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大量のIoT/M2M機器を一括で
遠隔制御するシステムの研究開発
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概要
センサーデータのようにサイズが小さく大量のデータ送信に適した軽量な通信プロトコルのMQTT(Message
Queue Telemetry Transport) [1]を制御通信に採用して研究開発中の軽量な遠隔制御システムについて紹介する。
インテックは、ユビキタス社会を実現する社会システム企業として、
「モノ」のインターネット
（I oT：Internet of
Things）のエッジ（１）からクラウドに到る全領域をカバーする基盤システムを展開しており、これに組み込み可能な
エッジのサービス実行環境が必要とされている。エッジには、機器依存性を極力排除した汎用性の高いアプリ
ケーションコンテナで、かつ、限られたリソースのエッジ機器に対して、
リモートから軽量でセキュアに制御できる
ことが求められている。
そこで、エッジ機器の種別を問わず一貫性を持って遠隔制御できる移植性の高いサービス実行環境を実現する
ことで、エッジ機器を用いる様々なニーズにおいて、要求仕様に基づいた本来の機能開発に専念することを可能
にし、開発期間と工数の削減を図る。更に、エッジ機器の運用保守をリモートから行うことで運用コストの大幅な
削減に貢献する。

1. はじめに

ラウドに配備した様々なアプリケーションで分析するためのプ

インテックは、ユビキタス社 会を実現する社 会システム企

は、エッジの先にある様々な設備機器やセンサーからのデータ

業として、
「モノ」のインターネット( I oT)のエッジからクラウド

を集約・前処理してクラウドへ送信することや、一次データから

に到る全領域をカバーする基盤システム(IoT向け共通プラット

障害やその予兆を検知する等、現場に近い位置で迅速に判定

フォーム[２])を展開している。エッジやその先のセンサーから

し対応することである。また、エッジ機器は、様々なメーカーか

上がってくる大量のデータ(ビッグデータ)を収集、可視化し、ク

らLinuxベースの製品がリリースされており、その多くがランチ

ラットフォームを提供している。この中でエッジに期待する役割

（1）ネットワークの末端に位置する情報処理・通信機器。本稿では、エッジという用語を IoT/M2M 機器そのものと、これらを集約する機器の両方の意味で使用する。
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表1

ボックス（２）程度の大きさで、サーバー機器やデスクトップPCと
比較してリソースは少ない。

I oT/M２M 機器に適した遠隔制御の要件

主な要件

No

制約事項と要件の詳細

限られたリソースの
エッジを制御できる

2

ネットワークの切断・
再接続に対応する

●通信回線は 3G などの無線ネットワークを想定する。
●ネットワークの切断、再接続の頻度は高い。

3

エッジ機器の制御

●再起動、ファームウェア更新、機器情報取得がで
きる。
●大量のエッジ機器を一括制御できる。
●制御通信が暗号化されている。
●電源ONによる自動設定(ブートストラップ)ができる。
●設定ファイルのダウンロード更新とアプリケーション
の再起動を連携できる。
●ログファイルを定期的にアップロードできる。

4

機器の状態変化通知

●機器の設定値、稼動状態などの変化をイベント通
知できる。

5

アプリケーション管理

●追加 ( 新規サービス追加 )、更新 ( 不具合修正、機
能追加 )、不要アプリの削除ができる。
●起動、停止ができる。
●エッジを選ばずに、様々なアプリケーションを稼動
できる。

6

アプリケーション制御

●アプリケーション共通制御：パラメータ変更、アプ
リケーション再起動、稼働時間取得ができる。
●アプリケーション固有制御：アプリケーション毎に
独自の制御機能を追加できる。

7

制御ポータル

●運用管理者、サービス提供者向けの、遠隔制御シ
ステムの管理インターフェースである。デバイス管理、
ユーザー・ロール管理機能を提供する。

一方、制御の視点からは、今日、移動体や固定端末の各種機
器 の 制御に採用されている主な規格は1対1の 通 信に基づい
ている。これに対して、センサーデータの送受信に採用されて
いる軽量なプロトコルのMQTTは1対Nの通信が可能であり、
MQTTを単なるセンサーデータの通信ではなく制御通信に応
用できれば、一度の制御要求で大量のエッジをまとめて制御す
ることができる。
これらのことを踏まえ、インテックは、機器に極力依存せず、
限られたリソースのエッジ機器にリモートから独自にアプリケー
ションを配備して容易にサービスを追加できる、軽量な遠隔制
御システムを研究開発している。
以降の章では、エッジにおける遠隔制御の要件とコンセプト
を整理し、技術動向を踏まえて、本システムの主な機能を説明
する。合わせて、採用した要素技術について説明し、本システム
によるIoT/M２Mシステムの利用イメージを述べる。

