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エグゼクティブサマリー
本書は、技術面で意思決定を行う立場の皆様に、産業用途のIoTに向けた通信テクノロジーであるNB-IoTの
概要を解説するものです。

LPWAおよびNB-IoTの概要
Lower Power Wide Area (LPWA) は、「低消費電力広域ネットワーク」を意味する、モノのインターネット (IoT) のためのワイヤレス
通信手段の1つです。LPWAテクノロジーには、以下のような特長があります：

LPWAは、様々な分野のテクノロジーを持つメンバーによって開発
されました。NB-IoTは、エンタープライズグレードの技術スペック
を提供するだけでなく、通信キャリアやデバイス製造業者、そして
最終的にエンタープライズのユーザーにとって現実的な選択肢に
なると考えられます。なぜNB-IoTが、特に企業のIoT導入に適して
いるのかを理解するために、NB-IoTを別のLPWAであるLoRA
およびSigFoxと比較してみましょう。

デバイスが地下やビル内にあるような状況
を含め、広い領域を確実にカバーすること

ができます

低価格の通信ハードウェアによって、データ
収集用デバイスを10ドル未満で製造するこ

とができます

多くの場合、1デバイスあたりの1日の送信
データがわずか数バイトで済むため、
狭帯域通信が可能となります

効率の良い低消費電力により、バッテリー
充電不要で10年以上デバイスを稼動させる

ことができます

1度に数百万台のデバイスを接続できるなど
超大規模な導入が可能になります

LPWAとNB-IoTの詳細や他との比較内容については、
5ページをご覧ください。
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主な調査結果
IoTの進化によって、ビジネスの現場では低消費電力で数千のデバイスを接続する必要性が急速に高まっています。
NB-IoTは、正にこの要求に応えるものとなります。

産業向けテクノロジー：
NB-IoTは、幅広い用途に適応することが可能な優れたスループットと省電力機能を低価格で提供します。

•	これまで導入が困難だった場所にも設置が可能。NB-IoT
は、LPWAの特長でもある厳しい環境への導入が可能です。
これは、NB-IoTの免許済みスペクトル帯域が、（3Gや4Gと同
様に）他からの電波干渉を受けにくくなっているためです。

•	使用制限の無い高速なデータスループット。NB-IoTは、デバイス
の送信頻度に対する「デューティーサイクル」と呼ばれる法的
な制限がありません。このためパフォーマンスが飛躍的に向上
し、10年以上先を見越した計画にも対応することができます。

•	寿命15年におよぶ柔軟な消費電力管理が可能。導入可能範囲
やパフォーマンス上の優位性に加え、NB-IoTは、他のLPWAテク
ノロジーに比べ圧倒的に優れたバッテリー寿命を持っています。
これは、先端の消費電力節減モデルによって不要なネットワーク
通信を最小限に抑えることができるためです。

•	コスト効果の高いシンプルな設計。NB-IoTは、製造工程からアン
テナに至るまで、そのハードウェアコストを最小限に抑えられるよう
設計されています。ボーダフォンでは、本格的な生産が開始されると
通信コンポーネントの価格は2ドルまで下がると予測しています。

NB-IoTの技術的な優位性に関する詳細な内容につい
ては、6ページをご覧ください。

現実的な選択肢：
NB-IoTは、LTEをベースにしたオープンスタンダードです。主要機器メーカーの支持を受け、また汎用的なテクノロジーを使用する
ことで、既存のインフラストラクチャーやプロセスに対しても容易に統合することができます。

•	通信キャリアが迅速かつ柔軟に導入可能。NB-IoTは、インバンド
のLTEネットワークを使用する形態や、スタンドアローンモードで
別のネットワークテクノロジーと共存させる形態での導入が可能
で、既存のネットワークに柔軟に展開することができます。

•	オープン3GPPスタンダードの採用で広範なマーケット
サポートが可能。NB-IoTはオープンスタンダードであり、多く
のネットワークオペレーターやハードウェア製造業者がNB-IoT	
を支持しています。長期的かつグローバルなコミットを受けた安心
で規模によるメリットを活かせる選択と言えます。

•	従来のセルラーテクノロジーとも容易な連携が可能。NB-IoTの
動作は多くの点でLTEに類似しており、ネットワークエンジニアや
アプリケーション開発者、ハードウェア開発者にとって親しみやす
いものとなっています。

なぜNB-IoTが実践的であるかという点に関する詳細
な内容については、10ページをご覧ください。.

