Industrial Internet of Things が実現する
新たな成長

インダストリアル・インターネット・オブ・シングス（Industrial Internet of Things:
以下、IIoT）は、これまで主にオペレーション効率を改善するための手法のひとつと
して注目を集めてきました。しかし、今日のビジネス環境においては、IIoT が、企業
が成長するための、今まで想定しなかったような大きな機会となり得ることが期待
されています。
今後、成功する企業は IIoT を活用し、次の 3 つのアプローチを通じて新たな成長機会
を捉えるでしょう。3 つのアプローチとは、下記のとおりです。

1. 生産拡大とハイブリッド・ビジネスモデルの創出による大幅な収益増
2. インテリジェント・テクノロジー（知能技術）を活用した画期的な
イノベーションの促進

3. IIoT に適したワークフォース（労働力）の変革
ポール・ドーアティ、プリス・バネルジー、ワリド・ネム、アラン・E・アルター
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ダイムラーは「Car2Go」サービスの事業化
により、単なる自動車の製造にとどまらず
カーシェアリングというサービスで価値を
提供。ユーザーは、近所のコンビニエンス

ミシュラン・グループはタイヤに設置した

ストアで牛乳を買うような気軽さで車を利用。

センサーとアナリティクスを活用して、
燃料効率に優れた運転方法を運送会社に
リコメンド。

Taleris（タレリス：GE とアクセンチュア
のジョイントベンチャー）はアナリティクス
を活用して、航空会社における機体故障や
天候を原因とした遅延や欠航を最小限に
抑止。

IIoT は、グローバル経済の今後を左右する
大きなトレンドです。「Oxford Economics」
誌によれば、IIoT を活用したイノベーショ
ン が G20 構 成 国 の 国 内 総 生 産（GDP） の
62％を占める複数の業界（製造、鉱業、農業、

その他の注目すべきメリットとして、資産

ガス採掘・生産大手の米アパッチ・コーポ

の予測保全が挙げられます。予測保全によっ

レーションは IIoT の活用により、陸海上の

て定期修理を最大 12 ％、保守費用を最大

油ポンプの故障を予測し、生産量の低下を

30％、故障を最大 70％、それぞれ減らせる

最小限に抑えています。同社幹部らの試算

と言われています 4。たとえば英国の水供給

では、世界の石油産業がポンプ・パフォー

石油・ガス、公益事業）において進められ

処理最大手テムズ・ウォーターでは、セン

マンスを 1 ％改善するだけで、1 日の石油

ています 。また、病院・倉庫・港湾などを

サーやアナリティクス、リアルタイム・デー

生産量が 50 万バレル増え、業界の年間収

運営する企業や、運輸・物流・ヘルスケア

タの活用により設備故障を先読みすること

益は合計 190 億ドル拡大します 6。鉱業で

産業などにおいても、IIoT を応用できるで
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で、漏水や悪天候といった危機的状況への

も、採掘作業中に硬岩に当たった場合に直

しょう。

より迅速な対応を実現しています 5。

ちに鉱石分析を行うことで、これまでより

言うまでもなく、IIoT によってもたらされ

このようにオペレーションの効率性向上

る利益は計り知れません。控えめに見積もっ

に 向 け た 戦 略 の ひ と つ と し て、 企 業 の 間

て も、IIoT に 投 じ ら れ る 予 算 は、2012 年

で 注 目 を 集 め て い る IIoT で す が、 メ リ ッ

において全世界で 200 億ドルだったのが、 トはそれだけではありません。IIoT は、産
2020 年までに 5,000 億ドルにまで拡大する 業機器メーカーにも大きな可能性をもた
と見られています。さらに大胆な見方とし ら し ま す。 メ ー カ ー は IIoT を 活 用 し て
て、IIoT への投資によって、2030 年までに 新たなデジタル製品／サービスを市場に
世界の GDP が 15 兆ドルに達するという試 投 入 す る こ と で、 ま っ た く 新 し い 収 入 源
算もあります 2。

もずっと短い時間で作業を再開することが
可能になりました 7。

IIoT 時 代 の 初 期 段 階 で あ る 現 時 点 で は、
メーカーは従来の保守／修理サービスを改
善するなど、比較的容易なアプローチから
着手する傾向があります。しかし、ドイツ
の農機具メーカー CLAAS や GE、ミシュラン、
米遠隔医療会社バーチャル・ラジオロジック

を 生 み 出 し、 売 上 と 利 益 の 両 方 を 改 善 す （Virtual Radiologic）、ドイツの自動車機器
る こ と が で き ま す。 産 業 機 器 の オ ー ナ ー

メーカー ZF フリードリヒスハーフェンと

や ユ ー ザ ー に と っ て も、IIoT は 収 益 改 善

いった一部の先駆的な企業は、すでに IIoT

の ま た と な い 機 会 を も た ら し ま す。 た と
プターは共通してこの点を重視しています。 え ば、 ダ ウ ン タ イ ム（ 運 転 停 止 時 間 ） を
たとえば、自動化やよりフレキシブルな製 極 力 低 減 し、 工 場 や プ ラ ン ト の 操 業 停 止

を活用した斬新なアプローチで顧客への新

IIoT の主なメリットとしては、まずオペレー
ションの効率化が挙げられ、アーリーアダ

造技術を取り入れることで、メーカーは生
産性をおよそ 30％改善できました 3。

を 防 ぎ、 生 産 量 の 拡 大 を 図 る こ と が 可
能 で す。 石 油 化 学 製 品 メ ー カ ー な ら、 予
測保全によって不要な操業停止を事前に
回 避 す る こ と が で き る で し ょ う。 石 油 ／
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たな価値提供を開始しています。
こうした企業の事例は確かに新たな風を吹
き込んでいますが、IIoT は、製品そのもの
のあり方や開発・製造方法、機器や工場・
プラントの運営の仕方を根本から覆すもの

である点を忘れてはなりません。多くの企

いていかに情報を活用するかということを

業はまだ変革に着手したばかりであり、工

追求しなければなりません。また、製造プ

業、運輸、サービス分野の企業が IIoT を活

ロセスや生産施設、製品設計に新たな IT を

用して新たなデジタル製品やサービスの提

取り入れるべく、オープン化を図ることも

供に乗り出すのは容易ではないかもしれま

重要です。IIoT は今日のメーカーやエネル

せん。とはいえ、ためらってばかりいては、 ギー企業、サービス・プロバイダーにとっ
既 存 の ライバル企業や新規市場参入者に

て、成長のための機会であると同時に、防

あっという間に先を越される危険性もあり

御のための戦略なのです。これらの機会を

ます。（「2020 年までに“インテリジェント” 正しく見極めて生かすことができなければ、
な製品を市場に投入できるか？」も参照）
事実、産業のデジタル化が進めば、既存の