2. IoT/M2M機器に適した遠隔制御の
要件と採用する技術
本章では、制約のあるエッジ機器に遠隔制御を導入するにあ
たり、満たすべき要件とコンセプトを整理し、関連する技術動向
を調査して、採用する技術を述べる。

2.2 要素技術と主なOSS(Open-source software)
これまで検討した遠隔制御の要件と技術動向を踏まえて、採
用する要素技術と主なOSSを表2に示す。

2.1 要件とコンセプト
多くのエッジ機器のリソースはサーバー機器と比較して少な

表２
技術区分

い一方、エッジで様々な判定や処理をさせたいという要望は多
い。また、屋外や広 大な工場施設などで無線ネットワークを導

られる。この場合、自動的に再接続して速やかにネットワークを

考える遠隔制御の要件を表１に整理する。

OMA-LWM2M[3]

LWM2M over
MQTT[5][6]

●MQTTにより制御プロトコルを更に軽量化できる。
●IBMから公開されているサンプル実装をベースに
する。

メッセージ
MQTT/TLS
交換

●TCP上のプロトコルのため、NATが可能。
●メッセージ伝達のQoS(Quality of Service)を
標準で使用できる。
●MQTTクライアントライブラリとしてPaho[7]を採
用する。

アプリケー
OSGi [8]
ション管理

●OM A - LWM 2 Mのソフトウェア管 理の 仕 様は
OSGiと親和性が高い。
●Javaアプリケーションは開発効率と移植性が高
く、JavaVMであればその他の稼動要件を必要と
しない。
●JavaSE Embedded 8 compact proﬁle 1 (組込
Java最小セット)で動作するOSGi R4のApache
Felix[9]を採用する。

これらの要件から、I oT/M２M機器に適した遠隔制御のコン
セプトを以下の通りに掲げる。
①リソースに制限のある、Linuxベースの様々なエッジ機器
を制御する。
②セキュアかつ軽量なプロトコルで制御する。
③大量のエッジ機器を一括制御する。
④エッジ機器に様々なアプリケーションを配備して運用する。

採用理由
●アプリケーションレベルの軽量なプロトコルである。
●ソフトウェア管理の仕様がある。
●Javaで記述されたOSSのLeshan[4]を採用する。

遠隔制御

入する場合、電波状態が安定せず接続断が頻発することが考え

復旧できなければならない。 これらを踏まえて、インテックが

採用する要素技術と主な OSS

要素技術

プラット
フォーム

x86、ARMアーキ ●エッジ機器の多くは、ARMプロセッサを載せた
テクチャのLinux
Linux ベースのOSである。

（2） 体積が 500 ～ 700ml 程度のサイズ。
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●OS を含めてメモリが 256MB 程度の機器が多い。
●HDD は SD メモリカード ( 数 GB) で提供されること
が多い。
●Java 環 境 は JavaSE Embedded 8 compact
proﬁle 1 ( 組込 Java 最小セット ) という制限付きが
多い。
●システムへの負荷の少ない軽量なプロトコルである
こと。

3. システム概要

4. 要素技術の特徴的な役割

インテックが開発中の遠隔制御システムは、オンプレミス構成

本章では、主な要素技術のOMA-LWM２M、MQTT、LWM２M

を基本とし、表１のNo.７を除いた要件のための基本機能を提供

over MQTT、OSG i について、本遠隔制御システムにおける特

する。以下に、オンプレミスのシステム構成を図１と表３に示す。

徴的な役割を説明する。

表３ 主なシステムの概要
No

システム

説明
エッジに組み込んで、再起動やファームウェア更新、ア

1 制御クライアント プリケーション配備、実行などの各種制御指示を受け
2 制御サーバー
3

4 MQTTブローカー

5

Allianceで策定中のIoT/M２M機器の管理のためのアプリケー

制御クライアントに制御指示を送る。

ション層のプロトコルである。LWM２Mが対象とする機器は、リ

MQTTメッセージで表現された制御指示の送受信を
中継する。
エッジにおいて、ファームウェアやアプリケーション、各
種設定ファイルのダウンロード、ならびにログ等のアッ
プロードに使用する。