セキュリティと可用性
どんなIoT導入においてもセキュリティは重要課題です。NB-IoTは、LTEのセキュリティ機能を継承した最も安全な選択肢となっています。

•	 LPWAのセキュリティ問題。どんなにシンプルなネットワークデバ
イスでも、一旦セキュリティ侵害が発生すれば、業務を停止させる
事態となります。言うまでもなく、セキュリティは極めて重要です。

•	極めてシンプルなデバイスであるがゆえのセキュリティ問題。	
制限のあるバンド幅や処理能力によって、認証や暗号化といった
基本的なセキュリティ機能についても決して完全とは言えない
状況です。

•	独自のLPWAテクノロジーでは不十分。LoRAは通信を暗号化
しますが、Sigfoxは暗号化していません。またいずれも電波妨害
については脆弱なものとなっています。 

•	 LTEの認証と暗号化機能を継承するNB-IoT。NB-IoTでは、
手動でネットワークとデバイスの認証を行い、デバイスとコアネット
ワーク間の通信を暗号化します。

LPWAのセキュリティに関する留意点の詳細について
は、14ページをご覧ください。.
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はじめに:

なぜLPWAテクノロジーなのか
正しい通信接続手段を選択しなければ、IoTプロジェクトは失敗に終ります。NB-IoTは、最小の消費電力で最大
のエリアをカバーすることができるビジネス向けのIoTです。その内容を以下に示します。

IoTを活用する多くのアプリケーションには、ワイヤレス通信接続に対する基本的な共通要件があります。スマート水量計やコネクテッド・
アグリカルチャー、スマートシティ、アセットトラッキングなど、どのような用途であっても、コネクテッド・デバイスには以下のような要件が
求められます：

•	現場における長期間稼動。例えば、精密農法における土壌品質
モニターのためのデバイスは、電源に接続する必要なしに設置で
きる必要があります。10年以上にわたるデバイスの寿命までバッ
テリーが持続しなければなりません。

•	広範なカバレージ。水量計やガスメーターは、人があまり出入り
しない場所やマンホール内、あるいは深い地下室に設置されます。
このような場所でもネットワーク接続ができなければなりません。

•	低コストでの大規模展開。煙感知器や火災報知器、そしてスマート
ごみ箱などの台数は、数千あるいは数百万におよびます。デバイス
や通信接続のためのコストを低く抑え、ネットワークはQoSを保証
した上で膨大な数のデバイスをサポートできる必要があります。

•	狭帯域バンド幅。デバイスによっては、1日に数バイトのデータだけ
を送る場合もあります。例えば、スマートパーキングのセンサーは、
駐車スペースが空いた場合にだけデータをネットワークに送ります。
このようなケースでは、音声や双方向のデータ転送は必要ありません。

上記の基準を全て満たす通信接続のスタンダードは存在しません。
ビルやオフィスの中では、有線による接続がIoTにとって理想的と
なりますが、屋外にあるデバイスの場合で、特にケーブルや電源の
ない場所には使用できません。Wi-FiやBluetooth、Zigbeeといった
ワイヤレステクノロジーの電波到達範囲では、大規模な導入は実
現できません。3Gや4Gの電波の場合、数キロメートルは到達しま
すが、大容量な回線向けに設計されたものであり、価格や消費電
力も高額になります。例えば、典型的な4G	IoTモジュールの価格は
40ドル程度でバッテリーも1年未満で使い果たします。コネク
テッド・カーやデジタルサイネージに導入する場合には問題ありま
せんが、スマートパーキングセンサーといったアプリケーションに
は不向きです。

Machina Researchでは、2016年6月現在4,000万台
以上のLPWAが稼動中で、2024年までにLPWAテクノ
ロジーがワイヤレスIoTの半数以上を占めることになると
予測しています。

LPWAに求められる「5つの10」
これらのアプリケーションに必要となるのは、低消費電力で低
コスト、そして到達距離の長いワイヤレステクノロジーです。これ
こそが通信接続の新しい分野であるLPWA (低消費電力広域無線
通信) がここ数年で大きく成長してきた理由なのです。

LPWAに正確な定義はありませんが、おおまかには次のような内容
になります： LPWAデバイスが屋外でも10年間使用可能である
こと、セルから10Km離れていても接続が可能なこと、価格が10
ドル未満であること、1時間あたりのデータ転送量が数10バイト
未満であること、さらに、各セルや基地局が10k（1万台）以上
のデバイスをサポートできることです。

固有の通信接続要件が必要となる大規模IoTプロジェクト
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様々なテクノロジーが競い合うLPWAの世界
これらの条件や、類似した条件を満たすために、一般企業や
コンソーシアム、そして標準化機構などが様々なテクノロジー
の開発に取り組んでいます。Weightless、DASH 7、802.11ah、
Ingenu、LTE-M、EC-GSM-IoTなどが、市場シェアを獲得しようと
競合し、LPWAの要件を満足させるためにそれぞれ全く異なるアプ
ローチを取っています。オープンスタンダートに立脚するものや、
独自のテクノロジースタックに依存するものなど、その違いが顕著
になっています。

しかしLPWAでは、特にSigfox、LoRA、NB-IoTなど幾つかの
テクノロジーが一歩先を進んでいる状況です。これらは様々な用
途に向けて現場での導入が進み、テクノロジーも十分に成熟し
て市場の支持を受けるようになっており、どんな企業でもLPWA 
IoTプロジェクトにおける検討の対象に加えるようになって
います。

それでは、皆様のLPWAプロジェクトの要件に最適となるテクノ
ロジーはどれでしょうか？また、長期間の使用を前提にしながら、
最も迅速に導入することが可能な選択肢は？結局、皆様の業務
への適用するための判断は、現場で10年以上稼動するデバイス
そのものに依存することになります。

