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考察
1. Internet of Things（IoT）は、手動プロセスを最大 50 % まで自動化するとも言
われており、民間企業および公的機関に新しい価値の源泉を生み出す機会を
もたらします。
2. この価値は、デバイスのほとんどをネットワークに接続するだけではなく、デー
タ機能（統合、
自動化、および分析）
とプロセス全体の俊敏性の向上に注力する
組織にもたらされます。
3. 成功には、従業員の新しいスキル、IT と OT 間の効率的なチーム構成、拡張さ
れたパートナー エコシステム、
プラットフォーム アプローチが必要です。
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シスコは、Internet of Everything（IoE）
（ヒト、
プロセス、データ、モノのネットワーク接続）が 2013 〜 2022 年に
かけて 19 兆ドルの経済価値を民間企業および公的機関にもたらすと予測しています。
この価値の 42 % を超える
8 兆ドルが、IoE を実現する主な要素の 1 つである Internet of Things（IoT）によってもたらされます。
「物理デバイ
スをインテリジェントにつなげ、効率、ビジネスの成長、生活の質を大幅に向上させる」
とシスコが定義している IoT
は、多くの場合、民間企業および公的機関の組織にとって IoE 価値への最短ルートとなります（IoT 導入の 250 を
超える例については、https://www.iotwf.com/iotwf2014/deployment_map [英語]を参照してください）。
このレポートでは、経済分析だけでなく、一次調査と二次調査を組み合わせて、IoT 投資から価値を最大化するため
のロードマップを提供します。
また、IoT と IoE の世界でエッジ コンピューティング/分析とデータセンター/クラウド
の組み合わせがビジネス成果の向上につながる実用的な考察を導くのに必要な理由についても説明します。

イノベーションに求められるもの
おそらく、民間企業および公的機関の組織は、過去に例を見ないほど迅速なイノベーション
を推進するという強い圧力に直面しています。
この「イノベーションに求められるもの」が多く
の要因によって生み出される中、
グローバリゼーションの拡大やお客様・市民のエクスペリエ
ンスの向上にエグゼクティブらは日夜を問わず取り組んでいます。

過去には、
「デジタル」ビジネス
モデルへの移行を予測できな
いという恐ろしい結果に直面
した数多くの市場リーダーの
例があります。

さらに、デジタル技術の進歩により、イノベーションの課題に応えていないレガシー企業が新
興企業に脅かされ、ついには追い越されるという状況も発生しています。近年では、
「デジタ
ル」ビジネス モデルへの移行を予測できないという恐ろしい結果に直面した数多くの市場
リーダーの例があります（すぐに思い浮かぶのが Kodak と Blockbuster です）
。2011 年に
S&P 500 指数を構成した企業の 75 % が 2027 年までに新興企業に置き換わると予測さ
れています。1 この企業の優位性の入れ替わりのかなりの部分は、テクノロジーが生み出す市
場の混乱によるものです。
イノベーションの迅速化、
グローバリゼーション、
カスタマー エクスペリエンスの向上といっ
た増え続ける要求が、運用の複雑さを増し、多くの企業は依然として以下のようなきわめて
重要な問題に直面しています。
• イノベーション サイクルの短期化をサポートするには、
どのようにして開発および製造
プロセスを継続的に最適化するか?
• 完璧なサービスを求めるテクノロジーに精通しているお客様からの高まる要求にどの
ようにして対応するか?
• 世界中に分散される物理資産の拡大する複雑なポートフォリオをどのようにして管理
するか?
• 拡大するサプライ チェーン パートナーのエコシステムをどのようにして効果的に管理
するか?
これらの課題やその他の課題に対処するために、組織は Internet of Things（IoT）への期待
を高めています。2 [図1、次のページ]
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IoT は、次の操作によって運用を自動化する物理的なモノおよび接続センサーのネットワー
クで構成されています。
• 物理資産（機械、機器、デバイス、施設、車両）に関する情報を自動的に収集して状態ま
たは動作をモニターする
• その情報を利用して可視性と制御を提供し、
プロセスとリソース使用を最適化し、意思
決定を向上させる
図1
調査回答者の大多数は、
既存の IoT 投資が
「予想どおり」
または
「予想以上」
だったと回答している。
同様
に、
ほとんどの回答者は、
投資が
「ある程度」
または
「大幅」
に増加すると予測している。

現在の期待値

今後の投資
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出典：Cisco Consulting Services、
2014
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IoT は、Internet of Everything（IoE）エコシ
ステムを実現する要素であり、データ、
プロ
セス、モノに加えて人をつなげます。IoE の
「人」
というコンポーネントは通常、
コラボ
レーションベースのさまざまソリューション
を促進します。一方、IoT 主導型のソリュー
ションは、人ではなく、データ、
プロセス、モ
ノで構成されています。
IoT 導入はここ数年で急増していま
す。Zebra Technologies が Forrester
Research とともに実施した調査によると、
企業の IoT 導入が 2012 年から 333 % 増
加しています。
この調査によると、IoT テク
ノロジーを導入していると回答した企業は
2012 年ではわずか 15 % だったのに対
し、2014 年では 65 % になっています。3

最近、
シスコは組織がビジネス変革を実現
するために IoT をどのように活用している
か、
さらに価値を高めるために何を実行できるかについて無記名による調査を実施しまし
た。
この調査の 1,230 社の回答者の構成は次のとおりです。
• 16 ヵ国：オーストラリア、
ブラジル、
カナダ、中国、
フランス、
ドイツ、インド、イタリア、
日
本、
メキシコ、ロシア、南アフリカ、韓国、
スペイン、英国、米国
• IoT を活用する 7 つの業種：製造、公的機関、運輸、小売、石油およびガス、公益事業、
金属/鉱業
• IT エグゼクティブ（回答者の 47 %）
と基幹業務（LoB）/運用テクノロジー（OT）* に集中
するエグゼクティブ（53 %）
この調査の結果により、組織が実行すべきアクションと、組織が競争優位性を維持するため
に IoT でできることについての重要なインサイトが得られました。

