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１．まえがき

モノをインターネットに繋ぐことを意味するIoT（Internet 
of Things）という言葉が流行してはや数年，IoTソリューショ
ンは身近な存在として社会に定着してきている。そうしたな
か，当社は15年以上前からIoTデバイスを開発し，遠隔監視
システムとして運用してきた。現在は車載対応IoT端末
IORemoterシリーズを展開中で，IORemoter Ⅱはその最新機
種である（図１）。 IORemoter Ⅱの主な仕様［1］を表１に示す。

現在，当社が運用し，提供しているシステムは図２のように，
いわゆる閉域網と呼ばれる自社専用の携帯回線網とプライ
ベートクラウドサーバを用いて，監視対象からのリアルタイ
ムな情報の取得と監視対象への遠隔操作を可能にするシステ
ムである。このシステムにおいて，IORemoter Ⅱは携帯電話
などで用いられているLTE通信を行い，監視対象とクラウド
サーバを繋ぐ中継機器になると同時に，得たデータに基づい
て監視対象の状態を判別し，制御する役割を担っている。

■ 図１ シアンカラーが特徴のIORemoter Ⅱ
Fig.1 IORemoter Ⅱ with cyan color

■ 表１ IORemoter Ⅱの主な仕様
Table1 Specifications of IORemoter Ⅱ

項　目 仕　様

メモリ
SDRAM 64MB

ROM（NOR Flash） 32MB

OS Linux（Debian）

アナログ入力 4CH 電圧入力または電流入力

デジタル入力 8CH 4CH（接点入力），
4CH（電圧入力）

デジタル出力 4CH（トランジスタ出力）

GPS 1CH（オプション）

通信IF

RS232C 2CH
RS422/485 1CH
カレントループ 1CH
CAN 1CH
Ethernet 1CH
LTE 1CH（デュアルSIM，マルチキャリア対応）

拡張性 Wi-Fi，ZigBee，Bluetooth
ログデータをmicroSDカードに保存可能

外形寸法 210mm×120mm×30mm

質量 800g

電源電圧 DC12V/24V

消費電力 最大7.5W

動作確認済み
通信キャリア

NTTドコモ，KDDI
MVNO： NTTコミュニケーションズ，インター

ネットイニシアティブ，丸紅ネットワー
クソリューションズ

IORemoter Ⅱの大手クラウド対応
IORemoter Ⅱ's support for major cloud services

We are operating a remote monitoring system using an IoT device called IORemoter Ⅱ. This remote monitoring 
system connects IORemoter Ⅱ to the Internet via our own private cloud. 

However, this cloud server program had the problem that customers could not modify the program and the cost of 
creating it was high. To solve this problem, we attempted to use the major cloud, which is a public cloud and 
provides basic services, instead of a private server. 

For this purpose, we wrote a communication program for each cloud platform into IORemoter Ⅱ and 
communicated between IORemoter Ⅱ and each cloud platform.

As a result, we confirmed that IORemoter Ⅱ can connect to AWS, Azure, and Alibaba services.
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■ 図２ 東洋電機製造の提供する遠隔監視システム
Fig.2  Remote monitoring system provided by Toyo Denki 

Seizo

２．従来のシステムとその課題

図２の遠隔監視システムでは，独自のクラウドサーバを利
用しており，一般のネットワークを介さず監視対象とサーバ
を繋ぐため，高いセキュリティ性が確保できる。一方で，複
数の顧客のサービスが同じクラウドサーバの中で動いている
関係上，クラウドサーバに直接アクセスできるのは当社だけ
であり，ソフトウェアとハードウェアのすべてを当社が作成・
管理しなければならない。よって，メンテナンスや拡張にコ
ストがかかるうえ，ユーザ側がサービスを修正・変更できな
いという問題点があった。

現在運用しているサーバのプログラムの具体的な構成は，
図３のようなシステムとなっており，IORemoter Ⅱが送った
データをサービスが受け取り，データベースに記録。データ
ベースから読み取ったデータをCGIが処理して，利用者のパ
ソコンに表示するという一連のプロセスが案件ごとに独立し
て動いている。図３の構成の問題として一つのハードウェア
上で複数のソフトウェアが稼働しており，これらがCPUやメ
モリ，ハードディスクといったリソースを共有していること
が挙げられる。そのために，複数のシステムが稼働すること
を想定してリソースをあらかじめ余分に用意しなければなら
ないが，稼働するシステムが少ないうちはランニングコスト
に無駄が生じてしまう。また，前述したサーバの特性上，シ
ステムに変更や修正が生じた場合は，当社あるいはパートナー
企業の限られた技術者が作業を行う必要があり，それゆえに
対応に時間がかかってしまうこともある。

