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1.	
 はじめに	
 
近年、コンピュータの処理能力の向上により、従来では考えられ
なかったような量のセンサーデータを収集し、リアルタイムに利活
用するようなサービスが登場している。しかしながら、こういった
センシングサービスを構築するには、各所にセンサーネットワーク
を配備し、維持していく必要があり、非常にコストがかかる。そこ
で、一般市民参加型のセンシングサービスが注目を集めている。例
えば、「Safecast （セーフキャスト）」では、ガイガーカウンターな

図 1	
 測ってガイガー！[2]	
 

どのデータを一般市民から収集し、配信を行っている[1]。また、
「測
ってガイガー！」も同様のサービスを展開している(図 1)。一方で、
「モニタリングサイト 1000」では、日本各地の大学、研究機関、専
門家、地域の NPO 等の協力により、全国各地に生態情報モニタリン
グサイトを設置している(図 2)。中部大学デジタルアースにおいても、
このような一般市民参加型サービスを構築することで、より多くの環
境情報の収集が期待できる。
一方で、近年 Internet of Things(IoT)などの流れを受けて、M2M
を容易に実現できるような技術に注目が集まっている。その代表例

図 2	
 モニタリング 1000[3]	
 

が formerly Message Queue Telemetry Transport(MQTT)である。
MQTT とは、IBM が M2M 向けに開発したプロトコルであり、非常に軽量かつ安定的な通信を行えることが
特徴である。MQTT を利用することにより、低コストかつ安定的なセンシングサービスを実現することがで
きる。
上記背景を受けて、本研究では中部大学デジタルアースにて、MQTT を利用した一般市民参加型環境デー
タ投入サービスを構築することを提案する。そして、事例調査およびプロトタイピングを通して、サービス
構築に向けた要件検討および課題抽出を行う。
2.	
 MQTT とは	
 
本章では、まず MQTT の特徴についてまとめ、次に MQTT によるシステム構成についてまとめる。
2.1.	
 MQTT の特徴について	
 
MQTT には大きく 3 つの特徴が存在する[4]。1 つ目の特徴は、HTTP と比べて圧倒的に軽量な点である。
MQTT のヘッダーは固定長の 2 バイトであり、ペイロードの容量にも依存するが、HTTP と比較してトラフ
ィック量を 10 分の 1 程度に抑えることができる。この特徴により、ネットワークが貧弱な地域（例えば、
過疎地域や被災地）などでも安定的に通信することできる。また、単純に処理するデータの量が少ないため、
消費電力量も抑えることができる。2 つ目の特徴は、非同期、双方向通信が可能な点である。MQTT を利用
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すると、端末側に固定 IP を振らなくても端末間で双方向通信を行うことができる。また、複数の端末に一斉
に発信するなどの処理も可能である。3 つ目の特徴は、仕様がオープンな点である。MQTT では、プロトコ
ルの仕様が公開されているおり、ベンダーロックインを回避することができる。そのため、今後、様々なメ
ーカー製の MQTT 対応デバイスが登場するのでないかと期待されている。
2.2.	
 MQTT のシステム構成	
 
MQTT を利用したシステムは、データを送受信するた
めのクライアント端末とクライアント間のデータを中継
するためのサーバーによって構成される。サーバーには
固定 IP が必要であるが、クラインアントはサーバーを経
由することで、固定 IP 無しで双方向通信を行うことがで
きる。
MQTT でやりとりされるデータは TOPIC と MESSAGE

図 3	
 MQTT のシステム構成	
 

の二つの要素で構成される。TOPIC とは、データの住所のような役割を果たす。TOPIC は文字列と”/”によ
って構成され、階層構造を持つことができる。一方、MESSAGE とはデータの中身そのものである。
一連の流れを図 3 に示す。データを配信したいクライアントは、TOPIC と MESSAGE によって構成され
るデータをサーバー（ブローカー）へ送信する。MQTT ではこれを Publish と呼ぶ。一方で、データを受信
したいクライアントは、予め受信したい TOPIC をサーバー（ブローカー）に通知しておく。MQTT ではこ
れを Subscribe と呼ぶ。サーバーは Publish により受け取ったデータの TOPIC に応じて、その TOPIC に関
するデータの配信を希望していたクライアントへデータを中継する。なお、Subscribe を指定する際の TOPIC
には、wildcard などの表現も使用することができる。このような形式を取ることにより、簡易に一斉配信や
一斉受信などの処理を指定することができる。
3.	
 MQTT を利用したサービス構成	
 
