of addressing these 
issues for M2M and Internet of Things (IoT).  This paper presents the M2M network 
that supports smart mobility by describing the details of FENICS II M2M Service and 
giving examples.

● 黒瀬義敏
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トップで提供する。
本稿では，FENICSⅡ M2Mサービスの内容と各
事例について紹介する。

M2Mネットワーク

モビリティは対象が移動するためM2Mネット
ワーク接続は有線ではなく無線になる。無線の種
別と利用方法を以下に述べる。
（1） モバイル通信（ローミング）
モバイルキャリアを経由した通信であり，移動
している車とセンターとの通信に利用される。
（2） 衛星通信
人工衛星を利用した通信であり，モバイル通信
が利用できない山奥や海上などで利用される。
（3） 無線アドホック通信（wireless ad hoc network）
無線通信技術を用いて多数の端末間で相互に接
続する通信であり，車車間通信や駐車している車
から情報を収集する場合の路車間通信などに利用
される。
（4） NFC（Near Field Communication）
近距離無線通信であり，主に車内における機器
間（カーオーディオやスマートフォンなど）の通
信に利用される。
現在，通信範囲が広がったことや，通信モジュー
ルの低廉化により，モバイル通信の利用が急激に
増加（図-2）（6）すると予想されている。

M2Mネットワーク

ま　え　が　き

近年のICTは，ネットワーク接続端末の多様
化・高機能化，ネットワークの広帯域化・無線
化・国際ローミング化，クラウド型サービスの普
及があり，またそれぞれで低廉化が進んでいる。
そのため，様々なモノがネットワークでつながる
M2M（Machine-to-Machine）や IoT（Internet of 
Things）という考え方が注目されている。これら
の考え方に基づいて，人を介在せず機械と機械を
直接ネットワークでつなぎ自動制御することでコ
スト削減と効率化に役立つM2Mネットワークが利
用されはじめている。
富士通は，1985年に電気通信事業に参入し，

FENICSサービス（Fujitsu Enhanced Information 
and Communication Services）（1）の提供を開始し
ている。FENICSサービスでは，無線ネットワー
クを利用したMVNO（Mobile Virtual Network 
Operator）事業を2002年から開始している。また
M2Mネットワークに関して，類似システムで多数
のモノが通信をするP2P（Peer to Peer）に関して
総務省「IPv6移行実証実験」（2003～ 2006年）（2）

への参画，更に株式会社アマダ様と機械の遠隔
管理の共同実験（2007～ 2009年）（3）を行うなど
ノウハウを蓄積してきた。そして，2010年8月か
ら FUJITSU Managed Infrastructure Service 
FENICSⅡ M2Mサービス（図-1）（4）の提供を開始
した。

FENICSⅡ M2Mサービスは，様々なモノ（工作
機械，自販機，建機，農機，自動車など）向けに
SIMカード，通信機器（M2M-GW（5）など），国内
外のモバイル通信網，クラウド環境までをワンス

ま　え　が　き

図-1　FENICSⅡ M2Mサービスの概要
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図-2　車向けモバイル通信機器の販売台数実績と予測
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タも扱うため通信量が増大する。M2Mネットワー
クで利用されるモバイル通信は従量制課金の場合
が多いため，通信量が増大すると通信費も増大す
る。特に国外では定額制課金はほとんどないため，
現地キャリアを利用あるいは国際ローミングを利
用している場合は大きな課題となる。
（2） ネットワーク経由のシステム攻撃
車に接続されたネットワーク経由で車のシステ
ムに対して侵入や盗聴や改ざんなどの脅威がある。
具体的には，CAN（Controller Area Network）デー
タの盗聴やECU（Electronic Control Unit）の
ファームウェアの改ざんである。
（3） システム負荷増大

M2Mネットワークを利用する車の数は数万～数
百万台の規模になる。そのため，通信量やアクセ
ス数などが増大した場合，通信品質低下やサービ
スが不安定になる危険がある。
● そのほか
（1） プライバシー問題
スマートモビリティでは，車や運転手の情報を
扱うため個人情報の取扱いに注意する必要がある。
（2） 新しいビジネスモデル
モビリティにM2Mネットワークを適用したサー
ビスは比較的新しいものが多い。そのため，新し
いサービスの付加価値について，適正価格あるい
は無償化や費用回収などに関するビジネスモデル
の事前検討が必要になる。