ボーダフォンは、このように開発途上にあるLPWAテクノロジー
を比較し、最終的にNB-IoTの採用を決定しました。セキュリティ
や相互運用性、サービス品質、寿命を保証するためには、グロー
バルスタンダードなテクノロジーである必要があると考えたから
です。特にNB-IoTは、低消費電力広域対応という要件に対応す
るよう設計され、大規模な導入に向いており、非常に大きなマー
ケットポテンシャルがあると判断したからです。

本書では、ボーダフォンがこのような決定に至った多くの要因に
ついて解説します。本書内でご紹介するボーダフォンの調査結果
が、皆様が取り組むIoTプロジェクトの技術的な意思決定におけ
る一助となれば幸いです。

NB-IoTとは
NB-IoTは、3GPPが開発した仕様であり、2016年6月の3GPP Release 13の一部として標準化されています。これはLTEに関
連したテクノロジーで、免許を受け使用が可能な周波数範囲のスペクトラムを使用するLPWAアプリケーション向けに設計され
たものです。GSMに比べてカバレージが20dB改善され、1度のバッテリー充電で12～15年稼動することが可能な上、デバイス
の価格も抑えられ、さらにLTEと同じレベルのセキュリティ機能を備え、既存のセルラーネットワークインフラストラクチャーと
も互換性を持っています。NB-IoTの帯域幅は、わずか200kHzの「selfcontained carrier」方式で、様々な周波数帯で使用する
ことができます。

2016年6月の3GPP仕様リリース13に説明されている、NB-IoTの機能詳細については、以下をご覧ください。
http://www.3gpp.org/images/PDF/R13_IOT_rev3.pdf
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NB-IoT:

産業用のグレード
LPWAは最小の消費電力と価格で広範囲をカバーすることが可能でありながら、実用上十分なスループットも確保
しています。以下にNB-IoT、LoRa、Sigfoxを4つの観点で比較した結果を示します。

1．導入が困難であった場所も確実にカバー
LPWAでは、電波強度が弱いエリアを含め、幅広いエリアにデバ
イスをインストールする必要が生じる場合が数多くあります。各
デバイスが、地下やビル内、さらに基地局から離れた場所に設置
される場合もあります。

優れたカバレージを提供する通信接続のテクノロジーとは、単に
「離れた場所」にあるデバイスをネットワークに接続できば良い
というものではありません。各デバイスがピーク値に近いスルー
プットで通信可能で、担当エリアのネットワークをより少ない基
地局（あるいはネットワークタイプに応じたゲートウェイやレピー
ター、集信装置など）で運用できなければならないのです。

最大リンクバジェット（許容伝搬損失）とは、コネクションにおけ
る電波伝搬上の減衰やその他の損失を加味した性能を定量化し
たもので、異なる電波通信テクノロジーを公平に比較するための
分かりやすい手段です。図２にNB-IoT、LoRa、SigFoxの最大
リンクバジェットを示します。

NB-IoTは、他のLPWAに比べてより広いカバレージを持ってい
ます。また、従来のGSM/GPRSに対して20dBも優位な数値を
持っており、これは7倍のカバレージに相当します。また実際の
試験において、NB-IoTの電波が二重または三重のレンガの壁を
通ることが実証されており、地下駐車場や地下室に設置された
デバイスについても高い信頼性で接続することができます。

図1： NB-IoT（R1-157741, Summary of NB-IoT evaluations results, 3GPP RAN1#83, Nov 2015）、Sigox、
およびLoRa（LoRaWAN: a technical overview of LoRa and LoRaWAN, LoRa Alliance, Nov 2015）の技術仕様

図2： NB-IoTによってカバレージが大きく拡大

LoRa Sigfox NB-IoT

カバレージ 160dB 157dB 164dB

テクノロジー 独自仕様 独自仕様 Open LTE

スペクトラム 免許不要 免許不要 要免許 (LTE他)

デューティーサイクル制限 あり あり なし

送信出力制限 あり(14dBm = 25mW) あり (14dBm = 25mW) なし (23dBm = 200mW)

ダウンリンクデータレート 50kbps未満 0.1kbps未満 0.5～200kbps

アップリンクデータレート 50kbps未満 0.1kbps未満 0.3～180kbps

バッテリー寿命 (200b/日) 10年以上 10年以上 15年以上

モジュール価格 $10 未満(2016)未満 $10 未満(2016) $6 (2017) ～ <$2 (2020)

セキュリティ 低い 低い 非常に高い

157dB 160dB 164dB
Sigfox LoRa NB-IoT
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図3： カバレージレベルの違いによるNB-IoTのダウンリンクスループット (R1-157741, Summary of NB-IoT evaluations results, 3GPP 
RAN1#83, Nov 2015)

2．デューティーサイクルの制限なく高速なデータスループット
を実現
LPWAを使用する多くの場合について、その帯域幅は極めて狭く、むしろカバレージや
消費電力効率を優先しています。しかし、他の比較要素が同じ内容であれば、帯域幅が
広い方が当然好ましいものとなり、テクノロジー利用の進化について数年先でも余裕を
持つことができます。しかし最も重要なことは、カバレージを広げた場合にも、パフォー
マンスを維持できるかどうかという点です。

