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で、収集した大規模な情報から、意

味ある情報をリアルタイムに分析

し、新たな気づきを発見し、活用す

ること。

これらのスマート技術を用いて社

会に貢献する「場」として、スマー

ト社会を「スマートオフィス」「ス

マートモール」「スマートパブリッ

クサービス」「スマートモビリティ」

「スマートハウス」といった 5つの

分野に分類している。この中で、ス

マート社会の中心的なサービスとな

ると考えられるのが、パブリックサ

ービスのスマート化である。

パブリックサービスとは、自治体、

国、企業が広く住民に対して行うエ

ネルギー供給を含めた各種公共サー

ビスのことである。図1は、スマー

トパブリックサービスの実現イメー

ジである。異なるネットワークを重

層的に設置することで、平常時は地

域の課題を解決する様々なサービス

を提供し、災害時は情報途絶の防止

や緊急通信の確保が可能になる。

OKIは、自治体向け告知放送シ

ステム、防災無線システムや消防指

令システムなど情報系サービスの高

度化を進めており多くの導入実績が

消費の効率化や安心・安全・快適性

を追求する商品サービスを強化して

いくことである。また、スマート社

会を支えるキーテクノロジー（スマ

ート技術）として、次の3つをあげ

ている。

◆スマートセンシング：電力や温湿

度等の基本情報だけでなく、例えば、

画像から人や物などをリアルタイム

に認識できる高度なセンシング技術。

◆スマートネットワーク：各種シス

テムや機器間を簡単に接続できる省

電力・高信頼性ネットワーク。

◆スマートアウェアネス：「アウェ

アネス」とは「気づき」という意味

OKIグループは、新たな成長を目

指した取り組みとして、次の3つの

方針を掲げ、事業を推進している。

①国内で培った優位性のある商品の

「グローバル市場への展開」

②お客様の「持たない経営」の支援

③環境にやさしく、安心・安全・快

適な「スマート社会を目指した取

り組み」

この中で、③の「スマート社会を

目指した取り組み」とは、OKIの

中心事業分野において、エネルギー

OKIは、スマートグリッドやマシン・トゥ・マシン（M2M）などの用途で本年7月25日から全チャネルを利用できるようになっ
た920MHz帯を利用して、IETFで制定された国際規格である6LoWPANやIPv6/RPL、ZigBee IPに対応した「920MHz帯無線マル
チホップネットワークシステム」の販売を本年8月10日から開始した。同時に、920MHz無線ICチップベンダーや無線装置ベン
ダー向けに、IEEE802.15.4e/4gに対応したソフトウェアライセンスの販売も開始し、本年11月から順次出荷していく。
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図1 スマートパブリックサービスの実現イメージ

スマート社会を目指した
OKIの取組み
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ある。今後は、スマート技術である