コンテンツ
サーバー

OMA-LWM２M(Lightweight M２M)は、Open Mobile

て実行する。

エッジの電源投入時に、エッジの遠隔制御の情報を通
知して、設定を自動化する。このために、MQTTに適した
セキュアなブートストラップ仕様を策定。

ブートストラップ
サーバー

4.1 IoT/M2M機器向けの遠隔制御規格‐
OMA-LWM2M

ソースに制限があるものが多く、このため、軽量でコンパクトな
リソースデータモデルを採用し、様々なアプリケーションの要件
に適合できるよう拡張性を備えたプロトコルである。
図２にOMA-LWM２Mの典型的な制御シーケンスを示す。
LWM2M
クライアント

LWM2M
サーバー

Read /3/0/0

製造元情報取得

2.05 (Content)
INTEC Inc.
Write /1/0/1

6 DB管理ツール

遠隔制御システムを運用するために必要なデータをDB
に登録して、運用保守するためのツール。

7 制御ポータル

遠隔制御システムを操作するために、運用管理者が使
用する。オンプレミス構成では、お客さまに適した制御
ポータルの開発が必要になる。

LWM2Mクライアント
登録有効期間更新

86400
2.04 (Changed)
Execute /3/0/4

エッジ側

2.04 (Changed)

図２ OMA-LWM2M の制御シーケンス
お客さま社内の制御センター

アプリケーション・ファームウェア・各種設定ファイルダウンロード

①制御
クライアント

機器再起動

⑤コンテンツ
サーバー

ブートストラップ ( 接続先の制御サーバ情報要求 )

アプリケーションバンドル
ファームウェア
⑦オンプレミス
版制御ポータル

(※エッジに一つ )

図１ OMA-LWM2M の制御シーケンス
③ブートストラップ
サーバー

制御
クライアント

制御要求
イベント通知

②制御サーバー
制御
クライアント

独自開発

他社製品

RDBMS

⑥DB 管理
ツール

④MQTT
ブローカー

個別開発

ブートストラップ ( 接続先の制御サーバ情報要求 )
制御要求 ( 再起動、ファームウェア更新、機器情報取得、
アプリケーション追加・更新・削除、起動・停止 )
イベント通知 ( 状態変更、値変化 )
アプリケーション・ファームウェアダウンロード

図１ お客さま社内のオンプレミス版遠隔制御システム構成
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M２Mの世界で広く使用されているMQTTは、消費電力を抑え