* 運用テクノロジー（OT）
リーダーとは、サプライ チェーン、製造、運輸などの特定の運用プロセスで使用されるテクノ
ロジーを担当するエグゼクティブです。
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IoT によって増大するビッグデータ
今日のネットワークを横断するデータのサイズやタイプが急激に増大しています。
この高度
に分散されたデータは、多様なクラウドやエンタープライズ アプリケーション、Web サイト、
ソーシャル メディア、
コンピュータ、
スマートフォン、センサー、
カメラなどによって生成されま
す。
しかも、それぞれ異なる形式およびプロトコルを使っています。
IoT は通常、比較的少量のデータを頻繁に生成するため、
このようなデータ量の増加をもた
らしています。
シスコの調査の回答者は、IoT によって推進されるあらゆる種類のつながって
いる資産（設備、車両、実稼働環境の機器）の急激な増加を予測しています。実際に、回答者
の約 90 % が、今後 5 年間でネットワークから送信されるデータ量が「ある程度」
または「大
幅」に増加すると予測しています。大量の運用データを生成する IoT のさまざまなユース
ケースを次に示します。
図2
多くの場合、
データの生成場所に近いエッジでデータを処理することが推奨される。

• ジェット エンジンは、
フライトあたり
1 TB のデータを生成する。4
• 大規模な製油所は、1 日あたり 1 TB
の raw データを生成する。5
• 車のスマート化が進むにつれ、セン
サー数は車あたり 200 もの数に達す
ることが予測される。6
• すべての種類のセンサーは、膨大な
データ量を生成する。実際に、
アナリス
トは 2020 年までに全データの 40 %
がセンサーから送られてくると予測し
ています。7
広範に分散され、多くが非構造化状態の大
量のデータはものすごい勢いで生成され
ています。世界のデータの 90 % は、過去 2
年間に作成されています。8

モノ
適切な「モノ」
（機械、
デバイス、
機器など）
を接続して、役立つ
データを収集する

13 %

20 %

人
トレーニングなどによって従
業員が活用できるようにし、使
いやすいシステムを提供する

Q

40 %

データ
接続された「モノ」
（機械、
デバ
イス、機器など）によって生成さ
れたデータを収集、保存、およ
び分析する

27 % プロセス

ビジネス プロセスと運用プロセスを見なおし
て、IoT ソリューションのメリットを享受する

これらの分野のうち、IoT ソリューションを効果的に活用するために
最も改善が必要な分野はどれですか?
出典：Cisco Consulting Services、
2014

IoT はモノではなく、データである
シスコが調査した IT リーダーおよび OT リーダーは、IoT を単なるモノの域をはるかに超
えているものとして認識しています。IoT ソリューションを効率的に活用するために最も改
善が必要な分野（人、
プロセス、データ、モノ）はどれであるかについて回答を求めたところ、
「データ」が最も高い数値（40 %）を示し、第 2 位は「プロセス」
（27 %）
でした。第 3 位は「人」
（20 %）
で、最後は「モノ」
（13 %）
でした。[図 2]
これらのリーダーは、
「モノ」をつなぐことは単なる手段にすぎないことを理解しています。IoT
が生み出す主要価値は、つながったモノから収集できるデータの直接的な結果とその結果
からもたらされるビジネスおよび運用の変革を推進するインサイトです。
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次に、IoT のメリットを享受したいと考えている組織が直面する重要な課題の一部と、
これら
の課題を克服するために利用できる戦略について詳しく説明します。

IoT データを統合、
自動化、分析する
IoT によって生成されるさまざまなデータを活用するには、組織は調査の回答者によって示
された 3 つの主な課題を克服する必要があります。
• 複数ソースのデータを統合する
• データ収集を自動化する

ケース スタディ
Dundee Precious Metals、作業者
の安全性と生産レベルを向上
IoT ソリューション：採鉱用の地下トンネ
ル 50 km に及ぶワイヤレス ネットワー
ク カバレッジ。鉱山作業員の帽子およ
び車両に取り付けた RFID タグにより、
3D マップを使用した場所のトラッキン
グ、
さらにリアルタイム ステータスのト
ラッキング（車両のメンテナンス ニーズ
など）を可能にしています。
成果：鉱山作業員の安全性の向上 生産
が 400 % 増加（本来の目標である 30
% を超える）。エネルギー コストと通信
コストを削減。資産活用が向上。
詳細はこちらをご確認ください。

IoT のその他の例については、こちらを
参照してください。

• データを分析し、実用的なインサイト
（行動に繋がる洞察）を効果的に特定する
3 つの課題をすべて対処することによってのみ、組織は raw データを情報およびアクション
可能なインサイトに変えることができます。
複数ソースのデータを統合する
IoT のほとんどのユース ケースでは、データを処理および分析する前に、データを収集して
統合する必要があります。
今日のデバイスおよびデータの比類のない分散と多様性により、
これまでにないほどデータ
統合のハードルが高くなっています。組織は、デバイスの物理的な設置、最適な通信標準、
さ
まざまなタイプのデータ
（ビデオ、位置情報データなど）を処理する方法、IoT データを他の
ソース（内部データ ストア、履歴データ ストア、
クラウドを介したサードパーティ データ プ
ロバイダーなど）のデータと効果的に統合する方法など、複数の要素を検討する必要があり
ます。
複数の IoT ソース（特にそれらのソースが本質的に多様であり、高度に分散されている場合）
のデータの統合は明らかに大きな課題となります。統合のためにすべてのデータを 1 つの
集中管理ノードにコピーすることは、
コスト、技術的な問題、規制の問題9などさまざまな理由
により実用的でないため、組織は広く分散したデータを統合するためにデータ仮想化に依存
し始めています。データ仮想化により、
さまざまな種類のデータ ソースが 1 つの論理データ
ベースのようにユーザとアプリケーションに表示されます。
これらのデータ ソースはローカ
ルに保存する必要はなく、あらゆる場所に保存できます。
これは、組み込みセンサー、ビデオ
カメラ、サードパーティ データ ソースなどの分散した多くのソースのデータに依存する IoT
アプリケーションにとって特に有用です。
Rick van der Lans 氏が『The Network Is the Database: Integrating Widely Dispersed
Big Data with Data Virtualization（ネットワークはデータベースである：広く分散したビッグ
データとデータ仮想化を統合する）』10 の中で説明しているように、データ仮想化により、も
う 1 つの強力なメリットが提供されます。それは、データ仮想化テクノロジーがデータをリ
アルタイムで統合できるように設計され最適化されていることによるものです。統合したす
べてのデータを物理的に集中させて保存する必要はありません。
ソースの異なるデータは、
ユーザが要求した時点で統合される必要があるのであって、それ以前に統合される必要は
ありません。つまり、データ仮想化では要求に応じて統合をサポートします。統合のために
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「統合のために集中化されたロケーションにデータをプッシュする
という時代は終わり、統合をデータに対してプッシュする必要があ
ります」
Rick van der Lans
『The Network Is the Database: Integrating Widely Dispersed Big Data with Data Virtualization
（ネットワークはデータベースである：広く分散したビッグデータとデータ仮想化を統合する）』