■ 図３ 現在のサーバのシステムの構成
Fig.3 Configuration of the current server system

■ 図４ 新しいサーバのシステムの構成
Fig.4 Configuration of the new server system

これらを改善するための取り組みの一つとして大手クラウ
ドへの対応を進めている。具体的には IORemoter Ⅱのアプ
リケーションを図４のように各社が提供するIoTサービスと通
信を行えるように改良することである。

大手クラウドに対応する最大のメリットはサーバサイドの
開発の工数とコストの削減である。それに加え，大手クラウ
ドを扱えるシステムインテグレータや技術者は世界中に存在
するので開発リソースの選択肢が大幅に広がることも期待で
きる。また，Web サーバはA社，データベースサーバはB社
というように必要に応じて複数社から最適なサービスを選択
し，それを組み合わせたシステムの運用も可能となる。
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■ 図５ 大手クラウドの例
Fig.5 Examples of major cloud services

■ 図６ ＡＷＳの提供するサービス一覧（抜粋）
Fig.6 List of services provided by AWS (excerpt)

３．大手クラウドサービスについて

近年，AmazonやMicrosoftといった大手IT企業（ビッグ・
テック）の提供するクラウドサービスの発展が目覚ましく，
2016年にはAlibabaの提供するAlibaba Cloud［2］がソフトバン
クと共同で国内サービスを始めるなど，自社クラウドだけで
はなく，こういった大手クラウドを利用することは魅力的な
選択肢となってきている（図５）。

大手クラウドを利用するメリットの一つとして，多様なサー
ビスを提供していることが挙げられる。例として，Amazon
が提供しているクラウドサービスであるAWS（Amazon Web 
Service）［3］のサービス一覧を図６に示すが，ここに記載して
いるサービスはAWSが提供しているサービスの一部にすぎ

ず，AWSやAzure［4］では合計二百以上のサービスを，ほかの
クラウドも百以上のサービスを提供している。

これほど多くのサービスが提供されているということは，
ほとんどの利用用途において適切なサービスが存在している
ことを意味する。これまでの開発手順であれば，大きな一つ
のサービスを一から作成していたのに対して，大手クラウド
を利用する場合，案件ごとに適切なサービスを選択し，それ
をベースにして開発することができるため，開発の工数削減
につながる。

さらに，大手クラウドの特長として，必要なときに必要な
分だけリソースを利用できるというものがある。2章でも言及
したように自社でクラウドサーバを用意する場合は，サービ
スがサーバの処理能力の上限を越えないようにするため，必
要以上のスペックのサーバマシンを用意しなければならない。
一方，大手クラウドであれば，利用するサービスごとに適切
なリソースを設定することができ，過不足があった場合にも
柔軟に割り当てるリソースの変更を行うことができる。

また，サーバアプリケーションの作成が容易になるので， 
IORemoter Ⅱに組み込むアプリケーションのみ当社が担当
し，サーバとWebアプリケーションをユーザや外部のシステ
ムインテグレータが担当するといった開発形態も採用しやす
くなる。

こういった理由から大手クラウドを利用することは，大き
なメリットをもたらす。加えて，各クラウドプラットフォー
ムにはそれぞれの強み，弱みが存在しており，ユーザ側からも，
どこのクラウドを使いたいといった要望が今後増えてくるこ
とは十分考えらえる。そのため，多くの大手クラウドサービ
スに対応することは，メーカ側だけでなくユーザ側の選択肢
を広げる点でも大きな意味をもつ。

４．クラウド対応作業

４．１　対応状況

すでにいくつかの大手クラウドとの接続確認は完了してお
り，プラットフォームによっては対応製品としてIORemoter 
Ⅱが掲載されている。IORemoter Ⅱの大手クラウド対応状況
を表２に示す。

４．２　接続検証

IORemoter ⅡをIoTサービスに接続し，データを蓄積・可
視化するまでの一連の流れをAlibaba Cloudの検証で実際に
行った作業を例に説明する。
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■ 表２ IORemoter Ⅱの大手クラウド対応状況
Table2 Status of  IORemoter Ⅱ’s support for major clouds

