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本レポートに使われているイラストについて

デロイトは2014 年の5月6 、7日に、マサチューセッツ工科大学（MIT ）メ
ディアラボと共同で、IoT（Internet

of Things）の将来に関するエグゼク

ティブ向けワークショップを開催した。一流企業のエグゼクティブやオピニ
オンリーダーが2日間にわたり、IoTエコシステムにおいて価値を最大化す
るための戦略を議論した。本レポートで使用されているイラストは、グラ
フィックアーティストがその議論をリアルタイムで聞きながら描いたもの
である。

注意事項
本誌はDeloitte
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コンサルティング株式会社が翻訳したものです。和訳版と原文（英語）に差異が発生した場合には、原文を優先します。
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アフリカの山道を走っている国際援助団体の四輪

都市部でも同様に、車両同士が交通管制・輸送シ

駆動車が突如、横道に入っていく。ここ数時間でこ

ステムと常時接続しながら事故や渋滞を予知、回

のルートを通った20数台の車の一つだ。川に流さ

避するようなケースも実現し得る。車が商業地域

れた橋や渋滞を迂回し、すぐに幹線道路に抜けるた

に近付くと、GPS搭載のモバイル端末がドライバー

めだ。実は、この四輪駆動車とその前を走っていた

の最新購買履歴を基に、各店舗でのお買い得情報

車は「デジタル・キャラバン」を構成しており、その

を車載のインタラクティブ・ダッシュボードに表示す

数台は国際援助団体とネット接続されていた。残り

る。更に予約可能なレストランや開演間近の映画

の車は国際援助団体とは接続されていないもの

を推奨し、空いている駐車場を瞬時に見つける。あ

の、情報収集センサーで道路や交通状況に関する

るいは、
ドライバーのスケジュールを確認し、交通

データを蓄積しクラウドに送信していた。また、各

状況等を勘案した上で、複数の用事を済ませても

車両搭載されたコンピューターがそのクラウド上

次の予定に間に合うかを提案する。このように、

のデータにアクセスし、それをドライバー用ディス

ネットワーク化されたデバイス、コンテクスト・ア

プレイに表示していた。人間の手を介さず、車同士

ウェアネス（コンピューターがユーザーの要望を汲

で情報をクラウド上に集め大量の即時データを共

み取り、それに応じた情報を提供すること）、そして

有し、推奨経路をリアルタイムで表示した。車をよ

個人に関する情報を活用することでユーザーエク

り速く安全に目的地に到着させ、遅延によるコスト

スペリエンスは向上し、都市での暮らしをより楽し

を低減すると同時に、組織の任務遂行に貢献して

めるようになる日が近づいている。

いたのである。1
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IoT（Internet of Things）は業務コスト削減を実現す