データを中央のロケーションにプッシュするという時期は終わり、統合をデータにプッシュす
る必要があります。
データ収集を自動化する
IoT データを収集および統合した後、組織はデータを分析できるように適切なときに適切な
場所にデータを配置するという課題に直面します。
これには、ネットワークの「エッジ」
でデー
タを移動する必要があるか、データがどこにあるかを分析する必要があるかどうかを判断す
るためのデータの評価が含まれます（「分析をデータに移動する」）
。
このレポートでは、ネットワーク エッジが IoT データが収集される場所と見なします。一方、
ネットワークの「センター」は、
クラウドおよびリモート データセンターなどのオフサイト ロ
ケーション、つまり、オフサイト ストレージおよび処理のためにデータが送信される場所を示
します。IoT の増え続けるさまざまなユース ケースに基づいて、製造現場、小売店、移動車両
など、あらゆる場所がエッジと化しています。[図3、次のページ]
したがって、
「エッジ コンピューティング」
では、
アプリケーション、データ、およびサービスが
ネットワークの論理的な端（センターから離れた場所）にプッシュされ、分析および知識の生
成をデータ ソースにて可能にします。11
このエッジコンピューティング機能はフォグ コンピューティング で可能になります。
フォグ コ
ンピューティングは、
クラウド コンピューティングとサービスをネットワークのエッジまで拡
張したパラダイムです。
フォグでは、エンド デバイスとクラウド コンピューティング データセ
ンターの間で、
コンピューティング、
ストレージ、およびネットワーキング サービスを提供する
プラットフォームが構築されます。
フォグ コンピューティングでは、
リアルタイム/予測可能な
遅延を要求する新たな IoT アプリケーションをサポートします（産業オートメーション、運輸、
センサーのネットワーク、およびアクチュエータなど）。
フォグ パラダイムは、地理的に広く分
散した環境により、
リアルタイム データ分析に最適です。12
IoT 価値は、エッジ コンピューティングと
「センター」
（データセンターまたはクラウド）の組
み合わせにより生み出されます。
どちらかが欠けていてはいけません。エッジ コンピュー
ティングとは、正しい処理が適切なときに適切な場所で行われるようにし、使用可能なネッ
トワーク リソースおよび帯域幅の使用を最適化することです。
これには、エッジと
「セン
ター」
（データセンターやクラウド）の両方で強度が必要です。エッジでどのデータをすぐに
処理する必要があるか、
どのデータを移動する必要があるかを判断するシステムが不可欠
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ケース スタディ
エッジ コンピューティング/分析に
より、一般的な小売店で年間約 3 万
4,000 ドル削減
エッジ コンピューティング/分析の経済
的メリットを実証するには、一般的な小
売店で使用されるセキュリティおよびビ
デオ分析カメラの例を見るのがいいで
しょう。
これらのカメラのデータを一元化
されたデータセンターにプッシュするの
ではなく、
ローカル、つまり、
エッジで処
理することで、小売店はそのネットワーク
全体の負荷を減らすことができます。
こ
れには大きな経済的メリットがあります。
シスコ コンサルティング サービスの分
析によると、年間売上が 2,000 万ドル
で、100 台のセキュリティおよびビデオ
分析カメラを設置した小売店の場合、
エッジ コンピューティング/分析によっ
て、従来のデータセンター/クラウド コン
ピューティング アプローチを採用した
場合と比較して年換算で 33,800 ドル
削減し、年間 EBIT を 1.7 % 増加させる
ことができます。
カメラのデータをローカルで処理するこ
とで実現される帯域幅コスト削減額が、
エッジコンピューティング インフラスト
ラクチャのコストを上回ります。
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図3
エッジ コンピューティングにより、
正しい処理が適切なときに適切な場所で行われるようになる。

次に、データの自動化と IoT について重要
な考慮事項をいくつか示します。

コネクテッド カー

エッジ コン
ピューティング
スマート グリッド

リアルタイム分析

モバイル デバイス

トランザクション分析
シ
ショ

コネクテッド
エアプレーン

ビジネス インテリジェンス

コネクテッド
石油プラットフォーム

エッジ コン
ピューティング
コネクテッド
風力タービン

高

スマート信号

遅延

スマート街灯

コネクテッド
レール

低

コネクテッド装置

スマート ビルディング

エッジ コン
ピューティング

出典：シスコ、
2014 年

コネクテッド
ファクトリ

エッジ コン
ピューティング

データセンター/
クラウド

中
コネクテッド
トラック

になります。13 したがって、データセンター
からエッジにいたるまでのインサイトを可
能にするつながったインフラストラクチャ
が組織に必要となります。

• IoT アプリケーションのパフォーマンス
要件：データを処理する場所にて低遅延
が要件となるか? IoT ユース ケースの中
には低遅延が要件になるものがあります
（例：ゲーム、安全性など）。
• データの事前処理：多くの場合、IoT ソ
リューションによって生成されたすべて
のデータを処理のためにクラウドに送信
することは適切ではありません。
クラウド
に送信する前に IoT データを処理や圧
縮し、選択したデータ
（異常、例外、平均
など）のみを送信することが好ましいこと
があります。
• 高度に分散された IoT アプリケーショ
ン：一部の IoT アプリケーション（パイ
プラインのモニタリング、つながってい
る油田掘削装置、スマート グリッドな
ど）は、高度に分散されており、エッジで
処理できることが大きなメリットとなり
ます。14

エッジ コンピューティングが必要な典型的
な例が石油およびガス業界です。海上石油
プラットフォームは、1 日あたり 1 TB 〜 2 TB のデータを生成します。15 このデータのほとん
どは、
プラットフォーム製造と掘削プラットフォームの安全性に関連する遅延に敏感なデータ
です。海上石油プラットフォームの最も一般的な通信リンクは、64 Kbps 〜 2 Mbps のデー
タ速度で衛星接続によってデータを送信します。つまり、1 日分の石油プラットフォーム デー
タを中央リポジトリに移動するのに 12 日以上かかります。
シスコの調査によると、IT リーダーおよび OT リーダーは、IoT に関して各自のビジネス目標
を達成するためにエッジ コンピューティング/分析が重要であることを理解しています。実際
に、回答者の約 40 % が、今後 3 年間のうちに IoT ソリューションによって生成されるデータ
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の「ほとんど」がインテリジェントなデバイスおよびアプライアンスを使用してデータ生成場
所のに近くにあるネットワークネットワーク エッジで処理されると考えています。[図 4]
IoT の世界では、組織がデータから最大の価値を得るうえでデータセンターとエッジの両方
が重要な役割を果たします。
データを分析し、実用的なインサイト
（行動に繋がる洞察）を効果的に特定する
データがクラウドにあるかエッジにあるかに関係なく、
より優れた成果（プロセスの最適化や
カスタマー エンゲージメントの向上など）につながる実用的なインサイトを特定するため
に IoT データを分析する必要があります。
この重要なステップを実行しないと、データは単な
る
「データ」のままに留まります。その後、そのインサイトをプロセス リエンジニアリングや広
範なビジネス変革などに取り組む必要があります。
しかし、多くの場合、価値が明らかになって
いないデータの量と実際に価値が引き出さ
れたデータの量との間には大きな差があり
ます。IDC によると、現在分析されているの
は世界のデータの 1 % 未満です。16
多くの組織において、データのサイズ拡
大、速度、多様性、分散に対応できるスキ
ル セット
（データ サイエンティストが所有
しているスキルなど）
とツールのどちらと
もが欠けているために、分析能力が足りて
いません。