新規参入組やスタートアップ企業に顧客を
奪われることになるでしょう。

業界の枠が壊され、異業界からの新規参入

では、企業の幹部は、どうすれば IIoT がも

も 容 易 に な り ま す。 そ の 一 例 が グ ー グ ル

たらす収益拡大の機会を活かせるのでしょ

の「自動運転車」です。同社の動きは自動

うか？この問いを解くために、アクセンチュ

車 保 険 や免 許交付などさまざまなビジネ

アは IIoT の活用事例や研究成果を調査し、

スを一新する可能性があります。Apple の

お客様や専門家へのヒアリングを実施して

HealthKit も同様です。健康／フィットネス

きました。その結果明らかになったのが、

関連アプリの連動を可能にする同プラット

1. 生産拡大とハイブリッド・ビジネスモデル

フォームの投入により Apple は、現在は介

の創出による大幅な収益増、2. インテリジェ

護サービス会社や保険会社、医薬品メーカー

ント・テクノロジー（知能技術）を活用し

に占有されているヘルスケア・データ市場

た画期的なイノベーションの促進、3.IIoT に

への参入を見事に果たしました 。

適したワークフォース（労働力）の変革、
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IIoT の活用によってデジタルな競争市場で
勝利を収めるには、企業は新たなビジネス
モデルと市場参入戦略をマクロレベルで構

これらの企業はデジタル・サービ
スやイノベーションを製品ポー
トフォリオに加えることによっ
て、新たな成長の機会を得てい
ます。またこれらの企業の幹部
は、IIoT に大きなポテンシャル
を見いだしているという明確
な共通認識が見られます。IIoT
は、インテリジェントな産業機
器とプロセスとサービスが相互
につながり、
さらにグローバル・
ネットワークを介して人とつな
がるひとつの「宇宙」と言える
でしょう。

という 3 つの具体策です。さらに私たちは、

IIoT がもたらす機会を迅速かつ確実に生か
すための 7 つのステップも特定しました。

築し、中核事業と業務を見直して、製品や
サービス、プロセスなどすべての領域にお

5

生産拡大とハイブリッド・ビジネスモデルの
創出による大幅な収益増
産業機器のオーナーやユーザーはこれらの

このようなシフトの中心にあるのが、情報

マにもあるように、今私たちは「すべての

デジタル・サービスに投資し、生産高と効

サービスと商取引とプロフェッショナル・

ビジネスがデジタルに」なる時代を迎えて

率性の改善を図るでしょう。また、新たな

サービスを統合したデジタル・サービスです。

います。デジタル環境とリアル環境の境界

ソリューションへの投資を進めることで、 企業によっては、すでに自社の製品を「ハイ

は曖昧になり、製造業の企業はサービス企

既存の資産およびプロセスのパフォーマン

ブリッド・サービス（産業機器がつながる

業への変革を余儀なくされています 9。製造

ス向上や、サプライチェーン内の協働を推

ことで生成されるデータを価値のある情報・

やエネルギーなどの企業の経営幹部はアク

し進めるでしょう。こうした変化は化学、 知見へ転換し、製品を含めた包括的なサー

センチュアのインタビューにおいて、新た

鉱業、エネルギー、農業などさまざまな産

ビスとして提供）
」へ転換しているケースも

なサービスや競合、オペレーションの仕組

業で見られるはずです。

あります。

「2014 Accenture Technology Vision」のテー

みが誕生することで、業界に変革が起こる
だろうと指摘しています 10。

図 1：IIoT を活用する企業はいかにしてビジネスチャンスを見いだしているか
IIoT はサービスのアップグレードや新規サービスの開発、製品の改良、市場参入といったさまざまな機会を企業にもたらす。
たとえば GE やミシュラン、CLAAS らは、ハイブリッド・サービスを市場投入することで、従来の製品やサービス（図中の無地の欄）

にデジタル・サービス（網掛けの欄）を追加して、新たな市場への参入を果たしている。もちろんバーチャル・ラジオロジックの
ような製品販売を行わない企業でも、IIoT がもたらす機会を生かしてデジタル・サービス市場に参入することは可能だ。

ゼネラル・エレクトリック (GE)
ジェット・エンジン事業から派生した GE の航
空機エンジン保全事業では現在、予測保全や
飛行業務の最適化といったサービスも提供。

情報サービス

製品／
サービス

機器サービス

定期保守
（GEアビエーション）

予防保全
（タレリス）

製品

ジェット・エンジン
（GEアビエーション）

ジェット・エンジン
（GEアビエーション）

非デジタル製品

デジタル製品

飛行業務の最適化
（タレリス）

新たな市場セグメント

市場参入アプローチ

ミシュラン
ミシュランは運送会社向けに、燃料消費量およ
びコストの削減支援サービスと、走行距離ベー
スでのタイヤ使用料支払いサービスを提供。

製品／
サービス

情報サービス

燃料消費量削減サービス
（ミシュラン・
ソリューションズ）

機器サービス

サービスとしてのタイヤ
（ミシュラン・
ソリューションズ）

製品

タイヤ
（ミシュラン）

センサー付きタイヤ
（ミシュラン）

非デジタル製品

デジタル製品

市場参入アプローチ
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新たな市場セグメント

これらのハイブリッド・サービスは、IIoT がも ハイブリッド・サービスは、機能変更のよ
たらす機会を生かす重要な手段となります。 うな段階的な改善とは異なり、今まで対応
ハイブリッド・サービスのための新たなビ できなかったニーズに応えたり、画期的な
ジネスモデルを構築し、製品の販売事業と

ソリューションでビジネスの重要課題を解

リース事業を統合することで、デジタル・

決したりする必要があります（図 1 を参照）。

サービスを収益源にできるのです。さらに

ただし、市場に初めて投入されるものでな

これらのデジタル・サービスにより、資源

くても構いません 11。また、サービス・プ

採掘企業や加工業はより良い意思決定を下

ロバイダーと製品メーカーが同一である必

せるようになり、バリューチェーンの可視

要もありません。バーチャル・ラジオロジッ

化や新たな生産性改善策の導入といったメ

クが分析サービスで行っているように、サー

ビス・プロバイダーが他社製品とそこから
得られるデータを組み合わせることで、ハ
イブリッド・サービスを生み出すことも可
能です。

リットも得られます。

CLAAS
農業従事者はオートパイロットで CLAAS 製品
を使い、収穫高の改善や穀粒損失量の最小化
に関するアドバイスを得られるほか、機器の
パフォーマンスを自動的に最適化することが
可能。同社は現在、365FarmNet というサイト
を通じて他社と協業し、農業従事者に情報サー
ビスを提供。

情報サービス

製品／
サービス

機器サービス

製品

マシン・オートメーション・
サービス
(CLAAS)

遠隔診断および
最適化サービス
(CLAAS)

農機具
(CLAAS)

センサー付き農機具
(CLAAS)

非デジタル製品

デジタル製品

同業とのパートナーシップ
を通じた情報サービス
(365FarmNet)

新たな市場セグメント

市場参入アプローチ

バーチャル・ラジオロジック (vRad）
従来、X 線解析サービスを提供していた vRad
は、その後 IT サービス事業に参入。現在では
ソフトウェア・サービスやアナリティクス・
サービスを提供。