このように IoT に特化した特徴を持つ MQTT は近
年注目を集めているが、その利用事例はまだまだ少な
い。そこで、MQTT を利用したサービスの基本的な
構成について事例をベースに検討を行う。
3.1.	
 MQTT サービスの事例検討	
 
竹中工務店および NTT コミュニケーションズが
MQTT の技術を利用して構築した「次世代建物管理シ

図 4 次世代建物管理システムプラットフォーム[5]	
 

ステムプラットフォーム」をモデルケースとする(図 4)。
「次世代建物管理システムプラットフォーム」では、ク
ラウド環境に構築した MQTT サーバーを利用し、ビル
設備に設置されたセンシングデバイスやコントローラ
ーデバイスと、各種ビル管理サービスとを接続する。
このサービスを大きく 4 つのモジュールで表現したも
のが図 5 になる。センサーデバイスは、環境情報を収
集し、MQTT サーバーへ配信する役割を果たす。(例:
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図 5	
 MQTT サービスのモジュール構成	
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各部屋の気温情報を収集し、MQTT サーバーへ送信する。) MQTT サーバーは、センサーデバイス及びコ
ントロールデバイス、サービスシステム間のデータを中継する。(例: 各部屋の気温情報を室温管理サービス
システムへ送信する。) サービスシステムは、受け取ったデータを元に何らかの意思決定を行い、それをコ
ントロールデバイスへ通知する。(例: 各部屋の気温データを元に、最適な室温の設定値をコントロールデバ
イスに通知する。) コントロールデバイスは、受け取ったデータを元に、それぞれが接続された装置のコン
トロールを行う。(例: 最適な気温設定を受け取り、エアコンの設定値を変更する。)
3.2.	
 MQTT を利用したサービス構成の考察	
 
MQTT および図 5 のモジュール構成の特性を考察し
た結果、大きく 3 つ利点を得られることが分かった。以
下において、それぞれの利点について説明する。1 つ目
の利点は、センシングデバイスやコントロールデバイス
が容易に交換可能な点である(図 6)。従来の HTTP を用
いたシステムでは、サービスシステムとセンシングデ
バイスなどが一体となっており、簡単に他のメーカー

図 6	
 デバイスが容易に交換可能	
 

のデバイスへ変更することが出来なかった。一方、MQTT は TOPIC と MESSAGE によって構成される非常
に単純なプロトコルである。そのため、後発で高性能なデバイスや安価デバイスが登場した際にも、TOPIC
および MESSAGE を合わせるだけで、交換可能である。
2 つ目の利点は、容易に装置のコントロールが行える
点である(図 7)。HTTP プロトコル上でリアルタイムにデ
バイス等をコントロールする場合には、デバイス側へ簡
易なサーバーを構築し、固定 IP を振ってアクセスする方
法等が採用されてきた。しかし、MQTT を利用すると、
固定 IP を取得せずとも、それぞれの装置を個別かつリ
図７	
 デバイスのコントロールが容易	
 

アルタイムにコントロールすることができる。
3 つ目の利点として、サービスシステムを後から追加、
変更可能である点が挙げられる(図 8)。従来の HTTP を
用いたシステムでは、サービスシステムとセンシングデ
バイスが直接やりとりをしており、複数のサービスシス
テムを同時に使用することは出来なかった。また、利用
するサービスシステムを変更する場合には、全てのセン

図 8	
 サービスシステムの変更が容易	
 

シングデバイスとコントロールデバイスの接続先 IP を
新しいサービスシステムの値へ変更する必要があった。しかし、先ほどの 4 つのモジュール構成の場合、後
からサービスシステムが追加されてもセンサーデバイスやコントロールデバイスの設定には影響しない。セ
ンサーデバイスやコントロールデバイスの接続先は MQTT サーバーから変わらないためである。また、利用
するサービスシステムを後から変更した場合も、サービスシステム側で Publish および Subscribe する
TOPIC の設定を変更するだけで良いので、センサーデバイスやコントロールデバイスの設定には影響しない。
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3.3.	
 MQTT 関連技術の市場調査に関して	
 