図4
調査回答者の間で、
エッジ コンピューティングへの移行がすでに進められている。

37 %

58 %

クラウド
データが組織のネットワーク
経由で送信された後、
リモート
データセンター（クラウド内な
ど）
で処理

エッジ
データが生成される場所の近くにローカルに存在するスマート デバイス（モ
バイル デバイス、
アプライアンス、ルータなど）がネットワーク
「エッジ」
で処理

ソリューションの中には、前のセクションで
説明したように、最初に分析してから後で
今後 3 年間、IoT ソリューションのために生成したデータを主にど
保存する機能を使って、詳細でリアルタイム
こで処理しますか?
な情報を受信する機能を必要とするものも
あります。エッジ分析はインテリジェンスを
出典：Cisco Consulting Services、
2014
エッジに配信し、IoT のフル パワーをネットワークによって可能にします。

Q

調査の回答者は、重要なビジネス成果を推進するための分析の可能性を明確に理解してい
ます。IoT の使用で最も重要な要素となるテクノロジー開発はどれであるかについて回答を
求めたところ、
「より強力かつ優れた分析ツール」が第 1 位でした。
IoT のユース ケースが増加するにつれ、継続的な受信データを処理するためのストリーミ
ング分析、IoT アプリケーションのパフォーマンスの経時的改善を実現するための機械学習
（IoT データからの「学習」によって）、データ可視化機能などのツールや技法の重要性が高
まる可能性があります。
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これまで説明したように、組織は IoT の投資によって価値を最大化する実用的なインサイト
を得る前に、効果的に IoT データの統合、
自動化、分析に取り組む必要があります。
では、
これ
らのインサイトがどのようにビジネス チャンスのきっかけをつかむのかを説明します。

IoT データに基づいたプロセス改善のインサイト
分析に基づいたインサイトは、
プロセスの変更や最適化をもたらします。多くの場合、
これら
のインサイトは、ビジネス プロセスと運用プロセスを段階的に変更するではなく、その変革
を促進します。たとえば、調査の回答者は、IoT が既存の手動運用プロセスの最大 50 % を完
全に自動化する可能性を持っていると回答しています。[図 5]
これはとても大きな影響をもたらすと考えられます。ほとんどの場合、既存の手動プロセスを
50 % 自動化すると、今までとは全く違ったプロセスになっていると想像できます。次の架空
のシナリオを考えてみましょう。
図5
あらゆる業界で、
回答者は IoT ソリューションを使用してすべての手動プロセスの約半分を自動化できる
と回答している。

自動化できる手動プロセスの割合
50 %

• 運送会社が、
トラック運転の半分を完全
に自動化できるとしたら？
• 小売業にて、支払いや配達などカスタ
マー エクスペリエンスを完全に自動化
できるとしたら?
• 製造業にて、現在の手動製造プロセスの
半分を自動化できるとしたら?

40 %

多くの組織では、
これらの例に見られるほど
の IoT の成熟曲線には達していませんが、
このような規模のプロセス改善が見え始め
てはいます。

製造

公共機関

出典：Cisco Consulting Services、
2014

運輸

小売

石油およ
びガス

公益事業

金属/鉱業

たとえば、Amazon は現在、
シアトルにある
巨大な倉庫で多数の自律ロボットを採用し
ています。
これにより、
この大手オンライン
ストアは 40 % ものフルフィルメント コスト
の削減を実現しています。17

製造業界では、エンドツーエンドのサプライ チェーン ソリューションのリーダーである
Flextronics が、IoT 主導の自動化とリアルタイム データ分析機能を組み合わせて製造組立
プロセスを飛躍的に改善しています。データの可視性および分析の強化により、
この企業の
顧客はリアルタイム データの相関関係を求めることができるようになり、その結果、サプライ
チェーンのコンポーネントで異常事態にすばやく対応することができます。
さらに、製造現場
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のリアルタイム データの可視性により、組立および機械加工のリードタイムが短縮され、品
質コストが削減されます。18
プロセス変換がこれまでにない IoT 価値の創出を実現
組織が IoT のプロセスを最適化すると、次のような数多くの重要なビジネス成果を実現でき
ます。
• 製品とサービスの品質向上
• OpEx の削減によるコスト削減
• 意思決定の向上

図6
IoT の経済価値とは、
IoT ソリューションを活用することで、
今後 10 年間で民間企業と公的機関において
創出、
あるいは収益の移動によってもたらせる潜在的な利益の価値のことである。

• 迅速なイノベーション
これらの成果が大きな価値となります。シ
スコ コンサルティング サービスによる経
済分析によると、IoT は今後 10 年間で
8 兆ドルの経済価値（民間企業で 6.4 兆
ドル、公的機関で 1.6 兆ドル）が見込まれ
ています。その経済価値とは、Internet of
Everything（この場合は IoE を実現する
要素である IoT）を活用することで、今後
10 年間で民間企業や公的機関において
創出、あるいは収益の移動によってもたら
される潜在的な収益の価値を意味します。
[図 6] 8 兆ドルで IoT は今後 10 年間で
IoE 経済価値全体の 42 % 以上を推進し
ます。
この価値は、次の 5 つの主要要素からもた
らされます。それは、イノベーションと収益
（2.1 兆ドル）、資産活用（2.1 兆ドル）、サプ
ライ チェーンおよび流通（1.9 兆ドル）、従
業員の生産性向上（1.2 兆ドル）、お客様/市
民のエクスペリエンス（7,000 億ドル）の強
化です。