「スマートセンシング」「スマートネ

ットワーク」「スマートアウェアネ

ス」をコアコンピタンスとしたシス

テムと融合し、社会のスマート化に

貢献する事業を展開していく。

OKIでは、スマート技術のひと

つであるスマートネットワークに関

連した事業として、センシングした

情報を簡単かつ効率的に伝送する無

線マルチホップ技術の開発に取り組

んでいる。

無線マルチホップとは、離れた位

置に設置された複数の機器の情報収

集と制御を無線で容易に行うため

に、無線装置間を電波で中継してい

く技術である。この方式では機器を

接続するためのネットワークインフ

ラ整備が不要のため、用途に応じた

ネットワークシステムを柔軟にコス

トパフォーマンス良く実現すること

が可能だ。適用領域は、家庭内の家

電やエネルギー関連設備間の接続、

プラントやコミュニティ全体を広範

に接続する大規模なネットワーク、

そしてモノとモノの間の通信

（M2M）などである。災害に強いネ

ットワークとして、前述のスマート

パブリックサービスへの適用も検討

されている。

OKIは、無線マルチホップネッ

トワークの効能を確認するために、

経済産業省が主導する青森県での実

証実験等に参加している。青森の実

験では、住宅の密集した市街地や郊

外などの異なる環境において、実際

の家の太陽光発電装置間を無線マル

チホップ通信で接続し、効果的な電

力制御が行われている。また、本年

７月から使用可能となった920MHz

帯無線による実験も実施されている。

920MHz帯無線は電子タグシステ

ムやアクティブ系小電力無線用の周

波数帯で、900MHz帯周波数再編に

伴い、2012年７月25日から全チャ

ネルが利用可能となった。送信出力

は20mW（免許不要の特定小電力無

線局）と250mW（簡易無線局）で

ある。920MHz帯は、無線LANな

どの2.4GHz帯と比較して、電波の

到達距離が長く障害物を回り込んで

届くことや、一般に利用されている

429MHz帯の特定小電力無線局と比

較して高いスループットを持つこと

から、スマートハウス、スマートメ

ーターなどに用いる無線マルチホッ

プネットワークに最適な周波数帯と

いわれている。日本では、総務省が

2008年に制度化した 950MHz帯が

利用されてきたが、920MHz帯への

周波数移行と、これに伴う5MHz幅

の拡張により、普及が進むと考えら

れる。また、米国やアジアと同じ周

波数帯を利用できることとなるた

め、国際協調による市場の活性化が

期待されている。

無線マルチホップネットワークに

適用する通信プロトコルの技術規格

は、米国電気通信学会（ I E E E）

802委員会の15.4ワーキンググルー

プや、ZigBee Alliance（＊1）等で国

際標準化されてきた。また、新たな

潮流として IPv6対応が推進されて

おり、インターネット技術の標準化

を推進する IETF（＊ 1）（Internet

Engineering Task Force）で検討
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図2 「920MHz帯無線マルチホップネットワークシステム」の無線ユニット（親機、子機）
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進展と普及に取り組んでいる。

OKIは、920MHz帯を利用し、

IEEE 802.15.4/4gや IETFの

6LoWPANや IPv6/RPL（＊1）など

に対応した、「920MHz帯無線マル

チホップネットワークシステム」を

発表し、本年８月 10日から販売を

開始した。同時に、無線マルチホッ

プ対応機器の普及促進を目途に、

920MHz無線 ICチップベンダーや

無 線 装 置 ベ ン ダ ー 向 け の

IEEE802.15.4e/4g（＊2）対応ソフト

ウェアライセンス等（図３参照）の

販売も開始した。両製品とも本年

11月から順次出荷していく予定だ。

OKIの920MHz帯無線マルチホッ

プネットワークシステムを用いて機

器の情報収集・管理を行うシステム

の構成例を図４に示す。システムの

特長として、次のようなことがあげ

られる。

◆「920MHz 帯無線」に対応：

920MHz帯は電波到達性が良いた

め、通信距離を必要とする場合や、

障害物が多い場所での利用が可能。

また、無線マルチホップネットワー

クの構築が可能。

◆国際標準に対応：物理レイヤーは

IEEE802.15.4g（＊2）、MACレイヤ

ーは IEEE802.15.4e（＊ 2）に準拠、

ネットワークレイヤーは IETFの

6LoWPAN、IPv6/RPLに対応する

ほか、検討が進められている

ZigBee IP（＊1）へも対応予定。国

が進んでいる。これらの技術は、ス

マートグリッドやM2Mに関する業

界団体でも採用が検討されている。

国内でも、新世代ネットワーク推

進フォーラムやスマートコミュニテ

ィアライアンスにおいて、HEMS

（ホームエネルギーマネジメントシ

ステム）等のガイドライン作成や実

証が進められており、無線マルチホ

ップ方式として 9 2 0M H z 帯の

ZigBee IPも対象となる見込みだ。

OKIは、無線マルチホップ技術

の研究開発に早くから取り組んでお

り、920MHz帯での無線マルチホッ

プネットワークの電波到達性・高信

頼性・省電力・設置の容易さなどに

関する様々な実証実験を行い、検証

を進めてきた。また、無線マルチホ

ップネットワークの通信プロトコル

の 標 準 化 に 注 力 し て お り 、

IEEE802 .15 .4d（＊ 2）の副議長や

ZigBee SIG-ジャパン（＊3）で常務

理事を務めるなど、中心メンバーと

して920MHzと無線マルチホップの
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図3 「920MHz帯無線マルチホップソフトウェアライセンス」の概要
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図4 「920MHz帯無線マルチホップネットワークシステム」の構成例
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際標準に対応した様々なセンサー機