情報サービス

放射線解析 (vRad)

放射線ワーク
フロー

SaaS

(vRad)

製品／
サービス

放射線解析と
ベンチ
マーキング
(vRad)

機器サービス

製品

非デジタル製品

デジタル製品

新たな
市場セグメント

市場参入アプローチ

用語説明

情報サービス：データや知見の販売、またはデータ販売市
場の管理を行う。

機器サービス：製品の運用および最適化サービスを提供する。
また、アズ・ア・サービス・モデル（利用ベースでのサービ
ス提供）や成果報酬モデルでの製品販売を行う。

出典：各社のウェブサイト
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ハイブリッド・サービスのプロバイダーと

うな配車サービス、一般のレンタカー・サー

だからこそ、最も価値のある情報提供者、

して成功を収めることは容易ではありませ

ビスが競合相手ですが、差別化のポイント

顧客がビジネスを営む上で真っ先に頼る外

ん。デジタル技術で優位性を築こうとする、 としては料金体系と利便性の高さが上げら

部の情報源となることが大切なのです。とは

さまざまな業界との競争や協働を強いられ

れ、顧客に大きな価値を与えています。課

いえ、ハイブリッド・サービスを投入するに

ることになります 12。そうした中で新たな

金システムは走行距離ベース、利用時間ま

は適切なビジネス・パートナーが不可欠です。

価値を創造し、成長を加速させるためには、 たは日数ベースからユーザーが選びます。 必要なスキルや技術を自社内ですべてまか
以下のような取り組みが不可欠です。

新たな視点で顧客価値を考える
当然ながら、サービスの販売と製品の販売
では、ビジネスモデルも経営モデルも異な
ります。では、ハイブリッド・サービスには
どちらのモデルが適しているのでしょうか？
顧客と企業の両方に価値を生み出し得るモ
デルを考えるには、新たな視点に立つ必要
があります。

なえる企業はまずありません。たとえば農

依頼の手間も不要で、車を返却する手間も

業関連情報サービス市場では現在、農業従

ありません。どこでも車を見つけ、乗り捨

事者の一番の信頼を勝ち取ろうと熾烈な争

てることができるのです 14。

いが繰り広げられています。米農機具メー

そ の 他 の モ デ ル と し て は、 オ プ シ ョ ン・
サ ー ビ ス や 機 能 を 追 加 す る、 カ ス タ マ イ
ゼーション・サービスを提供する（ソフト
ウェアやモジュールを使い個々の顧客の
ニーズに合わせて機器をカスタマイズす
る）、新たなマーケットを創出するといっ

図 1 のミシュラン・グループの例を見てみ
ましょう。2013 年、同社の新事業ミシュ
ラン・ソリューションズは、IIoT サービス
の提供を開始しました。「EFFIFUEL」と名づ
けられた同サービスは、運送会社向けに燃
料消費量の削減方法をアドバイスすること
で、走行距離 100km 当たり最大 2.5 リッター
の節約を可能にします。同サービスを提供
するに当たり、ミシュランは、トラックの
エンジンとタイヤにセンサーを装着。セン
サーが燃料消費量やタイヤの空気圧、気温、
スピード、ロケーションといったデータを
収集し、クラウド・サービスに転送後、ミ
シュランの専門家が分析を行って運送会社
にアドバイスを提供する仕組みです。
ミシュランは運送会社の 1 パートナーとし
て、人的サービスの提供を重視しています。
たとえば、運転手向けの研修プログラムの
実施のほか、燃料消費量の削減方法のアド
バイスもウェブを介さずに専門家が直接提
示するスタイルを取っています。さらにプ
ロダクト・アズ・ア・サービス（サービス
としての製品）の一例として、走行距離に
基 づ い て タ イ ヤ 使 用 料 を 支 払 う、 と い う
サービスも提供 。この革新的なサービス
13

は、新たな視点で収益源を考える好例と言
えるでしょう。
また、ダイムラーは別のアプローチで顧客
価値の増大を図っています。車を持たない
都市部のドライバーを対象とした、フレキ
シブルで便利な従量課金制のカーシェアリ
ングモデル「Car2Go」です。同サービスで
は、利用者はアプリを使って近くに駐車さ
れた車を探し、メンバーズカードでドアを
開けて乗り込みます。目的地まで車を走ら
せた後は、通りに車を止めてドアをロック
するだけです。タクシー会社や Uber のよ
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利用料はタクシーよりも安く、予約や配車

たものが考えられます 15。たとえば保険大
手アリアンツ、化学工業大手バイエル、農
機具メーカーの CLAAS および AMAZONEN-

カーのディア・アンド・カンパニーは化学大
手のデュポンやダウ・ケミカルとパートナー
シップを結び、情報サービスを提供してい
ます。これに対抗するのが、化学大手モンサ
ントです。モンサントは先ごろ「FieldScripts」
という種まき最適化サービスの強化に向け、
気候情報プロバイダーのクライメート・コー
ポレーション（Climate Corporation）
、
および
収穫高改善ツールや情報を提供する企業で

あるプレシジョン・プランティング（Precision
WERKE らが参加するドイツのコンソーシ Planting）を買収しました 17。
ア ム「365FarmNet」 を 見 て み ま し ょ う。
365FarmNet は農業界向けの情報マーケッ パートナーとの機器データの
トで、農業従事者は GPS や診断、収穫量、
肥料に関するデータをコンソーシアム・メ

共有を促進する

ンバーから購入できます。購入データはパ

ハイブリッド・サービスの概念は、機器の

ソコンや農機具にダウンロードし、次の種

オーナーやユーザーにも応用できます。産

まき期の計画策定などさまざまな取り組み

業機器がデータを生成し、ユーザーがその

に 活 用 で き ま す 16。CLAAS と AMAZONEN

データをサプライチェーン内でデジタル・

は自社製品をプラットフォームと位置付

サービスの一環として提供することによ

け、サードパーティによる情報サービスを

り、生産性を向上させるハイブリッド・サー

それらのプラットフォーム上で提供するこ

ビスのツールになります。とはいえ企業の

とも可能にしています。

多くは、業務に関する情報をパートナーと

最も価値のある情報提供者に
なる
製品を販売しても、顧客は故障時や問題発
生時にしかメーカーとのコンタクトを持と
うとはしません。しかしサービスを販売す
れば、顧客とのタッチポイントを作り、そ
こから信頼関係や顧客ロイヤルティを築く
こ と が 可 能 で す。 メ ー カ ー に と っ て 情 報
サービスは、より顧客が求める製品を提供

共有することには、たとえ生産性の向上に
つながると分かっていても否定的になりが
ちです。もちろん企業は、価値ある情報の
共有には慎重である必要があります。しか
し IIoT を活用すれば、サプライチェーン全
体とそこでのプロセスを今まで以上に適切
に管理できます。石油業界の例を見てみま
しょう。石油の探査から生産を手掛ける石
油開発企業は掘削計画や詳細な操業データ
を、油田でフィールドサービスを提供する

