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特長 
• コンフィギュレーションによるブ
ランディング

• 多数のウィジェットから選択でき、
ドラッグ＆ドロップでカスタマイ
ズ可能なダッシュボード

• トラッキングとインベントリ
• 製品モニタリングと制御
• イベントとアラーム

メリット
• 直感的に操作でき、導入時の負
担が少ない

• 追加設定なしで一般的なユース
ケースに対応。イミディエート値
やユースケースをすばやく検証

• ルック・アンド・フィールをカスタ
マイズ可能

• PCや携帯電話からアクセス可能

技術データ
　App Boardのグラフィカル・ユーザ
ー・インターフェース（GUI）に特定の
API機能を表示できます。 

• シングルページアプリケーション
• 最先端のJavaScript技術を使用し
て構築

• グローバルコンテンツ配信ネット
ワークを利用して提供

IoT Cloud

　IoT Cloudは、コネクティビティを導入した製品に有益で価
値ある洞察をもたらす、デバイスおよびデータ管理のため
のセキュアなクラウドプラットフォームです。接続された製品
からあらゆるデータを収集・保存し、新たな価値や洞察を導
き出すために欠かせない要素を提供します。セルフサービス
ツールやカスタマイズ可能なアプリケーションが含まれてい
るため導入がしやすく、事業の成長に合わせてグローバルに
展開できる拡張性も備えています。

　またTelenor Connexionでは、デバイスおよびアプリケー
ションパートナーと連携し、お客様のデジタルサービスのた
めの完全なエンドツーエンドソリューションを提供しています。
パートナーとの取引関係は、常にお客様のニーズに基づき、
お客様本位で構築されます。
　IoT Cloudでは、基盤技術のインフラをTelenor Connexion
が担当します。だからお客様は、コネクティビティが導入さ
れた製品とそのユーザーエクスペリエンスに注力できます。

接続・取得 保存・処理 事前設定・管理

製品
コネクティビティを導
入したい製品。ほぼ
すべての製品に対応

コネクティビティ
取得したデータをモバ
イルネットワーク経由
で転送

アプリケーション
製品管理およびメタデ
ータ閲覧のためのアプ
リケーション

プラットフォーム 
保存されたデータを有
用なメタデータに処理
できるプラットフォーム

顧客価値 
エンドユーザーはデー
タから価値や洞察を得
られる

デバイス 
シグナルを送信する
ために製品に取り付
けたIoTデバイス

IoT Cloud

• 導入実績が豊富で信頼性の高いエン
ドツーエンドのソリューションの活用
により、市場参入までの期間を短縮。

• すぐに導入可能なセキュアで拡張性
の高いコネクティビティサービスを利
用することで、自社による一からのイ
ンフラ構築の必要がなく、リスクやコ
ストを低減できる。

• IoT技術に関する負担を減らし、リソー
スをカスタマーエクスペリエンスや事
業開発に集中できる。

• 事業のグローバル展開を支援。

APP BOARD
　IoT Cloud App Boardは、プラットフォーム
APIを活用したカスタマイズ可能なウェブアプ
リケーションです。製品のデータを閲覧・管理・
分析できるほか、製品とデータをやり取りする
ことも可能です。さらに、製品とそのデータを
管理するためのセルフサービスツールとして
も機能します。
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特長
• 製品から収集した観察データを
格納

• 大量のデータを処理し、詳細なク
エリを実行

• 高性能のルールエンジンで、デ
ータ処理の自動化を実現

• API、Webhook、統合エンジンな
どのツールを使った統合や相互
作用も可能

メリット
• 拡張性・信頼性・コスト効率の高
いプラットフォームとインフラ

• エンドツーエンドのIoTソリューシ
ョンにかかる負担を軽減し、基盤
インフラでなくお客様の製品や
アプリケーションの開発・運用に
リソースを集中できる

• 任意のサードパーティー製シス
テムと簡単に統合可能

技術データ
　情報管理レイヤーでは、サーバー
レスなアーキテクチャを使用し、拡張
性・信頼性が高いサービスを提供しま
す。

• 開発者にとって扱いやすいAPI

• RAWデータを信頼性の高い方法
で保存しインデックス化することに
より、高性能な検索機能を実現

• 業界標準やベストプラクティスを
基盤としたユーザー管理

情報管理
　お客様の製品から収集した情報の保存や処
理を行うほか、App Boardなどのアプリケー
ションやカスタマイズされたアプリケーシ
ョン、または任意のサードパーティー製シ
ステムでオープンAPIを利用できるようにし
ます。情報管理レイヤーには、ユーザー管
理、メタデータ管理、高性能のルールエン
ジンも含まれます。
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特長
• MQTTプロトコルおよび拡張可
能なメッセージバス