特に消費者向け事業で利用する場合、個人情報やセキュ

るだけでなく、更なる事業価値を創出する。IoTエコシス

リティの問題は極めて重要である。また、ハードウエア、

テムでサービスを提供するプロバイダーは、過去の膨大

ソフトウエア、通信、デバイス等幅広い分野におけるIoT

なデータの収集や解析を可能にする強力なIoTソリュー

プロバイダーも依然として、企業に長期的な経済的価値

ションを開発する余地が残されており、やがてビジネス

をもたらす魅力的なIoTソリューションを提案できていな

のあり方そのものを変革することが期待される。IoTに

い。それどころか多くのプロバイダーはCIO（最高情報責

よる事業変革は企業内外の壁を越えて発展し、持続的な

任者）に技術を売り込むことに専念し、その技術が企業全

価値創出の機会を生む一方で、さらにその一歩先を行く

体にどのようなメリットをもたらすかの総合的視野に欠け

企業にとっては破壊的イノベーションのきっかけともなり

ている。従って、販売対象を CEO（最高経営責任者）、

得る。

CMO（最高マーケティング責任者）、CFO（最高財務責任
者）、更には主要ラインマネジャーにまで拡大し、リアルタ

IoTの導入はまだ始まったばかりである。しかし、近い将

イムや過去の膨大なデータを収集・解析することで事業

来IoTが爆発的に普及し、その潜在能力を発揮する時代

変革を可能にする提案ができるプロバイダーには大きな

がやってくるという確信は、アナリストや投資家、IoTテク

商機があると言える。マシンやモノがより
「インテリジェン

ノロジープロバイダー、大手企業から小規模企業にわた

ト」になり、高度な解析能力やコンテクスト・アウェアネス、

るまで共通の認識だ。経済的・技術的障壁が低くなり、

予測に基づいた判断力を備えれば、個人及び社会に恩恵

ネットワーク化されたデバイスの普及や解析能力の進歩

をもたらすであろう。

に後押しされる中で、IoT の可能性は無限に広がってい
く。前頁では、1つの業界でネットワーク化されたデバイ

スマートフォンからスマートファクトリーまで：

スの可能性を紹介した。IoTが発展すれば各業界で独自

なぜ今、ネットワーク化されたデバイスが重要なのか

の用途が広がり、企業・消費者向けにどんどん進化を遂げ

一部の専門家は、今年は人間よりマシンの方が多くの

るだろう。例えば、農業では既にIoTを活用した高効率の

データを生成すると予測している。この予測に伴い、IoT

灌漑設備や土壌モニタリングが試験運用され、製造業や

の有望性に改めて注目が集まっている。2 最新の調査に

加工業ではネットワーク化された機械装置の導入がトレン

よると、企業幹部の75％近くが何らかの形でIoTソリュー

ドとなっており、ヘルスケア分野におけるウェアラブルア

ションを導入しているか、または導入を検討しており、大

プリケーションの活用も目立つ。

半の幹部は競争力を維持する
ために主要事業にIoTを組み込

大きな潜在性を秘める一方で、普及に向けた課題もあ

む必要があると考えている。3

る。セキュリティや互換性に関して企業幹部は懸念を示し

必 要 性に程 度 差 は あるも の

ており、IoTを導入した場合のリスクと経済的価値につい

の、アナリストらは軒並み IoT

て確信が持てないのが現状だ。

エコシステム全体の大幅な成
長を予想している。

3

ガートナーは2020年までに約260億台のデバイスがIoT

また、ネットワーク速度、クラウドストレージ、計算能力の

に組み込まれ、世界に1.9兆ドルの経済的価値をもたらす

向上、低価格のセンサーや GPS 搭載デバイスの普及、

と予測している。4 また、IDCは、インターネットに接続さ

データ解析を可能とする高度なアナリティクス能力など、

れたデバイスが2020 年には約 9 兆ドルの年間売上高を

急速な技術の進歩が、IoTの様々な活用方法に現実味を

記録すると予想している。5

もたせている。7

以前からインターネットにはデバイスが接続されていた

市場規模の急拡大等、様々な予測がある中、
「IoTの本質

が、それらは人間が介在して利用価値を高めるコンピュー

的価値はどこにあるのか」を問うことは重要だろう。一般

ターが主であった。デバイスを通じて写真や動画を共有

論ではあるが、企業は経済的価値がコストとリスクを上回

したり、創造的なアイデアを発展させたり、アセットのクラ

ると予想される場合に新たな技術投資に踏み切る。既存

ウドソーシング化、または取得データに基づいて正しい判

のM2M（Machine-to-Machine、ここでは「人間」より

断をするなど、インターネットをダイナミックに進化させ

「マシン」に焦点を当てた狭義でのIoT）や、IoTで拡張さ

てきたのは人間である。

れたネットワーク・エンドポイント、それに初期段階のIoT
ソリューションは一定の実績を示しているが、現時点では

今日では、このようなことをマシン単独で行えるまでに技

IoTの事業価値を最大化できていない。

術は進歩し、IoT普及の準備は整ったといえる。近年、コン
ピューティング、ストレージ、通信速度のコストパフォーマ
ンスが向上した結果、スマートフォンやウェアラブル端末、
電化製品、医療機器、自動車を含むあらゆるデバイスがイ
ンターネットや他デバイスと接続され、人間を介在させず
に情報を生成、共有、解析できるようになったのである。6
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事業価値を見出すためのフレームワーク
数多くある企業向けアプリケーションソフトウエアも同じであるが、具体的な業務や財務上の弱点に対応した技術ほど
導入は成功しやすい。企業や業界にとっての課題は、IoT導入により大きな利益と持続可能な競争力を最も効果的に得
られる領域の見極めである。IoTソリューションの価値・商機がどこに潜んでいるかを特定する上で、以下に紹介する3つ
のフレームワークが有用である。また、同フレームワークを用いたケーススタディも紹介する。

財務指標

パフォーマンス改善アプローチ

最も単純な財務指標は、収入・支出、そしてそれ

これまでIoTソリューションは「在庫切れ」や「マ

らを可能とする資産である。近年、多くの投資

シンダウン」といった特定の状況を対症療法的

はイノベーションや破壊的技術を通じて増収を

に解決することに特化してきた。しかし本来はこ

実現するものではなく、効率化や支出削減、資

うした状況を未然に防ぐために、プロセスや製

産活用の改善等事業運営に必要なバランスシー

品の設計改善に生かすデータを収集すべきで

ト圧縮を目的としてきた。

あるが、そのようなアプローチはほとんど採用
されてこなかった。また、このアプローチは、パ

業務指標
企業の財務指標に影響を与える要因は、顧客ラ

長期視点で捉える必要がある。例えば、単一ト

イフサイクル、製品ライフサイクル、設備ライフ

ランザクション（顧客への販売、サプライヤーか

サイクルという3 つの中核的プロセスであると

らの購入、マシンの運転）のみを分析するので

一般的に解釈される。これまでIoT 投資の大部

はなく、過去から未来へと続く一連のトランザク

分は、設備ライフサイクル（設備運用コストの最

ションから成る関係性を考慮し、その関係性か

適化、設備稼働率の向上等）に特化していた。し

ら得られる価値を継続的に高める手法を検討す

かし、スマートかつコンテクスト・アウェアネス機

るべきである。

能を実装し、ネットワーク化されたデバイスを利
用すれば、新たな洞察やケーパビリティ獲得も
期待できる。例えば、企業における顧客獲得や
製品開発の手法において、顧客や製品の有効期
間や収益構造等を特定・管理する上で有用だと
考えられる。
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フォーマンス改善に必要な時間軸を従来よりも