企業とめったに共有しません。そのため、
するためのひとつのツールとなり得ます。 掘削現場への機器の運搬が遅延し、生産ス
ただしサービスが、企業とその顧客の間に ピードが落ちるという現象が起こります。
ライバルが入り込む余地を与えることもあ

ります。たとえば、放射線機器メーカーで
なくても X 線解析サービスを提供すること
は可能です。X 線解析サービスが顧客にとっ
て極めて価値のあるサービスになれば、放

けれども石油開発企業が計画や予測、機器
の状態、油田サービス、操業スケジュール
といった情報を共有すれば、生産高を劇的
に拡大できます。増え続けるデータは、あ

らゆるステークホルダーにとって有用なも
射線機器そのものよりも重要度は増します。 のなのです。
その結果、サービス・プロバイダーが製品
の購入意思決定に影響を及ぼすことになる
でしょう。

サービスを製品の R&D と
捉える

し、顧客にとって最大の価値を見極めて、 サービスを生み出して市場に投入するには、

機器のオーナーやユーザーはどのような新
機能を求めているのか？ 未来の産業機器は
何をし、どのような形をしているのか？ 問
いへの答えは時間が経ってみなければ分か
りません。これは企業によっては大問題と
なり得ます。たとえば重機メーカーにとっ
て、市場の受け入れ準備ができていない新
製品を投入するのは大きな賭けです。そう

顧客が望む通りのハイブリッド・サービス

外部のパートナーが必要です。ハイブリッ

へと改善します。それにより顧客のニーズ

ド・サービスの提供に必要なビジネス・スキ

に対する理解を一層深め、サービスの販売

ルをすべて備えた企業はまずありません。

を通じて学んだことを生かして、IIoT 用に

目下の中核的ビジネスモデルでは不要なス

次世代の製品を開発するのです。

キルもあるからです。農業情報サービス

このような一種の R&D 活動を足掛かりと
して、イノベーションを起こしている企業
の例もあります。フォード・モーターが採
用しているのはクラウドソーシングのアプ

「365FarmNet」の企業連合や、アクセンチュ
アの IIoT ジョイントベンチャー（JV）は、
この領域でのパートナーシップの好例で
しょう。アクセンチュアでは、GE との JV で
あるタレリスで飛行業務の最適化サービス

した製品の市場は比較的小さく、製品自体

ローチです。同社は「OpenXC」という独自

の耐用年数も長いので、安価で耐用年数の

シーメンスとの JV であるオムネトリック
開発プラットフォームを提供することで、 （Omnetric）でスマートグリッド・サービス

短い一般向けの製品のようにおいそれと交
換されないからです。
テクノロジー大手企業の多くが気付いてい
るように、ハイブリッド・サービスのプロ

のオープン・ソフトウェア＆ハードウェア
たとえば夜間衝突警告アプリなど、誰もが
アプリや付属品の開発に参画できるように

しています 18。こうした R&D 活動が、新た
なビジネスチャンスの方向性を示してくれ

バイダーは革新的な製品を開発することな

る場合もあります。ある産業機器メーカー

く、より迅速に、より低コストで、代替品

の気候技術部門がその好例でしょう。同部

を提供しています。なぜなら、ハイブリッ

門は、冷凍圧縮機の内蔵センサーで収集す

ド・サービスのプロバイダーは、新たなサー

るデータを有効活用できるのではないかと

ビスの開発や市場投入を「実験」できるか

考えました。そうして顧客のニーズを調査

らです。実験することで、顧客が情報ベー

した結果、商品輸送中の温度モニタリング・

スの機能をどのように活用しているか、ど

サービスの提供を開始しました 19。

のようなニーズを持っているかを見極めて
い る の で す。 ク ラ ウ ド ベ ー ス の IIoT サ ー
ビスが始まれば、ハイブリッド・サービス
のプロバイダーは直ちにそのサービスを試

を（「ケーススタディ：タレリス」も参照）、

をそれぞれ提供しています。こうしたパー
トナーシップを通じて企業が知識や体験を
補完し合い、相互の強みとして、新たなサー
ビスの提供や新規顧客への訴求を推し進め
ています。

新たなビジネスモデルで、あるいは R&D や
情報サービスを活用して業界に創造的破壊
を起こすにせよ、画期的なハイブリッド・

ケーススタディ：タレリス
米国の航空業界では、旅客機および貨物機の遅延やキャンセルによ

タレリスはまずセンサーを用いて、航空機のあらゆる部品や構成要

り発生するメンテナンス費用や従業員の賃金、物流コスト、および

素、システムをモニタリングします。さらにアナリティクスを用い

顧客喪失が年間 110 億ドル以上の損失を生んでいます 45。アクセン

て、工学システムの異常の有無やシステム全体の状態を見極め、異

チュアと GE アビエーションが 2012 年に設立した JV であるタレリ

常があれば原因を分析し、ユニットの交換や修理がいつ必要かを決

スは、こうした遅延やキャンセルの要因となる天候を変えることは

定します。そうして全機のメンテナンス・ニーズを明確にした後、

できませんが、回避可能なメンテナンス費用をカットし、航空機の

最適化したメンテナンス・スケジュールに予定外のメンテナンスや

可用性を高め、サービスのダウンタイムを最小限に食い止めること

定期メンテナンスを組み込んでいきます。これを基に航空会社がメ

は可能だと考えました。

ンテナンスの最適時期や場所を決定し、必要に応じて代替機を手配

世界中で 30 社以上の航空会社を顧客とするタレリスは、飛行業務
の最適化サービスを提供する企業です。同サービスでは、航空機の
メンテナンスの必要性を事前に分析・予測します。もちろん対象は

GE の製品だけではありません。同サービスは、GE が軍民分野で
20 年間にわたって開発してきた先進の予測技術と、アクセンチュ
アのプランニング最適化およびリカバリ技術を統合したものです。

します。これにより同サービスは、航空機のダウンタイム削減、ス
ペアパーツ調達プロセスの合理化、および代替機とスタッフの手配
を実施し、サービスの途絶とメンテナンス費用を最小限に抑えてい
ます。
また、天候などの理由により万一サービスの途絶が発生した場合に
は、燃料費やスタッフの手配、お客様の満足度低下といったコスト
拡大要因をタレリスが勘案し、最善の経済効果が得られる措置を提
案する仕組みになっています 46。
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インテリジェント・テクノロジーを活用した
画期的なイノベーションの促進
ほかに類のない新たなハイブリッド・サー
ビスを開発し、市場に投入して成長を実現

これらの技術を展開することで、企業はそ （IT）と運用技術（OT）を結び付けることが
れまで手に入らなかった、またはアクセス 可能になります（
「IT と OT を結び付ける」

