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モノのインターネットは、企業がビジネス　プロセスを実行する方法および私たち
が現実の世界とやり取りする方法を根本的に見直しています。予測メンテナンス
など、モノのインターネットにおいての最初の難関であるユースケースを通過する
と、企業は踏み馴らされた土壌を出発し、モノのインターネットを展開する理由、
方法、場所、そして最終的にどう収益を上げるのかを再考するためのセンサー対応
の実世界データのパワーを装備し始めます。これら開拓者から得られる教訓は、成
功はテクノロジだけでなく、より総体的には、ビジネスの真の変革に焦点を合わせ
ることにあることを示しています。

トピック
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センサーを介して現実の
世界に接続することで、
ビジネス環境の中でコン
テキストに即した実用的
なデータの豊富なソース
を作成できます。これが
真のデジタル トランスフ
ォーメーションにつなが
ります。

モノのインターネット（IoT）は、センサーとデバイスの機能の向上、接続性の
信頼性の向上、データ処理と機械学習（ML）技術の新しい進歩、クラウド＆

エッジ コンピューティングなどの技術、ブロックチェーンなどの新興技術を介して
初期の興奮を通り過ぎて急速に広がっています。事実、IoT市場は今後数年間で年間
30％以上成長すると予測されており、大手企業はIoTができることの境界をテストし
続けています。

さらに重要なことに、企業は、IoTは単なる展開されるべきテクノロジ プロジェクト
であるという考えを失い始めています。その代わりに、センサーを介して現実の世
界に接続することで、ビジネス環境の中に豊富でコンテキストに即した実用的なデ
ータを作成することの実現に気づき始めています。真のデジタル トランスフォーメ
ーションは、病院の待ち時間の短縮、水産養殖の生産向上、糖尿病患者の生活の質
の向上など、さまざまなメリットがあります。

しかし、大胆に推進しようとする企業には、いくつかの障害が待ち受けています - あ
る障害は個々のIoTの努力に特有なもので、またある障害は一般的に経験されたもの
もあります。これらのハードルを克服するためには、企業はIoTの魅力を輝かしい新
技術として捉え、より広範な変革の取り組みの一環としてIoTの旅に乗り出す必要が
あります。それは企業の戦略とビジネス プロセスの重要な部分です。

このホワイトペーパーでは、IoTが提供する基本的なデータとインサイトに基づい
て、企業が追求している革新の最高のものをレイアウトしようとしています。それ
ぞれの業界を変革するためのIoTの展開をリードする企業の例を用いて、次に、IoT
イニシアチブを成功させるための基盤となる成功要因を引き出します。同社の調査
結果は、IoTイニシアチブの50人以上のリーダー、IoT実務家、およびIoT分野の専門
家へのインタビュー、ならびにさまざまな業界の150人を超えるIoTエグゼクティブ
の調査に基づいています。

予測メインテナンスをはるかに超えて
モノのインターネット（IoT）を取り巻く興奮はここ数年は、特に企業がIoT展開の
成功に関して複雑な見識を報告するとともに、減少し続けていました。しかし最近
の動向は、IoTの採用が増え続けていることを示唆しています222。複雑な見識の理
由の1つは、用語「IoT」自体の使用にあります。同社がインタビューした専門家
たちの中には「IoT」を特定のIoTパイロットに即座に関連付ける専門家もいれば、
「IoT」ではなく、「デジタル」や「データ対応」の取り組みなど、センサーデータ
の収集と処理における取り組みと関連付ける専門家もいました。
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ただし、意味論は別にしても、デジタル トランスフォーメーションは、現実世界
からのデバイスおよびセンサー対応データと、このデータがビジネス プロセスに
関連したときに提供する貴重なインサイトにますます集中していることがわかりま
す。loTに関する主流の議論は、これまで主に予測メンテナンスなど、よく知られて
いる産業用途を第一に焦点を当てる傾向がありました。予測メンテナンスがIoTの成
長の最初の波を引き起こした10件のユースケースの1つであったことを考えると、
これはおそらく驚くべきことではありません。実際、世界の予測メンテナンス市場
は、2020年までに30％のCAGRで成長すると予想されています。3

それにもかかわらず、私たちは選択された少数の企業がさらに進んで今日のIoTの
限界を広げている方法をはるかに刺激的に感じます。これらの企業は新しい価値の
源を提供し、既存のビジネスモデルを破壊し、他の高度なテクノロジを構築し、そ
してこれまで接続していなかったドメインをリンクさせています。多くの企業はま
た、人工の環境や機器を超えてIoTセンサーやデバイスを展開しています。一方、他
の企業は、仕事の仕方だけでなく、生活や遊びの仕方にも影響を与えています。こ
れらの企業は、企業がIoTについての考え方を広げることができれば、より大きな利
益とより高い価値の両方を獲得できることを示しています。