6.4 兆ドル

8 兆ドル

1.6 兆ドル

IoT の経済価値

公共機関
民間部門
2.1 兆ドル

価値の源泉
2.1 兆ドル

1.9 兆ドル

1.2 兆ドル

0.7 兆ドル

従業員の生産性

お客様/
市民のエクスペリエンス

$

イノベーション/
収益

資産活用

サプライ チェーン/
流通

出典：Cisco Consulting Services、
2014

IoT は今後 10 年間で民間企業および公的機関のあらゆるセグメントに影響を及ぼします
が、IoT の経済価値で見込まれる 8 兆ドルの 3 分の 2 が製造（エネルギー/石油およびガス
を含む）、公的機関（特に都市）、小売の 3 つの業界によって推進されます。
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製造業の経済価値
資産活用の向上
価値：1 億 1,700 万ドルの年間 EBIT
成果：メンテナンス コストの削減、資産消失
および盗難の減少、機械および装置の長寿
命化、工場の稼働時間の延長、偶発的または
意図的なダウンタイムや配線コストの回避
プロセス/サプライ チェーンの効率
価値：6,800 万ドルの年間 EBIT
成果：スクラップ コストおよび再作業コスト
の削減、IP 盗難リスクの軽減、計画コストの
削減、在庫維持コストの削減、到着/出発車
両運行および倉庫業務の最適化、品質管理
の向上
スマート ファクトリ機能
価値：1,600 万ドルの年間 EBIT
成果：物理的セキュリティ、エネルギー消費
の削減、原材料の歩留まり向上

公共機関の経済価値
スマート パーキング
価値：1 月当たり 18 ドル/駐車スペース
成果：ダイナミック プライシング、データ販
売、および罰金による収益、
コスト削減、燃料
節約
スマート照明
価値：1 月当たり 21 ドル/照明
成果：エネルギーおよび OpEx の削減、犯罪
の減少（およびそれに付随する不動産価格
に対する影響）
スマートなゴミ収集
価値：1 月当たり 2 ドル/世帯
成果：スマート トラック運行ルート、車両サ
イズの縮小と車両メンテナンスの削減
スマートなトレイン制御
価値：1 月当たり 3 ドル/人
成果：安全性の向上（衝突および脱線の回
避）、列車回数の増加、旅行者のエクスペリ
エンスの向上

IoT の経済価値：製造業
アセット監視、サプライ チェーン/流通、
自動化に重点を置く製造業は、間違いなく最も IoT を
必要とする民間企業業界です。
シスコの経済分析によると、製造業界は今後 10 年間ですべ
ての IoT 価値の 34 % を推進します。
これは、製造企業の 86 % が、IoT の投資が今後 3 年
間で「ある程度」
または「大幅」に増加すると予測しているというシスコのグローバル調査結
果で裏付けられています。
大規模な製造企業における IoT 価値の源泉を見極めるため、シスコ コンサルティング
サービスはユース ケースに関するボトムアップ分析を実施して業界の IoT 価値のフレー
ムワークを作成しました。その結果、年間収益が 200 億ドル、78,500 人以上の従業員、
72 ヵ所の製造工場を抱える企業の場合、IoT によって年間金利税引前利益（EBIT）で 1 億
4,100 万ドルが得られることが示されています。
この利益は、3 つの主な推進要素からも
たらされます（サイドバーを参照）。
これらの機能は、2 億 100 万ドルの年間 EBIT を実現
します。年間 IoT 支援コスト
（6,000 万ドル）を差し引いた 1 億 4,100 万ドルが正味収益
となります。
IoT の経済価値：公的機関（都市）
シスコの経済分析では、公的機関が今後 10 年間で産業セグメントの中で 2 番目に高い IoT
価値を推進すると判断されています（世界全体の 20 %）。
シスコの調査によると、調査した公
的機関組織の 76 % が、IoT 関連の支出が今後 3 年間で「ある程度」
または「大幅」に増加す
ると予測し、IoT について意欲的です。都市によって、公共機関の IoT 価値の大部分（42 %）
が創出されます。
都市における IoT 価値推進の最適なユース ケースを示すため、
シスコ コンサルティング
サービスは、密集した商業地区のある、共有インフラストラクチャを利用する 300 万人の都
市に基づいて経済的なフレームワークを作成しました。
シスコの分析によって、都市の IoT
価値を推進するいくつかの要素が特定されました（サイドバーを参照）。
IoT の経済価値：小売業
シスコの経済分析によると、小売業は今後 10 年間であらゆる業界の中で 3 番目に高い IoT
価値を推進します（世界全体の 10 %）
。
さらに、調査した小売業のうち 5 分の 4（79 %）が、
IoT の投資が今後 3 年間で「ある程度」
または「大幅」に増加すると回答しています。
シスコの経済分析によると、年間収益が 200 億ドルで、140,000 人以上の従業員、1,000 ヵ
所の店舗を抱える小売業の場合、IoT は 1 億 700 万ドルの年間 EBIT を実現する可能性が
あります。
この値は、3 つの主な IoT 推進要素からもたらされます（サイドバーを参照）
。
これ
らの機能は、1 億 5,300 万ドルの年間 EBIT を実現します。年間 IoT コスト
（4,600 万ドル）
を差し引いた 1 億 700 万ドルが正味収益となります。
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これらの製造業、公的機関、小売業のユース ケースの多くでは、価値は、データの分析、およ
びその分析によるインサイトを利用することによってもたらされており、結果、成果の向上を
実現しています。

