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The future is exciting.

Ready?

世界中に展開したIoT通信
環境をシンプルに一元管理
するソリューション



ボーダフォン
IoT通信管理プラットフォーム
導入する場所を問わず、全てのIoT SIM、コネクティビティ、そしてサービスを
管理することができる包括的なエンドツーエンドソリューション

ボーダフォンIoT通信管理プラットフォームは、ボーダフォンが提供する様々な
IoT（モノのインターネット）ソリューションの中核として、特許取得済みの
テクノロジーをベースに、セルフサービスでの運用や管理を実現する強力な
プラットフォームソリューションです。

IoTにおける課題
他の大規模なテクノロジーへの取り組み同様に、IoTプロジェクトも、導入から
実際の運用に至るまで、効果的な管理を行っていく必要があります。

世界中のコネクティビティを包括的に監視し、業務拡大によるデバイスの追加
発注や導入、さらに遠隔地の障害を素早く診断するための機能などが必要
になります。また同時に、データのセキュリティやコストについても管理する
必要があります。

IoTは業務の在り方を大きく変革しています。2020年まで
に410億のコネクテッド・デバイスが存在するようになる
と、ABI Researchは予測しています1。

IoTをよりシンプルに
ボーダフォンIoT通信管理プラットフォームは、シンプルなIoT管理を実現し、
テクノロジーの持つ潜在能力をフルに引き出します。世界中に数千におよぶ
IoTを活用したアセットを展開している場合でも、また特定の地域に限定
してわずかな数のアセットを展開している場合でも、ボーダフォンのプラット
フォームを利用することで、世界のどこからでも、全てのアセットを集中的に
管理し、各地に点在するIoTデバイスの可視化やコントロールをすることが可
能となります。異常な動作に対するアラートの発信、パフォーマンスやデータ
の使用状況に関するレポートの作成、新しいSIMサブスクリプションの有効化
など、全ての対応をリアルタイムで実行することができます。

ボーダフォンが自社で開発、保有するプラットフォームとして以下を実現：

• お客様のコアネットワークと連携させることで、より優れたパフォーマンス、信頼
性、管理性能を実現します。

• プラットフォームのロードマップはボーダフォン自身が決定し、お客様のニーズ
の変化に合わせた機能拡張が可能です。

• プラットフォームやネットワーク、SIMに関するどんなご質問にも、ボーダフォンが
唯一の窓口となって対応します。
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主要機能
セキュアなWebポータル経由でプラットフォームに接続し、必要な全ての
管理機能にアクセスすることができます。

ユーザーフレンドリーなダッシュボード
ポータルのダッシュボードから、世界各地に存在するIoTアセットをひと目で
確認することができます。ダッシュボードは、担当者の役割に応じて必要な
情報だけを表示するようにカスタマイズすることが可能です。また、特性に応
じてデバイスをグループ分けし、一度にまとめて管理できるため、管理に必要
な負担を軽減できます。設定したデバイスのグループ毎に、サブスクリプション
の数やデータの使用状況、現在の運用状況など、様々な情報を瞬時に表示
することができます。

容易なSIM管理
セルフサービス管理ツールを使って、サブスクリプションを一度にまとめて
用意したり、国や地域別に制限を設定したり、製造ライフサイクルの各段階
に応じて運用状態を変更することが可能です。例えば、製造現場でテストの
状態にあるサブスクリプションを「test」、いつでも稼動できる状態で製造現場
または倉庫に保管されているものを「ready」、実稼動中のものを「live」、
さらに、データ送信を中断させたものを「suspended」といった状態に設定
することができます。

リアルタイムアラート
このプラットフォームでは、各グループのサブスクリプションに対して、上限と
下限のしきい値を設定できます。設定したパラメータから外れたサブスクリ
プションが動作した場合、プラットフォームは直ちにアラートを発信します。
例えば、サブスクリプションのデータ送信量が設定値を超えた場合、自動的
にアラートを受け取ることで、送信を一端中止し、適正なコスト管理を行うと
いった判断が可能になります。同様に、サブスクリプションが想定した量の
データを送信していない場合にもアラートを発信して、問題の発生状況を
調査することができます。

明解なレポーティング
現在および過去の請求期間における様々な標準レポートを参照しながら、
リモートアセットがネットワーク上でどのような運用をされているかを理解
することができます。このレポートには、最大・最小のデータ使用状態に関する
グラフやIMSIの使用状況、現在の状態、状態の変化、アラート発生状況など
が含まれています。これらの情報を活用することで、データ総使用量の最適
化を行い、コストを管理していくことができます。