事業価値の実現 コスト削減、リスク管理、増収、イノベーション

り、配送ルートを変更したり、期限切れ在庫の償却を低減することができ
るといった例が挙げられる。

従来のIoTソリューションのほとんどは、コスト削減やリスク管理に特化
し、他の事業分野には応用されないものであった。実際、2009 年から

一方で、これを実現するためには複雑なデータ解析や相応のコストを要

2013年に主要プロバイダー20社が提供した89のIoTソリューションの

するため、投資に見合う価値が得られないリスクもある。従って企業とし

用途を分析したところ、コスト削減と効率化が65％、リスク管理が22％

ては現状の課題が追加データを入手することによって、人的リソースを

％だった。8

削減でき、新しいソリューション投資によって得られる効果を特定する必

を占め、増収やイノベーションを目的としたものはわずか13

確かにコスト削減や効率化は企業にとって有意義であるが、その効果は

要がある。またエンドポイントシステムに組み込まれるIoTソリューション

時間とともに薄れるし、大抵は競合他社も同様の効率化を進めるため優

も検討する必要がある。例えば、監視制御システム（SCADA）に設置さ

位性を保てない。IoTプロバイダーには、IoTによる事業価値拡大をより

れたセンサーから発せられた警告やシグナルなどの「トランザクション」

広く捉えた上で既存ソリューションを進化させ、最適化のみに限定しない

はプロセスや機器モニタリングに使用することができる。こうしたシグナ

「創造的破壊」を推進すべきである。

ルが示すリアルタイム情報を長期間追跡・解析し、
「関係」構築すること
で、マシンのパフォーマンスを確認し、機器や設備の問題を予知すること

以降のセクションでは、IoTソリューションをコスト削減やリスク管理に活

が可能になる。9

用する手法について考察すると共に、事業価値フレームワークに基づき、

IoTソリューションを増収・イノベーションに適用できる領域を記述する。

企業が収集したデータを活用してコスト削減や効率化を図る方法の1つ
に資産追跡がある（囲み記事参照）。大量あるいは高価な資産を複数の

コスト削減と効率化

ロケーションに配置している場合、業務効率は適切かつ迅速なリソース

システムの非効率性、資産の紛失・盗難・誤配置、プロセスの非効率性、

再配置、資産の有効活用に依存する。自動追跡を用いれば、人手を減ら

または人的エラー等は、いずれも業務コストを押し上げる要因である。こ

し、利便性を高め、人的エラーを排除し、資産管理を改善、意思決定を単

れらのコストは、ネットワーク化されたデバイス、インフラ、データ解析、

純化することが可能である。例えば海運ロジスティクス企業は、無線中

処理の最適な組み合わせ（業種ごとに異なる）によって削減が可能であ

継を通じた継続的モニタリングを

る。こうした領域ではIoTの真価が発揮される。IoTでは様々なトランザ

実施することで、高額な

クションから無限の可能性を秘めた膨大なデータを抽出し、高度解析に

物品（単価・数量大小に

よってその価値を引き出すことを可能とする。例えば、複数のソースから

かかわらず）を積んだ輸

生じ、人間の手を介さず自動転送されてきたリアルタイムデータを統合・

送パレットの状態や位置、

解析（「マッシュアップ」）し、事業上の意思決定に生かすことが可能だ。

動きを正確に追跡するこ

具体的には、加工食品卸売業者がPOS（販売時点）データに天気予報や

とができる。10

トラックの位置情報、生産データ等を組み合わせ、在庫切れを予想した

ケーススタディ：油田における資産追跡

イム短縮にも成功した。作業負荷が低減したため、技術者を他事業に配

石油・ガス業界において効率的かつ効果的なリソース配置は極めて重要

置することも可能となった。12

だ。例えば、原油流出事故後の除去作業に向けたリソース不足が緊急課
題として浮上した場合はなおさらである。
「十分な資産が迅速に配備さ

石油・ガス会社がコスト削減以上の効果を得るIoT活用法

れていないという感覚が常にある」と、石油・ガス設備資産追跡・活用ソ

石油・ガス会社はIoTを活用することで、より深く複雑な貯留層を探査し、

リューションプロバイダーであるGeoforceの販売・マーケティング担当

新たなエネルギー源を発見できる可能性がある。探査現場にセンサー機

シニアバイスプレジデントのヘンリー・ローゼン氏は語る。
「従来のRFID

器を設置すると同時に地震データも収集し中央管理室に送信すれば、そ

（電波による個体識別）技術からGPS追跡とIoTを活用したソリューション

のデータフローにより新たなエネルギー源の可能性を見出せるかもしれ

へ転換した結果、顧客企業の業務・資本支出が減少し、最終利益にも好影

ない。IoTソリューションにより、地表から数キロの深さにある石油・ガス田

響がでた。燃料コストや労働工数の低減によって業務支出が減少し、回転