プロセス変換と IoT の価値を推進する方法
前述のように、企業は IoT ソリューションとこれらのソリューションによってもたらされるメ
リットを非常によく認識しています。実際に、企業は今後 3 年間でこれらのソリューションに
多額の投資を行うことを計画しています。企業は IoT のメリットこそ理解していますが、IoT ソ
リューションの価値を実現するために必要なステップについては明確に理解できていませ
ん。
このセクションでは、IoT ソリューションや生成したデータからメリットを享受するために
企業がとるべき主なアクションを取り上げます。
将来の労働力に向けた計画
手動プロセスのほぼ半分を自動化できるという可能性は、大きな経済的メリットをもたらし、
同時に、多くの仕事が取り除かれることにもなります。すでに世界の多くの業種にその影響が
現れています。Gartner によると、デジタル ビジネスでは 2018 年までにビジネス プロセス
ワーカーの数を 50 % 削減する必要があります。
さらに、2025 年までに 3 つに 1 つの仕事
がソフトウェアやロボットに置き換えられます。19 また、Oxford Martin によると、
コンピュータ
化の結果として米国の総雇用者の約 47 % の仕事が今後 10 年間または 20 年間で自動化
されるリスクが高いという結論に至っています。20
IDC によると、CIO の 51 % がデジタルの波に追いつくことができないのではないかと懸
念し、42 % がこの将来に立ち向かえる能力を持っているとは思わないと回答しています。
Gartner は、
「スマート オブジェクトを企業システムやアプリケーションにつなげる必要のな
い組織はほとんどありません。
したがって、IT 組織は、Internet of Things で必要な新しいスキ
ル、ツール、
アーキテクチャをマスターする必要があります」
と断言しています。
組織は、将来の労働力に向けて準備する必要があります。つまり、業界固有の課題や成果に
合わせた能力を保持するとともに、IoT とデータによって実現する変革機会を推進できる人
材を育成することを意味します。
すでに、
このような機会に対して大きな関心を寄せている組織が存在します。たとえば、MIT
のコンピュータ科学・人工知能研究所が指導するオンラインのビッグデータ コースでは、
2013 年の創立セッションで 88 ヵ国から 3,500 人以上の学生が集まりました。21
データ サイエンスおよび分析の専門知識を持つ技術者に加え、組織には、IoT ソリューショ
ンの実装を支援するスキルの高い IoT 開発者が必要です。調査会社 VisionMobile は、IoT
開発者の数が 2014 年の 300,000 人から 2020 年には 450 万人に増加すると予測してい
ます。22
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公的機関の経済価値（続き）
都市全体の Wi-Fi
価値：1 月当たり 0.70 ドル/人
成果：アクセス販売と広告による新たな収
益、バス利用者数の増加による排出ガスの
削減
トラフィックの最適化
価値：1 月当たり 10 ドル/運転手
成果：移動時間の短縮と燃料節約の推進、バ
ス運行コストの削減、
トラフィック インシデ
ント管理の向上
環境センシング
価値：1 月当たり 0.03 ドル/人
成果：データ販売
スマート ビルディング
価値：1 月当たり 0.20 ドル/平方フィート
成果：エネルギーおよび OpEx の削減

小売業の経済価値
サプライ チェーン/流通効率
価値：1 億 400 万ドルの年間 EBIT 貢献
成果：在庫切れの減少、車両運行の向上、品
揃えの最適化
カスタマー エクスペリエンスの向上
価値：3,800 万ドルの年間 EBIT 貢献
成果：パーソナライズされたプロモーショ
ン、インタラクティブな購買時点機能、セル
フサービス チャネルによる収益の増加、
ス
マート ロッカー、店舗内の売上増加、オンラ
イン収益の増加、
「エンドレス通路」機能によ
る収益の増加
資産活用
価値：1,100 万ドルの年間 EBIT 貢献
成果：エッジ分析によって推進される
「チェッ
クアウト オプティマイザ」、
スマート ビル
ディング、IP ベースの物理的セキュリティ
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また、今後 5 〜 7 年間で世界的に情報セキュリティ専門技術者が不足すると予測されてお
り、
この状況に対処することも重要になっています。たとえば、米国労働省は、2012 年から
2022 年までに「情報セキュリティ アナリスト」の求人数が 37 % 増加すると予測しています
（同じ期間におけるその他の技術者の成長は一桁前半と予測）。
シスコの年次セキュリティ
レポート
（2014 年）によると、今後 5 年間でグローバルな需要を満たすために 100 万人の
情報セキュリティ スタッフおよびマネージャが必要であると予測しています。23

ケース スタディ
イスラエルの Hagihon は、IoT に
よって水の節約、
コストの削減、利益
の向上を実現
IoT ソリューション：スマート水道管理お
よび保護向けのセンサーと高度な分析。
ソリューションには、SCADA および GIS
システム、水利分析、漏水検知センサー
が含まれます。
成果：水損失の削減、センサーベース
のデータ収集およびモニタリングによ
る効率性の向上とコストの削減、収益
性の向上
詳細はこちらをご確認ください。

IoT のその他の例については、こちらを
参照してください。

中でも最大の価値を生み出す従業員は、データ サイエンス、設計、エンタープライズ アーキ
テクチャにわたって知識を有する人材です。真の価値をもたらすには、データのインサイトを
特定のビジネス プロセスおよび成果につなげる必要があります。
このつながりを実現するために、世界中の組織で最高データ責任者（CDO）
という役職が
一般化しつつあります。Open Data Institute のコマーシャル ディレクターである Stuart
Coleman 氏は「よりよいビジネス成果を推進するために組織および運用環境でデータをど
のように使用できるかを決定する責任を負うのが CDO です」
と言っています。24 Gartner は、
大規模なグローバル組織の 25 % が 2015 年 1 月までに CDO（「ビッグデータ専門家」
とも
呼ばれる）を任命するだろうと予測しています。
ビジネス プロセスの俊敏性を高める
IoT によってプロセス改善の機会に恵まれる一方、多くの組織にその改善を活用する俊敏性
がありません。調査の回答者もそれを実感しています。IoT の有効利用において最大の課題
は何かと回答者に求めたところ、
「新しい IoT ソリューションに合わせて組織のビジネス プロ
セスを更新するのが困難である」がトップとなり、
「不十分な資金調達」、
「IoT ソリューション
を導入するための明確なビジネス ケースの欠如」を上回りました。
課題の 1 つに、
プロセスが ERP（エンタープライズ リソース プランニング）などのソフトウェ
アに組み込まれるようになったことから、組織のプロセスが実際にどのようになっているかを
「見る」
ことが難しくなったということがあります。テクノロジーを活用してプロセスを自動化
する前に、
まずプロセスの効率性を実現することが重要であることが、調査や経験より示され
ています。
また、ビジネス プロセスの俊敏性は、企業文化、ビジネス プロセス管理機能、組織
固有のプロセス特性などの要因によっても異なります。25
さらに、
スタートアップしたばかりの組織でない限り、
どの組織も運営を定義するビジネス プ
ロセスをすでに確立しています。多くの場合、
これらのプロセスは、非常に複雑であり、独自の
方法で作業と資産を取り込んでいます。そして既存の装置と資産がさらに事態を複雑にして
います。
IT/OT のパートナーシップを促進する
情報技術（IT）
リーダーと運用テクノロジー（OT）
リーダーの進化し集約された役割に関して、
多くの記事が取り上げています。IoT ソリューションが IT と運用テクノロジーをつなげるた
め、IT と OT の強力なパートナーシップが非常に重要になります。
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IT は通常、データの処理に使用されるハードウェア、インフラストラクチャ、
ソフトウェア ア
プリケーションなどのテクノロジー スタックで構成されています。IT システムは、データ フ
ローを入力として受け入れて新しいデータ フローを提供しますが、物理的な世界には干
渉しません。たとえば、IT には、ERP システムと CRM（顧客関係管理）アプリケーションが
含まれます。
一方、OT は、配電網、設備、車両生産工場などの物理的な運用システムでリアルタイムで動
作するデバイスおよびプロセスで構成されています。OT 要素の例には、MES（製造実行シス
テム）、SCADA（遠隔監視制御・情報取得）デバイス、
メーター、バルブ、センサー、モーターが
含まれます。
これまで、ほとんどの業界では、OT と IT を
2 つの異なるドメイン（別々のテクノロジー
スタック、
プロトコル、標準、
ガバナンス モ
デル、部門）
として開発および管理していま
した。
しかし、
ここ数年、OT は徐々に IT のよ
うなテクノロジーを導入し始めています。た
とえば、OT と他の基幹業務部門は現在、数
年前には存在しなかったクラウド サービス
およびアプリケーションに直接アクセスしま
す。多くの場合、OT と他の基幹業務部門は
IT の関与なしでこれらのサービスを得るこ
とができます。ただし、依然として企業の関
心に合わせたクラウド セキュリティを調達
する責任があります。26
同時に、IT は販売および他の重要なビジネ
ス推進要素を考慮する必要があります。IT は
「事後対応」
できなくなっているため、ビジ
ネス パートナーとしての役割を果たす必要
があります。IT と OT はともに連携してビジ
ネス上の意思決定を行う必要があります。