診断サービス
ポータルは、SIMに問題が発生した際の最初の確認先となります。セルフ
サービスの診断ツールおよびトランザクションログを使って、設定ミスや
RADIUSプロキシの問題、そしてデータ転送量の突発的な増加といった、
SIMの問題を診断することが可能です。問題が発見された場合、SIMの状態
を変更して修正対応を行うことができますが、問題が定常的に発生するよう
であれば、24時間365日対応が可能なボーダフォンIoTサービスに問い合
わせることもできます。

早期提供サービス 
こうした全ての管理ツールは、5営業日以内にサービスの立ち上げと開始
を行う、ボーダフォンの早期提供サービス（fast-track offering）の一部
として提供されます。

早期提供サービスでは、以下を提供します：

• 標準SIMまたは強化プラスティックSIM

• GPRS、3Gまたは4G経由のパケットスイッチデータ通信

• サテライトコネクティビティ

• NB-IoTネットワーク

• お客様のIoTデバイスを、ボーダフォンのコアネットワークと接続します。
コアネットワークは、アクセス制御された自己回復可能な共有パブリック
インターネットAPN上に構築されています

ボーダフォンIoT通信管理プラットフォーム Webポータル



構成オプション
ボーダフォンは、各種の業務要件に対応することができる様々な先進性能や
機能を提供します。

サービス連携
APIやSMPPを経由して、IoTコネクティビティデータをERPやSCMシステム
など、お客様既存のバックグランドシステムと直接連携させることができます。
例えば位置情報は、お客様の環境と連携させることができるIoTのデータ
タイプの1つです。セルIDおよびそのGPSが特定できれば、ボーダフォン
IoT通信管理プラットフォームから、フリート管理やアセットトラッキング
システムなど、どんなシステムに対しても位置情報を直接提供するこ
とができます。アセットの位置情報については、最初の通信セッション
が発生した場所のセルID情報を使って、容易に特定することができます。.

通信タイプ
2G、3G、4GおよびNB-IoTネットワークのパケットスイッチデータに加え、
SMS（モバイル発信と受信）またはGMSネットワーク経由の音声交換回線
を使って、SIMをプラットフォームに接続することができます。ボーダフォン
のSIMは、特定の地域やネットワークに割り当てられることのない一定範囲
の専用IMSIとモバイル番号を持っています。これにより、規制が許す限り、世界
のどんな場所でも、ボーダフォンまたはボーダフォンのIoTローミングパート
ナーのネットワークを使ってSIMを利用することができます。

あらゆる環境に対応可能なSIM
ボーダフォンIoT通信管理プラットフォームは、様々な運用状況に応じた
適切な選択が可能な複数の種類のSIMをサポートしています：

• 標準プラスチック（Standard Plastic）SIMは、ボーダフォンの標準的なSIM
として、幅広い動作環境に適応可能な高い価値を発揮するSIMです

• 強化プラスチック（Rubust Plastic）および超強化（Super Robust Plastic）
プラスチックSIMは、頻繁なファイル更新にも対応可能で、耐久性に優れた
メモリを持ち厳しい環境にも耐えるSIMです

• 標準産業向け（Standard Industrial）SIMは、ボーダフォンが提供する中で
最も強固なSIMで、極めて苛酷な環境にも耐えられるよう設計されています。
このSIMは、端末のPCBに直接ハンダ付けすることが可能で、狭いスペース
にも最適なものになっています

• 車両向け（Automotive）SIMは、車両用に特別に設計された強固なSIMで、
高温な状態や激しい振動にも耐えられるようになっています

拡張レポート
拡張レポートでは、早期提供サービスのレポートを補完する形でサブスクリ
プションのパフォーマンスに関する追加情報を提供し、コネクティビティの
パフォーマンスの向上や、デバイスのデータ消費量を最適化することができ
ます。グループ分けやフィルター、日付範囲指定、プロファイルやアプリケー
ション間のコピーや移動、SIMのカスタム属性の変更など、各レポート設定
変更が可能です。レポートは、CSV、XMLまたはPDF形式でダウンロード
することができます。

ボーダフォンプラットフォーム 
権限を持つユーザーは、カスタマイズ可能なダッシュボードにアクセス
し、アクセスメニューやSIM/コネクション検索機能を使って、SIM全体
の状況を把握することができます。

一連のSIMグループに対して、ローミング許可などの機能を設定すること
ができます。また、ステータスや独自定義の属性など、事前設定した基準
をベースにSIMの一覧を抽出することも可能です。



信頼性に優れたプラットフォーム
ボーダフォンIoT通信管理プラットフォームは、ボーダフォンの長年にわたる経験と専門性
を活かした、信頼性に優れ堅牢で確実にセキュリティを担保できるプラットフォームです。