名　称 サービス 接続 製品掲載

Alibaba Cloud IoT Platform 〇 〇

Amazon Web Service IoT Core 〇 ×

Google Cloud Platform Clout IoT Core × ×

Microsoft Azure IoT Hub 〇 ×

■ 表３ Alibaba Cloudとの接続検証に利用したサービス
Table3 Services used to verify connection with Alibaba Cloud

サービス名称 役　割

IoT Platform
IoTサービス
MQTTによるデータの受信・解析・
RDSへの受け渡し

ApsaraDB RDS for MySQL DBサービス
受信したデータの蓄積

DataV
Webサービス
RDSのデータベースに蓄積されている
データの可視化

４．２．１　検証の方法

以下の手順で IORemoter Ⅱと Alibaba Cloud が連携でき
ることを確認した。
（1）　 Alibaba Cloudに表３の3つのサービスを作成し，サー

ビスが連携するための設定を行う
（2）　 IORemoter Ⅱのメインプログラムに，IoT Platform

と通信を行う処理を専用のC言語ライブラリを用いて
実装

（3）　 IORemoter Ⅱ か ら デ ー タ の 送 信 を 行 い，IoT 
Platformで受信されていることを確認

（4）　 IoT PlatformからRDS（Relational Database Service）
にデータが渡され，データベースに蓄積されているこ
とを確認

（5）　 RDSでデータベースに蓄積したデータをDataVで可視
化されていることを確認

４．２．２　接続検証システムの構成　

前述の手順を踏んで作成された接続検証用システム（以下，
検証システム）は図７のとおり構成される。 IORemoter Ⅱと
IoT Platformの通信にはIoT分野で広く使われている軽量な
通信プロトコルであるMQTTを使用した。MQTTではトピッ
クという仕組みを利用して送受信するデータの指定を行う。

■ 図７ Alibaba Cloud接続検証用システムの構成
Fig.7  Configuration of system for verify connection with 

Alibaba Cloud

４．２．３　検証用データ

IORemoter Ⅱは1秒周期で整数の乱数を生成し，MQTTを
用 い てIoT Platformに 送 信 す る。 検 証 シ ス テ ム で
は”/${Product key}/testdev/user/test”というトピックを使っ
てデータの送受信を行った。IORemoter Ⅱで上記トピック名
を指定してデータを送信し，IoT　Platformでも同じトピック
名を指定してデータを待ち受けることで IORemoter Ⅱから
のデータを受信する。なお，トピック名の${Product key}の部
分はIoT Platformからデバイスごとに付与される固有の文字
列である。データの形式は図８のようなJSON形式とした。

４．２．４　データ受信確認

図８，図９に接続検証の結果を示す。
図８は IORemoter Ⅱのコンソールの出力で，送信したデー

タを表示したものである。1734575198という乱数が生成され，
送信されている。

図９はIoT Platformの管理画面で受信データを表示した様
子である。図８に示した IORemoter Ⅱが送信したデータと
同じ1734575198という値が受信されていることが分かる。

以上のとおり，IORemoter Ⅱが送信したデータが，IoT 
Platformで受信されており，なおかつ値の整合性が取れてい
ることを確認できた。

４．２．５　データの蓄積と可視化

Alibaba CloudではIoT Platformでデータを受信することが
できれば，RDSと連携してデータベースに蓄積，さらにそれ
をDataVで可視化することができる。検証システムで可視化
を行った様子を図１０に示す。

IORemoter Ⅱから毎秒生成され送信された乱数値は，RDS 
によってidを付与され，データベースに書き込まれる。この
データベースを参照して，DataVは，横軸をid，縦軸を
IORemoter Ⅱから送信された乱数値とした二次元グラフを作
成する。これによって，時間ごとのデータの推移が一目で確
認できるようになる。
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■ 図８　IORemoter Ⅱの送信データ
Fig.8 A published topic from IORemoter Ⅱ

■ 図９ IoT Platformの受信データ
Fig.9 A subscribed topic on Alibaba Cloud IoT Platform

■ 図10 受信データの蓄積と可視化
Fig.10  Accumulation and visualization of the data subscribed 

from IORemoter Ⅱ by RDS and DataV

４．２．６　検証の結果

以上，簡単なシステムではあるが， IORemoter Ⅱから
Alibaba Cloudへデータを送信し，蓄積と可視化が行えること
を確認した。ここではAlibaba Cloudの接続検証について説
明したが，接続確認を終えているAzureとAWSについても同
様の手順で IORemoter Ⅱとの連携を行うことが可能である。