図7
今後、
IT と OT は IoT ソリューションにおいて拡大し続ける責務を共有していく。

購入の承認

42 %

58 %

ソリューションのテスト/評価

81 %

ベンダーとの関与

55 %

45 %

IoT ソリューションの推奨

85 %

製品、技術、
ブランドの調査

76 %

ビジネス要件の特定

38 %
IT 部門

Q

19 %

15 %

24 %

62 %
基幹業務部門

これらの分野で最終決定権限を持つのは組織のどの部署ですか?
出典：Cisco Consulting Services、
2014

IT と OT が効率的に統合されると、ビジネス プロセスの最適化、優れた意思決定を行うため
の情報の強化、
コストの削減、
リスクの低減、
プロジェクト スケジュールの短縮など、多くのメ
リットをもたらします。27
シスコが調査した IT および OT エグゼクティブは、
これらのメリットを実現するには、双方の
グループが、今後ますます拡大する IoT ソリューションの責任を共有していくことになるだろ
うと考えています。
しかし、導入プロセスの各段階において、誰が意思決定権を持つかという
点に関して IT エグゼクティブと OT エグゼクティブの間にずれがあります。特にベンダーと
の関与や購入の承認に関してそれが顕著になります。[図 7、前のページ]
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シスコの調査では、意思決定権は IoT ソリューション導入の段階に応じて大きく異なることが
示されています。OT/LoB は、導入プロセスの開始と終了（つまり、ビジネス要件の特定と購
入の承認）
で意思決定権を持ちます。
これに対し、IT 部門は、
ソリューションの調査、ベンダー
との関与、
ソリューションの推奨、
ソリューションのテストなど、導入の特定のステップに関す
る意思決定を行います。
IoT を進めるために、組織は IT リーダーと OT リーダーの強力なパートナーシップを促進し、
目標とするビジネス成果を達成していく必要があります。
適切なパートナー エコシステムを構築
する

図8
成功するには、
内外のパートナーシップのエコシステムが必要

装置または
機械ベンダー

システム
インテグレータ

自動化/
制御ベンダー

すでに IoT ソリューションを導入している調
査回答者のほとんどは、IoT のニーズを満
たすために複数のベンダーを利用していま
す。[図 8]

IoT
IT

IoT ソリューションの複雑さにより、組織で
は複数のベンダーから支援を得ることが一
般化しています。そのため、導入ライフサイ
クルにおいて、ベンダーとのネットワークを
うまくオーケストレーションすることが成功
の鍵になります。

OT / LoB

ネットワーク
ハードウェア
プロバイダー

ソフトウェア
ベンダー

内 部組織
通信

パート
テム
ナー エコシス

Web/クラウド
プロバイダー

シスコの調査によると、組織がサードパー
ティ ベンダーによる支援を最も必要とする
領域は、IoT ソリューションの戦略計画で
す（回答者の 37 %）
。第 2 位は導入でした
（回答者の 30 %）
。
「ビジネス ケースの把
握」
と回答したのはわずか 12 % でした。ほ
とんどの企業は、IoT の価値を理解している
と思われ、ビジョンを実現する支援を必要と
しています。
シスコの調査では、サードパーティ ベン
ダーを検討する際に、組織が最も考慮する
プロバイダーの能力は、1）セキュリティの確
保 2）組織固有のニーズに合わせてカスタ
マイズされたソリューションの提供であるこ
とが明らかになっています。

出典：Cisco Consulting Services、
2014
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現在、セキュリティに重点を置くことが、IoT プロバイダーにとってビジネスを勝ち取る
「前提
条件」
となっています。過去 10 年間のエンタープライズ セキュリティ モデルは、次の 2 つの
基本理念を特徴としています。
• 第一に、セキュリティはアプリケーションとアプライアンスの最善の組み合わせ（ファイ
アウォール、ネットワーク セキュリティ、データ セキュリティ、
コンテンツ セキュリティな
どに対するソリューション）に焦点が当てられてきました。
• 第二に、セキュリティは「境界ベース」
でした。
これは、組織がエンド デバ
イスとサーバを保護して、
ウイルスや
サービス妨害攻撃などの侵入や脅威
に対処（つまり、認識）
していたことを
意味します。
ただし、
アプリケーションをモバイル クラウ
ドに配置したり、革新的なワークスタイルを
従業員にもたらす新しいデバイスを導入し
たり、センサーとマシン間通信を利用して機
器をモニターしたりすることによって、
これ
までつながっていなかったものをつなげる
と、必然的に、セキュリティ脅威の新しい侵
入ポイントが生まれることになります。
これ
は、
「攻撃対象」の増大と呼ばれることがあり
ます。IT と OT の世界が交差すると、二次汚
染と新しいセキュリティ脆弱性の機会が増
えることになります。

図9
IoT サービスを利用する際、
回答者は構築-運用-移行
（BOT）
およびマネージド サービスのような
「ハイ
ブリッド」
モデルに対して最も強い支持を示した。