FENICSⅡ M2Mサービス

FENICSⅡ M2Mサービスは，前章で述べた
M2Mネットワークの課題に対処し，管理対象物に
組み込むSIMカード，通信端末，モジュールなど
から，グローバルを含むモバイル回線，クラウド
環境までをワンストップで提供するサービスであ
る。また，複数のキャリアの違いによる個体識別
方法やデータ形式の違いを変換し，アプリケーショ
ンに対して一元的に提供すると同時に，管理対象
物の稼働情報を一時的に保管し，必要に応じてお
客様アプリケーションなどから検索できる。
● 特長
（1） マルチキャリア対応
国内外の複数の通信事業者との提携により，グ
ローバルモバイルネットワークを提供する。1枚

FENICSⅡ M2Mサービス

M2Mネットワーク適用の効果と課題

モビリティにM2Mネットワークを適用した際の
効果と課題について述べる。
● 効果
（1） 運転手
・ 車内の情報を人間が入力する必要がなくなる。
・ リアルタイム運転支援やO2O（Online to Offline）
などの車外からの情報サービスを受けられる。

・ 車の近くにいなくても車の状態が分かる｛RES
（Remote Engine Starter）や盗難防止対策など｝。
（2） サービス会社（運送会社やタクシー会社）
・ 運転手の業務を遠隔サポートできる。
・ LBS（Location-Based Services）などを利用し，
位置情報に基づく車の遠隔管理ができる。

・ 燃料使用情報に基づく運転指導で燃料費を削減
できる。

・ 運行情報に基づく運転指導で事故を減らし保険
料を削減できる。

（3） 車両メーカー
・ 運転手の利用情報に基づく新製品や新サービス
を開発できる。

・ 車の利用情報に基づく在庫管理，品質管理，リ
コール対策ができる。

（4） 車販売会社
・ 車の状態を見に出向いたり，運転手にヒアリング
したりしなくても情報を得ることができる。

・ 車の利用情報に基づいたマーケティングがで
きる。

・ 車の利用情報に基づいた故障予測による効率の
良いサポートを提供できる。
また，車や運転手の情報がリアルタイムに多量
に集まることで当該情報（ビッグデータ）を提供
するデータプラットフォームサービスや情報を分
析・解析して結果を提供するコンバージェンスサー
ビス（7）などの新しいビジネスモデルが出てきて
いる。
● 課題
（1） 通信費の高騰
車の位置情報などリアルタイムな情報を扱うた
め，運転中はネットワークに常時接続することに
なり，通信量が増大する。またセンサー技術の向
上により，画像や動画などの大きなサイズのデー

M2Mネットワーク適用の効果と課題
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（2） ネットワークセキュリティ確保
自社センターを用い，かつキャリアとの接続部
分を全て暗号化し，お客様単位で閉域網を構築す
ることで外部からの進入を防いでいる。
（3） システム負荷制御
富士通のクラウド環境を利用することでお客様
ごとの負荷に応じて，システムを増強し，適切な
品質を保つことができる。また，お客様自身のサー
ビスに対し，M2Mサービス提供のノウハウを基に
ネットワーク接続認証や通信量増加の集中が起こ
らないように提案している。
● M2Mサービスの適用事例
（1） 2009年9月にネットワークデジタコの販売を開
始し，クラウド基盤で運用する運行支援ソリュー
ションを提供した（トランストロン）（図-3）。（9）

（2） 2012年9月に北米で車のエンジンを遠隔でス
タートさせるRES（Remote Engine Starter）シ
ステムを納入した（富士通テン）。（10）

ユーザーは事前に専用アプリケーションをダ
ウンロードし利用登録することにより，アンドロ
イド搭載スマートフォンやiPhoneなどから登録
済車両のエンジンスタート・ストップや，ドア
ロック・アンロックを遠隔操作できる。
これらの運用システムには，FENICSⅡ M2M
サービスやFGCP/S5（8）を利用する。

（3） 2013年4月にタクシーをネットワークに接続し
て情報収集を行い，お客様に一番近いタクシーを
配車するタクシー IP無線タクシー配車システム

のSIMカードで複数のローカル通信事業者ネット
ワークを利用できる。統一したWEB APIで機能
を提供するため，キャリアの違いを考慮しなくて
よい。
（2） SIM管理，SMS（Short Message Service）送信