NB-IoTのダウンリンクレートは最大235kbps（スタンドアローンの場合）で、Sigfoxや
LoRaに比べ、その論理帯域幅では優位なものとなっています。なお、LoRaの最大デー
タレートは27kbpsとなっています。しかしカバレージが極端に制限されている場合、そ
のS/N比 (SNR) は、-12.6dBであり、NB-IoTをスタンドアローンで導入した場合のダウ
ンリンクレートは、3kbps（図3参照）となるため、再送処理が原因で転送速度が大幅
に低下します。

LoRaやSigfoxのようなネットワークテクノロジーにおいて、最も厳しい帯域幅上の制約
は免許不要のスペクトラム幅であり、またデューティーサイクルに関する厳しい法規制に
従わなければならないことです。デューティーサイクルとは、チャネルがネットワークを
使用出来る時間割合を意味し、通常1％に制限されています。

デューティーサイクルによってデータ転送が実際にどのような影響を受けるのかという点
について、Sigfoxを例にして確認してみましょう。Sigfoxのメッセージ最大長は12バイト
であり、送信には約6秒かかります。最大デューティーサイクルが1％の場合、Sigfoxは
24時間で最大144メッセージ、つまり1日最大約1.6KBのデータを転送することができ
ます。

デバイスが日々数バイトのステータス更新データを送信するような通常の使用形態では、
これは問題にならないでしょう。しかし、デバイスの脆弱性を修正するためにファーム
ウェアのバージョンアップをワイヤレスで行う場合など、多くのパケットを転送しなけれ
ばならない場合や、例外事象が発生した場合、この制限は大きな支障となり得ます。

良好 セルエッジ ディープカバレージ 
+10dB

エクストリームカバレージ 
+20dB

 SNR > 7.4dB SNR = 7.4dB SNR = -2.6dB SNR = -12.6dB

ダウンリンク(kbps) 235 75 34 3

LoRaに支障を与える過大なネットワーク負荷
他の無線ネットワーク同様に、クライアントがゲートウェイや基地局から離れるとLoRaのパフォーマンスは極端に劣化します。
LoRaの場合、これは2kmあたりから頻発するようになります。LoRaとSigfoxは、免許不要の868MHz（欧州）または
902MHz（米国）ISMバンドで運用されています。このバンドには、デューティーサイクルの規定があり、また送信出力にも制約があ
ります。さらに、ワイヤレスアラームシステムやリモコンなども同じバンドを使用しています。そしてこれがパフォーマンスに大きな影響
をあたえる要因となっています（Ofcom	Final	Report,	Short	Range	Devices	operating	 in	862–686	MHz	band,	Ovum,	
Aug	2010）。さらに問題なのは、ネットワークが混みあったり負荷が大きかった場合、LoRaのスループットが大幅に低下してしまう
ことです。このようなトラフィック管理上の弱点によってコリジョンや干渉が発生し、非常に多くのパケットロスが発生します。こうし
た現象は、デバイスが数百になるあたりから発生するため、数百万デバイスまで拡張可能というLPWAの売り文句からすれば、極め
て大きな問題と言えます。一方NB-IoTは、1セル上の200kHzの搬送波あたり、10万～20万のデバイスをサポートできるように設
計されており、Sigfoxが１アクセスポイントあたり最大100万のデバイスしかサポートできない状況とは対照的です。
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3．柔軟な消費電力管理によって最大15年の稼動を実現
全てのLPWAテクノロジーは、低消費電力に対応するよう設計されています。実際の
バッテリー寿命は、デバイスがネットワークから受信するデータ量と1日あたりに送信す
るデータ量に依存しますが、ほとんどのLPWAデバイスは、自己放電やその他の要因を
加味しても、バッテリーを交換することなく10年間は稼動し続けることができます。

NB-IoTはさらに優れています。NB-IoTは厳密に設計され、図4に示す通りボーダフォン
の統計モデルでは、カバレージのエッジに存在する場合でも約15年間の寿命を保ちます。

このようなバッテリー寿命を達成するために消費電力を抑える多くの方法が存在します。
最も簡単な方法は、デバイスをアイドルモード、またはディープスリープモードにしておくこ
とで、通信セッションの合間にネットワークとのやり取りを行なわず、無駄に電力を消費し
ないようにします。基本的な消費電力管理は、メッセージ頻度とデバイスのスリープサイクル、
そして業務上の要件とのバランスを取ることで実現されます。

LTE-M: 要求に応じて帯域幅を拡大
NB-IoT以上に広い帯域幅を必要とするアプリケーションに対しては、３GPPスタンダードが定めたもう1つのLPWAテクノロジー
であるLTE-M、あるいはLTE Cat M1と呼ばれるものが有効となります。LTE-Mの導入モデルが持つ柔軟性は決して十分ではなく、
カバレージも広くはありませんが、5倍のダウンリンクレートを提供することができます。NB-IoTとCAT-Mは相互に機能を補完する
コミュニケーションテクノロジーとして、いずれもボーダフォンのLTEネットワークでサポートされています。ボーダフォンでは、まず
NB-IoTテクノロジーへのネットワーク対応を優先し、これまでセルラー通信接続では提供されてこなかった低消費電力広域対応
アプリケーションの切迫したニーズに対応していきます。