X-as-a-Service

15

%

23 %
インソース

マネージド サービス

28

%

内部提供

アウトソース

ハイブリッド モデル

34

%

構築-運用-移行

Q

これらのモデルのうち、IoT ソリューションで組織が希望する提供モ
デルはどれですか?
出典：Cisco Consulting Services、
2014

IoT の活用に大量のプロセス変更が必要となるため、組織は固有のニーズに合わせて構
築される IoT ソリューションも求めています。ベンダーは複製可能でスケーラブルな IoT
サービスの構築を追求することもできますが、お客様それぞれ独自の運用プロセスに適応
させたある程度カスタマイズしたソリューションを提供することも必要であることは明らか
です。
プラットフォーム アプローチに焦点を当てる
さまざまなテクノロジーを包括的な IoT プラットフォームに統合する必要性は、
これらのソ
リューションの提供方法に影響を与えます。IoT ソリューションの提供モデルで好ましいモ
デルについて回答を求めたところ、シスコの調査の回答者は、
「ハイブリッド モデル」、つま
り、構築-運用-移行（BOT）およびマネージド サービスに対して最も強い支持を示しまし
た。[図 9]

© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

17 ページ

IoT 価値の実現：
「モノをつなぐ」
ことから
「インサイトを得る」
ことへ移行する方法
分析をエッジに取り込むことで競争力を高める

どちらのモデルにおいても、ベンダーが IoT ソリューションの構築と運用で重要な役割を果
たしますが、お客様が引き続き、提供モデルである程度の制御または所有権を保持します。
こ
れらの企業の運用における IoT ソリューションの重要性を考えると、
「リスク共有」
アプローチ
を取り、運用の制御を保持する一方で最も支援を必要とする領域で支援を得たいと考えるの
は不思議ではありません。

ケース スタディ
サンフランシスコは、駐車スペース
をさらにスマート化
IoT ソリューション：駐車場およびトラ
フィックをリアルタイムで分析するため
の駐車場、
ガレージ、車道のセンサー。
約 20,000 の駐車スペースに展開。
成果：駐車場検索時間を 43 % 短縮し、
駐車違反が 23 % 減少し、二重駐車の
減少と交通渋滞の緩和を実現しました。
詳細はこちらをご確認ください。

IoT のその他の例については、こちらを
参照してください。

最後に、新たに登場してきた IoT 標準リファレンス フレームワークの 1 つを採用するかど
うかを検討することが重要です。わずか 2 年の間に、IoT 関連の標準化団体の数が 2 団体
（2012 年）から 7 団体（2014 年）
と急増しています。
さらに、260 社の企業が IoT コンソー
28
シアムに参加しています。
シスコは最近、共通の IoT テクノロジーの提供、情報フローの内容と情報処理方法の明確
化、統一された IoT 産業を構築するためのフレームワークの提供を目指す IoT World Forum
リファレンス モデルの構築を支援しました。29 その構想の全体的な目標は、ベンダー間での
IoT 製品の相互運用性に向けた第一歩として IoT の「オープン システム」を定義することで
す IoT World Forum リファレンス モデルでは、拡張性、相互運用性、俊敏性、
レガシー シス
テムとの互換性などの IoT の課題に対処するための実用的な推奨事項を提供することで、IT
部門、CIO、開発者を支援します。
このモデルは、IoT World Forum のアーキテクチャ、管理、お
よび分析ワーキング グループの 28 社のメンバー（特に、Intel、GE、Itron、SAP、Oracle、
シス
コ）間のコラボレーションによるものです。
もう 1 つの例は、ヒューマンセントリック IoT プラットフォームです。
これは、富士通の顧客が
センサー、ネットワーク、
ミドルウェア、
アプリケーションを活用して IoT アプリケーションの新
しいアイデアをテストできるプラットフォームです。30 富士通は、2014 〜 2015 年の IoT テ
ストで 100 社以上の日本企業の顧客と連携したいと考えています。2014 年 11 月の時点で
は、富士通は日本以外の開発者にこのプラットフォームを提供するかどうかを決定していま
せん。

次のステップ
競争優位性を維持し、増え続けるお客様/市民の要求に応えるには、組織はより迅速かつ効率
的にイノベーションを推進する手段を見つける必要があります。IoT は諸刃の剣となる可能
性があります。つまり、IoT は、イノベーションに欠かせない潜在的なソリューションを提供す
る一方で、重要な組織プロセスと正しく統合されないと、運用の複雑さを大幅に増大させる
ことになります。
経済価値のシェアを今後獲得していくには、組織は Internet of Things（ひいては、Internet of
Everything）を活用する必要があります。組織が成功を収め、高い価値を勝ち得るには、次に
示すインサイトを念頭に置く必要があります。
1. 勝者は、つながったものから最大の価値を引き出す組織であり、単に多くのデバイスを
ネットワークにつなげる組織ではない。組織は、IoT のデータおよびプロセス コンポー
ネントの洗練化に注力する必要があります。
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2. データに関しては、統合、
自動化、分析の 3 つが重要である。データを情報に変換し、
さ
らにそれを実用的なインサイトに変えるには、
この 3 つすべてが必要です。
3. IoT とビッグデータの世界では、エッジ コンピューティング/分析機能が不可欠である。
低遅延の要件やコストなど、
さまざまな理由により、組織はデータを分析に取り込むの
ではなく、
「分析をデータに取り込む」
アプローチをとる必要があります。
4. IoT と IoE から収益を得るには、
プロセスの俊敏性が必要である。
このため、戦略計画
を最優先する必要があります。
5. 社内外のパートナーシップ エコシステムの構築が成功に大きく影響する。
これには、
さ
まざまな外部プロバイダーとのパートナーシップのみでなく、IT と OT 間の役割の調整
も含まれます。
もう 1 つ重要な要素は、IoT とデータ分析を組織戦略の基盤的要素にす
ることです。そうすることで、会社の首脳陣から強力なサポートを得ることができます。
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ケース スタディ
Transwestern は、
スマート ビルデ
ィングで差別化を実現
IoT ソリューション：自動環境制御（空調
など）、モバイル デバイスを使用したリ
モート ビルディング モニタリングおよ
び管理、
コネクテッド セキュリティ カメ
ラ、
自動作業指示管理、建物内のデジタ
ル サイネージ。
成果：2011 年から 2012 年までにエネ
ルギー コストを 21 % 削減し、2013 年
の最初の 8 ヵ月間でさらに 11 % 削減
しました。テナント サービスと満足度が
向上しました。
詳細はこちらをご確認ください。

IoT のその他の例については、
こちらを
参照してください。
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