ホスティング、SLA、拡張性
プラットフォームについては、ボーダフォンがホストして運用します。メンテ
ナンスやアップデートをボーダフォンに一任することで、お客様は業務に集中
することができます。通信キャリアによるグレードの高い可用性を持つプラット
フォームよって、競争優位の高いSLAを安心して維持することができます。
ボーダフォンのSLAには、プラットフォームおよびサービスデスクの可用性、
インシデント管理、保守イベントなどに関する取り決めが設定されています。
また、拡張性の高いプラットフォームのアーキテクチャーによって、業務の拡大
に伴うソリューションの拡張も容易に実現することが可能です。

世界トップクラスのサポート
ソリューションの設計から設定、導入、運用に至るまで、IoTプロジェクト全体を
ボーダフォンがサポートします。ボーダフォンの1400名に上るスペシャリスト
が、導入前のデバイスやソリューションのテストサポートを始め、ダミーの
SIMを使ったテストやトレーニング、デモのためのステージング環境や業務
環境の準備等の対応を行います。お客様のIoTソリューション設定完了後
は、Eメールや専用電話によるホットラインなどを通じて、複数の言語で、24時間
365日のサポートを提供します。ボーダフォンは、お客様と合意した応答時間
や解決策提供までの時間を守れるよう、チケットシステムを使用して、インシ
デントのトラッキングやエスカレーションを行っています。

セキュリティ
ボーダフォンは、セキュリティを深刻な問題として捉えており、エンドポイント
からバックエンドシステム至るまでのエンド・ツー・エンド通信を暗号化して
います。デフォルトでは、お客様のデバイスは動的IPアドレスを使って共有
APN経由で接続されますが、ご希望に応じて、IPSecトンネルやリース回線
など、専用のプライベートアクセスポイント名（APN）経由で、動的または混
在IPを使って接続する方法も選択いただけます。お客様に割り当てられた
SIMを持つデバイスやアセットだけが、専用APN経由でデータを転送できる
ため、不正アクセスを防止することができます。また、お客様の端末を、不正
なデータ転送から保護することも可能です。デバイス固有の認証情報と
IMEIロック機能によって、指定した端末でしか動作しないよう、SIMを設定
することが可能です。

プラットフォームのWebサービスサーバーと、お客様のIoTバックエンドシ
ステムの接続も、HTTPSを使用して安全に実施されます。さらに、サーバー
とクライアントの認証機能によって、IoTのインフラストラクチャーを保護し
ます。お客様側のユーザーによる、機密情報への不正アクセスを防止するた
め、システム管理者が階層的なアクセスレベルを設定することで、ユーザー
による特定機能の利用を制限することができます。お客様の企業情報を編
集したり、ユーザーの追加や削除ができるのは、システム管理者だけです。

カスタマーポータル機能	  
個別のコネクション情報までドリルダウンし、使用状況やアラート発生
状況、新しく有効化されたサブスクリプションなど、様々な情報にアク
セスすることができます。また、各ロール別に、ポータルをカスタマイズ
することも可能です。全てのデバイスに関して、接続状況やロケーション
といった詳細な内容を、容易に確認することできます。



完全なソリューション基盤として
ボーダフォンIoT通信管理プラットフォームでは、あらゆるIoTソリューションの基盤として、
シンプルで信頼性と拡張性に優れたIoTを実現することができます。

グローバルSIM
ボーダフォンのグローバルSIMは、どんな運用環境に対しても
適応することができます。ボーダフォンのSIMでは、特定の地域
やネットワークに割り当てられることのない、一定の範囲の専用
IMSIとモバイル番号を確保しており、世界のほぼ全ての場所で
ボーダフォンまたはボーダフォンのパートナーのネットワークを
使用することができます。各国ごとにSIMの設定を変更する必
要がないため、IoTソリューションの導入に必要な時間や手間を
大幅に削減することが可能です。

グローバルネットワーク
ボーダフォンは、世界最大のモバイル通信ネットワークを保有
しています。世界5ヶ国600のワイヤレスネットワークと40ヶ国
以上の固定回線を経由し、お客様に対して2G、3G、4G、サテ
ライトおよびNB-IoTといったサービスを提供しています。お客
様がどんな地域でビジネスを展開する場合でも、ボーダフォン
は、確実にサービスを提供することができます。

シンプルな価格設定と契約
ボーダフォンでは、幅広い商用製品に加え、お客様の全ての
グローバルIoTアセットをカバーできるグローバル契約を提供
します。ボーダフォンの価格表は、お客様がローミング料金を
意識せずに済むように、コスト予測と管理が可能な形に設定され
ています。お客様にお支払いただくのは月次の使用料、つまり
IoTを使用した期間の料金と、SIMの状態変更に関わる料金だけ
です。さらに、データの利用に応じた期間按分料金やサブスクリ
プション単位の料金、さらに有効なサブスクリプションに応じた
料金体系も用意しています。