新たな価値の源を提供
企業は、基本的なコストと効率性を超えて、IoTから価値を生み出すためにいくつか
の方法で動いています。IoTがサポートするサービスをお客様に提供することで、
さらなる収益源を生み出している企業もあります。例えば、ビデオ監視機器会社の
Genetecなどです。カメラとPoSシステムからのデータに基づいて、この企業は現
在、デジタル、オンライン、または店頭でしか利用されていないグラフィックおよ
び顧客行動のインサイトの多くを小売業者に提供するデータサービスを販売してい
ます。

他にはお客様の好みを発見するためにIoTを使っている企業もあります。企業はさら
にカスタマー エクスペリエンスを強化するのにIoTを使用します。ニューヨーク市
のRebecca Minkoff主要店の試着室にあるスマート コネクト ミラーでは、試着室内
でお客様が店内製品を閲覧したり、リクエストしたサイズの洋服を試着室に持って
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こさせたりできます。 例えば、Coca Cola Freestyle タッチスクリーン ソーダ ファ
ウンテンなどは、すでに10億ドル規模の事業で4 2014年以来、コカ・コーラに顧客
の嗜好に関する包括的なデータを提供し、チェリー 味スプライトなどの発売に役立
ちました。企業はさらにカスタマー エクスペリエンスを強化するのにIoTを使用しま
す。ニューヨーク市のRebecca Minkoff主要店の試着室にあるスマート コネクト ミ
ラーでは、試着室内でお客様が店内製品を閲覧したり、リクエストしたサイズの洋
服を試着室に持ってこさせたりできます。そして旅行業界では、Carnival社はウェア
ラブルを同伴する旅行者を追跡し、鍵なしでの入室、パーソナライズされたアドバ
イス、およびRegal Princessクルーズ船内のインテリジェント ナビゲーションを提
供することでゲスト体験を高めました。これらはすべて旅行者に与えられたウェア
ラブルの使用と、船内7000か所に設置されたセンサーにより可能となっています。

IoT製品は安全と健康の向上にも役立ちますスタートアップ企業Gaurdhat社は、落
下物や近くの移動物体の検出や場所の監視するライブ アシスタントを工場労働者に
提供できるネット接続された丈夫なヘルメットを開発しています。同社はそれによ
り職場でのけがの全体の20％を減らすことができると見積もっています。

既存のビジネスモデルの変革
大手IoT導入企業は、モノを接続するという現在の焦点を超えた、いくつかの新しい
ビジネスモデルを実験し、開始しました。例えば、IoTソリューションの販売による
一時的な収益モデルは、繰り返し発生する収益モデルにますます取って代わられる
ようになり、企業にお客様との親密さを増す機会を与えています。たとえば、廃棄
物管理会社のBigBellyを考えてみましょう。「スマートな」ネット接続されたゴミ箱
を装備することで、市役所は、一杯になったときだけにごみ箱を空にするだけで済
むため、年間で何千ドルもの燃料、車両、および人件費を節約できます。同時に、
この革新的なソリューションにより、BigBellyは廃棄物部署にハイテクごみソリュー
ションを監視および維持するための購読サービスを提供し、純粋な製品販売モデル
から脱却しました。別の例では、医療機器の大手Medtronicは、患者がリアルタイム
で糖尿病を監視するのを助けるために、連続的なグルコース監視とインスリン ポン
プを組み合わせました。同社のモバイル接続と収集されたデータによって、同社は
患者の血糖値を直接医師に転送し、95,000人以上の患者が糖尿病を管理できるケア
管理サービスを開発することもできました。その結果、Medtronicは、診察ごとの個
別支払いモデルから、価値ベースのモデルに移行することができました。 そのモデ
ルでは、支払者の契約の一部は、リスク シェア パートナーシップを介して、ヘモグ
ロビン値や総介護費の改善に結びつけられてます。

IoT搭載プラットフォームもビジネス モデルを変革させており、一部の企業は自社特
許ハードウェアまたはソフトウェアソリューションを他の業界のプラットフォーム
として提供しています。工業用工具メーカー、Trumpf社の製造会社向けデジタル プ
ラットフォームであるAxoomは、社内業務を最適化するための社内での取り組みと
して始まりました。Trumpf社は現在、状態監視、分析、予測メンテナンスなどのア
プリケーション用ツールとともに、自社プラットフォームを他のビジネスに提供し
ています。