5Whバッテリーの               
寿命期間（年）：

セルエッジ 
(144dB MCL)

ディープカバレージ 
(154dB MCL)

エクストリームカバレージ  
(164dB MCL)

50 バイト/日 36.7 33.1 20

200 バイト/日 36.3 29.7 14.2

South East Water: 地下での用途をカバー
オーストラリアのSouth East Water社は、雨水タンクや管内流水のモニター、さらに
下水設備や駐車場などへの無断立ち入りの監視にNB-IoTを活用しています。最終
的に同社は、パフォーマンスの分析やアセットの状態や障害の管理をネットワーク
全体でリアルタイムに行いたいと考えています。多くのモニタリング用センサーが
マンホールの中や地下にあるため、まさにNB-IoTの強力な電波が最適となる事例
になっています。

図4： カバレージレベルおよびデータ量別の推定バッテリー寿命（年）。ソース： R1-157741, Summary of NB-IoT evaluation results, 3GPP 
RAN1#83, Nov 2015.
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NB-IoTは、Discontinuous Reception (eDRX) およびPower Saving Mode (PSM) 
という2つの消費電力節約機能を備え、両者を併用することでパフォーマンスと効率を
最大限に発揮できるようなっています。

デバイスがネットワークに接続されると、ネットワークは、定期的にページングメッセージ
をコントロールチャネルからデバイスに送信し、反応があることを確認します。ネットワーク
が接続デバイスの正確な情報を維持できるよう、このメッセージは少なくても数秒に1
度送信されますが、デバイスが常に動作状態でなければならず、バッテリーを消耗する
要因となります。また最大の効率を得るため、デバイスはPower Saving Mode (PSM) 
によって、最大310時間スリープ状態となり、ネットワークのアップデートとページの受
信のために短時間だけ動作状態となり、その後またスリープ状態に戻ります。ディープスリープ
状態のデバイスにはアクセスはできません。Extended Discontinuous Reception 
(eDRX) によって、ページング間隔を最大3時間ほど延長することが可能となり、受け手
側の無駄な動作を不要にしながら、必要な場合には、ネットワークからクライアント
デバイスにアクセスすることができるようになります。

4. シンプルなデザインで高いコスト効果を発揮
SigfoxとLoRaの大きな問題の1つが、GSMファミリーのテクノロジーが全般的に複雑
だという点です。一方NB-IoTは、セルラーの観点で設計されたもので、GSMクライアント
デバイスのハードウェア価格を引き上げる多くの要因を排除することができます。

例えばNB-IoTハードウェアモジュールの場合、必要なメモリは限定的（PSRAMに応じ
てさらに購入が容易になる状況）であり、アンテナは1本でフルデュプレックス運用の必
要もないため、RFデュプレクサ―のコストもかかりません。LTEに比べれば、タイミング
のズレについてもそれ程の厳しさはなく、チップの設計や製造についても極端な厳格さ
は要求されません。200kHzという帯域幅制限によってバッファや処理ブロックのサイズ
の縮小が可能になると共に、デコーダを選択することが可能なことにより、最新のデジ
タルシグナルプロセッサ (DSP) を容易に設計することができます。 

以上の結果、現在のLTEデバイスが約40ドルであるのに比べ、ベースバンドやRFチップ
セットを含めたNB-IoTデバイスのコストは、2020年末までに2ドルにまで抑えることが
できると期待されています。これによりNB-IoT通信コンポーネントは、少なくてもLoRa
やSigfoxと同様な容易に購入できる価格となります。



Narrowband-IoT 201710

NB-IoT:

現実的な選択肢
業界から幅広い支持を受けているNB-IoTこそ、長期的な視点から見て安全な選択肢と言えるでしょう。

1．キャリアによる迅速で柔軟な導入が可能
LPWAテクノロジーを選択する場合、導入対象となる地域でネットワークを使用するこ
とが可能かどうか、また将来の業務拡張に合わせ、該当ネットワークが国内や国外で幅
広いカバレージを持っているかどうかが重要な決め手となります。

NB-IoTは、極めてLTEテクノロジーに近い3GPPスタンダードです。この結果、NB-IoT
は無線アクセスネットワーク (RAN) のソフトウェアをアップグレードするだけで、LTEの
トラフィックと共存させながら、ほとんどのLTE基地局に導入することが可能です。ボー
ダフォンは、ソフトウェアアップグレードによってネットワーク全体の85％をNB-IoTに
対応させる予定で、残りもわずかなハードウェア変更で対応が可能であり、2020年ま
でには、全てのLTEサイトで対応を完了させる予定です。また、これまでの試験結果か
ら、NB-IoTが既存のテクノロジーと共存できることも確認されています。