をより正確に探知する確率が高まれば、資産・設備・人員計画が立てやすく

率や使用頻度が向上したことで資本支出が減少した」と同氏は言う。11

なるだろう。

遠隔地に配備した資産の管理コストに苦慮する石油・ガス設備レンタル

また、別の活用方法として考えられるのは、油田サービス会社が顧客で

業者の事例をみてみよう。こうした設備は複雑なため、ユーザーから苦

ある製油企業との関係を活かして付加価値を生み出す方法である。油田

情があれば技術者が現地で調査する必要があり、移動距離が数百キロに

サービス会社が製油企業から入手したリアルタイムデータに、設備パ

及ぶことが頻繁にあった。そこでマシンの主要部分にセンサーを設置し、

フォーマンスに関する自社データと公表されているコモディティ価格

問題が発生した場合には警告や必要データを自動発信することで、中央

データを組み合わせるなどだ。この統合されたデータを用い、製油の生

管理室の技術者が遠隔で対応・解決できるようにした。その結果、現地

産速度とエネルギー価格の動きを対比させ、設備ニーズを地理別に予

への出向頻度が50％低下し、労働・出張コストが減少した。更に、問題診

想、付加価値のあるサービスを新たに提供できるのである

断に要する時間が数時間から数分へと減少した結果、マシンのダウンタ

6

リスク管理
企業が直面するリスクには、データ資産の物理的・仮想的
セキュリティ、労働者（特にトラックドライバーや保守技術
者、建設作業員等、現場に配置されている人員）の安全
性、及び最終顧客向け製品・サービス品質などが考えら

ケーススタディ：テレマティクスと車両保全

れる。こうしたリスクは遠隔地で勤務する労働者が増える

車両保守を行う企業ではテレマティクスを使い、運用オペレーションを改善

よって顧客は時間や場所を選ばず、高

すると同時にコストを削減し、顧客満足度を高めることが可能である。特に

品質な通信インフラに接続でき、同時にセキュリティが担

「予知保全とリスク管理」では、製品・サービスを万全な状態に保つ上で有

ほど上昇する。13

保されることを期待している。
ネットワーク化されたデバイスは、様々な技術を通じて物
理的安全性を確保している。例えば、ビデオモニタリング
を通じて戦略的な現場動向の追跡・捕捉を行い、その映
像を社員が確認して意思決定するといった例がある。IoT
ではまた、ジオフェンシングを設定して、現場や設備への
アクセスを制限したり、設備や資産の状況を追跡すること
も可能である。遠隔労働者を多く抱える企業は、自律シ

Telematicsのマーケティング担当ディレクター、スタイ

デバイスによって「車両の位置、動き、状態、行動のモニタリング」が可能だ
と述べる。こうしたソリューションを用いて、車両使用前に問題を検知する。
例えば、クレーンやブルドーザー（1台数十万から数百万ドル相当）を製造す
るメーカーはタイヤにセンサーを設置することで、マシンが故障するリスク
を低減している。タイヤ空気圧を常時モニタリングすることで不具合の可
能性を予知し、故障する前の修理を可能にしているのである。18
テレマティクスとIoTがもたらす、リスク管理と安全確保以外の事業価値

ステムを活用して労働者の安全や事業継続を管理するこ

車両メーカーはテレマティクスを活用することで、自社製品を改善させるた

とが可能である。これには労働者のスマートデバイスセ

めに必要な、有意義で継続的な情報を入手できる。IoTで各車両から生成

ンサーを利用し、社員や資産の物理的位置をリアルタイ

される数百億個のデータを分析し、製品やサービスに新たなコンセプトや

ムかつコンテクスト・アウェアな情報として常時監視する

性能を追加できるのだ。例えば、重機にセンサーを取り付けておけば、メー

ことが必要である。同様に、緊急救助隊員や炭鉱作業員

カーは自社製品がどこでどのように使用され、また製品ライフサイクル期

等、現場作業員の装備に取り付けられたデバイスで周辺

間中のパフォーマンス等の有意義な情報を得ることができる。こうした情

環境のデータを収集・解析し、その情報を中央司令セン
ターに送信することで、状況の変化に迅速かつ効果的な
意思決定を可能とする。
テレマティクス等、車両保全にIoTを活用することで、リス
ク管理を図りつつ、顧客体験を高めた事例もある（囲み
記事参照）
。14 テレマティクスはドライバーの運転パター
ンに影響を与えることが可能であり、実際に若年ドライ
バーを巻き込む事故や衝突が20 ％減少したという報告
もある。15「プログレッシブ保険」という保険プログラムで
は、
ドライバーの行動をモニタリングすることで直接リス
クを引き下げ、安全運転をするドライバーに対して約15
〜16％の保険料割引の提供を可能にした。16 また、運転
行動モデルで不正・衝突統計に追加することで、リアルタ
イムでシナリオを作り直したり不正請求を検知・防止した
りすることも可能である。17