IoTセンサーによって生成されたデータを収益化することができた企業もいくつか
あります。例えば、自動車データ サービス プラットフォームであるOtonomo社
は、IoTに接続された自動車からのデータを集約して販売を行っています。同社は最
近、ダイムラー社と提携して、燃料値やその他の計測に基づいた、運転するごとに
支払う保険やパーソナライズした自動車サービスを含むサービスをハイエンドのお
客様に提供しています。5

IoTソリューションの販
売による一時的な収益モ
デルは、繰り返し発生す
る収益モデルにますます
取って代わられるように
なり、企業にお客様との
親密さを増す機会を与え
ています。
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さらに、結果ベースのモデルに移行している企業もあります。例えば、Proteus 
Digital Health社は、摂取によって通信できる摂取可能センサーを備えた薬を提供し
ています。患者は摂取可能センサーからの信号を受信して  、生理学的反応を捉える
センサーパッチを着用します。この情報は、患者のセルフケアをサポートするため
にモバイル アプリケーションを介して共有され、その情報をプロバイダー ポータル
に送信して、患者の健康パターンと治療効果に関するインサイトを与えます。デジ
タル医薬品は、患者が自分の薬の服用状況を確認するのに役立ちます。Proteus社
は、Desert Oasis Healthcare社との間での契約を可能にしました。その契約では80
％の処方順守のしきい値をDesert Oasis社の患者が達成した場合のみ払い戻しを受
けることができます。そして、鉄道業界では、Siemens社の支援を受けて、スペイ
ンの鉄道事業者Renfe社が、センサーデータを使用して列車の稼働停止時間を最適化
しています。バルセロナ - マドリッド間の高速路線が30分以上遅れた場合、会社は一
部払い戻しを提供することさえ可能です。6

IOTと他の高度なテクノロジを組み合わせる
企業は、センサーと接続性の使用を進め、テクノロジの構成要素からなる持ち球の
増加を続けています。それら構成要素は、 
データを収集して行動する無人偵察機、インサイトを引き出すためのAIとML、視野
にセンサーデータを重ねるためのARとVR、安全なIoTデータ交換のためのブロック
チェーンなどの先進的なエンドポイントを含みます。例えば、Farmers Insurance社
は、重大な天候が発生した後の住宅の屋根への損傷を評価するために、Kespry社の
無人アンテナを使用していますクレーム調整者の代わりにドローンを配置すること
で、応答時間と安全性が向上しました。危険な複数日のプロセスから1, 
2時間のドローンによる写真撮影と自動画像分析プロセスに移行するので、クレーム
調整者は安全に現場に維持されます。 8  もう1つの例として、タイヤと自動車のテク
ノロジ企業Continental社は、ドライバーの安全と便利のために自動車テレマティク
ス データを共有するブロック チェーン上に構築された新しいプラットフォームを作
成しました。それによりIoTデータが自動車メーカーやサービス プロバイダーと共有
されている場合、自動車所有者のプライバシーとセキュリティを強化することがで
きます。

まだ接続されていないドメインを結合する
IoTのユースケースの最初の波は主に単一のマシンまたは場所に展開されたソリュー
ションに集中していましたが、今日のIoTの使用は異なるドメインまたはシステムを
横断する情報の流れにますます予測されています。Shell Oil社は、自動車メーカー
のJaguar社やLand Rover社と共に、ガソリン スタンドで世界初の車内支払いシステ
ムを開始しました。それ以来、他の自動車メーカーと提携し、ガソリンスタンドの
ロケーター、ロイヤリティの追跡、燃料使用量などの自動車接続アプリケーション
用のAPIスイートを提供しています。

もう一つの革新の例では、サンフランシスコの保険会社Metromile社が、IoTを介
した車両データの収集を通じて、使用頻度の低いドライバーへのマイル毎の支払
いモデルの提供を可能にしました。そしてのVolkswagen社のヨーロッパ部隊は、
自社の車両から気象データの収集を試験的に行っており、それを送電システムの運
営会社であるTenneT社と共有しています。9このきめ細かい気象データを使用する
と、TenneT社は地域全体で発生する電力網に供給される太陽エネルギーをより正確
に予測することができ、その結果、グリッドの最適化によるコスト削減につながる
可能性があります。
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これらはすべて、ある会社がネット接続された自動車からデータ収集をし、それを
他の会社が利用している例です。ネット接続されたホーム、都市、その他のインフ
ラストラクチャーからのデータを中心に、同様のエコシステムがますます出現する
のを想像することは言い過ぎではありません。