IoT通信ターミナル
市場投入時間の短縮や、よりコスト効果の高いIoTソリューション
の導入を支援するため、ボーダフォンからIoT通信ターミナル
を提供させていただくことも可能です。この端末は、お客様の
IoTアプリケーションに応じて、最先端のベンダーが製造する
厳選されたモデルの中から選択いただくことができます。各端末
にはグローバルSIMをインストール済みで、すぐに利用を開始
いただくことができます。

IoTの導入をさらに加速するために、お客様固有のアプリケーション
環境に合わせた端末の事前設定と、ボーダフォンIoT通信管理
プラットフォームへ事前登録を、ボーダフォンが実施することも
可能です。各端末モデルの互換性は、Vodafone Innovation Park
Labsでテスト・検証済みであり、ボーダフォンやボーダフォンの
パートナーが提供するネットワーク上での確実な動作をお約束
します。ボーダフォンのIoT通信ターミナルを選択いただくこと

で、コネクティビティとハードウェアの両方に対する広範な専門
サポートを、1つの窓口から受けることができます。

アプリケーションのサポート
ボーダフォンでは、様々な産業や地域における市場を横断する
形で、安定性に優れた世界最先端のマネージド・コネクティビティ
と、世界的に認められたIoTソリューションを提供しています。
堅牢で徹底して設計されたグローバルプラットフォームに加え、
高度な教育を受けたローカルチームが、お客様と直接協力しな
がら、アプリケーションのカスタマイズや統合を行うという形で、
ボーダフォンは、グローバルおよびローカルでの優れた対応を
行っています。さらに、ローカルの要件に合わせた特注モジュール
の開発についても、一貫性のあるルックアンドフィールを確保
しながら、共通のデータ構造やユーザーモデルを構築して、互換
性を確保しながら実施することができます。

IoTソリューション
ボーダフォンでは、完全なマネージド・ソリューションとして
提供する様々なIoTソリューションを開発してきました。
例えば 、モバイルアセットトラッキングソリューション
や、コネクッテッド・キャビネット、車両向けソリューションな
どがあります。また、IoTの導入が最短で価値を発揮できるよ
うにするための、データキャプチャやネットワークサービス、
データ管理、データプレゼンテーションなども含まれています。

デバイス管理
全てのコネクテッド・デバイスを管理することは、決して容易で
はありません。デバイスは常に損傷を受けたり、誤使用される
リスクに晒されており、遠隔地の大規模環境にある全てのデバイス
が正常に動作しているかどうかを把握できることが重要となります。
ボーダフォンのリモートデバイス管理機能によって、このような
リスクを排除し、該当環境のセキュリティ確保、分析、障害検知、
修正、アップデートを確実に行えるようになります。

ボーダフォンのIoTデバイス管理プラットフォームでは、デバイス
を完全にコントロールしながら、回復性能を向上させ、運用
コストを低減して、稼動時間の最適化を図ることができます。

「IoTのアダプターは、セキュアで信頼性が高く、広範
をカバーできるコネクティビティを望んでいます。IoTプロ
ジェクトでコネクティビティを選択する際の最大の考
慮点は、ネットワークのカバレッジとなっています」

（回答者の74％2）



ボーダフォンを選択する理由
少数のIoTデバイスを使用する場合か、また数百万ものデバイスをトラッキングする場合
かに関わらず、ボーダフォンはお客様のニーズに応じたコネクティビティソリューションを提
供します。ボーダフォンIoT通信管理プラットフォームは、コストを低く抑え、迅速で効率的な
対応を行うためのセルフサービスと自動化が可能でありながら、同時にビジネス規模に関
係なく、サービス品質を一定に維持できるよう設計されたプラットフォームです。本プラット
フォームは、お客様のIoTベースのサービスに必要となる包括的な環境を提供します。

これを裏付けるように、多くのIoTアナリストが、ボーダフォンのIoTサービスこそ業界
で最も優れたものであるという見解を示しています。ボーダフォンでは、自社で開発して
1,400名の専任スぺシャリストがサポートする、セキュリティや信頼性に優れたプラットフォーム
と、25年の実績を誇るIoTの経験を駆使して、お客様のニーズに応じた包括的なサービス
を提供します。

7



vodafone.com/iot/japan
2018年 ボーダフォングループ
本書はボーダフォンが機密文書として発行するもので、事前にボーダフォンの明確な書面による許可を得ずにその一部または全部を複製することは禁止されます。
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