IoT 実現戦略：
8 つの重要な問い

はじめに
IoT（Internet of Things）はビジネスの変革に対する企業の考え方を変化させつつあります。それには 2 つの重要な理由があります。
1 つは、製品がネットワークに接続されると、顧客とのコミュニケーションがリアルタイムで即時性の高いものになり、プロアクティ
ブな性質さえも帯びること。もう 1 つは、コネクテッドな製品やサービスで収集されたデータを利用すると、新製品やより高品質な製
品を開発できるだけでなく、顧客のニーズを予測し、スマートな製品や環境を開発できるようになることです。これらはいずれも IoT
技術によって促進され、ビジネスの変革を目指す企業に極めて大きな新しいチャンスをもたらします。
しかし、IoT には大きなリスクが伴うこともあります。IoT によって、既存の製品およびサービスの販売、組織内部のワークフロー、
あるいは顧客との関係におけるリスクが増大するかもしれません。モノとモノがつながることで膨大なチャンスが得られる一方で、
その実施方法や採用する技術、サプライヤの選択が十分に考慮されたものでなければ、膨大な被害をもたらすことになります。
Real IoT シリーズのホワイト ペーパー 4 本のうち 2 本目では、IoT のビジョンを実現するための 8 つの問いについて説明しています。
これらの問いを活用することで、
企業は事業目標に基づいた最適な IoT ソリューションの導入に取り組み、
適切な IoT サプライヤとのパー
トナーシップを構築し、最終的には IoT を成功に導く適正なガバナンスとライフサイクルの管理プロセスを構築することができます。
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＜ 1 ＞どのようなビジネス目標を立てれば、顧客に優れたサービスを提供し、かつ自社の利
益につながる運営が可能となるのか。
企業は、価値提案としていくつかのコンピテンシーを市場にもたらし、顧客によるビジネス上の問題解決を支援し
ます。そのため、「どのようなビジネス目標を立てると、顧客に優れたサービスを提供し、かつ自社の利益につな
がる運営が可能となるのか」という最初の問いには、IoT の課題を掘り下げる前に答えを出しておく必要がありま
す。この問いで重要なのは、破産に至ることのないビジネス目標ではなく、確実に収益性を持続できるビジネス目
標を見つけるということです。
ビジネス目標と会社の価値提案が明確に結び付いている 2 つの例をみてみましょう。フリート管理会社の価値提案は、時間どおりに損
傷のない製品を調達することです。この価値提案に応じたビジネス目標には、たとえば、時間どおりのサービス提供のパフォーマンス
を向上させる、燃料効率を改善する、トラックの稼動寿命を延ばす、破損した物品を減らすなどがあります。
また別のビジネス目標の例として、産業用製品の製造者の事例を考えてみましょう。このような業者の価値提案は、動作の信頼性が高
い製品を提供し、高い工場稼働率の達成に寄与することです。この価値提案を実現するためには、十分な水準以上の製品稼動パフォー
マンスを達成する、装置の寿命を延ばす、より高品質の製品を開発する、スペア パーツ ビジネスを拡充する、現場保守業務を改良する、
新しい収益源を開発するといったビジネス目標を掲げることができるでしょう。
通常、こうしたビジネス目標の達成に対する一番の課題は、リソースやツール、データの不足です。たとえばフリート管理会社の場合、
トラックの ROI を改善するには、エンジン パフォーマンス、ルート プランニング、荷物の積載率などを把握する必要があります。こ
れらのデータのいくつかは CRM システムと ERP システムで確認できますが、エンジン パフォーマンスのような一部の主要データは利
用できません。ゆえに、そうした肝心なコネクテッド情報を入手できる IoT サービスが必要になります。