人工的な環境や機器を超えたセンサーの配置
IoTテクノロジは、熱帯雨林や野生生物の保護、家畜管理、水産養殖など、自然界
での革新的な新しい用途にも拡張されています。そして、これらの各分野で生み出
された価値について、すでに多くの証拠があります。例えば、南アフリカのクルー
ガー国立公園のネット接続された保全パイロットの使用で、密猟は96％減少しまし
た。9 中国の研究開発会社Aotoso社は、牛の発情検出率を75％から95％に高めるこ
とができました。10そしてIoTのスタートアップであるThe Yield社は、水温、塩分、
その他のデータを測定することによって、パシフィックオイスター死亡症候群によ
るカキ養殖損失の30％の減少を実証しました。11

仕事を超えて生活面への拡張
IoTは、レジャー活動から私たちのコミュニティを子供たちや他の居住者にとっ
てより安全なものにすることまで、仕事以外の生活面にも浸透しています。例え
ば、Topgolf社は、ハイテクなゴルフ練習場を1300万人のゴルファーが利用してお
り、そこではネット接続されたゴルフボールには経験を最大限に活用するRFIDチッ
プが装備され、ゴルフのパフォーマンスを測定しています。日本のMuromachi社の
1万4千人の学童を対象としたセンサーとスマートフォン アプリは、発売以来140人
の学童が犯罪や事故から身を守るのに役立っています。12

IoT開拓者によるレッスン
前のセクションでは、企業が現在IoTを使って検討している多くのユースケースを垣
間見ることができ、データ収集とその転送により可能になった見事な広がりを力説
しました。このセクションでは、建設企業と食品加工企業の2企業がとった、これま
でデジタル化率の低い業界にIoTを導入してきた方法について詳しく説明します。

（1）PCLへの野心的なデジタルの旅
カナダ最大のエンジニアリング、調達、建設（EPC）の大手であるPCL社は、2014
年に大胆なデジタル トランスフォーメーションに着手しました。PCL社はもうすぐ
設立100年で、最も伝統的なアナログ業界の一部として定着していましたが、このデ
ジタルへの旅は会社、そして業界の将来のビジョンに欠かせないものとなると最初
から判断していました。PCL Construction社の高度テクノロジ サービス部担当シニ
ア マネージャのクリス・パーマー氏は、次のように述べています。「弊社は、デジ
タル トランスフォーメーションを競争上の差別化要因として使用し、業界を大きく
変化させています。」

このように、PCL社のリーダーシップにより、この変革はビジネス上不可欠なもの
となり、CIOのマーク・ブライアント氏と彼のチームは、フルサポートと自律が与え
られ組織全体で重要なイニシアチブを率いるようになりました。それにもかかわら
ず、IT部門は、ユースケースの検査と採用において、ビジネスを最初に重視する考
え方を維持することを決定しました。提案されたアイデアがビジネス上の価値と明
確に関連していない限り、それは前進しませんでした。
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「フィールドレンズとテクノロジ レンズを組み合わせることができれば、企業とし
てかなり驚くべきことができます」とブライアント氏は言います。その後、IT部門
は、現場のビジネスサイドの従業員とのその機会についての話し合いに参加し、ス
タッフとお客様の両方から引き続きフィードバックを求めました。これを支援する
ために、UserVoiceやIdeaScaleなどの第三者のクラウドソーシング ソリューション
も採用しています。

最初のステップ

デジタルの旅は、クラウド第一、モバイル第一のアプローチへと完全にテクノロジ
がシフトすることから始まりました。この移行により、IoTを通じたリアルタイムの
データ収集、およびデータを基にした高度な分析アプリケーションの基盤が築かれ
ました。次に、同社は最初の主力製品であるIoT製品、Job Site InsightsTM ( JSI)と
呼ばれるモバイル対応のスマート構築プラットフォームを開発しました。JSIは、機
器、スペース、人に設置されたセンサーを使用して、これまで時間のかかる現場、
温度、湿度、気圧などの変数の監視などの面倒な手作業による測定プロセスを自動
化しました 。エンジニアは、多くの場合400件を超える30階以上のコンドミニアム
建物で、自動アラートおよび異常検出を使用して、単一ウィンドウ表示を通じてこ
れらの変数にアクセスできます。

さらに、JSIは、温度の異常を継続的に自動検出することで、水車場や石壁などの繊
細な部品の損傷を防ぎます。これまで1部屋あたり3万カナダドルにも達するリワー
クコストを節約することができました。これは、建物にJSIを設置するコストを大幅
に上回る大幅な節約額です。さらに、建設現場での暖房と電力使用を最適化するた
めにセンサーデータを使用すれば、PCL社は年間建設エネルギー費用の10％から20
％を節約できると期待しています。