7

用である。KORE

ン・ソールバーグ氏によると、GPS受信機と各車両に搭載された電子GSM

報は製品の仕様変更にも生かされ、また顧客事業を深く理解する糧となる
ため、決定的に異なる製品機能の特定も容易になる。メーカーは顧客に代
案を提示し、新たな製品や融資・リースモデルを開発できるようになる。

増収とイノベーションの機会

IoTへの大きな期待は、複数データソースから長期間
にわたり、リアルタイムかつコンテクスト・アウェアなデータを取得

IoTソリューションの導入に関心を示した企業の4分の3近くは、既存の製

することで、全く新しい価値を創出する可能性を秘めていることによる。

品を強化する新たな事業機会と手段を模索している。19 しかし前述した

例えば、企業は従業員にウェアラブルデバイスを持たせ、健康や作業効

ように、2009年から2013年に提供されたIoTソリューションのうち増収

率に関わる行動を追跡してフィードバックを与えることにより、適切なサ

とイノベーションを目的としたものはわずか13％であった。現在IoTプロ

ポート体制を整備し、全社的に生産性を高めることが可能となる。20 しか

バイダーが提供しているソリューションでは、むしろ収益性の低減を招

し、ウェアラブルデバイスが真に革新的な製品・サービスとして力を発揮

き、顧客が不安を払拭できる商品提供は難しい。IoTを活用して増収や

するのはモバイルヘルス（mHealth）プラットフォームを通じてであると

新製品・サービスの開発、製品・プロセスイノベーションといった、継続的

考えられる。実際に、このプラットフォームはヘルスケア業界を激変させ

な利益を確保するソリューションの登場が待たれている状況だ。

つつある（囲み記事参照）。自宅療養や遠隔地居住の患者を対象とした
遠隔モニタリングが実現すれば、病院側は「通院治療」よりも低コストで

事業価値フレームワークをベースに俯瞰すれば、ビジネスチャンスがあ

療法サービスが提供でき、同時に患者がわざわざ自宅を離れることもな

るのは増収への取り組み、新規市場の開拓、製品・顧客ライフサイクル

く治療を受けることが可能になる。21 医療業界は他にも糖尿病22、心臓

の管理を軸とした製品・サービスの改善、そして持続的価値を生み出す

病23から新生児感染症24に至るまで、様々な疾病に対応するための医療

IoTソリューションの開発である。例えば、IoT技術を用いてコスト削減を

機器やヘルスケアサービスの開発機会を模索している。また、ヘルスケ

目的にデータを収集・送信する物流会社に対しては、取得できる信号デー

ア分野におけるIoT 技術の活用にも大きな発展が見込まれる。病気に

タから顧客の利用傾向をより深く理解し、サービス品質の改善や他サプ

なったら受診するという「対症療法型」から個人と常に繋がる状況に価値

ライチェーンと連携した付加価値サービスの提供が可能になるかもしれ

を見出すという発想の転換である。従って、医療・健康プロバイダーの価

ない。IoT技術を導入すれば多くの顧客にとってメリットがあるだけでな

値とは個人の信頼を獲得し、医療データを活用した健康増進を支援する

く、自社についての理解や統制が高まり、顧客、ビジネスパートナー、そ

ことになる。こうした「破壊的イノベーション」によって伝統的な医療業界

して自社従業員の三者間における関係強化も可能となるのである。

も変革を遂げつつある。

ケーススタディ：mHealthと遠隔医療モニタリング

mHealthと遠隔医療ソリューションがもたらす、ヘルスケア業界への大きな変革
MedStar Healthのイノベーション・グループでカスタマー・ヘルス・イニ

このインテリジェント・モニタリングを通じて、次世代スマートヘルスダッ

シアチブ担当ディレクターを務めるピート・セラノ氏は、IoTソリューション

シュボードや健康ハブという新しいヘルスケアサービスや治療法が開発

がヘルスケアに与える効果を目の当たりにしている。
「マシン同士がイン

されている。27

テリジェントな通信を行う時代において、ヘルスケア業界にも構造的転換