＜ 2 ＞どのように IOT を活用すれば、自社の価値提案に適合し、課題を最小化できるのか。
ビジネス目標に適合する使用用途の要点が明確になっていなければ、最適な IoT 戦略を決めることはできません。
たとえばフリート管理会社における使用例としては、流通業務を最適化するトラック & トレース ソリューション
や、燃料効率とトラックの ROI を改善するエンジンとタイヤのモニタリング、農産物の鮮度を保つための冷凍冷
蔵トレーラ モニタリングなどがあります。
また、OEM メーカーの使用例には、障害の発生を検知する機器モニタリング ソリューションや、摩擦による部品消耗を軽減するため
の潤滑油モニタリング、スマートフォンやタブレットによる現場での保守業務を可能にする Bluetooth 対応機材などがあります。さらに、
保証または請求管理のためのモニタリング ソリューションや、設備消耗品の自動補充サービスといった例も挙げることができます。
この問いについて考えるときに重要なポイントが 2 つあります。1 つ目は、IoT の観念化はパートナーの助力なしに実行できる、という
ことです。ただし、何を接続し、どんなサービスをどの程度の労力で実現できるかについて、見解を持っているのは IoT サプライヤで
す。2 つ目は、実現可能な IoT ソリューションを列挙するときは想像力を自由に働かせるようにする、ということです。利用できるツー
ルやテクノロジーは増え続けており、制約はほとんどなくなりつつあります。デバイスの種類も同様で、モノをセンサー化し接続する
方法は増加の一途をたどっています。
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＜ 3 ＞ IoT の使用用途に、投資対象としての優先順位を付与する場合、検討すべき基準は何か。
IoT の使用用途を一通り作成できたら、次はそれらに優先順位を付ける必要があります。コネクテッドな製品を導
入すると、社内的にも顧客との関係においても、企業に大きな影響を及ぼしかねないため、優先順位の設定が非常
に重要です。優先順位を定めることで、IoT によって徐々にワークフローと製品を変化させていくアプローチを確
立できます。
IoT の使用用途に優先順位を付ける際は、3 つの点を考慮するとよいでしょう。まずは、競合の圧力と戦略上の優先事項に照らして IoT
アプリケーションを評価します。ここでの競合の圧力には、直接の競争相手だけでなく、顧客要件や代替的または補完的な製品などの
影響力も含まれます。これについての明確な例は、先日発表された Real IoT ホワイトペーパー『ビジネス Ready な IoT：実証実験と収
益創出のギャップを埋める戦略』で大きく取り上げています。IoT で成功を収めている企業は、最初に新しい顧客ではなく、既存顧客
をターゲットにしてソリューションに着手していました。その場合に最優先で検討されていたのは、既存顧客との関係強化でした。戦
略上の優先事項には、よりプロアクティブな要素が含まれます。具体的には、現行のビジネス モデルを変革したいとか、製品のイノベー
ションを促進したい、もしくは新しい収益源を作りたいといった企業の要望などが該当します。
IoT の使用用途の優先順位を決めるうえで次に考慮するのは、内部リソースを最大限に使用することです。前述のようにトラックの運
用 ROI を改善する場合には、荷物の積載率やルート プランといった現状の CRM システムや ERP システムで確認できるデータを活用で
きます。既存の情報を使用した方が、直接的なメリットが多くなりコストは少なくてすむため、より適切に IoT に費やすリソースの優
先順位を決定することができます。
3 つ目の考慮事項は社内におけるケイパビリティの配置方法です。後述しますが、これについては、他部署との協議により変更するこ
とが可能です。そのため、ここで重要なのは、IoT ソリューションの優先順位を決めるという観点で会社のコア コンピテンシーを評価
することです。たとえば産業用製品の OEM では、フィールド技術者が機材の保守だけでなく、顧客に対してスペア パーツや消耗品の
選択に関するアップセルを行う場合があります。このような場合は、技術者がスマートフォンやタブレットで製品に接続できるよう、
Bluetooth 無線の追加を最優先の使用用途としてもよいでしょう。

＜ 4 ＞社内関係者のうち、コネクテッド サービスの影響を受けるのは誰か、またリスクとメ
リットを社内でどう調整するか。
IoT 技術を製品やサービスに適用するには、以下の理由から、社内でリスクと機会の配置を調整する必要があり
ます。
1.

コネクテッド製品はリスクを招く – 企業の IP を公開することから生じるリスクや、事業運営が中断するリスク、ブランドに対す
るリスクが生じます。

2.

IoT は製品の新しい販売方法をもたらす – Power-by-the-hour（エンジン利用時間に応じた課金）、100% の稼働時間を請け合う製
品保証、消耗品ベースの製品販売モデル。これらはいずれも製品がネットワークにつながることで可能となる、新しいサービス
の例です。

3.