3つの導入オプションを選択しながら、ネットワークのオペレーターがネットワーク環境
を構築できることが、NB-IoTをLPWAテクノロジーの中で最も柔軟性が高いものとし
ている理由だと思われます。NB-IoTは180kHzのスペクトラムに収まるよう設定されて
いるため、標準的なLTE物理リソースブロック (PRB: Physical Resource Block) に1
つまたは2つのNB-IoTをぴったり収めることができます。LTEのスペクトラムに干渉を与
えたくない場合には、NB-IoTをLTE占有帯域のエッジ「ガードバンド（Guard Band）」
に置くことも可能です。これは電波の干渉を防ぐために、両周波数帯域に一定の間隔を
設けるものです。NB-IoTはまた、単一のGSM搬送波スペクトラム上にスタンドアローン
で導入することも可能です。例えば、キャリアの4Gの提供計画が完全に固まっていない
場合や、LTEスペクトラム幅とスタンドアローンが隣り合っているような場合です。いず
れの方法であっても、NB-IoTが他のシステムの信号方式に依拠することはありません。

導入における柔軟性と既存のネットワーク資産を再利用できる点は、独自の無線
テクノロジーであるSigfoxやLoRaに対する、極めて大きな優位性となっています。
SigfoxやLoRaの場合には、キャリアや企業あるいは企業のコンソーシアムが、ゲート
ウェイ、アンテナ、レピーターといった、新しいネットワークインフラストラクチャーを別
途構築して管理する必要があります。

新規に構築する場合は、コストに加え多くの時間が必要となるだけでなく、認可計画、
バックホールのプロビジョニングが必要となり、さらに特に過密な都市エリアにおいて
は、解決が困難な様々な問題が発生します。

図4： 4G LTEと密接な関係にあるNB-IoT



Narrowband-IoT 201711

Aguas de Valencia: リモートモニタリングによって 
ネットワーク管理の手間を解消
Aguas de Valencia社は、多国籍の水道事業者です。改革にコミットし、いち早く自
動検針システムを導入した企業です。既に60万台以上の自動検針用デバイスを管
理していますが、これまでは独自のテクノロジーを使用してきたため、インフラストラ
クチャーを自社で設置して保守しなければなりませんでした。このため同社は、自社
のインフラストラクチャーを使用することなく、リモートからモニターすることが可能
な新しい通信テクノロジーへの移行を望んでいました。

NB-IoTは理想的な選択肢でした。Aguas de Valenciaは、メーターへの到達が難
しい場所でもNB-IoTでカバーできるかどうかという点について、ボーダフォンと共
同で機能の実証テストを行いました。

「実証テストで最も重要となった点は、電波の到達が困難な場所を特定することで
した。例えば、電波がほとんど、あるいは全く届かない地下室にあるメーターや地下
にあるメーターボックス、さらに電波を遮蔽する金属で覆われた場所に設置された
メーターなどです。これまでのところ、テストした全ての場所について何の問題もな
く電波が届くことが確認され、その結果は大いに期待を抱かせるものです。これなら
ば、当社はデータ品質やセキュリティに責任を持つテレコムキャリアに対して、通信
をアウトソースすることができます。メーターの寿命は10年ですから、NB-IoTテクノ
ロジーのバッテリー寿命ともバランスが取れます」

Víctor González, Director of Meters and Remote Reading, Aguas de Valencia
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2．オープン3GPPスタンダートによる幅広い市場サポート
10年、あるいはそれ以上にわたりLPWAテクノロジーにコミット
する場合、選択すべきテクノロジーには、将来的な安定性が求め
られます。

NB-IoTは、オープン3GPPスタンダードであるため、企業にとって
リスクが低く、長期間にわたるテクノロジーへのコミットによって、
独自のテクノロジーのようなリスクが発生する危険性はありま
せん。

Sigfoxは、完全に独自のテクノロジーです。Sigfoxのクライアント
デバイスハードウェアを製造している企業や、Sigfoxネットワーク
を構築しているネットワークオペレータも数多く存在しますが、全
てのデータはSigfoxクラウド経由で転送され、APIを通してアク
セスするようになっています。つまり、Sigfoxを選択した企業の
将来は、Sigfoxを管理している会社の将来に依存してくるという
ことです。また、スマートメーターの長期的なセキュリティを考慮
に入れ、最も安全なテクノロジーを選択する必要もあります。

一方LoRaは、LoRaアライアンスとオープンソースである
LoRaWANネットワークプロトコル（IBMとの共同開発）による
テクノロジーですが、根本となる無線テクノロジーは独自のもので
あり、ここでもお客様は特定のプロバイダーにロックインされるこ
とになります。

また独自のソリューションでは、オープンスタンダードのような
多面的なセキュリティは確保できず、さらに開発中にはR&D担
当者からのアクセスもあります。これはセキュリティやパフォー
マンスの最適化といった観点から問題となります。

単一ベンダーの商用知的財産に立 脚した独自のテクノロ
ジーを使用した場合、常に何らか追加コストが発生します。
SigfoxとLoRaの開発者であるSemtechは、ネットワーク機器
製造業者やデバイス製造業者に自社のテクノロジーを無償で
ライセンスしています。この無償分は結局お客様の負担となるも
のです。デバイスの価格が2ドルから10ドルであっても、企業が数
百万台のデバイスを購入すれば、そこに含まれる知的財産への対
価は膨大な金額となります。

逆にNB-IoTを選択したお客様は、市場原理によって働く力の
全てを恩恵として享受することができます。既にNB-IoTは、
AT&T、Telefonica、China Unicom、China Mobile、Deutsche
Telekom、Verizon、Telstra、そしてボーダフォンから支持を
受けています。OrangeのようにLoRaとSigfoxを導入済みの
オペレーターでさえ、今ではNB-IoTに投資を行っています。