するには、イノベーションが不可欠です。 できなかった企業データや機器が生成する

も参照）
。現在のベンダー独自のインフラや

IIoT のメリットをフルに活かすには、企業

データを入手・統合し、新たな収益機会を

専用インフラはいずれ、相互運用可能なプ

はセンサー駆動型コンピューティング、イ

生むことができます。

ラットフォームに取って代わられるでしょ

ンダストリアル・アナリティクス、そして
インテリジェント・マシン・アプリケーショ
ンという 3 つの技術を有効活用しなければ
なりません（図 2 を参照）。

センサー、アナリティクス、インテリジェ
ント・マシン・アプリケーション、そして 3
つの技術を統合する社内またはサードパー
ティ開発の IIoT プラットフォームという 4
点を組み合わせることによって、情報技術

う。複数のインフラが混在する現状は、産
業界に障壁をもたらすからです。これから
は OT と IT を近代化し、相互に結び付けて、
次世代のインテリジェント機器を支えるこ
とが大切です。

図 2：企業が身につけるべき 3 つの IIoT 技術

情報技術

インテリジェント・マシン・
アプリケーション
セキュリティ、
ガバナンス、運用

インダストリアル・アナリティクス

運用効率
統合

新しいサービスと
価格決定オプション
新たな成長

センサー駆動型
コンピューティング
運用技術

2020 年までに“インテリジェント”な製品を市場に投入できるか？
人間のインテリジェンスを定義するのは容易ではありません。製品

将来的には、インテリジェントな製品を使って以下のようなことが

のインテリジェンスの定義ならば、なおさらです。1970 年代、バー

可能になるはずです：

コードは製品のインテリジェンスの最先端でした。今日、マシン・
インテリジェンスは大量のセンサーやリアルタイム意思決定ソフト
ウェアによって実現されています。高級車には 100 種類ものマイ
クロプロセッサー・ベースの電子制御装置や、1 億行ものソフトウェ
ア・コードが搭載されています。それでもまだ、真のインテリジェ
ンスは達成されたとは言えません 44。

• タスクを開始し、他の機器と通信する。
• 顧客の嗜好に合わせてユーザー・インターフェースやレコメン
デーション、動きをカスタマイズする。
• ソフトウェア・アップデートにより機能を強化し、顧客により大
きなメリットをもたらす。
• 運用コストの削減方法を学習する。
• 生産高と生産性を最適化する。
• 稼働中の事故や故障を防ぐ。
• 不確定な、あるいは望ましくない状況下で必要な措置を講じる。
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センサー駆動型
コンピューティング

率性改善を支援しています 26。同社によると、 アプリケーションは、機器間のコミュニケー
ディーラーはアフターサービスを「故障した ション・メディアとしても活用できます。た
ら直す」スタイルから予測保全方式に変更す

センサーは対象物に認知力を与え、温度や圧

とえばボルボの CareTrack を使えば、さまざ

るなどの試みにより、年間総収益で 90 億～

まなレポートにより車両の摩損をトラッキン

力、電圧、動き、相互関係、使用量の把握を
可能にします。センサー駆動型コンピュー

180 億ドルを計上できる試算です。一方キャ
タピラーは、保証期間内の修理費用を削減し、

グできます 30。
コネクテッド・ビークル分野の SAP と BMW

ティングは、後述するインダストリアル・アナ

機器やパーツ、サービスの販売を拡大できる

リティクスを用いて認知データを知見に変

仕組みです 。

のパイロット・プログラムも参考になります。

ヘルスケア企業もアナリティクス・サービ

のものがメディアになると考えました。走行

え、それらの知見を基にオペレーターやシ
ステムが運用を行います。他の技術発展同
様、センサーもまた急速に小型化と低価格
化、高度化が進んでいます。たとえば米スパ

27

SAP は、情報サービスを提供する上で車両そ

スによるビジネスチャンスを探しています。 中の車両に、近隣店舗や駐車場の情報を送
遠隔医療会社バーチャル・ラジオロジック 信するのです 31。アクセンチュアではコネク

ンションは、バッテリーを使わないセンサー （vRad）は、2,200 万件以上の X 線や MRI、
の生産を始めています 20。こうした特性は トモグラフィー（断層撮影）のデータのほか

センサーを画期的なテクノロジーへと変え、 患者データを収集。これらを基に、放射線機
短期間で価格の半減と性能の倍増が繰り返さ 器の有効利用と測定結果をベンチマークする

テッド・ビークルの概念をさらに押し広げ、
ドライバーがガソリンスタンドで支払いをし
たり、ガソリンスタンドがクレジットカード
手数料を払ったりしなくても済むシステムを

れると予測されています 。一例を挙げると、 アナリティクス・サービスを提供しています。 構築できるのではないかと考えています。ガ
ソリンスタンドは、客が来ると自動的にタン
2007 年には 3 ドルだった加速度計の平均価
同サービスのユーザーはスタッフの勤務スケ ク内のガソリン残量を計測し、月末ごとに客
22
格は、2014 年には 54 セントまで下がりました 。
ジュールを改善できるほか、放射線技師が機 に請求する仕組みです。
2020 年には部品価格の引き下げにより接続
器を有効利用できているかどうかも測ること
性は当たり前の機能となり、プロセッサー用
ができます。さらにその結果から、高価な こうしたシナリオの適用範囲は機器類だけで
でさえ 1 ドルまで値下がりすると見られてい
MRI
の活用場所を、収益源となり得る診断プ はありません。あらゆるものがインテリジェ
ます 23。
ロセスに変更するなどの措置を講じることが ント・マシンに転換可能です。たとえば道路
28
さらに、センサー・データの新たな収集方 可能です 。機器メーカーは、自社であるい にセンサーを埋め込めば交通量のデータを収
21

法や低電力デバイス、生信号を分析するア
ルゴリズムの誕生により、製品イノベーショ
ンも進みつつあります。たとえば ZF フリー
ド リ ヒ ス ハ ー フ ェ ン の GPS 製 品「TraXon

PreVision」は、トラックのトランスミッショ
ンの寿命を延ばすと同時に、燃料消費量を削
減します。同製品はドライバーの行動データ
を収集し、地形データを加えて分析を行い、
車両のトランスミッション・コンピュータに
ギアシフトのタイミングを伝えるのです 24。

はパートナーと組んで、vRad のサービスを

参考に情報サービスを提供できるはずです。

インテリジェント・マシン・
アプリケーション
近い将来、メーカーは機械的機能だけではな
く、インテリジェンスも備えた機器類を生産
するようになります。機器類に内蔵されるア
プリケーションは、ハイブリッド・サービス
の新たな収益源になるでしょう。すでに技

インダストリアル・
アナリティクス

術の発展は、機器類とソフトウェアとサード

インダストリアル・アナリティクスは、セン

ン・ライフサイクル管理ツールは、三者の統

サーなどのデータを実用的な知見に変換しま
す。たとえば GE の最新の機関車は 250 個の
センサーを内蔵し、1 分間に 15 万データポ
イントで計測を行います 25。エンドユーザー
（組み込みマシンや人）はこれらのアナリティ
クスを用いて、機関車のセンサーから得られ
る大量のデータと情報／運用システムからの
情報を分析し、リアルタイムの意思決定とイ
ベント予測に役立てることができます。
米キャタピラーの場合はインダストリアル・
アナリティクスを用いて、ディーラー支援を