IoT には新しいスキルセットを開発する部門が必要 – IoT は販売とサポートのモデルを製品販売からサービス販売へと変化させる
ため、マーケティング、セールス、フィールド サービス、製品開発の各チームには、コネクテッド製品市場で事業を展開するた
めの新しいスキルセットが必要です。
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事業内または事業間で IoT のリスクと利点を協議す
CEO, CTO, CIO, COO, CMO

る場合は、情報の伝達が非常に重要です。この情
報は一般に 4 つの部署グループで作成・受領され、

では 4 つの部署（R&D、製品管理または開発、エン
ジニアリング、IT）が IoT 製品の概念化と設計を行
います。このグループの重要な成果物はコネクテッ
ド製品に関する概念的な設計ドキュメントであり、
これには主な要件と利点を戦略レベルだけでなく機
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Risks and Challenges

図 1 のように流れます。通常、最初の部署グループ
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能レベルでも記載する必要があります。
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次に、IoT ソリューション開始後に最初に影響を
受ける部署グループに、これらの情報が送られま
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図1

（出典：ABI Research）

す。この部署グループには、製造、小売または流通、
フィールド サービスまたはカスタマー ケア、セールスの各部署が含まれます。製造部や外注先のサプライヤは製造業務を担当し、セー
ルス チームは製品の販売と利益の管理に責任を負います。小売や流通の部署は製品補充を遂行し、当該製品のセルラー接続をサポー
トすることもあります。最後に、フィールド サービス チームとカスタマー ケア チームは、コネクテッド製品の整備を担います。セー
ルス チームは、コネクテッド製品の販売方法と顧客からの質問への対応方法に、特別な注意を払う必要があります。たとえば、顧客の
エンタープライズ ネットワークを使用して製品を接続する場合は、顧客の IT チームが関与することが多く、そのためにセールス プロ
セスが長引くことがあります。セールス チームは、顧客の IT チームからの質問にどう答えるか、また内部サポートをどう行うか、把握
しておく必要があります。
その次に影響を受けて活動する部署は、マーケティングと広報です。これらの部署は、さまざまな顧客セグメントや競合に向けて製品
を適切にポジショニングするために、製品の特長や機能に着目します。
最後は、財務、会計、HR、調達といった G&A（一般管理）部門です。財務と会計に対する影響は、コネクテッド製品に設定される新し
い SKU と同程度にシンプルです。ただし、コネクテッド製品がサービスとして販売される場合は、複雑になることもあります。HR には、
すぐに必要とされる役割と長期的役割の両方が課せられます。前者は、フィールド サービスやカスタマー サービスのスタッフに対する
トレーニングを実施することで、後者は、さまざまな部門からの情報に基づき、新しいスキルをもつ人材を雇用することです。たとえば、
製品販売よりもサービス販売に通じているセールス スタッフや、高度な解析ツールセットを開発できるデータ サイエンティストといっ
た人材の雇用です。
全体的にみて、組織に IoT ソリューションを導入するとほとんどすべての部署に影響が及びます。情報を伝達し、リスクや課題、業務
への影響に対する反応を得るというフィードバック ループを継続する必要があります。
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＜ 5 ＞構築か購入かを決定するためには、どんなスキルが必要か。
構築するか購入するかの判断は、サプライヤの環境と利用可能な技術に大きく依存します。需要があれば、サプラ
イヤはその分を供給し、企業が自社で構築するのではなく購入するよう、さらに多くのオプションを用意します。
加えて、これらの要因は時とともに変化するということもあり、構築か購入かを評価する厳密なルールを見いだす
ことは困難です。とはいえ、IoT ソリューションを自社で構築する企業とサプライヤから購入する企業には、各々
特徴があります。
構築もしくは購入を選択する企業の特徴は、多くの場合、OEM 企業かサービス企業か、およびブラウンフィールドへの展開か新規展開
かという 4 つの要因に絡めて説明できます。
1.