MQTTは、I BMとEuroTechにより設計された、TCP/ I Pに

て、小さいデータを大量に送受信する用途に適しており、
1対N、

よるpublish/subscribe型メッセージ配信モデルの軽量なメッ

N対Nの通信が可能である。これは、一つのメッセージを一度に

セージキューのアプリケーションプロトコルである。非力なデバ

複数の機器に送信する用途に向いている。そこで、LWM2Mの

イスやネットワークが不安定な場所でも動作しやすい様に通信

プロトコルスタックをCoAPからMQTTに変更することで、軽

電文が軽量に設計されている。publish/subscribe型メッセー

量なプロトコルという特性を維持しつつ、一度の制御指示で大

ジはブローカーが中継して配信する。

量の IoT/M２M機器を制御することができる。

MQT Tには、publisherとブローカーの間、ならびにブロー
カーとsubscriberの間で表４に示すレベルのQoSを選択する

4.4 OSGiとアプリケーション管理
OSG iとはOSG i Allianceが策定する、Javaモジュール(バ

ことができる。

ンドル)の追 加や実 行・ライフサイクルを管理するための規格

表４ MQTT QoS 一覧
QoS

説明

である。JavaVMに動的なコンポーネントモデルを提 供し、

0

最高1回で、
到達は保証しない。
システム
No

1

少なくとも一回で、重複する可能性あり。

2

正確に一回。

説明

JavaVMを停止せずに、アプリケーションをバンドルの単位で
インストール、起動、停止することができる。
インテックの遠隔制御システムは、アプリケーション管理に

本遠隔制御システムでは、QoS=２を採用することで、確実な

OMA-LWM２Mのソフトウェア管理とOSG i を採用している。

制御要求と応答の伝達を実現している。更に、MQTTのセキュ

従って、制御対象のアプリケーションの形式はOSG i バンドル

リティの観点から、MQTTブローカーとTLS通信し、エッジ毎に

(Java)に限定される。一方、Javaであれば、稼動先を選ばない

専用の暗号鍵でMQTTペイロードを暗号化することで、同じブ

ため、エッジ機器にJavaVMを用意することで、機種に依存し

ローカーに接続するエッジ間で自分宛以外の制御電文の解読

ないサービスを実現することができる。また、制御クライアント

を防止している。

をエッジで稼動させるために必要なJavaの要件は、組み込み
Javaの最小セット(JavaSE Embedded ８ compact1)のみ

4.3 遠隔制御の更なる効率化を図る
LWM2M over MQTT

であり、リソースを抑え、アプリケーションの移植性は高い。
アプリケーションをOSG i バンドルで実現する場合の連 携

OM A- LW M２Mのプ ロトコルスタックは、I oT/ M２M用に

イメージを図３に示す。本遠隔制御システムでは、一つのアプリ

策 定された、UDP上のCoAP (Constrained Application

ケーションは複数の機能バンドルと一つの制御バンドルから構

Protocol)を用いており、1対1の通信方式である。同じくI oT/

成される。

位置情報
管理サーバー

アプリ #1

アプリ #1 機能
OSGi バンドル

BLE

アプリ #1 制御
OSGi バンドル

データ
収集

制御
サーバー

電流・日照・
温度情報送信

位置情報
送信

アプリ #2

アプリ #2 機能
OSGi バンドル

分析
サーバー

アプリ #2 制御
OSGi バンドル

アプリ #3

アプリ #3 機能
OSGi バンドル

アプリ #3 機能
OSGi バンドル

制御指示

アプリ #3 制御
OSGi バンドル

制御クライアント
(on OSGi R4 フレームワーク )

図３ アプリケーション (OSGi バンドル ) の連携イメージ
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4.2 MQTTによるセキュアで確実なメッセージ送信

6. おわりに

5. IoT/M2M機器に適した軽量な
遠隔制御の適用に向けて

本稿では、限られたリソースのエッジ機器にリモートから独自

インテックの遠隔制御システムは、限られたリソースのエッジ

にアプリケーションを配備して容易にサービスを追加できる、

機器に対して、セキュアで軽量なプロトコルを用いて大量のエッ

軽量な遠隔制御システムについて、その要件とコンセプトを整

ジ機器を一括で制御することを可能にするアーキテクチャであ

理し、研究開発中のシステムの主な機能と利用イメージを説明

る。OSGi バンドルとして作成されたアプリケーションを遠隔か

した。本システムは、遠隔制御で広く採用されている１対１の通

ら自在に配備して、様々な処理やサービスを提供することができ

信方式とは異なり、大量のIoT/M２M機器の一括制御に適した

る、移植性の高いサービス実行環境である。これにより、アプリ

MQTTによる１対Nの通信方式を採用している。また、I oT向け

ケーションの機能追加や不具合修正に関して、システム導入後の

共通プラットフォームによるビッグデータの収集、可視化、分析

運用保守のコストを大幅に削減できる。

処理と連携すること検討している。

適用例として、本遠隔制御システムの要件を検討するにあた

今後は、I oT/M２Mを対象とする様々なニーズに対して、サー

り、想定したユースケースの一つを例に上げて説明する。既存の

ビス要件を洗い出し、モノのインターネットを社会インフラの観

工場の設備機器に、遠隔診断、保守の機能を追加する場合を取り

点から展開し貢献できるよう取り組んでいく予定である。

上げて説明する。この場合、まず前提として、既存の設備機器に
対して、大幅な構成変更を伴わずに実現したいという要望が考え
られる。
(１)現状の設備機器が持っている稼動情報を取得するインター
フェースならびにフィールドバスをそのまま利用することで、
設備投資を抑えたい。
(２)現状の設備機器のレイアウトへの影響を抑えるため、制御
系のネットワークに無線を導入する。
(３)稼動情報を取得し、制御するための追加機器(エッジ)は、
現状の設備機器の構成変更を伴わない程度の大きさであ
ること。
(４)遠隔診断、保守を試行錯誤して試験するため、エッジの構成
を柔軟に変更したい。
(５)稼動情報から故障やその予兆を速やかに検知したい。オフ
ライン分析よりもオンライン判定したい。
(６)エッジで稼動情報を収集するアプリケーションや、故障やそ
の予兆を判定するアプリケーションならびにパターンは、不
具合の修正や改善の都度、速やかに更新したい。
(７)設備機器の稼動情報に閾値を設定して、これを超過した場
合に速やかに通知を受けたい。
以上の要望は、表１に記述した、IoT/M２M機器に適した遠隔制
御の要件に照らし合わせると、(２)、(３)、(４)は要件No.１、２に該
当し、(１)、(５)、(６)は要件No.３、
５、
６でエッジ側に必要なアプリ
ケーション等を配備、稼動させることで対応し、(７)は要件No.４、
６に該当する。このように、インテックの遠隔制御システムはこれ
らの要望を踏まえたアーキテクチャを採用している。
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