ヘルスケア市場におけるIoTイノベーションの売上高は2012 年に推計

期が訪れ、無線医療機器の可能性が遠隔医療モニタリングの在り方を変

106億ドルに達し、2016年には倍増すると予想されている。28

化させている」と同氏は語る。医療システムは次世代医療機器の恩恵を
受けており、予防治療における新しい医療センサーはその適例である。

遠隔医療モニタリングは従来型の治療環境と罹患率に基づいたモデル

患者の居場所に関係なく重要な健康関連指標を遠隔にリアルタイムで

を破壊し始めている。ウェアラブルデバイスや他のインテリジェント機器

モニタリングすることが可能であり、25 患者が自宅から常時接続の無線

を組み合わせ、個人が自分のデータを捕捉、追跡、解析、共有する仕組

ネットワークを通じて健康関連データをクラウドに送信し、看護士が容態

みが現実となることで、更なる可能性が開かれるだろう。医療機関に代

悪化の前兆を察知した場合には医療専門家が適切な介入を行う。更に同

わって個人が自分の医療データを所有する。そして医療・健康プロバイ

氏は次のように述べる。
「病院も費用を負担するこの時代、入院は事前に

ダーはそのデータを活用し、生活状況や過去の処置に基づいた個別の

防ぐ必要がある。結果（成果）を出せない医療機関は収入難に直面して

治療法やアドバイスを提供する。個人は健康プロバイダーの多様なエコ

おり、従来の検査重視の対面診療モデルが転換期を迎えている。スマー

システムとリンクし、自分のデータを健康増進に活かすと共に、体調を崩

ト医療制度の下、患者が緊急治療室に運ばれるリスクを低減するための、

した時等には従来型の医療機関をより有効に活用できるものになると考

予防プログラムが競って開発されている」。26

えられる。
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IoTの可能性を妨げる障壁をどのように克服するか

データ共有能力が専門プロバイダーのエコシステムをも

IoTソリューションは石油・ガス、製造業、ヘルスケア、公

なる価値を得るようになる。

強化し、顧客は生成と捕捉が繰り返されるデータから更
共セクター、防衛といった多様な業界にて29企業業績を
改善する潜在力を持つ。リソース効率の改善とコスト削

大きな潜在価値を秘めているににもかかわらず、顧客企

減、物理的・仮想資産の保護、製品・サービス品質の一貫

業に事業価値をもたらすIoTソリューションの提供はなぜ

性を確保し、不正の防止や低減、即応性の強化によるリス

困難なのだろうか。IoTエコシステムの全プロバイダーは

ク管理改善も期待できる。既存の製品や市場セグメント

本課題に対し共通する具体的な戦略・戦術を推進する必

に留まらない成長を可能にする製品及びサービスイノ

要がある。

ベーションが新たな収益源を創出する。更には、IoT導入
による全く異質な業務プロセスの実現が、市場や業界に
おいて古い価値を滅ぼし、新たな価値を生み、創造的破
壊を誘因する。

IoTの潜在的市場を実現し、期待通りの効力を持たせるに
はIoTエコシステムを構成するプロバイダーが互いに協
力し、顧客企業に大きな事業価値をもたらすソリューショ
ンを開発する必要がある。IoT エコシステムにはインフ
ラ、ハードウエア、ソフトウエア、その他の各種ベンダーが
含まれる（図1）。

IoTの潜在的価値を実現させるには、サイロ化された技
術が混在する現状を打破する必要がある。現在の技術群
は多くの点で、パソコンの発展初期段階と似ている。当
時のパソコンにはそれぞれ独自の技術が使われていた。
パソコン事業が本当に軌道に乗ったのは、いくつかの共
通技術（OSやマイクロプロセッサ等）によるイノベーショ
ンが拡散し、顧客の選択肢が広がってからだった。IoTの
エコシステムにおいて大企業が経済的価値を最大化する
ためには、多種多様なパートナーと様々なIoT技術を連携
し、データを共有することが鍵となる。
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図1.