SIM利用費の課金開始・停止を制御するSIMプ
ロビジョニング機能やWakeUP SMS機能を提供
する。
（3） マルチプロトコル対応
対象機器のデータ出力形式に合わせTTY通信，

TCP/IP，FTP，HTTPを利用した収集機能を提供
する。
（4） ワンストップサポート

M2Mサービスに関して24時間365日窓口（日英
対応）で対応する。
（5） 高セキュリティ（閉域網）
お客様単位の専用閉域網を構築し提供する。

（6） サービス型提供
WEB API提供によるデータ一時蓄積，お客様
アプリケーション対応や富士通クラウドサービ
ス（FUJITSU Cloud IaaS Trusted Public S5：
FGCP/S5（8）など）との連携が可能である。
● 課題への対策
（1） 通信費の削減
マルチキャリア対応，少量パケット通信対応
などを用いてお客様に最適なプランを提供する。
FENICSサービスの実績から競争力のある価格を
提案できる。

図-3　運行管理ソリューション
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テムの配備（2019年までに4基稼働）（14）によって
位置情報がより正確に取得できるようになるため，
LBSが更に発展すると想定される。また東北地
方太平洋沖地震後に提供されていた民間各社のプ
ローブ情報と国土地理院による官民連携の通行実
績・通行止情報提供（15）のように，収集した車や運
転手の情報を公開し，行政機関のオープンデータ（16）

などのほかのデータと連携することも盛んになる
と考えられる。車向け運行管理以外のサービスは，
eCall（欧州委員会の緊急通報システム）（17）や車内
へのInfotainment（ビデオや音楽のストリーミン
グ配信など）サービスが出てきている。
このように，技術の更なる進歩とそれに伴うサー
ビスの発展により，モビリティのM2Mネットワー
ク適用はますます進むと想定される（図-5）。（18）

の提供を開始した（富士通テン）（図-4）。（11）

今後の動き

現在使われている通信モジュールは安価な
2G/3G（2nd/3rd Generation）が主流である。し
かし，通信速度は高機能化するセンサーデータ（ド
ライブレコーダの動画送信など）により更なる高
速化が求められる。また，2G事業を閉鎖する予定
の動き（AT&Tの2017年2G閉鎖プラン）（12）がある
ことや，通信モジュールが今後低廉化する予測（13）

がある（表-1）。そのため，通信モジュールは今後
更に高速なLTE（Long Term Evolution）などに
移行すると考えられる。
またSIMカードは通信モジュールに内蔵し，遠
隔からデータを書き換えることでローカルキャリ
アを利用可能とするeSIM（Embedded SIM）の標
準化が進んでいる。eSIMは新しくローカルキャリ
アを利用する際のSIMカード差替えが必要ないた
め，複数国でサービスを展開する場合に利用が促
進されると考えられる。
車向けのサービスは，日本では準天頂衛星シス

今後の動き

図-4　IP無線タクシー配車システム
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表-1　通信モジュール価格推移と予測
US$

自動車向け通信モジュール 2011年 2013年 2015年
2G 30 25 20
2G/3G
（WCDMA or CDMA EVDO） 65 59 55

LTE/3G/2G N/A 120-150 80
出典： GSMA Connecting Cars：The Technology Roadmap 

February 2013 | Version 2.0
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図-5　乗用車向け組込モジュール販売台数実績と予測
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車以外では，既に建機でM2Mネットワークを利
用したKOMTRAX（コマツ建機販売株式会社）（19）

が提供されているが，モビリティのM2Mネット
ワーク適用が増えることで，同様の移動体（農機，
船舶，飛行機，歩行サポート器具，野生動物など）
へのM2Mサービスも利活用が進むと想定される。

む　　す　　び

ある自動車メーカーの研究員は，エンジンや車
体，内装など車の基本的な開発はやりつくしたと
述べた。しかし，本稿で述べたような車へのネッ
トワーク接続は運転手に新たな経験を提供する。
また車や運転手の情報を外部へ送出すること，お
よび外部からの情報を入手することで，車社会
とほかの社会を新たに融合させることができる。
M2Mネットワークを適用したスマートモビリティ
は車社会のフロンティアである。このフロンティ
アに対して富士通はICTを利活用し，車関連企業へ
新たな付加価値を共創できるパートナーとなって
いる。
今後もFENICSⅡ M2Mサービスは車社会だけで
なく様々な分野や領域，そして既存および新たな
市場でお客様のビジネスを支援し付加価値を提供
していく。
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