• コネクテッドデバイスの相互認証
と暗号化

• ポリシーベースの認証とアクセ
ス制御

• デバイスのインターネット接続時
に、デバイスとクラウドコネクテッ
ドプラットフォーム間で自動的に
同期

メリット
• 間欠的に接続される多くのコネ
クテッド製品との間で、拡張可能
かつ信頼性が高く、セキュアな双
方向通信メカニズムを実現

• 実証済みの技術を活用して、ソリ
ューションの市場投入までの期
間を短縮

• アプリケーションのニーズに合わ
せてアクセス権を調整

技術データ
　通信管理では、お客様の製品との
間でデータを送受信するためのセキ
ュアで信頼性の高いインフラを提供
します。

• 開発者は、パブリッシュ／サブスク
ライブAPIを使用してライブデー
タストリームにアクセス可能

• MQTTプロトコル 

• TLS暗号化 

• X.509証明書 

通信管理 
　間欠的に接続される多くの製品との双方向
通信の安全性・信頼性を確保するため、専用の
インフラや機能、プロトコルを提供します。

特長
• 製品へのファイルのアップロード
および製品からのファイルのダ
ウンロードをサポート

• ファームウェアのリモートアップ
デートが可能

• 認証情報や証明書の管理
• メタデータを含む製品レジストリ

メリット
• 現場を訪れることなく、製品のソ
フトウェアをリモートでアップデ
ート

• 製品のライフサイクルにわたって
ソフトウェア定義の機能を追加

• セキュリティ認証情報の管理

技術データ
　効果的なデバイス管理にはIoTソリ
ューションをエンドツーエンドで検討
する必要があります。IoT Cloudには、
これを実現するための汎用的な構成
要素やベストプラクティス事例が盛り
込まれています。

• 製品の証明書を単体または一括で
作成・ダウンロード・破棄

• デバイスへのファイルのアップロ
ードおよびデバイスからのファイ
ルのダウンロード機能

• 製品ごとにメタデータを保存して
追跡

デバイス管理
　コネクテッド製品は運用開始後もそのライフ
ライクルを通じてメンテナンスや改良が必要
です。そのため、デバイス管理ではアセット記
録の追跡や管理を行えるほか、デバイスや製
品のソフトウェアをリモートでアップデートで
きるようになっています。
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特長
• クラウドとデバイス間でリソース
を最新の状態に維持

• TLS暗号化やMQTTプロトコルを
実装

• GSMA IoT Connection Efficiency
を実装 

• セキュリティ認証情報をデバイス
上に保存

メリット
• デバイスアプリケーション開発期
間の短縮

• データ転送の最適化によるコス
トの削減

技術データ
　コネクタでは、現場で実証されてお
り、製品の接続に必要な組み込み型
の通信とセキュリティのメカニズムを
実現します。

• リソースのアップデートにはTLS暗
号化されたMQTTを使用

• ファイル転送にはHTTPSを使用 

• ポータブルCライブラリ

コネクタ
　コネクタは、組み込み環境向けのオプション
であるソフトウェアライブラリで、製品を簡単
につなぐことができます。コネクタを使うこと
により、組み込み開発の作業を効率化し、モバ
イルネットワーク経由の接続を最適化して保
護するのに役立つ、実証済みの機能を利用で
きます。

TELENOR CONNEXIONについて 
Telenor Connexionは世界の主要モバイル事業者の1つであるTelenorグループに属するIoT専門
会社。20年以上の実績に基づき、コネクティビティ導入機器を大量に保有する企業やサード
パーティのサービスプロバイダーに対し、グローバルなIoT接続とクラウドサービスを提供し
ています。
ボルボ、スカニア、日立建機、Verisure Securitas Direct、ハスクバーナなどのグローバル企
業を顧客とし、190を超える国々で1,000万台以上のコネクティビティ導入機器を管理。スウ
ェーデンに本社と技術センターを置き、イギリス、アメリカ、ドイツ、イタリア、南アフリカ、
シンガポール、韓国、中国、日本に営業拠点を展開しています。

sales@telenorconnexion.comtelenorconnexion.com