OEM 企業はセンサーと接続性で刷新することが多い – OEM 企業は機器や装置の設計と製造に長けています。今後ますますデジ
タル機能を備える機器が増えると、たくさんの OEM 企業がアナログまたはデジタル信号処理の技術を持つようになり、データ
を収集しやすくなります。「フィジカル ファースト」で製品を作っている OEM 企業のほとんどは無線エンジニアを抱えていない
ため、多くの OEM 企業にとって、ワイヤレス接続機能の追加はアキレス腱です。こうした OEM 企業は、ゲートウェイで接続を
実現するか、SI や VAR と契約を結び、製品に接続機能を搭載するための支援を受けます。

2.

サービス企業はアプリケーションとバックエンド インフラストラクチャで刷新することが多い – 通常、銀行や小売業などのサー
ビス企業は、企業システムとクラウド インフラストラクチャに関する専門性を有し、加えて IoT アプリケーションを開発し統合
するアプリケーション開発能力を備えています。

3.

コネクテッド製品をサービスとして提供する場合に、OEM 企業は独自アプリケーションの作成を望むことが多い – OEM 企業が
コネクテッド製品に関連したサービスの提供を検討している場合は、モバイルとサーバ サイドの両方で独自のアプリケーション
を作り、最大限の柔軟性を確保しようとするのが通例です。また、OEM 企業には IoT データを企業システムに統合できる IT ス
タッフがいることも、こうした要望が出てくる理由のひとつです。

4.

ワイヤレス接続は購入を促進する – 通信やモバイル デバイスの企業には無線エンジニアが所属していますが、他の業界にはなか
なかいない人材です。そのため、コネクテッド製品にワイヤレス機能を追加すると、通常は購入が促されます。

5.

ブラウンフィールドへの展開では、デバイス、接続性、アプリケーション イネーブルメントを常に購入するケースが多い – ブラ
ウンフィールドへの展開とは、すでにフィールドに導入されている製品用にコネクテッド アプリケーションを作成することです。
ブラウンフィールドへの展開はデジタル インターフェイスがないことが多く、その場合はゲートウェイが必要です。また、デジ
タル化されていないと、アプリケーション イネーブルメント サービスを利用して、プロトコル変換技術とカスタムのオンデバイ
ス エージェントでデバイス クラウドに情報を送る必要が生じます。機器が固定回線の接続を利用できない場合は、セルラー接続
や衛星サービスが必要になることもあります。

6.

大企業はデータ サイエンティストを採用して分析サービスを構築することが多い – IoT に関する分析を行うサプライヤは成長を
続けていますが、大企業は自社でデータ サイエンティストを雇用し分析させる傾向があります。

7.

購入と構築、どちらのシナリオでも SI や VAR はビジネスとなりうる – SI と VAR は IoT ソリューションの展開に重要な役割を果
たします。企業が自前で構築することを選択したものの、追加人員と特定の専門知識が必要な場合は、SI や VAR はサポート サプ
ライヤとして貢献します。また、企業が自社の能力では IoT ソリューションを構築できないと認識し、そのイネーブルメント タ
スクの一部または全部をアウトソーシングすることにした場合は、SI や VAR が IoT 展開の導入役を担います。

＜ 6 ＞ IoT データ ガバナンス モデルとは何か。
データはコネクテッドなモノから得られる重要なアウトプットであり、複数の関係者に有用な発見をもたらします。
そのため、データ アクセスについて誰が、何を、なぜ、どのように行うかを記したガイドライン群が必要になります。
データ ガバナンス モデル構築のベスト プラクティスは確立されていませんが、ガイドライン ドキュメントの作成
に関して、いくつかの広範なテーマと検討すべき問いがあります。
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データ ガバナンス モデルを構築する際は、対象となるデータは、機器自体の健全性を示すデータと運用データであることを明確にすべ
きです。ここには、デバイス、接続、アプリケーションといった IoT ソリューション コンポーネントを管理するためのデータは含まれ
ません。
モデル構築に向けた最初の問いは、どのようなデータにアクセスできるかということです。これはセンサーと収集される運用データに
大きく依存し、あらゆるデータ正規化とソートの処理にも左右されます。この段階では、IT 部門が自らのデータ ストレージとクエリ機
能に基づいて役割を果たします。
次の問いは、誰がデータにアクセスできるか、そしてなぜアクセスするのか、です。社内部署の場合はデータの用途によって異なりますが、
一般的にみて IoT データをすぐに利用している部署は、製品グループまたは R&D、カスタマー サービス、マーケティングの 3 つです。
•

