
本セッションは、

SORACOM Air(Japan) – モバイル通信
SORACOM Canal – AWS内のプライベート接続
SORACOM Direct – 専⽤線接続
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•SORACOMプラットフォーム
•SORACOM Air
•SORACOM Canal
•SORACOM Direct (Door)
•SORACOM Access Management
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《 SORACOM プラットフォーム 》



IoT（Internet of Things）

インターネット クラウドモノ

クラウドにつながるモノは、2020年に
数十億〜数百億？



ここ数年のイノベーションは
クラウドとモバイルがもたらした

↓
事業者の失敗コスト/開発コストを
下げ、イノベーションを可能に



Mbed
Intel Edison Rasberry PI

Arduino

デバイス側のプロトタイピングも容易に



インターネット クラウドモノ

接続方法 セキュリティ
通信の管理

ではデバイスとクラウドの接続は？



インターネット クラウドモノ

ソラコムでの解決策



専用線

モバイル通信
キャリア
の交換局

モノ インターネット

パケット交換
帯域制御
顧客管理
課金

AWS
クラウド

３G/LTE
SORACOM	Air
SIMカード

API



•Subscriber Identity Module
•利用者の認証モジュール

•高い耐タンパ性

•SIMごとに認証、暗号化キー提供

•モバイル通信で認証と暗号化を担保

SIMカード



専用線

モノがAWSクラウドに直結
IoT向けのプログラマブルなデータ通信を提供

３G/LTE
API

SORACOMプラットフォーム



SORACOM
の

サービス群



《 SORACOM Air 》



専用線

インターネット

SORACOM Air

モバイル通信
キャリアの
交換局

お客様① SIMを購入して
モノに挿す

API

Webコンソール

③Webから
コントロール

②APIでコントロール



•SORACOM Air Japan
•モバイル通信キャリアの基地局利用
•日本国内のみ利用可能
• SORACOMの設備はAWS東京リージョンに設置

•SORACOM Air Global
•世界120以上の国と地域で利用可能
•各国のモバイル通信キャリアを利用
• SORACOMの設備はAWSフランクフルトリージョン
に設置
•Globalについては、A会場15:15～のセッションで

2つのカバレッジタイプ



SORACOM Airで提供するSIM

データ通信SIM

nano
micro
標準

データ通信SIM
(SMSあり)
nano
micro
標準



• Webコンソール
• SIM情報の取得と設定
• セッション状態、速度、通信量/利用料 etc
• SIMの停止/解約
• タグ付け
• グループ
• SIM発注
• 認証情報設定



SORACOM AirのAPI

• API
• 通信速度の変更
• SIMの停止/解約
• 通信量/利用料の取得
• タグ付け
• グループ etc

• SDK/CLIも提供
システムの自動化
SIMの一括管理



料金（SORACOM Air Japan)

•初期費用 (契約事務手数料)
560円/枚

•基本料金
開通後 1日10円 (開通前 1日5円）

ボリュームディスカウントあり
•データ通信料金
1MB/0.2円～ (1GBで200円) 上記は税抜で表記しています

詳細: 
https://soracom.jp/services/air/price/







利用料金の例

①動態管理
毎分、位置データ(数KB) → 約303円/月

②温度センサー
毎分、温度データ(数KB) → 約303円/月

③決済端末
毎日、1000決済 (数KB/決済)  → 約350円/月

④デジタルサイネージ
毎晩、新規広告データ(16MB)  → 約396円/月

(注:	速度クラスによって値段は変わります)



•タグ
•グループ
•イベントハンドラ
•カスタムDNS
•メタデータ
•SIM のオペレーター間移動

SORACOM Airの付加機能



SIM に個別にタグ付けできます

タグ＝キーと値のペア

任意のデータを入れていただけます
•管理情報（使用者・保管場所・納入先などの情報）

•プログラムから利用したい情報 など

API を用いるとタグで検索可能

通信量・通信料 明細にもタグが入ります

1.タグ

使用者：○○
出荷先：XXX



SIM をグループ単位で管理できます

•イベントハンドラーの適用対象
•カスタム DNS の設定

•メタデータの設定

•Beam、Endorse、Funnel の設定
•Canal、Direct、Doorの設定

2.グループ



グループの使い方

出荷前グループ

テスト用 DNS 設定
テスト用 Beam 設定

出荷後グループ

本番用 DNS 設定
本番用 Beam 設定



3.イベントハンドラ

できることの例）
• SIMの1日の通信データ量が
一定のしきい値を超えたら
メールを送信

• 通算のデータ通信量が
一定のしきい値を超えたら
SIM を解約

一定の条件を満たした時にアクションを起こすことが
できる機能



ルールとアクション

・ルール
イベントを発生させる条件

・アクション
イベントをどう処理するか



ルール

・SIMデータ通信が⼀定量を超えたら
・全SIMのデータ通信量合計が⼀定量を超えたら
・累計データ量が⼀定量を超えたら
・SIMの速度が変わったら
・SIMのステータスが変わったら