パーティ・サービスの統合を一層容易にしつ
つあります。たとえば製品／アプリケーショ
合にまつわる問題に対応し、協働関係を確保

集できますし、電気自動車の充電材を埋め込
めば走行中の車両に充電が可能です。後者に

ついては、米クアルコムが試験的に、電気自
動車用の充電材を自動車メーカーにライセン
ス供与しています 32。
これらの例が示すように、製品とソフトウェ
アをつなぐことで、産業界は新たに画期的な
ビジネスチャンスを得られます。すでに技術
の発展は、機器類とソフトウェアとサード
パーティ・サービスの統合を一層容易にしつ
つあります。たとえば製品ライフサイクル管
理ツールは、三者の統合にまつわる問題に対
応し、共同 R&D 体制を確保することで、革
新的なアプリケーションの開発をサポートし
ます 33。

することで、革新的なアプリケーションの開
発をサポートします。
ネスト（Nest）のサーモスタットをはじめと
するコネクテッド・デバイスを例に見てみま
しょう。ネストのサーモスタットは使い勝手
のよいインターフェースにより、ユーザーが
設定を行い、エネルギー消費量を把握・管理
することが可能です。このようなインテリ
ジェントなサーモスタットを、C3 Energy や

Opower のような需要応答アプリケーション

行っています。キャタピラーは自社の機器や

を介して電力会社に統合すれば、電力会社は

とで、ディーラーによる問題予測や保守計画

さらに、電力供給網の安定性を維持しながら、

エンジン、サービスのデータを活用・分析し、 ピーク時の電力消費量を削減するなどのメ
そこから得た知見をディーラーに提供するこ リットを消費者にもたらすことができます。
を可能にし、さらにユーザーの機器管理の効

低需要時の消費を促進することも可能になり
ます 29。
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IIoT プラットフォームの
導入プロセス
インテリジェント・テクノロジーから最大
限の価値を得るには、堅固な技術的アーキ
テクチャとインフラストラクチャが必要で
す。特に IIoT プラットフォームは、メーカー
やサービス・プロバイダーが成功する上で
欠かすことができません。これらの企業は

IIoT プラットフォームを活用して、ハイブ
リッド・サービスの開発、サードパーティ
によるアプリケーション開発の促進、デー
タ共有のための API の提供、顧客へのサー
ビス提供用のチャネル管理を行えます。一
方、機器オーナーやユーザーはこれらのプ
ラットフォームを活用して、機器やアプリ
ケーションを運用し、データの配信と分析
を行い、プロセスを結び付けて管理し、エ
コシステム内の他社とつながることが可能
です。
現時点では IIoT プラットフォームはまだ開
発途上にあり、市場を占有している例はあ
りません。オープン・アーキテクチャを求
める声も聞かれ、シェアード・モデルのプ
ラットフォームの開発も始まっています。
また、機器のオーナーやユーザーがプラッ
トフォームをただ活用するのではなく、自
社でプラットフォームを開発するケースも
ありそうです。
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現在のところ、世界初の IIoT プラットフォー
ムは前述の 3 つの技術を利用したものが主
流です。
• センサー駆動型コンピューティング：米

OSIsoft が製造業や公益事業、鉱業向けに
リアルタイム・データ管理を提供してい
ます。同社は現在、センサー・データの
収集やプロセス管理を行うためのプラッ
トフォームを構築中で、これにより顧客

テクノロジー企業および事業会社が企業連
合を作り、相互運用性やエコシステムへの
参加の標準を定めようとする動きも見られ
ま す。IIoT コ ン ソ ー シ ア ム（IIC） は 現 在、
共通のアーキテクチャと相互運用性を介し
て、機器と人とプロセスとデータの統合を
進 め て い ま す。 最 近 で は、 オ ー プ ン・ イ
ン タ ー コ ネ ク ト・ コ ン ソ ー シ ア ム（Open
Interconnect Consortium）やオールシーン・
アライアンス（AllSeen Alliance）といった

の生産高改善や、エネルギー消費量削減、 企業連合も設立されました 37。
バッチ生産時の問題解決の支援を目指し
IIoT プラットフォームはまだ成熟期の初期
ています 34。
• インダストリアル・アナリティクス：GE
ソフトウェアが「Predix」という独自の

IIoT プラットフォームを、採算性が見込

段階に差しかかったばかりです。企業幹部
は慎重にプラットフォームを選択・管理し、
技術的な問題点を解決しながら、情報共有

と相互運用性のギャップに対応するため、
まれる予測保全分野で提供しています。 パートナーと協働していかなければなりま
Predix はインダストリアル・アナリティ せん。
クスにより、機器のダウンタイムの回避
や利益の最適化、リスク管理の領域で顧
客を支援します 35。
• インテリジェント・マシン・アプリケー
ション：米パラメトリック・テクノロジー・
コ ー ポ レ ー シ ョ ン（PTC） が ThingWorx
および Axeda を買収し、独自の IIoT プラッ
トフォームを構築。コネクテッド・プロ
ダクト用の革新的アプリケーションの開
発と運用を急速に進めています 36。

IIoT に対する信頼の醸成
製造工場や設備、遠隔施設を相互接続し、オンライン化した場合、 • ネットワーク上の大量のセンサーやデバイス、機器類をすべて把
どのような障害が予期されるでしょうか。

握する（電力会社ではデバイスやセンサーが数百万個に上る）。

運転停止、妨害工作、インフラの故障に起因する死亡事故、サイバー
攻撃、犯罪者や外国政府や従業員によるデータの盗難など、多数の
障害が想定されます。最近では、石油掘削装置の管理システムがハッ
キングされ、装置が破壊される危険が生じたり、また別の装置がマ
ルウェアに汚染されて、数週間にわたり稼働停止を余儀なくされた
りする事例がありました 。
47

こうしたセキュリティ脅威やその他の問題（図 3 を参照）を踏まえ
ると、IIoT には入念に設計された、サイバーフィジカルな（実世界
とサイバー空間が密接に結び付き環境全体をカバーする）セキュリ
ティ・アーキテクチャが不可欠です。企業幹部は、既存のリスク管
理プロセスを以下の措置で強化することによって、必要なセキュリ
ティ・アーキテクチャを構築できるはずです。
• 非侵襲技術を使って遠隔資産にパッチを施し、容易にシャットダ
ウンされない制御／自動化システムを活用する。

• ソフトウェア／ハードウェアのウイルス感染や偽造品を検知し、
修正する。
• 情報とシステムの完全性を確保することで不正アクセスを検知
し、さらにデータ盗難時には、重要プロセスにそのデータが用い
られないように防止する。
• ネットワーク接続状況を管理・監視し、繊細な産業機器間で不適
切な接続が行われないよう防止する。
• 機器管理システム用の IT システムがウイルス感染した場合にも
人や資産などが危険にさらされないよう、フェールセーフ機能を
設ける。
• 敵対行為の動機を見極めることで、データ盗難や妨害工作、スパ
イ行為を含む危機に対するリスク緩和戦略を講じる。