５．今後の展開

５．１　対応プラットフォームの拡大

本稿の執筆時点での IORemoter Ⅱの大手クラウド対応状
況は表２のとおりであるが，Google Cloud Platform［5］を含め
今後も引き続き対応プラットフォームの拡大を進めていく。

５．２　IORemoter Ⅱ開発環境の改善

ここまで，大手クラウドへの対応によるサーバサイド開発
の改善への取り組みについて説明した。これと並行して 
IORemoter Ⅱの開発環境改善への取り組みも行っている。

■ 図11  ファームウェアとアプリケーションのコンパイルと
書き込み

Fig.11  Cross-compilation and writing of firmware and 
application

５．２．１　 従来のIORemoter Ⅱアプリケーション開発環境

の問題点

IORemoter ⅡのファームウェアはLinuxベースで，図１１

のようにPC上でクロスコンパイルされたファームウェアのイ
メージ一式が書き込まれている。 IORemoter Ⅱのセンサ読
み取りやサーバとの通信を行うアプリケーションはすべてC
言語で記述されている。そのため，アプリケーションに変更
を加えるたびにコンパイルを行い， IORemoter Ⅱに書き込む
という作業を行う必要がある。アプリケーションはルートファ
イルシステムに依存するため，新たに外部ライブラリを追加
した場合などにはルートファイルシステムも同時にコンパイ
ルを行わなければならない。この一連の作業が開発効率低下
の一因となっている。

５．２．２　Node.jsの導入

現在IORemoter Ⅱに対して，Node.jsと呼ばれるJavaScript
の実行環境の導入を進めている。JavaScriptはスクリプト言
語であり，あらかじめコンパイルを行わずに実行することが
できる。そのため，C言語による開発と比較して開発効率の
向上が期待できる。図１２に示すように従来のC言語による
開発では修正や変更が生じるとそのたびにコンパイルとイ
メージの書き込みを行っていた。一方，JavaScriptによる開
発ではIORemoter Ⅱのコンソール上でテキストエディタを
使って直接プログラムを書き替えることや，SSHでプログラ
ムファイルを転送するだけで簡単に修正や変更を加えること
ができる。これはアプリケーション開発における試行錯誤の
効率を飛躍的に向上させる。JavaScriptは主にWebアプリケー
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ション開発で用いられ，技術者の人口が多い言語の一つであ
る。つまり， IORemoter ⅡのアプリケーションをJavaScript
化することは，開発リソースの増強にもつながる。また，
Webアプリケーションと同じ言語を用いることでシステム全
体の開発に必要なスキルセットを統一することもできる。さ
らに，大手クラウドが提供しているサービスパッケージにあ
たるライブラリやフレームワークが豊富であることもNode.js/ 
JavaScriptの特長である。このパッケージを使って開発する
ことによって，工数を削減するだけでなく，作成できるアプ
リケーションの幅を広げることができる。

■ 図12 Ｃ言語とJavaScriptでの開発作業の違い
Fig.12  Differences between development work in C and 

JavaScrip

５．２．３　Node.js導入の課題と対策

Node.jsの導入で課題となるのはメモリ使用量の増加であ
る。1章でも紹介したようにIORemoter Ⅱのメモリ容量は

ROM32MB，RAM64MBとNode.jsの実行環境としては心もと
ない。特にRAMについてはカーネルとファイルシステムが
ROMから読み込まれて実行されるためそれ以外のアプリケー
ションに割り当てられる容量はさらに少なくなる。これにつ
いては，XIPカーネルとSquashFSというROM上で動作する
カーネルとファイルシステムを導入し，ファームウェアが使
用するRAMの使用量を削減することで対策を実施している。

６．むすび

これまで IORemoter Ⅱは自社クラウド向けに作成されて
おり，大手クラウドを利用することはできなかったが，  
IORemoter Ⅱでも大手クラウドを利用できるように改良する
ことによって，高いセキュリティが必要な案件や既存のシス
テムを流用できる案件では自社クラウドを，それ以外では大
手クラウドを，といった形で案件ごとに最適な開発形式を選
択することが可能となる。

次世代のモバイル通信システムとして5Gも普及し始め，
IoTの世界はさらに高度化していくことが予想される。今後も，
ハード・ソフトともに適切な新技術を取り入れ，より少ない
コストで，より良いIoTソリューションを提供できるように努
力していく。
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