このプラットフォームは現在、建設価値が16億カナダドルを超える8つのプロジェク
トに設置されています。より多くのセンサーとデータが追加され、そして次は自動
洪水検知が導入される予定です。月額保険料を下げ、何百万もの再作業費用を節約
し、大幅で費用のかかる予定された建設時間の遅れを回避します。

遭遇する妨害を克服する

変化が進むにつれて、PCL社は建設現場の絶えず変化する物理的環境が困難な課題
を提起していることに気づきました。例えば、現場が進化したり、新しい構造が追
加または削除されたりしたために、現場はある日に接続されていたのに次の日には
接続が妨げられることがあります。一方、現場管理者には、デバイスが機能する場
所を理解するためのスキルや知識が不足していました。PCL社のテクノロジ チーム
は、建物の建設時に迅速かつ効率的にセンサーを簡単に追加できるように、現場ス
タッフと一緒に計画セッションを開催しました。

PCL社はまた、テクノロジはIoTを実装する上での最大のハードルとは限らないこと
も学びました。「テクノロジを混乱させるのは困難ですが、従業員を混乱させるの
はさらに困難です。特に制御できない変化を従業員は好まないので、従業員をプロ
セスの一部にすることが非常に重要であるとブライアント氏は言います。そのため
同社は、実装への反復的なアプローチを採用しました。さらに、テクノロジに精通
した従業員をこの分野の「プロモーター」として訓練し配置しました。これは他の
従業員に大きな波及効果をもたらしました。
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ブライアント氏は、PCL社の旅はクロール・ウォーク・ラン アプローチだとして、
大きな変更を加える前に小さなものから始めて価値を証明するものだと説明してい
ます。「クロール段階は最初の証明時点であり、ウォーク段階は組織全体にそれら
を広げています。そしてラン段階は誰もが価値を理解し、『これなしで以前であれ
ばどのように生き残れるか』を考えながら『他にできること』を問いかけます。」
とブライアント氏は言います。

次のステップ

PCL社は初期の成果に頼っていません。現在、新しいビルの所有者が使用できるよ
うにJSIプラットフォームを建設後に取り残すことができるかどうかを調査していま
す。これは、数人のお客様がシステムの機能を知った後に直接要求したサービスで
す。同社は、スマート ビルディング テクノロジを早い段階でその構造に統合し、そ
の効率と全体的な有用性を向上させることによって、この機会を最大限に投資した
いと考えています。

BÜHLER社で種をまいたIOT変革
スイスを拠点とするBühler社は、159年前に設立された食品加工機器のメーカーで、
世界中にビジネスを広げています。実際、4人に1人の消費者が毎日Bühler社の食品
加工機器で処理されたものを手にします。2016年、この伝統的な家族経営の事業
は、デジタル食品加工機器製品のマーケットリーダーになるという目標を設定しま
した。そうすることで、同社は2020年までに顧客のバリューチェーンから生ごみと
エネルギー使用量の30％を削減することを目指しました。

そしてその結果は驚くべきものでした。同社は今日では50以上のプロジェクトのパ
イプラインとともに、市場で数種のIoT製品を持っています。BühlerのLumoVision
ソリューションは注目に値する一例です。それはコンピュータ ビジョンを使用し
て1時間あたり15トンもの製品の流れから個々のトウモロコシ穀粒を識別して排出
し、ほんの数ミリ秒で汚染物質に感染した穀粒を排除します。この新しいソリュー
ションは、従来のソーターの収量損失を25％から5％以下にまで減らし、同時に感
染した穀粒が流れの中に残っていた場合の収穫全体の汚染と死亡事故などの大き
なリスクを大幅に削減します。もう1つの新しいBühler社のソリューションである
MoistureProは、ペットフードの乾燥プロセスの監視や制御用にリアルタイムのセン
サーデータを使用し、水分除去により年間平均30万ドルの直接節約、さらに2万ドル
から3万ドルのエネルギー節約をもたらします。

そのような会社の成功に反して、その道のりは容易ではありませんでした。Bühler
社の幹部は、当初から「デジタル」は同社のDNAには含まれていないことを認識し
ていました。成功するためには、彼らは会社の働き方を変えなければならないでし
ょう。そして、成功への旅は市場での機会と脅威の両方を認識している上級管理職
から始めなければならないでしょう。例えば、センサーのコストは低下していまし
たが、スタートアップ企業は革新的な新製品を発売し、中核事業を脅かしていまし
た。Bühler社のデジタル部管理職のスチュアート・バッシュフォードは、「混乱が
起きるのであれば、私たちが混乱を起こしている者になりたかったのです。」と述
べています。その結果、リーダーシップは、変革をビジネスの優先事項とするだけ
でなく、フォロワーではなくデジタルリーダーになるという意欲を持ち込むことを
選択しました。