• セキュリティが不完全なレガシーシステムやホスト、デバイスを
きちんと管理する。

図 3：IIoT における防御力および回復力の課題
ネットワーク接続されたインテリジェント機器のリスク最少化のために、企業、政府、顧客、その他のステークホルダーが
協力しあう必要がある。

組織構造
人の健康と安全
法規制の順守
長寿命なシステム
必要書類の欠如

IIoTのセキュリティ
およびその他の問題

ポリシー／アクセス管理が旧式
または存在しない

ベンダーロックイン
継続的な運用の必要性
システム変更要求時の遅延
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IIoT に適したワークフォースの変革
IIoT は業務プロセスにも変化をもたらします。 UAV 業界では、ほかにも新たな人材が必要

英リオ・ティントが豪州パースに置くオペ

業務やワークフローの一部、中でもそれまで

になると予測されます。パイプラインや各

レーション・センターでは、高度なスキル

自動化されてこなかった業務が、コンピュー

種施設の調査に UAV を活用する企業は、調

を備えた機器オペレーターが遠隔操作セン

タ化されるためです。IIoT がもたらす機会

査業務そのものもサービス・プロバイダー

ターでデータ・アナリストやエンジニアと

やソフトウェア開発、ハードウェア・エンジ

に委託したいと考えるはずです。たとえば、 共に、大型ドリルや掘削機、ブルドーザー、
UAV の運用プランを策定し、機器の制御・ トラックなどの動作を管理します。オペレー

ニアリング、テスト、オペレーション、マーケ

モニタリング・評価用のアプリケーション

ターは鉱床と周辺環境を映した共有スク

ティング、セールスの分野で適切なスキル

を開発する人材や、UAV とネットワークを

リーンを見ながら、天候やトラックの故障、

を捉えるには、企業はデータ・サイエンス

を身につけなければなりません。さらに、 結び、UAV のデータを社内システムと統合

機器の動きなどさまざまな変化に応じて業
務を遂行します。アナリストは鉱床に設置

これらの人材を活用して 3 つの重要な活動

する人材、UAV が機器の故障や侵入者を発

をマネジメントする必要があります。

見した場合に修理や部品交換、調査を担当

されたセンサー機器からのデータを使って、

するフィールドサービス会社などが必要に

センター内のオペレーターに提案を行いま

なります。

す。同センターは効率性と信頼性の改善や

IIoT サービス部門の設立
ハイブリッド・サービスを提供するには、
それらを開発し、サポートし、販売する労
働力が必要です。具体的には、プロダクト・
マネジャー、新しい情報サービスを作って
テストするソフトウェア開発者、製品を開
発するハードウェア・デザイナー、アナリ
ティクスを構築してデータを分析するデー
タ・サイエンティスト、ユーザー・インター
フェースやユーザー体験の設計者などが必
要になります 38。下流部門でも、製品／サー
ビス・プロバイダーやセールス・チャネル
内に、ハイブリッド・サービスを担当する
セールス・マネジャーやマーケティング担
当者を置かなければなりません。

GE ソフトウェアの IIoT プラットフォームで
ある Predix の例を見てみましょう。本稿の
執筆時点で GE ソフトウェアは、ソフトウェ
ア／ハードウェア／アナリティクス・エン
ジニアや、テスト／ドキュメント制作／ク
ラウド／インフラ・エンジニア、モバイル・
ソフトウェア開発者、ソフトウェア設計者、
ソフトウェア／サービス・サポート、製品
トレーニング担当者、人事などさまざまな

産業機器／サービス・ユーザー
へのサポート提供

ロボット技術の発展は今後、仕事の仕方を

IIoT ツールを提供する企業は、ユーザーに

さらに変えるはずです。今のロボットは主

とってのツールの利便性や使い勝手のよさ
を追求する必要があります。グーグルグラ
スなどのウェアラブルデバイスや、独メタ

嫌がる仕事に活用されています。多くのロ
ボットはこれからもそうした使われ方をす

報の融合を試みています 41。しかしインテ

動きを調節して事故の発生を防いだり、プ

ウェア用ユーザー・インターフェースなど、 チームを組み、安全な業務の推進に当たる
さまざまな最新技術がモビリティと産業情 ことになります。次世代ロボットは、自ら
リジェントな機器やサービスは、技術的ノ
ウハウがなければユーザーにはうまく使い
こなせません。そこで必要になるのが、こ
れらのサービスをオペレーションに組み込
み、従業員とユーザーの生産性向上を支援
する、プロセス・エンジニアです。データ・

ログラミングをせずに学習したりできま
す。ABB 社の産業用双腕ロボット（Friendly

Robot for Industrial Dual-Arm、FRIDA）は、
作業員の業務手順を学習し、その手順に沿っ
て業務を遂行するのを支援するために、自
らの動きを調節します。米リシンク・ロボ

サイエンスや定量分析のスキルも、データ

ティクス（Rethink Robotics）のバクスター

新たな業務の効率性向上

られると、バクスターはその業務の残りの

IIoT 製品やサービスのユーザーは、新たな

うした次世代ロボットは、人と共に働いた

を扱うスタッフには欠かせないものとなる （Baxter）は、人とコミュニケーションする
だけではなく、人から学習することができ
でしょう。

導入により、新たなサービス部門も必要に

に遂行する必要があります。たとえば機器

なってくるでしょう。無人航空機（UAV）メー

オペレーターなら、現場で機器を走行させ

カーの米スカイキャッチ（Skycatch）は現

ることから、UAV やロボット機器を拠点か
らサービス・センターへと移動することへ

ソフトウェア・エンジニアやモバイル・エ

と業務が変わった場合、より高度なスキル

ンジニアのほか、現場エンジニアを募集し

を身につけなければなりません。
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に危険な業務や反復性が高いタスク、人が

ると思われますが、次世代ロボットは人と

業務をただ担当するだけではなく、効率的

ています 40。

すでに多くの成果を上げています 42。

イ オ（Metaio） の AR（ 拡 張 現 実 ） ソ フ ト

人材の雇用を推し進めています 39。IIoT の

在、Apple iOS のスキルを備えた組み込み

変動性の削減、運用上の課題の明確化など、

ます。たとえば特定の業務の 1 手順を見せ

手順を自ら考えることができるのです。こ
り、基本的かつ反復的な業務を作業員の監
視下で遂行したりするのに有効です 43。

IT と OT を結び付ける
IIoT は、2 つの異なる技術を統合します。
1. リソース・プランニングや顧客管理、意思決定サポート・シス
テムのためのエンタープライズ IT

IIoT は 2 つの異なる世界を 1 つにします。ただし統合までには時
間がかかります。それぞれの技術が異なる部門で所有され、異な
る技術標準に沿って運用され、異なるベンダーによって提供され
ているからです。

2. 現場の機器類と製造／生産プロセスを監視・管理するオペレー
ショナル・テクノロジー (OT)