器との相互接続が可能となる。

◆高信頼、大規模、セキュアなネッ

トワークシステムを実現：動的な経

路変更等により、高信頼なネットワ

ークを実現。ネットワーク管理サー

バを利用して複数のネットワークを

統合管理することで、一つの大規模

な無線マルチホップシステムとして

運用が可能。無線ネットワークの認

証、暗号化により、不正な端末アク

セスを防止すると共に、端末／アプ

リごとのセッションを暗号化するこ

とで、盗聴や情報漏洩を防止。

920MHz帯無線マルチホップネッ

トワークシステムは、BEMS（ビル

エネルギーマネジメントシステム）、

HEMS、M2M向け共用型ネットワ

ークなどで、離れた位置にある機器

の情報収集と制御を無線で容易に行

うためのネットワークシステムであ

る（図５参照）。ネットワーク管理

サーバ、無線ユニット（親機、子機）

で構成されており、ビルなどの単一

拠点に閉じたネットワークから、屋

外で広域に分散するネットワークま

で、用途に応じて構築することが可

能だ。例えばBEMSでは、ビル内

の配線を無線化することで、施工に

かかる時間と手間を低減することが

可能だ。

OKIは、本製品を通じて、M2M

やBEMS/HEMSの迅速な導入と周

辺機器との相互接続性の向上をサポ

ートするなど、スマート社会の実現

に貢献していく。
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図5 「920MHz帯無線マルチホップネットワークシステム」の主な適用領域

＊1 インターネット関連の標準化機関IETF
（Internet Engineering Task Force）では、
IEEE802.15.4上でIPv6ネットワークを実
現するために必要な技術を標準化してい
る。6LoWPAN（IPv6 over Low power
Wireless Personal Area Networks）はヘッ
ダ圧縮やパケット分割などを行う技術で、
RPL（Routing Protocol for Low power and
Lossy Networks）はIPv6でマルチホップル
ーティングを実現する技術だ。ZigBee
Alliance（米国カルフォルニア州にある非
営利団体）では、これらの技術を組合せて、
ZigBee IPと呼ばれる無線マルチホップ
IPv6ネットワークの標準化を推進してお
り、日本の920MHzへ対応する検討も進め
ている。
＊2 センサーネットワーク等の無線マルチ
ホップネットワークには、無線方式として
はIEEE802.15.4、ネットワーク方式として
ZigBeeが国際標準規格として広く使われて
いる。IEEE802.15.4は、日本の950MHz帯
を利用できるようにIEEE802.15.4dと呼ば
れる物理層の修正規格が追加され、OKIが
中心的に審議を進めて2009年に標準化さ
れた。スマートメーター向けの物理層の修
正規格はIEEE802.15.4gと呼ばれ、2012年
3月に標準化された。また、産業向けの
MAC層の修正規格もIEEE802.15.4eとして
同じく2012年3月に標準化され、ルーター
の 省 電 力 機 能 な ど が 追 加 さ れ た 。
IEEE802.15.4eでの標準化活動は、総務省
の「ネットワーク統合制御システム標準化
等推進事業」の成果として実施した。
＊3 一般社団法人のZigBee SIG-ジャパン
は、ZigBeeの規格検討、策定を行っている
ZigBee All ianceの下部組織。ZigBee
Allianceおよび関連団体と密接に連携を取
りながら、日本国内でのZigBeeに関する
啓蒙活動、市場調査・普及活動を行ってい
る。OKIは常務理事として運営に参画し、
国内での省庁連携や普及促進活動をリード
している。

OKI 通信システム事業本部
新事業推進室
URL：http://www.oki.com/jp/920M/

お問い合わせ先
M2MやBEMS/HEMSなど
様々なシーンでの適用が可能
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