最初のステップとして、Bühler社はCTOのイアン・ロバート氏が率いる新機能を開
発しました。これには、集中型デジタルおよびIoTプラットフォームが含まれていま
した。この新しい機能には、組織全体で使用できる革新的なテクノロジ ソリューシ
ョンの構築が盛り込まれました。CEOはその後、今後9か月以内に新しいデジタル サ
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ービスのプロトタイプを開発するよう各事業部に挑戦することで、変革を推進しま
した。驚くべきことに、すべての部門がスケジュール通りにデジタルの接続製品の
プロトタイプを納品しました。

これらすべてが起こると、Bühler社はお客様と緊密に協力し、新しいデジタルサー
ビスの価値を理解し証明しました。例えば、製粉業界のお客様の1人が期待したメリ
ットを得られていないと訴えたとき、Bühler社は状況を検討するためにチームを派
遣しました。彼らは、機械オペレーターが新技術の使用に疑問を持っており、単に
サービスをオンにしなかったことを発見しました。結果として、Bühler社は今日で
は、販売前と販売後の両方でお客様と協力して、プロセスの変更を支援するよう注
意しています。

変革の間中、Bühler社は欠乏していたいかなる能力にも気づいていました。例え
ば、まだデータ サイエンス チームを編成していたとき、Bühler社はスイスのデータ 
サイエンス センターと積極的に協力して外部の人材を活用すると同時に必要なスキ
ルの理解を深めました。「最初に始めたとき、私たちは基本的に面接で、あなたは
データ サイエンティストですかというただ1つの質問をしていました。今日では、様
々な関連職務を本当に理解しています。データ エンジニア、データ キュレーター、
そしてデータ サイエンティストであり、それらは3つの異なる職務で、異なったこと
を達成します」とバッシュフォード氏は言います。Bühler社は現在、70人近くのデ
ータ サイエンティストとソフトウェア エンジニアの専門チームを有し、ビジネス部
門の専門家と密接に協力して革新的なソリューションを生み出しています。

Bühler社はまた、独創的なアイデアのための時間的余裕と失敗のための時間的余裕
も生み出してきました。現在のパイプラインに含まれるプロジェクトの4分の1ほど
は、まだ明確なビジネス上の正当性を示していませんが、Bühlerの理念は、プロジ
ェクトを止める前にアイデアの時間を与えることです。事実、同社の最も優れたデ
ジタル製品の1つは、成功する可能性があるとグループのオーナーに納得させること
に当初は失敗しました、とバッシュフォード氏は思い出します。「私たちは、たと
えいくつかの成功を収め、デジタル サービスから数千万ドル相当の収益を上げてき
たにもかかわらず、まだ実験段階にあるように感じています。上手くいくこともあ
れば、上手くいかないこともあります。上手くいかない場合は、学習をして先に進
むことが肝心です。」

「私たちは、その中でリーダーになりたいのであれば、どのようになり得るか業界
に見せるべく大胆である必要があります。」バッシュフォード氏は言います。「20
年以内に、私たちは機器を販売するよりも、より多くのデータ対応サービスを販売
することになるでしょう。」

全てが順風満帆ではない
現実世界のセンサーデータでできることの限界を押し広げている企業の無数の例
は、かなりの価値が危険にさらされていることを明らかに示しています。それでも
多くの企業はこの価値を捉える上で多くの課題に直面しています。個々のIoTの実装
が次のものとまたと同じではなく、発生した課題は多くの場合、各企業のユースケ
ースと展開に固有なものです。その結果、IoTの実装はしばしば特注になります。以
下は、計画から本格的な展開に移行する際に企業が直面する課題を示す3つの例で
す。（図2参照）
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資産運用管理のためにセンサーを展開している中規模製造業者。この例は、厳格な
予算サイクルから根強い運用手順まで、成熟したブラウン フィールド環境にIoTを
展開する際の課題を示しています。実際、製造環境で必要とされる厳しい規律とプ
ロセス指向は、IoTを展開するときに複数の障害を示しています。その他の問題に
は、24時間製造のコストと混乱、そしてセンサー自体が安価であっても、工場内の
すべての資産を改造することによる労力と稼働時間の影響が含まれます。

スマート シティイ ニシアティブで価値を証明することの難しさ。センサー付きの接
続街路照明を実装しようとしている米国の主要都市は、このプロジェクトの明確な
ビジネスケースを作成するのに苦労しました。難関は、4つの連合都市部門にまたが
り、利益を調整し、定着した作業方法を変更する必要性でした。良いベースライン 
データが欠けていて、参加している部門のいくつかが収集されているデータに基づ
いて行動する能力を欠いていたので、利益を定量化することもまた困難でした。