総じて言えば、NB-IoTは世界最大手30社以上のオペレーターの
支持を受け、34億以上のお客様とIoT市場の90％以上の地域に
通信を提供していることになります。

このような需要によって、NB-IoTの位置付けはさらに高まり、最も
広く普及したLPWAテクノロジーとしての地位を固めることにな
るでしょう。これは同時に、お客様がLPWAテクノロジーを1本に
絞り込んだ形で世界展開できることを意味しています。

デバイス 製 造 業 者 にも同じ 傾 向 が 見られ ます。先 端 の
Ericsson、Huawei、Nokia、Qualcomm、IntelなどがNB-IoT
にコミットしており、これが意味するのは、様々なユースケースに
適したデバイスを低コストで幅広く選択できるということに他な
りません。また既に説明した通り、NB-IoT通信ターミナルの価
格は、SigfoxやLoRaデバイスよりも大幅に安くなるだろうと期
待されています。

「ワイヤレスの歴史を見れば分かる通り、成功を収めて
いるテクノロジーは、オープンスタンダードだけです。
独自のテクノロジーが成功を収めた例はなく、独自の
LPWANベンダーが長く存続するとも思えません」
Professor William Webb, CEO, Weightless; former President, IET; former Director, Ofcom
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3．既存のセルラーテクノロジーエコシステムと容易な統合が可能
通信テクノロジーは、他のIoTソリューションとの間で優れた連携が図れる必要があります。
必要なアプリケーションやプロセスとの連携が難しければ、プロジェクト全体としてROI
を確保することが困難になります。

予測通りのトラフィック処理やセキュリティ機能など、NB-IoTは従来のセルラー通信テク
ノロジーと非常に良く似た動きをします。特にボーダフォンのIoTネットワークでは、レポー
ティングやSIMステータスに対するセルフサービスコントロール、アラートやビジネスルー
ルの利用、APIアクセスなどを提供するグローバルIoTプラットフォーム上の他のIoT SIMと
共に、NB-IoTコネクションをシームレスに管理することができます。お客様は、LPWAだけ
のために、別のプロセスやユーザーアクセス権限、ソフトウェアプラットフォーム、そしてドキ
ュメントを管理する必要はありません。

他のLPWAテクノロジーには、アプリケーション開発者が理解して対応を検討すべき、独自
の動きや制限があります。

例えば、LoRaのトラフィック処理は極めて制約が多く、トラフィック負荷が大きい場合、
パケットロスは60％以上にも上ります。LoRaはパケット到達を確認するために、高度と
は言えないフラグベースの手法を採用していますが、配信を確認するためには2つめの
パケットを送る必要があります。これはネットワーク負荷を高め、コリジョンやより多くの
パケットロスが発生に加え、データの再送による予期せぬ通信の遅延が発生することに
繋がります。

ソリューションの開発をより容易にする
NB-IoTテストラボ
NB-IoTの業界コミュニティでは、世界中にオープンラボ 
(Open Labs) を開設し、ハードウェア開発者や企業がサンド
ボックスネットワーク環境を使って、NB-IoTベースのソリュー
ションの構築、テスト、認定ができるようにしています。
英国ニューベリーにある世界最初のNB-IoTオープンラボ
は、ボーダフォンとHuaweiが2016年に開設したもので、
2番目のラボも2017年2月に独ジュッセルドルフに開設さ
れました。また、China Mobile、Etisalatなども2017年中
にオープンラボを次 と々開設する予定です。オープンラボの
見学については、ボーダフォンの担当者までお問い合わせく
ださい。また、NB-IoTの詳細については、www.vodafone.
com/business/iot/nb-IoTをご覧ください。
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セキュリティと可用性
LPWAの導入では、他のIoTソリューション同様のセキュリティ保護が求められます。NB-IoTは、LTEの実績ある
セキュリティ保護対策を継承しています。

LPWAのセキュリティ
ボーダフォンによるIoT普及状況調査レポートをはじめ、全ての
エンタープライズIoT導入調査結果において、IoTの導入における
セキュリティの重要性が指摘されています。多くの企業がIoTデバ
イスやコネクションの脆弱性によってデータ漏洩やサービス停止、
そしてリモートアセットのコントロールが奪われ、システムが停止
するような事態が発生しないかといった懸念を抱いています。

LPWAデバイスは非常に多くの制約があるため、セキュリティ保護
を考慮する必要はないのではないかと楽観視したくなりますが、
ハッカーがスマートごみ箱や煙感知器といった単純なセンサーを
標的にしないとは限りません。実際には、このようなデバイスの
セキュリティは重大な問題となっています。もしハッカーが1万台
の煙感知器を同時に稼動させたり、市の清掃課に対して市内全
てのごみ箱を一度に空にする必要があると通知したり、農家の土
壌センサーに不正を働き、肥料を過剰投入させるような事態が
発生したら、これは大変な混乱を巻き起こします。

シンプルなデバイスほど
そのセキュリティ確保は難しい
現実的には、認証や暗号化といった基本的なセキュリティ手法を
使用して、どのように適切な形でこれらのデバイスのセキュリティを
確保するかが問題となります。しかし多くのLPWAは、その設計
上の理由でセキュリティ機能のための余地をほとんど残していない
のです。