IoTエコシステムを構成するプロバイダー

ネットワーク化されたデバイスの事業価値を最大化する6つの戦略
ソリューションの目的をコスト削減と

IoT技術は収益面でどのように貢献するか、また

リスク管理に限定せず、

ネットワーク化されたデバイスやリアルタイムな

増収やイノベーション推進にまで広げる。

コンテクストは、マーケティングに生かせるか、

一般的にCIOには売上責任がないため、CIOの

どうすれば複数拠点にまたがるリアルタイムモ

みを販売対象としているプロバイダーの提案に

ニタリングや予測分析を、プロセスイノベーショ

はトランザクションやメンテナンスコスト削減が

ンに生かせるか、資産をより効果的かつ先行的

多くなる。コスト削減は悪いことではないが、十

に配置し、新たな顧客セグメントや地域で事業

分 で な い 。C M O や C F O 、主 要 ラインマ ネ

拡大するため何をすべきか、モバイルワーカー

ジャー、更にはCEOにも提案を行い、適用範囲と

による自律的ネットワークや解析を通じ、販売サ

事業価値の可能性を広げることが望ましい。ま

イクル短期化や見込み客のコンバージョン率改

た、IoTソリューション開発者が経営幹部に話を

善に何をすべきか等、プロバイダーは多岐にわ

聞き、他の事業部門でもIoTコンポーネントや生

たる分野で提案を行うべきである。

成データが活用できるかを検証すべきである。

製品・顧客ライフサイクルに注目する。

その結果として売上高を始め、顧客ロイヤル

「設備ライフサ
mHealthでの事例が示すように、

ティやクーポン利用率がいずれも上昇した。30

イクル管理」から、
「製品ライフサイクル管理」ま

A p p l e ® の 店 舗 で は 位 置・近 接 検 知 技 術

たは「顧客ライフサイクル管理」へと転換し価値

iBeacon™が顧客のモバイル端末と通信し、製

を高めることに高い潜在性が秘められている。

品・サービス情報を提供している。iBeacon™

その際の重要な課題は、パフォーマンス改善に

の位置・近接検知技術は、顧客が探している製

向けてどの技術やシステムを導入するかを的確

品に関連したゲームやコンテクストを通じて顧

に見極めることである。すなわち、その技術やシ

客との関係性を深めている。そして顧客が購入

ステムをどのように導入し、どのくらいの期間適

を決めると、モバイルウォレットによる自動決済

用し、導入期間中はどのような収益や利益が見

の利用を促す。Apple®は店頭で捕捉したトラ

込めるか、といったことを考える必要がある。

ンザクションデータを保存し、顧客行動の理解

小売セクターの事例ではリアルタイム・データ

ことで、顧客との関係性を強化している。31

やターゲットを絞ったプロモーションに活用する
の活用を通じてトランザクション重視のアプ
ローチから脱却し、顧客や製品に対する理解を
深めて効果を上げていることがわかる。英国の
小売業Tescoは、
「クラブカード」というユビキタ
スな会員カードを通じて、顧客の来店状況や購
買行動、支払方法、在庫といった情報を管理し
ている。顧客（顧客ライフサイクル）と販売製品
（製品ライフサイクル）に注目することで、同社
では地域の嗜好性に合わせたダイナミックな商
品構成変更、顧客毎の値引き率変更、在庫需要
と購買状況に基づく管理等が可能になった。
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初期導入の対象を絞り、効果を最大化する。

更にIoT技術の導入効果が最大化できる現場レ

IoTの課題は、より多くのデバイスがより多くの

ベルの課題を考える。仮に解約率の高さは、製

コンテクストに導入されればされるほど価値が

品故障から修理までの対応時間に顧客が抱く不

劇的に向上するところにある。しかし、こうした

満に起因しているとしよう。その場合、IoT対応

コンテクストをすべて網羅するには多額の投資

のセンサーを製品に組み込んで性能をモニタリ

と長いリードタイムが必要であり、それゆえ初

ングすることで故障可能性の予知が可能となり、

期の導入対象を慎重に絞り込むことで投資額を

結果的に顧客満足度が高まり解約率が低下す

抑え、価値創出までのリードタイムを短縮し、価

る。このように、
「Metrics

値を最大化させることが望ましい。経営陣がこ

ムワークによって、全社的なパフォーマンスに変

れを実践するために有用なのが「Metrics

that

that Matter」フレー

化をもたらし、同時に初期投資額を抑える手法

Matter」フレームワークである。ここではまず、

が特定できるのである。そして初期投資の成果

企業や事業部門にとって最重要となる財務レベ

を出せば、IoT技術を社内の他部署にも導入しよ

ル上の課題・改善余地に注目する。例として増

うという関心と意欲が高まると予測される。

収を考えよう。増収に向けた課題に取り組む上
で、最も重要となる業務レベルの問題を抽出す
る。ここでは、増収を妨げる最大要因を解約率
の高さと仮定する。

データマッシュアップを用いた

ネットワーク化されたデバイスの生成するデータ

コンテクスト創出と関係性の構築・強化。

量は膨大だが、予測分析は顧客理解を深める助

M2Mコミュニケーションは既に広く浸透してい

けとなり、結果的に顧客行動の予想を可能にす

るが、取得されるデータは通常、ローカル環境や

る。IoTに高度な解析機能を付加すると同時に顧

分断されたサイロ内に留まり、新たな洞察をもた

客行動を積極的に感知・形成し、顧客の意思決

らすまでには至っていない。IoTは、1つのモノか

定のタイミングに合わせて製品やサービスをカ

ら創出、収集された情報を別の場所にある情報

スタマイズすることを可能にする。33 またインタ

と統合して有用性を高めてこそ、驚異的で有意義

ラクティブな可視化ツールを組み合わせること

（そしておそらく破壊的）な価値を発揮する。

で、大量のクリーンデータだけでなく、まばらで
曖昧なデータ（例えば認知コンピューティング）

例えば、ナビゲーションアプリのWazeは、一定

も活用して洞察を深めることができる。34 プロバ

地域内の車載GPSシステム同士を接続し、
ドラ

イダーや顧客企業は、新たなマッシュアップに基

イバーの指示なしに自動で通信を行う。様々な

づく洞察が市場や業界に劇的な変化をもたらす

場所から取得されたリアルタイムの交通データ

可能性があることを念頭に置かなければならな

を統合し、
ドライバーにリアルタイムな交通状況

い。当然、ネットワーク化されたスマートデバイ

に基づく最適経路を示す。32

ス単体では、現在のデータ解析における課題を
解決するものではない。統合方法をどうするか、
市販ソフトウエアとカスタマイズソフトウエアの
どちらを使うか、データ整合性をどう実現するか
といった問題は、引き続き検討が必要である。
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予防的かつ即応性あるセキュリティの確立。