サービス部門 – サポート改善のために、コネクテッド製品のパフォーマンスとヘルス データにアクセスします。

•

マーケティング – 地域別または製品別にどの特徴や機能が最もよく使用されているかといった観点で、製品の使用状況と顧客や
製品ごとのセグメントにアクセスします。

•

製品開発 /R&D – デバイスの使用状況に関するデータにアクセスします。たとえば、すべてが 90% や 50% などのキャパシティ
で動作していることを確認します。このデータは現在の製品運用の改善や新しい製品設計に利用されます。

次に、データにアクセスする方法について考えます。ここでも IT 部門が重要なイネーブラとなって、IoT データで企業システムを強化し、
IoT データを各部署の語彙に変換します。
こうした何が、誰が、どのようにを表すデータは、最終的にさまざまな企業アプリケーションでの IoT データの収集、格納、統合に関
する IT 要件ドキュメントの一部を成し、それらのアプリケーションからデータへのアクセスが行われます。たとえば、ある地域全体
のコネクテッド製品の平均運用データが、セールスやマーケティングで用いられる製品カタログに記載されることがあります。しかし、
個々のコネクテッド製品の運用データはフィールド サービスのスタッフが利用する ERP システムでのみ確認できます。
データ ガバナンス モデルの最後のピースは、真相を知るための信頼できる情報源を特定することです。この要素がデータ ガバナンス
モデルに必要なのは、IoT データが示すものと他のシステムが示すものとが異なる場合があるからです。たとえば、顧客苦情システム
のデータが製品エラーコードと一致しないことがあります。このような不一致は、すべてのエラーコードが苦情を引き起こすわけでは
なく、また一部のエラーコードが機器の再起動時に修正されることから起こります。顧客満足度の向上につながる真相は、顧客苦情デー
タから得られます。
以上の検討事項のほかにも、たとえばデータ アクセスの頻度、規制やコンプライアンスに関する要因、各国固有のアクセス要件といっ
た要因が IoT データ ガバナンスに影響を及ぼします。後の 2 つの要因は市場の要請によるところが大きいため、製品のデータ ガバナン
ス モデルが必要とは限りません。
全体的にみてデータ ガバナンスが必要な理由には、組織の重要な IP を保護するうえで有用であること、複数の部署間で IoT データが最
大限に利用できるようになること、データ主導型の体制が根本的に推進されることが挙げられます。
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＜ 7 ＞ IoT ソリューションを実現するうえで、
サプライヤとパートナーをどのように評価するか。
IoT サプライヤとパートナーを評価するには、4 つのエリアを検討することが必要です。最初に検討するのは、
サプライヤの能力と専門性です。IoT サプライヤの市場は、ワン ストップ ショップとスペシャリストに大別する
ことができます。スペシャリストは、バリュー チェーンの特定の部分、すなわちデバイスや接続、あるいは IoT
分析などの一部の付加価値サービスに特化します。ワン ストップ ショップはアプリケーション イネーブルメント
や分析のように、バリュー チェーンの複数の要素に関係するソフトウェアやサービスを展開します。ハードウェア、
ソフトウェア、サービスを提供するワン ストップ ショップは、フリート管理などの特定の業種に特化する傾向が
あります。
スペシャリストとワン ストップ ショップのどちらを選ぶかは、前述した構築か購入かの判断に大きく影響されます。自社で IoT ソリュー
ションを構築しない企業の場合は、ワン ストップ ショップが候補となり、とりわけその企業の業種に特化している業態が非常に有望で
す。一方、企業がソリューションの一部を構築する場合は、スペシャリストのほうが適しているかもしれません。ワン ストップ ショッ
プの利点には、利便性のほかに、統合の簡潔性を挙げることができます。統合が簡潔だと、ソリューション コンポーネントの統合時に