低消費電力が必要となる2ドルから5ドル程度のデバイスにとっ
て、トラフィックの暗号化や復号化のために必要となるオーバー
ヘッドは、見過ごすことが出来ないものです。また1％のデューテ
ィーサイクルの制限があれば、通信セッションの認証に必要とな
る余分なバイト数を確保することが困難になります。またスルー
プットの制限上、現場に投入済みデバイスに発見された脆弱性
にパッチを当てるための余分なキャパシティも存在しません。不
審なトラフィックを検知するために、集中トラフィックモニタリング
ソリューションを配置するという形態も、対応手段の1つかもしれ
ませんが、実際に攻撃を防御したり回避策を講じるためには、ほと
んど役に立ちません。

対応が不十分な他のLPWAテクノロジー
セキュリティコミュニティの目から見れば、LoRaとSigfoxには
根本的な問題があります。独自のコードは、ハッカーに発見され
る前に脆弱性を精査して特定できる可能性が低いという点です。

さらに、LoRaやSigfoxには、十分に堅牢なセキュリティ機能があ
るとは言えません。特にSigfoxの場合、ほとんどないと言っても過
言ではないでしょう。通信チャネルは暗号化されておらず認証機
能も組み込まれていません。Sigfoxでは、アプリケーションレイヤ
でセキュリティ管理を行うことを推奨しています。LoRaは、デバイス
がネットワークに接続された時に、アプリケーションセッションキー
を使ってメッセージを暗号化し、メッセージの整合性確認はネット
ワークセッションキーを使用して行れます。しかし、この暗号キー
の管理は決して容易ではありません。

さらに、ISM無線周波数バンドでの送信には免許が不要なため、
不正を働くハッカーを含め誰でもが合法的に利用でき、LoRaの
仕様に合わせたデータを送信すれば、LoRaのデータ送信に難な
く混信を与え、サービスを妨害することができるのです。サービス
妨害は、セキュリティ侵害と同様に多大な影響を及ぼします。

NB-IoTではLTEの認証機能と
暗号化機能を踏襲

NB-IoTは、LTEに近い3GPPスタンダードであり、そのセキュリティ
技術全てを踏襲しています。SIM製造時点でセキュリティキーが
NB-IoTに組み込まれ、ネットワークとデバイスのマニュアルでの
認証に使用されるだけでなく、デバイスとコアネットワーク間のトラ
フィック暗号化のために頻繁に更新されるセッションキーの生成
にも使用されます。

しかし言うまでもなく、実際に保護レベルを高めるためには、デバ
イスや通信、アプリケーション層とは別に、「上位の」セキュリティ
層を追加することが必要です。
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今後の展望
現時点で企業が導入すべきLPWAソリューションは、その技術面および市場における優位性からNB-IoTである
ことに間違いはありません。しかし最終決定を下す前にテクノロジーを自らテストしてみることが賢明と言えます。
ボーダフォンでは、次のようなご支援を行うことができます：

ボーダフォンについて
IoTとNB-IoTの最先端を進むボーダフォン

この３つのステップをご利用いただけます:

IoTの分野で20年以上の経験を持つボーダフォンは、既に５,000万以上のIoTの機器を
実際に稼動させています。あらゆる産業におよぶボーダフォンIoTのお客様が、LPWAテクノ
ロジーを後押しする様々なアプリケーションに関するインサイトを、ボーダフォンに提供して
います。NB-IoTフォーラムの議長として、また3GPP IoTスタンダードをリードする開発企業
として、ボーダフォンは、このようなインサイトを実務に活かしています。

ボーダフォンは、世界最大の通信ネットワークを保有するオペレーターの1社とし
て、2020年までNB-IoTを完全にロールアウトすることにコミットしています。また、既に
NB-IoTの試験運用やお客様パイロットプロジェクトを世界中の都市部や地域で実施して
います。

しかしボーダフォンの目的は、ネットワーク通信接続の提供に留まるものではありません。
当社のプロフェッショナルサービスや、テスト施設を提供により皆様のプロジェクト開始を
支援すると共に、業界最先端の通信監理プラットフォームや様 な々セキュリティ機能、グロー
バルSIMやボーダフォンブランドやパートナーのハードウェアなど、関連するあらゆるもの
を皆様に提供します。

ボーダフォンの詳細については、
www.vodafone.com/business/iot/japanをご覧ください。

英国ニューベリー、独ジュッセルドルフに
あるオープンラボで、サンプルのハード
ウェアやネットワークのたたき台を使っ
て、NB-IoTを体験することができます。
現場でのトライアルに関する最新情報に
ついては、別途お問い合わせください。

ソリューション開発に必要となるサンプル
NB-IoTモジュールやSDKのサポートにつ
いては、最寄りのボーダフォン担当者まで
お問い合わせください。詳細は、www.
vodafone.com/business/iot/nb-IoT
をご覧ください。

GSMAが設立したNB- IoTフォーラム
で、NB-IoTについて議論いただけます。
ご参加については、別途お問い合わせく
ださい。
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