興味深い対処例として、HE（準同型処理）という

企業内の資産を連結させることで多大な価値

ものがある。これは、データを暗号化したままリ

が創出される。ただしその一方で、仮想的（また

アルタイムのアルゴリズムを実行する技術で、

は物理的）な脆弱性を新たに生むリスクも潜ん

データを解読・再暗号化する必要がないためサ

でいる。IoTソリューションのプロバイダーと顧

イバーセキュリティの脆弱性が軽減される。

客企業は協力し、脆弱性を補強すると共にセ

その好例として、IBMに所属する発明者が最近、

キュリティ違反の早急な検知及び対応策を確立

従来型の M2Mセキュリティに代わり得る暗号

する必要がある。多くの専門家は周囲を100％

化技術で特許を取得している。IoTエコシステム

防護することは不可能だと考えているものの、

内の企業はHE技術を用い元データを解読する

セキュリティ違反の結果、1台のマシンが1時間

ことなく顧客データの解析が可能となるため、

ダウンするのも、広範囲な地域にわたってイン

機密性を担保できる。35 またGlobal

フラ全体がダウンするのも両方とも深刻である

Analystsによると、公衆回線を通じたデータ通

ことに変わりはなく、同じレベルでの対策が必要

信の各階層でセキュリティ対策強化の必要性が

である。

Industry

高まっており、HE市場の急成長が見込まれてい
る（例：スマートコンピューティングやネットワー

幸い、技術は進歩し、より高レベルのセキュリ

ク化されたデバイスのインターネット及びクラウ

ティを可能にしている。

ドをベースとしたサービス）
。36

最大限の透明化によって

よってアプリ開発者のニーズとユーザーが得ら

ユーザーの信頼を高める。

れるメリットを明確に明示した上で、アプリがい

IoTプロバイダーは収集しているデータの内容

つどの情報にアクセスできるかをユーザー自身

と、それがどのように共有されているのかを

に決めさせる必要がある。例えばMachine

to

ユーザーに明示し、同時にユーザーのリアルタ

Machine Intelligence CorporationのLockbox

イム・データの確認、分析、そして利用を可能に

という技術を使えば、IoTエコシステム内でユー

することで、個人及び顧客企業の信頼性を高め

ザー自身が情報の流れを管理できる。すなわ

ることができる。但し、透明性は諸刃の剣とも言

ち、IoTエコシステムの利害関係者は、ユーザー

える。例えば、Wazeは運転データを使って効率

が事前設定した規則やガイドラインに基づいて

的な運転を支援するが、保険会社は運転データ

データへのアクセスが認められる。IoTエコシス

に基づき保険料を引き上げる可能性もある。企

テムで特定の接続を設定で制限、あるいは完全

業は、顧客に価値をもたらすために必要な情報

停止することによって、顧客ポリシーの遵守を担

を明確化した上で、ユーザーが許可したデータ

保するのである。37

のみを共有しなければならない。ユーザー自身
がデータを管理できれば、IoTはプライバシー保
護において一つ先を行くことができると言える。
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IoTの可能性を開花させる

コネクティビティやパフォーマンスへの信頼性に関しては
技術的課題が残されているものの、企業側もリスクを凌

デバイスのネットワーク化が世界各地に広がりつつある

駕する大きな事業価値が継続的に期待できれば IoTソ

中、IoTソリューションの秘める可能性は無限に広がり、IoT

リューションの導入について、より前向きになるだろう。

エコシステムそのものが拡大し続けている。IoTソリュー

IoTエコシステムの利害関係者はお互いに協力し、導入企

ションが導入企業のコスト削減やリスク管理に限定され

業の事業パフォーマンスを改善する長期ソリューションを

ず、増収やイノベーションをも誘発できるようになれば事

開発する必要がある。そうすることにより、導入企業の事

業価値を高められるテクノロジーへと進化するだろう。ま

業価値が最大化され、IoT 市場のさらなる躍進へと繋が

た、ネットワーク化されたデバイスに対する需要も増え、新

る。IoT の未来には無限の可能性があるが、その将来像

たな利用法も生まれると考えられる。企業はIoTを通じて

を成形するのは既存のIoTエコシステムにおいてどのよう

顧客やサプライヤー、従業員、そして自社資産との関係性

な取り組みが行われるかにかかっている。

を、取引ベースから、より長期継続性重視の関係へと発展
させ、持続的価値を創出する方向へ動くであろう。
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