アクション

・SIMの通信速度を変更する
・メールを送る
・指定URLを呼び出す
・AWS Lambdaを呼び出す



•通信量が10MBを超えたら通信速度を落とす

•通信量の総量が100MBを超えたら解約する

•SIMが解約されたらSlackに通知

•SIMのステータスがActiveになったら、AWS 
Lambdaで課金を開始する

例えば・・・



オペレーターが用意した独自の DNS サーバー
を使うようにすることができる機能

4. カスタム DNS

カスタム DNS
独自 DNS サーバー

SORACOMDNS サーバー



•DNS フィルタリング
•アクセス先を限定
•悪質なサーバへのアクセスを回避

•DNS の Query Log
•デバイスの正常稼働の確認
•不正利用の検出
•アクセス履歴の収集

•DNS の応答を変えて接続先を切り替え

カスタム DNS の使用例



SORACOM Airでキャプティブポータル

インターネット

API

未認証ユーザのGroup

認証済みユーザのGroup

認証ポータルしか
返さないDNS

認証ポータル3.認証

4. Group変更 5.回線切断



メタデータとは
通信を行っている SIM 自身の情報

メタデータサービスを使うと、
自身の情報だけは認証なしで取得・更新可能

SIM 自体ですでに呼び出し元の確認は済んでいるので、
認証なしでも安全。他の SIM からはアクセスできない。

5. メタデータサービス



$ curl -s http://metadata.soracom.io/v1/subscriber | jq .
{

"imsi": "44010xxxxxxxxxx",
"msisdn": "81xxxxxxxxxx",
"ipAddress": "10.xxx.xxx.xxx",
"apn": "soracom.io",
"type": "s1.standard",
”tags“: {”name“:”SIMの名前”},
"createdAt": 1437119287341,

:

SIM の情報の取得

SIMの入っているデバイスから、下記URLにアクセス

SIMの固有情報が取得できる



http://metadata.soracom.io/v1/userdata

•任意のデータを事前に登録（グループ単位）

•SIM から認証なしでユーザーデータを取得可能

メタデータ中のユーザーデータ



•認証情報の取得
•デバイス上のアプリ起動時にこれら情報を取得し、オ
ンメモリで保持
•サーバアクセス時に利用する

•デバイスの自動構成
•コンフィグファイルや起動スクリプトを入れておく

ユーザーデータのユースケース



[準備完了] 状態（＝未使用）の SIM を
他のオペレーターに譲渡することができます

6. SIM のオペレーター間移動

デバイス販売元 エンドユーザー



いつでも必要なだけIoT通信が使える
• LTE/3Gだから、高い接続性、セキュアな通信
•フェアでリーズナブルな従量課金(1日10円～)
•Webコンソール、APIから複数SIMを一括操作
• 1枚からでも、1000枚以上でも、すぐに調達可能
•自在に値付けをしてビジネスができる
•「プログラマブルな通信プラットフォーム」

SORACOM Airの特徴



お客様事例: フォトシンス様

遠隔地から鍵を開ける
不動産、ホテル、民泊な
どに活用

鍵ロボット
Akerun Remoteで
SORACOM Air



お客様事例: コニカミノルタ様

音声通信による医療通訳や
端末間のP2P通信に
SORACOM Airを利用

医療機関と外国人患者を
ICTでつなぐ

2016年秋
サービス開始予定



お客様事例: eConnect Japan様

訪日旅行者SIMで
SORACOM Air

APIで運営を自動
化！



SORACOMCanal



閉域網(VPC)

Amazonクラウドには、クラウド上に
自分の閉域網をつくる仕組みがある
(Amazon VPC)

日通、旭硝子、キヤノンなど
大手企業も利用



閉域網(VPC)

SORACOMは、AWSのネットワーク内にある

専用線

NTTドコモ
の交換局



閉域網(VPC)SORACOM
Canal

専用線専用線

NTTドコモ
の交換局

SORACOMは、AWSのネットワーク内にある



閉域網(VPC)

SORACOMと閉域網の間でプライベート接続。

インターネットを介さず、セキュアにデータ通信

SORACOM Canal

SORACOM
Canal

専用線専用線

NTTドコモ
の交換局



• SORACOM Virtual Private Gateway (VPG)と
お客様のAmazon VPCをPeering接続
•デバイスから、VPC内のサーバのプライベートIPアドレスに
接続可能(VPGでNATされる)

SORACOM Canalによる接続詳細

SORACOM
Virtual Private Gateway

(VPG)
お客様のVPC

Peering

インターネットアクセスの可否を
設定可能



•AirのカスタムDNS機能でプライベート名前解決
• Beamでデバイス認証情報やタイムスタンプの付与
•新サービス「SORACOM Gate」をONにすると、デバ
イスへの直接アクセスが可能に

