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　IoT Connectは、セルラー技術を活用して、コネクティビテ
ィを導入した製品やデバイスを管理するセキュアなグローバ
ルIoTコネクティビティソリューションです。IoT Connectを
利用することにより、IoT製品やデバイスの導入・管理・収益
化が可能となる上、標準化されたグローバルSIMを使い、シー
ムレスなグローバル展開も実現できます。また、デリバリー
や管理は自動化されているため、導入後のお客様のIoTソリュ
ーションの運用や最適化も簡単に行えます。

　IoT Connectでは、世界400社以上のモバイルネットワーク
にアクセスできるほか、TelenorのグローバルSIMと合わせて
ご利用いただくことで、製品の販売・使用場所を選ばずにIT
ソリューションを標準化することができます。
　なお、IoT Connectの導入には、製品にIoTデバイスを統合
することが必要となります。IoT対応デバイスをお持ちでない
場合は、当社でサポートいたします。

特長
• 各ソリューションの要件に合わせ
た仕様

• ニーズに応じてSIMプロファイル
をカスタマイズ可能

• 印刷および設定オプションのカ
スタマイズ

メリット
• 複数のデザインから選択可能
• 製品の販売・使用場所にかかわら
ず１枚のSIMカードで対応

• ロジスティクスの簡素化
• SIMカードに自社のロゴを印刷す
ることで、ブランドの認知度が向
上

技術データ
セキュリティを強化した組み込み型

SIMカードや薄型デザインのものな
ど、さまざまなフォームファクタに対
応したIoT用SIMカードを用意してい
ます。

• 高温に強い
• 車載用規格に準拠
• eUICC機能を実装

グローバルSIM 
　グローバルSIMカードは、産業用IoT製品の
高いニーズに対応した設計となっています。
現行の規格や規制に適合しているため、お客
様の最終製品は世界中で販売・運用できるよう
になります。グローバルSIMのご利用には、
グローバルサブスクリプションが必要です。

IoT Connect
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特長
• 各種ネットワークアクセス（PSデ
ータ、SMS、音声）

• セルフサービスポータルによる
サブスクリプション管理

• 調整されたカバレッジプロファイル
• 世界400社以上のモバイルネッ
トワークへのアクセス

• サブスクリプションの状態を変更
可能

特長 
以下の3タイプのAPNから選べます。
• 標準APN： インターネット接続
のみ必要な場合に適したAPN

• カスタマイズAPN： APNに顧客
固有の名前を設定可能

• プライベートAPN： VPNを併用
したセキュアな接続に使用

メリット
• さまざまな国・地域に対応
• 複数のネットワークにより、広範
囲なカバレッジや優れた信頼性、
冗長性を実現

• 絶え間なく変化する需要にリア
ルタイムで適応するコネクティビ
ティソリューション

メリット
• APNに企業名を使用可能
• 同じAPNに複数のSIMを設定可
能

技術データ
　グローバルサブスクリプションは、
サブスクリプションパッケージに分類
されています。各サブスクリプション
パッケージは、一連のサブスクリプシ
ョン向けに定義されたさまざまなサ
ービスを組み合わせたものです。

グローバルサブスクリプションパッケ
ージに含まれるサービス：
• SIMカードタイプ
• ベアラーサービス
• カバレッジプロファイル
•  APN
• トラフィックバンドル

技術データ
　APNはモバイルネットワークとイン
ターネット間のゲートウェイに使用さ
れるアドレスです。

• APNはさまざまなIPアドレス設定
に対応

グローバル
サブスクリプション
　グローバルサブスクリプションでは、モ
バイルネットワークにアクセスできるグロ
ーバルSIMを提供します。サブスクリプショ
ンは、特定のSIMカードまたは一連のSIMカ
ード向けにコネクティビティサービスを定
義するものです。

アクセスポイント名
　IoTソリューションで、モバイルネットワーク
とインターネットの接続に必要なのがアクセス
ポイント名（APN）です。APNにより、デバイ
スはモバイルネットワークでの自らの位置を把
握して、インターネットにアクセスできます。
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特長
以下の2つのVPNから選べます。
• シングルVPN

• 冗長VPN：  堅牢性をさらに強化

特長
• SMSの送信試行回数をカスタマ
イズ可能

• SMSCへのアクセスに使用するア
ドレス番号を選択可能

特長
• 過酷な環境条件にも対応する、
堅牢で耐久性に優れた組み込み
型SIMカード

• OTA（Over-The-Ai： 無線）によ
るリモートプロビジョニング

• 長期間使い続けられるUICCソ
リューション

• MNOサービスプロバイダーを変
更可能

メリット
• セキュリティの強化
•  データ損失のリスク低減
•  データトラフィックを制限可能
• 高可用性

メリット
• 短いアドレス番号、長いアドレス
番号、または英数字のアドレス番
号を選択可能

• SMSを全製品に一括送信可能

メリット
• 物理的メンテナンスの必要性を
制限

• デバイスのライフサイクルの延
長

• より薄型のデザインが可能
• 物理的アクセスを制限することに
よるセキュリティの強化

技術データ
　トラフィックを包含するインターネッ
ト上にVPNトンネルが作成されます。
トンネルを設定するには、データセン
ターにエンドポイントが必要です。

エンドポイントには2つの選択肢があ
ります。
• 互換性がある場合は既存の機器を
使用

• 使いやすく、プラグインですぐに使
用できるルーター

技術データ
　SMSCアカウントには、SMPPプロト
コルまたはSMSメッセージングAPIを
介してアクセスできます。また、既存

のアプリケーションにSMSCアカウン
トを組み込むことも可能です。

技術データ
　RSMは組み込み型のIoT用SIMカー
ドをベースとしています。Universal 
Integrated Circuit Card（UICC）によ
り、SIMカードに複数の事業者を設
定できるほか、OTAでのプロビジョ
ニングが可能になります。

• 現時点におけるRSMの基盤技術
はUICC v2

• RSMは極めてセキュアなソリュー
ションを採用

仮想プライベート
ネットワーク
　仮想プライベートネットワーク（VPN）は、イ
ンターネット上の情報転送を保護し、製品の
セキュリティを強化します。VPNにより、デー
タセンターとIoTプラットフォーム間のセキュア
な接続が実現します。

ショートメッセージ
サービスセンターの
アカウント
　ショートメッセージサービスセンター
（SMSC）アカウントを利用すると、データセン
ター内にあるアプリケーションと製品の間で
SMSを送受信することができます。

リモートSIM管理
　リモートSIM管理（RSM）を利用すると、製
品の展開後にモバイルネットワーク事業者を
リモートで変更することができます。RSMで
は、物理的にアクセス可能かどうかに関係な
くIoTデバイ スを配置できるため、製品を柔
軟に設計できます。



4IoT Connect

特長
• デバイスのおおよその位置情報
を取得

メリット 
• グローバルサブスクリプションの
みで利用可能

• データ通信コストの低減

技術データ
 LBSは携帯電話基地局からの位置情
報を利用します。そのため、位置情報
の正確さは周辺の基地局数により異
なり、基地局数の多い地域ではより正
確な情報を取得できます。

•  LBSのAPIはXMLベースで、簡単に
実装可能

• 無料の位置情報APIとの併用で、位
置情報を視覚的に表示することも
可能

位置情報サービス（LBS）
 位置情報サービス（LBS）では、GPSなしで製
品の位置情報を簡単に把握することができま
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