機器メーカーが自社製品に接続性を追加するための遅れた進展。重機のメーカーが
自社の車両に新しいセンサー対応機能を導入したとき、同社はディーラー人脈を募
るのに苦労しました。混乱を恐れて、ディーラーはデータの共有、追加費用の吸
収、または市場への新製品の投入に消極的で、製品の初期の牽引力に影響を及ぼし
ました。

添付2 |エンタープライズIoT展開の旅での挑戦を仕掛ける

例1
資産運用管理のためにセンサーを展開する製
造業者の挑戦

例2
街灯センサーを導入する米国大都市にとっての
価値実現の難関

例3
自社製品を接続する機器メーカの流通摩擦

複数の部門にまたがる複数の重複す
るIoTユースケース

財政的利益を定 
量化するのに欠け 
るベースラインデータ

アジャイル テスト用
に設定されていない
都市調達プロセス3

BUsの限定的な学
習と規模による独
立したユースケー
ス選択

統合して顧客にナビゲー
トするのが難しい複数の
アプリケーション

データ所有権とデータ
共有の課題7

ディーラーとの追加機能に関する不明
確なコスト共有モデル

アプリ内のデータを分析して関連するインサイトを得
るための機能が欠ける顧客ベースの大部分

顧客との混乱を恐れて製品の後押し
に消極的なディーラー

ディーラーは新しいアプ
リとサービスの販売のた
めのトレーニングと有効
化が必要

データのプライバシー、使用法など
に関する法的および政策的問題

変更が困難なミッショ
ン クリティカル業務プ
ロセス2

実装の選択を希望する現
場はほとんどありません

出典：専門家インタビュー、BCGリサーチ
1例、ローカルファイアウォールを迂回するのに2〜3日かかりました2例、1台の機械を改造して、1年以上かけて1台の機械を500台までの工場に改
装する3パイロットの合同試行または解決ではなく、ハード数量と成果物に基づく調達プロセス4データ分析やダッシュボードなど5例、パイロット
からの価値について合意する4つの部門（駐車場、犯罪、公共事業および水/持続可能性）を必要とする接続街灯の事業決定6例、発砲検出のために
追加スクリーンをチェックするための派遣によって必要とされる追加の時間と労力7データからの機械学習に重点を置いた主要パートナーと資産か
らのデータを共有したくないディーラー

スケールアウトのための複雑
さと努力を増す工場間のシス
テム、機械、操作手順の種類
の不均一性

標準操作手順と安全プロトコルの変更への店頭スタッフ
からくる抵抗

すべてのマシンに展開
するための簡単ではな
い改造努力2

予想外に長い1地元のITス
タッフのマシン接続
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私たちがインタビューしたIoTの専門家たちは、上で概説したような、彼らの会社独
自の試験についてよく話をしましたが、彼らはまた、いくつかの重要な成功要因に
も指摘をしました。次のセクションでは、これらのインタビューから生まれた主要
な成功要因について説明します。

成功のための要因（スポイラー：それは単なる技術以上のもの）
IoTの技術的な課題は多くの場合、新聞の見出しをつかみますが、私たちの調査で
は、企業がIoTの変革の可能性を真に活用したい場合、成功要因を正しく取り入れる
必要があることを示しています。これらの幅広い成功要因には、当然ながら基盤と
なるテクノロジだけでなく、リーダーシップと組織の考慮事項、パートナーシップ
と提携、人材、運用とコアビジネス プロセス、およびビジネス戦略と論理的根拠も
含まれます。（図3参照）

長期的なテクノロジ ロードマップについて考える。IT / OT統合、テクノロジ スタッ
ク全体にわたる構築対購入の決定、およびITセキュリティなどの問題は、これまで
のところ最優先事項となっている一方で、IoTがハイテク環境でよく知られた設備に
なるにつれて、多くの企業がゆっくりと、しかし確実にこれらの問題を解決してい
ます。代わりに、新しいユースケースの実装やIoTのより広範な展開に必要な、将来
のニーズに合わせた長期的で拡張可能なアーキテクチャーの構築など、他の重要な
問題に焦点を移しています。