図 5 のモジュールそれぞれに対して、市場の動向調査を行った。センサーデバイスおよびコントロールデ
バイスに関して、MQTT に対応した市販製品はいまのところ販売されていない。しかしながら、PlatʼHome
から MQTT に対応したセンシングデータ中継器(OpenBlocks IoT BX1)が発売予定である[6]。今後は、MQTT
に対応したウェラブルセンサーやスマートコントローラ等も登場すると思われる。
MQTT サーバーに関しては、オープンソースが多数公開されている。代表例としては、Mosquitto

や

RabbitMQ 等が挙げられる[7]、[8]。一方で、商用の MQTT サーバーも多数登場している。例えば、HiveMQ
では接続クライアント数と使用時間に応じたライセンス形態を取っている[9]。また、株式会社時雨堂は
MQTT サーバーをクラウド環境上に構築し、Sanago と呼ばれるクラウドサービスとして提供している[10]。
サービスシステムとしては、前述した竹中工務店のシステムが例として挙げられる。これまでの HEMS や
BEMS などのセンシングデータを利用したサービスシステムに関しては、インターフェイスを MQTT に変更
するだけで、基本的なアルゴリズムはそのまま使用可能であると思われる。
4. MQTT を利用したサービスのプロトタイピング
これまでの検討を元に、プロトタイピングを実施し
た(図 9)。センシングデバイスおよびコントロールデバ
イスの構築に関して、ハードウェアには Arduino およ
び GROVE を、ソフトウェアには Arduino Client for
MQTT を用いた[11]、[12]、[13]。MQTT サーバーは
ローカル環境とクラウド環境の 2 種類を構築した。ロ
ー カ ル 環 境 で は 、 ハ ー ド ウ ェ ア に は Lenovo の
ThinkPad E440 を、ソフトウェアには Mosquitto を用
図 9	
 プロトタイピング	
 

いた[14]。クラウド環境では、Sango を使用した。

構築したシステムにおいて、ポテンショメーターの値をセンシングし、MQTT サーバーを中継して、サー
ボモータをコントロールした。実験を行った結果、ローカル環境およびクラウド環境の両環境において、レ
スポンスは 1 秒以内程度であり、ほぼリアルタイムにサーボモータをコントロールできることが確認できた。
プロトタイピングを実施することにより、明らかとなった課題としては MQTT サーバーの構築の手間が挙
げられる。ローカルサーバーを構築する場合、ソフトウェア自体のインストールおよび設定はインターネッ
ト上の情報が豊富であり、ほぼ問題にならない。しかしながら、固定 IP を取得する必要があり、個人で契約
を行うには手間がかかる。一方で、クラウドサービスを利用する場合、メッセージ数の制限が課題となる。
例えば、Sango では一か月以内のメッセージ数には 500000 という上限が存在する。そのため、1 秒間に 1
メッセージをやりとりすると、約 14 時間でメッセージ枠を使い切ってしまう。
5.	
 考察	
 
これまでの調査を踏まえて、中部大学デジタルアースにおいて構築すべき MQTT サービスに考察を行う。
考察は、中部大学デジタルアースが 4 つのモジュールのどこへ注力すべきかという観点で行った。センシン
グデバイスやコントロールデバイスに関しては、今後様々なハードメーカーの参入により、安価で構成能な
デバイスが登場すると思われる。また、サービスシステムに関しても、既存の HMES や BEMS 等のサービ
スが、インターフェイスを変更することによって参入してくることが予想される。
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そこで、MQTT サーバーをデジタルアースに構築し、無料で一般市民に公開することを提案する。これに
より、一般市民は固定 IP を取得する手間やメッセージ数の上限を気にすることなく、MQTT サービスに参
加できるようになる。また、HEMS や BEMS などの民間サービス事業者と提携することにより、一般市民は
様々なサービスを利用することが可能となる。そして、中部大学デジタルアースは、中継データを蓄積する
ことにより、膨大な環境情報を手に入れることができる。
6.	
 まとめ	
 
本研究では、MQTT を利用した一般市民参加型環境データ投入サービスを中部大学デジタルアースへ構築
する際の課題および要件抽出を目的として、事例調査およびプロトタイピングを実施した。その結果、MQTT
を利用したサービスは大きく 4 つのモジュールによって構築できることを明らかにした。さらに、全体の考
察を踏まえ、中部大学デジタルアースへ MQTT サーバーモジュールを構築し一般市民に対して無料公開する
ことを提案した。
今後の研究では、MQTT システムを利用した具体的なサービスの要件調査や MQTT システム全体のセキ
ュリティの調査などを実施予定である。
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