今日の現実

明日のビジョン

今日の施設を稼働させているソフトウェアやセンサー、制御

センサーや通信技術、その他の運用技術が情報技術と統合さ

機器は旧式でアップグレードが困難。新しい機能を追加した

れる。特にクラウド環境での融合が進む。

り、変更を行ったりするのも手間がかかる。
社内システム（管理アプリケーション、プラント・データ・
システムなど）と社外パートナーのシステムとの統合に制限

標準化されたソフトウェア開発技術により迅速な開発が可能
になり、インテリジェントな産業機器の開発に活かされる。

があり、データのサイロ化が起きている。

共通データ・モデルとセンシング＆制御アーキテクチャの活

古いオペレーティング・システムや脆弱な運用技術を容易に

た知見の創出と、知見に基づく活動が推進される。

交換できないため、セキュリティ・リスクが生じている。
デバイスや製品、プラントにおける組み込みコンピューティ

用により、企業とそのパートナー・エコシステムをまたがっ

IIoT インフラの信頼性が高まり、不可避のリスク発生時の回
復力が向上する。

ングやインテリジェント制御に制限がある。
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未来に向けた 7 つのステップ
ハイブリッド・サービスの提供、インテリジェント・テクノロジーの活用、およびワークフォース
の変革を実現するには、事前の準備が不可欠です。企業幹部は、7 つのステップを踏むことで準
備を整えることができます。

1

顧客価値について積極的
に考える。

3

主なステークホルダー（顧客、OEM、ディー
ラーなど）にメリットをもたらし得る、新た

今すぐプラット
フォームの設計と
開発に取りかかる。

なサービスを試験的に開発しましょう。そ
のためにはまず、次のことを自問してくだ

企業は今後、新たなテクノロジーの長所と

さい。
「遠隔監視や予測保全の枠を越えた、

短所を見極め、センサー・ネットワーク、

どのようなハイブリッド・サービスならば、

インダストリアル・アナリティクス、およ

顧客やそのユーザーの反響を得られるだろ

びインテリジェント・マシン・アプリケー

うか？ どのような製品やサービス、価値

ションのエコシステムに適したアーキテク

を顧客に提供できるだろうか？ サービス &

チャとフレームワークを開発していく必要

ソリューション・ビジネスモデルへの変革

があります。まずは次のことを自問してく

を今の時点で目指せるだろうか？ 成功に不

ださい。「アーキテクチャはどのような設計

可欠な人材の開発や採用をどのように行う
べきだろうか？」

2

明日のパートナー・
エコシステムについて
考える。

これからの企業は、パートナーやサプライ
ヤーと協業してサービスを開発・提供し、新
たな顧客にリーチしていくことになります。
たとえば農機具メーカーや農薬会社、種苗
会社、気象サービス会社、各種サプライヤー
のパートナーシップが、IT や通信、センサー、
アナリティクスといった製品やサービスを
提供しています。まずは次のことを自問し
てください。
「我が社の顧客やそのユーザー
にリーチしようとしている企業はほかにい
るか？ 我が社の製品やサービスと通信でき
る他社製品やサービスはあるか？ それらは
誰によって開発され、操作され、サービス
を提供されているか？ 彼らが必要とする能
力や情報が我が社にあるか？ パートナー・
エコシステムを用い、IIoT を介して、市場で
のリーチを広げ、我が社の製品やサービス
をより幅広く活用できないか？」
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にするべきか？ 外部の開発者や顧客、通信
会社やソリューション・プロバイダーのよ
うなサードパーティにもオープンにするべ
きか？ 複数のチャネルをまたがって新しい
サービスの提供や運用を支援するには、ど
のような IIoT プラットフォームが必要か？」

5

新たなデジタル製品／
サービスのプロモー
ションの重要性を、
販売チャネルに周知する。

販売網やディーラー網が、企業の成長戦略を
支え得る適切なインセンティブやトレーニン
グを行っているかどうかを評価することも大

4

切です。まずは次のことを自問してください。

財務を慎重に分析する。

「製品だけではなくサービスも提供したほう
が大きなメリットが得られると、ディーラー
を説得するにはどうすればよいか？ サービ

財務について、あらゆる角度から事前に分
析する必要があります。まずは次のことを
自問してください。「投資利益率を評価する
上で、どの財務モデルを使うべきか？ 単に
製品を販売する企業から、ハイブリッド・
サービスを提供する企業へと変革したとき
に、コストをどのように管理するべきか？

スをオンラインで直接提供した場合、どのよ
うなチャネル・コンフリクトが生じるか？
チャネル・コンフリクトをどのように管理す
ればよいか？」
。社内のマーケティング、カ
スタマー・サポート、およびサービス部門が、
デジタル製品／サービスの提供に向けて準備
することも大切です。

これらの選択肢は、コストや価格設定、利
幅にどのように影響するか？ サービスの提

6

自社製品／サービスの
情報に関する法律上の
権利や義務、情報
アクセスの安全性を
明確化する。

新たなデジタル・サービスを提供するに当

供も行ったときに、カニバリゼーションが

たり、どのようなデータ保護とガバナンス

起こらないか？」

7

を確立しなければならないか検討しておく

戦略実践の中心的役割
を部下に担わせる。

スマート・マシンで従業員の業務をサポート
する方法も、考慮すべきです。まずは次のこ
とを自問してください。
「エキスパートもそ
うではない従業員も容易に使えるデータを提
供するにはどうすればよいか？ IIoT を活用し
て従業員の生産性を高め、彼らに自主性を与

必要もあります。まずは次のことを自問し
てください。「機器から生成されるデータ
の使用許可は誰が与えるか？ 我が社か、そ
れとも機器の所有者か？ 機器の所有者から
データへのアクセス権を得るにはどうすれ
ばよいか？ データの機密度や保護の必要性
は、各国・各地の法律によってどのように
異なるか？」。
「IIoT に対する信頼の醸成」
（13
ページ）も参照のこと。

えるにはどうすればよいか？ 革新的なビジ
ネスの実践に必要なスキルは何か？ そうし
たスキルを有した人材を得るには、誰とパー
トナーシップを結べばよいか？」

IIoT は、その大波に乗る準備が整った企業にこそ、新たな成長機会をもたらします。IIoT はまだ

発展途上にあり、解決すべき技術的な課題や大きなハードルも残されています。特に、接続性と
セキュリティは大きな課題です。あらゆる製品を今すぐに接続し、インテリジェントな製品へと
転換する必要性はありませんし、そもそも現時点では不可能なことです。とはいえ、新たな潮流
の中には昔ながらの真実も残されています。顧客は、今の製品やサービスよりも大きな価値をも
たらしてくれる製品やサービスを必要としている――この真実は今も昔も変わりません。IIoT は、
産業機器やその関連サービスの世界に新たなエネルギーを吹き込むことでしょう。デジタルな競
争が激化する未来の市場で、ステークホルダーとしてもパートナーとしても競争力を発揮し続け、
新たな収益を生み出すためには、企業は必要な変化を遂げなければなりません。そして、今こそ
変化のときなのです。
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