セキュリティ ギャップが発見・除去しやすいため、セキュリティ リスクが低下するという面もあります。スペシャリストの利点は、質
の高い技術やツールを採用できることで、これはワン ストップ ショップでは難しいことです。その反面、スペシャリストの数が多い場
合には、その評価と選定に時間がかかるという課題があります。数百のサプライヤが存在するアプリケーション イネーブルメントの市
場も例外ではありません。
2 番目に検討するのは業界経験で、特にテクノロジー スペシャライゼーションに関連します。経験はどのバリュー チェーン要素でも
重要ですが、接続される機器や装置の種類に関しては一般に経験が重視されます。とりわけ業務用市場では、サプライヤを選定するう
えで、特定の技術とそれに関連する問題を理解することが重要です。製造業の環境は、営む事業と生産物に特化した SCADA システム、
PLC、各種 I/O デバイス、センサーといった複数の機器で構成されます。この設備ではさまざまな OEM 企業の機器が使用され、1 つの
製造環境に 5 社以上の OEM 企業が関与することもあります。オートメーション環境で使用される通信プロトコルには膨大な種類があ
り、フィールドバス技術でさえ 60 種類以上が存在しています。
サプライヤの選定で 3 番目に検討することは、IoT ソリューションのパフォーマンスとグローバル アクセスの両方に対する拡張性です。
コネクテッド デバイスの数が増えるにつれ、デバイス パフォーマンスやネットワークの容量、クラウド スループットとデータ ストレー
ジに問題が自ずと現れてくることがあります。これら 3 分野のサプライヤは、コネクテッド製品が増加したときに実行できるソリュー
ション コンポーネントを提供する必要があります。
グローバル アクセスは、テクノロジー プラットフォームやネットワーク可用性、またはサービスとサポート オプションに適用できます。
世界の諸地域で使用されるコネクテッド製品がなくても、グローバルな拡張性が低価格化につながり、ローカル展開のみの IoT ソリュー
ションより利益を生む場合があります。たとえば、GSM テクノロジーはグローバルに利用できる技術なので、GSM ベースのセルラー
モジュール向けの料金は安く設定されます。自社のコネクテッド製品を世界規模の別市場に展開しようとする OEM 企業は、こうした
問題に敏感でなければなりません。
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最後の検討事項は、サプライヤが提示する料金とオファー、テスト キット、サポート サービスです。テスト キットはハードウェア ベ
ンダーの間ではごく一般的ですが、一部のプラットフォーム ベンダーも提供するようになっています。典型的なテスト キットは各種の
接続方法を備えたマイクロ プロセッサであり、アプリケーション イネーブルメント プラットフォームの SDK（Software Development
Kit）やサービスを使用して、製品を接続しアプリケーションを構築することができます。IoT 設計の概念化と検証を行う R&D チームや
SI または VAR にとって有益です。
料金とオファーについては、総額だけでなく投資の柔軟性も評価する必要があります。ほとんどのコネクテッド製品は時間をかけて展
開されます。デバイス台数や総データ スループット、または総データ容量に基づく料金設定のほうが、大規模フィールドへの導入前に
多額のライセンス料を支払う方式よりリーズナブルです。
最後に、サポート サービスは開始後の IoT ソリューションの管理に極めて重要です。サポート サービスは、IoT 製品のアップグレード
をスムーズに進めるために必要です。なかでも、ワン ストップ ショップ プロバイダーがサポート サービス込みの IoT ソリューション
を提供する場合は、サポート サービスが欠かせません。アプリケーション イネーブルメント プラットフォーム ベンダーは、サポート
サービスがそのプラットフォームを使用して企業を支援する場合に重要な役割を担うサプライヤです。