Airの各種オプションやBeamも併用可能

お客様のVPC

プライベートDNS

データ収集サーバ

+タイムスタンプ
+ IMSI

カスタムDNS

リモート監視サーバ

SSH/RDP



SIMごとに通信可否を設定可能

通信設定しないグループ

通信設定したグループ
SORACOM Canal お客様のVPC

インターネットのみ通信可



監視/分析
システム

SORACOM Canal利用例

SORACOM
Canal

専用線

工場A

工場B

工場C



• SORACOM Canal
•VPG初回セットアップ料金 ‒ 980円/回
•VPG利用料 ‒ 50 円/時
• Peering利用料 ‒ 10 円/時
• 1接続 月44,640円(31日計算)

• SORACOM Air
•VPG利用オプション 5円/SIM・日

SORACOM Canalの料金



Getting Started

• SORACOM Canalの詳細な設定手順資料
• Amazon VPCの作成からの詳細な手順で簡単に構築が可能
• https://dev.soracom.io/jp/start/canal/



•インターネットに出ないネットワークを簡単
に構築

•特にセキュリティに厳しい業種/業務に最適

•既存のAWS環境へも容易に接続

•SORACOM Gateを併用して、デバイスへ
直接アクセスも可能に

SORACOM Canalを使えば・・



SORACOMDirect

SORACOMDoor



AWS以外のクラウドや物理DCでも
セキュアなSORACOMが使えないか？

SORACOMモノ



パブリッククラウド

AWS
SORACOM 
Direct

専用線専用線

NTTドコモ
の交換局

プライベートクラウド

SORACOM 
Door



SORACOM Direct
SORACOMとAWS外のクラウドやDCを
専用線で接続するサービス

SORACOM Door
SORACOMとAWS外のクラウドやDCを
IPSec	VPNで接続するサービス

パブリッククラウド

AWS
SORACOM 
Direct

専用線専用線

NTTドコモ
の交換局

プライベートクラウド

SORACOM 
Door



•Canal同様、SORACOM Virtual Private Gateway
(VPG)とお客様のシステムを専用線/VPNで接続
•複数拠点利用や冗長化のために、Direct/Doorの併用が
可能

SORACOM Direct/Doorによる接続詳細

SORACOM
Virtual Private Gateway

(VPG)

AWS region

インターネットアクセスの可否を
設定可能

オンプレミス
サーバ

専用線

VPN



•SORACOM Directでデバイスと
オンプレミス, AWS, Azure上のシステムと閉
域網接続

NRI様事例：オンプレ＆マルチクラウド接続

SORACOM
Direct

オンプレミス
サーバ

NRI様
ルータ

Microsoft Azure vNet

Azure
ExpressRoute



• SORACOM Direct
•VPGセットアップ料金 ‒ 9,800円/回
•VPG利用料 ‒ 300 円/時
•VIF一式利用料 ‒ 10 円/時
• 1接続 月230,640円(31日計算)

• SORACOM Air
•VPG利用オプション 5円/SIM・日

SORACOM Direct/Doorの料金



•Canal同様、インターネットに出ないネットワー
クを簡単に構築

•オンプレミスや他クラウドへも閉域網で接続可能

•新サービスSORACOM Door/Gateの詳細は
A会場16:15～からのセッションへ

SORACOM Direct/Doorを使えば・・



《 SORACOM Access Management 》



子ユーザーを作成し、ログインと権限管理ができる
例: 管理者 ‒ 全て、経理 - 課金情報/購入、開発者 - 利用

SORACOM Access Management



オペレーター

SAMユーザー

SAMユーザー

認証キー

コンソール
ログイン

認証キー

コンソール
ログイン

認証キー

コンソール
ログイン

1 *



•SAMユーザーの操作権限の設定
•デフォルトでは操作権限がないため、何も操作
ができない

•権限はJSON形式の構文を使用して設定

権限、ロール



Permission構文例

api:		このstatementが指定す
る対象のAPI(必須)

condition:		このstatementが
適用される条件（オプション)

effect:		このstatementsがallow（許
可)を示すのか、deny(拒否)を示
すのかを指定(必須)



•請求周りだけの操作
•経理の方むけ
•コンソールログインはon,認証キーはoff

SAMのユースケース

{
"statements":[{
"effect":"allow",
"api":[”Billing:*”,	“Payment:*”]

}]
}



•SIMの情報の読み取り専用
•監視プログラムなどに利用
•認証キーだけ発行して、コンソールログインはoff

SAMのユースケース

{
"statements":[{
"effect":"allow",
"api":["Subscriber:*"],
"condition":"httpMethod('GET')"

}]
}



•SAMは利用料 無料
•積極的に活用して下さい!

SORACOM Access Management 
料金



•新しいサービス、新機能

•継続的な値下げ努力

•グローバル展開

今後のロードマップ



《 株式会社ソラコムのビジョン 》

世界中のヒトとモノをつなげ
共鳴する社会へ