＜ 8 ＞検討すべきライフサイクル管理の要素は何か。
IoT ソリューションのライフサイクル管理は見過ごされがちですが、いくつか重要な監視領域があり、特にソリュー
ションの成長と拡張に遅れがでないよう管理することは大切です。
ライフサイクル管理について最初に考えることは、デバイスとネットワークの進化です。デバイスの計算能力とストレージは継続的に
向上しています。ネットワーク キャパシティと待ち時間の改良のみならず、いまやネットワーク テクノロジーは IoT ソリューション用
に設計されるようになりました。デバイスとネットワークの技術の進化をみると、新たな技術を利用できるように IoT ネットワーク アー
キテクチャと関連デバイスをアップグレードすることは可能なのか、という疑問が浮かびます。その答えはイエスです。しかしどのく
らいコストがかかるのでしょうか。ここでは、ビジョンと製品ロードマップの両方が重要です。ビジョンが大事なのは、企業は複雑な
技術がシンプルになるまでビジネスへの IoT 導入を延期すべきではないからです。また、製品ロードマップがあれば、コスト効率を高
く維持しつつ、確実に IoT ソリューションの進化と改良を重ねていくことができます。
次にライフサイクル管理で検討することは、センサーやデバイスの新規導入や交換に対するフルフィルメント オペレーションの利用で
す。企業は IoT ソリューションを拡張する必要性を認識していながらも、普通は IoT ソリューションの成長を操作するところまで手が
回りません。フルフィルメント オペレーションを利用して、IoT ソリューションの拡張時に、新しく設置または交換するセンサーとデ
バイスの選択、キッティング、プロビジョニング、配送が自動で行われるように手配します。
ライフサイクル管理に関する 3 つ目の検討事項は、アプリケーションと分析ソフトウェアの開発のオートメーションです。アプリケー
ション開発のオートメーションは新しい分野ではなく、対象のアプリケーションで IoT を使用するかどうかに一切左右されません。
しかし、IoT アプリケーションはアプリケーション イネーブルメント ツールとプラットフォームの影響を受けるので、企業は今後もデ
バイス データを容易に抽出し収集する新しい方法を探す必要があります。
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IoT ソリューションはいずれ、予測的で規範的な分析をより多く使用するようになります。こうした分析を行うソフトウェアの開発は、
現在のところ、機器の状態が変化して新しいコンテキストのデータが導入されるたびに予測モデルの構築、テスト、アップグレードを
繰り返し実行するという、非常に骨の折れるプロセスで行われています。これらの作業を自動化すれば、データ サイエンティストはそ
の分、より生産的な活動を行うことができます。

まとめ
IoT 技術とサービスの登場以来、ビジネスの変革は空前の活況を呈しています。しかし、適切に設計、展開、サポートされていない製
品やサービスを接続すると、大変なリスクを招くことにもなります。
これまでの 8 つの質問は、IoT のビジョンを現実化するステップバイステップのアプローチを提示しています。その内容をまとめると
3 点に要約されます。1 点目は、IoT の使用用途を顧客ニーズと自社の戦略的な目標に適合させるということです。顧客ニーズに対応で
きる IoT の使用用途は 1 つとは限りませんが、そのうちのいくつかは他よりも、タイミングやリソースの割り当て、さらには企業の戦
略目標と競争環境に対する適合の面で優れているでしょう。IoT プロジェクトでは、最適なリソースの使用とリスクの軽減を実現する
ために、優先順位を設定する必要があります。
2 点目は、ソリューションを開始し構築か購入かを決定するうえで、社内関係者の配置が非常に重要ということです。前述した通り、
組織のあらゆる部署が IoT の影響を受けます。それゆえ、どの IoT プロジェクトの開始時にも、また拡張時でさえも、すべての部署が
関与して、IoT の利点と組織に対する現在と将来の影響を理解する必要があります。こうした関与を通じて、社内の能力と全体的な戦
略の優先順位を評価し、IoT ソリューションの社内で構築する部分とサプライヤから購入する部分を決めることができます。
3 点目は、長期に及ぶ戦略的な成功はサプライヤとパートナーの選定、適切なデータ ガバナンス モデル、IoT ライフサイクル管理方
法の選択により推進されるということです。サプライヤとパートナーの選定は、適切な技術基盤の上に IoT ソリューションを構築し、
ソリューションのコネクテッド デバイスの台数に応じたパフォーマンスとグローバル可用性を実現するために非常に重要です。データ
ガバナンス モデルは、適正な IoT データを適切なグループに届けるために必要で、さらに IoT データを最大限に伝達しながら企業 IP を
保護するという重要な使命を果たすためにも必要です。最後に、ライフサイクル管理の各要素により、現行のサポート業務がオートメー
ションなどの領域で確実に効率性の拡大や新たな効率化の模索を実施できるようになります。
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