全社的に尊敬されるリーダーを任命する。IoTの限界を推進するには、リーダーシッ
プへの新たな焦点が必要です。そして当然のことですが、IoTでは、異なる分野での
作業、ビジネスモデルの再調整、プロセスの再配線、および技術およびドメインの
専門家との共同作業が必要になります。これは簡単な作業ではありません。必要な
すべての専門知識をテーブルに持ち込めるチームやリーダーは滅多にいません。そ
れでも、私たちの調査によると、成功した企業と失敗した企業を区別する最大の差
別化要因は、エンドツーエンドの報告義務を持つ有能なリーダーの存在または欠如
です。その結果、IoTを中心とした革新を望んでいる企業には、組織の境界を乗り越
え、IoTの戦略的ビジョンを伝え、すべての参加チームで幅広い連携を実現できるリ

 
 

 

 

添付3 | IoTにおける6つの成功要因

テクノロジ

リーダーシップと組織
の考慮事項IoTの成功可

能要素

ビジネス戦略とそ
の根拠

パートナーシ
ップとエコシ
ステム

オペレーションとコアビ
ジネス プロセス

人材

出典: BCG Research
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ーダーが必要になります。また、PCL社、Bühler社、およびその他いくつかの大手
企業が明確に実証しているように、IoTは企業全体の必須事項であり、企業幹部で全
面的に支援する必要があります。

パートナーシップは必須であり、企業は単独でそれに取り組むことはできません。
他のプレイヤーとの共同作業であろうと、ドメインの専門知識の活用であろうと、
データの共有であろうと、技術ソリューションの共同開発であろうと、企業は単独
では実現できません。成功した企業は、エコシステム全体を活用してIoTイニシアチ
ブをサポートし促進しています。それでもこのようなエコシステムを開発するのは
困難です。調査回答者の約85％が、ビジネス パートナーシップは構築と管理が非常
に困難であると回答しています。成功した企業はこの困難を認識し、彼らが必要と
する無数のパートナーシップの育成と管理に十分な注意を払っています。

単なるソフトウェア スキル以上のものが必要です。人材は、見過ごされがちです
が、IoTの取り組みにおける重要な要素です。IoTを設計、展開、および運用するに
は、集学的スキルをまとめて社内に取り込む必要があります。さらに、IoT開発は多
くのIT部門やソフトウェア チームにとって新たな力となります。単なるソフトウェ
ア ソリューションよりもはるかに複雑なIoTには、ハードウェア設計、ネットワーキ
ング、コネクティビティ、および分析などの幅広いスキルが必要です。IoTアーキテ
クチャ、データ サイエンス、セキュリティ、およびAI / MLの経験は稀であり、より
伝統的な企業にとってはこれら経験を持った社員を採用するのは困難です。このス
キル不足は、主要分野での人手不足によってさらに強調されています。世界中では
約100万人の組み込みソフトウェア開発者とバックエンド開発者の分野での人手が不
足しています。企業の出発点と埋める必要のあるギャップに基づいて、従業員の能
力を獲得または構築するための独自の人材戦略を作成する必要があります。

添付4 |テクノロジよりも大きな課題であることが示されるビジネスの優先事項とリーダーシップ。
質問「IoT展開の経験に基づいて、実装の成功とソリューションの拡張について、次の要素をランク
付けしてください。」への回答
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ビジネス戦略とそ
の根拠

リーダーシップ テクノロジ パートナーシップと
エコシステム

オペレーション＆コアビ
ジネス プロセス

人材 組織構造

IoT イニシアチブに対するエン
ドツーエンドの所有権/報告義
務、およびBU、IT、運用などの
さまざまなチーム間の調整

ハードウェアエンジニア、
組み込みソフトウェア開発
者、データ サイエンティ
ストなど、IoTの価値を実
装し実現するための適切
な人材とスキルセットの
調達と保持

全社的なコアビジネス 
プロセス部門および運用
部門に必要な変更を予測
して実行する

企業の能力やエコシステ
ムへの参加を補完するた
めの正しい種類のパート
ナーシップの特定

IoT技術スタックのさまざ
まな層（ハードウェア、
ソフトウェア、分析、
セキュリティなど）の取
得、構築、統合

影響のレベル、年功序列、幹
部の後援、およびIoT イニシア
チブのリーダーへの委任、な
らびに各部署に渡る影響およ
び理解の程度

明確なビジネスケース、企
業がIoTソリューションか
ら社内またはお客様から
どのように価値を捉える
かについての一貫したビ
ジョンと実行可能なビジ
ネスモデル

出典：BCGのIoTリーダーによる調査、N = 177。

1 位 2 位 3 位 4 位 5位 6位 7位



予測 メンテナンスを 超えて14

コアビジネス プロセスは価値を捉えるために変更する必要があります。そのた
め、IoTの成功の鍵を握るには、IoTを「ワン アンド ダン」の取り組みとして考える
ことから、ビジネスの運営方法を根本的な変化として考えることへの思考の転換が
必要です。企業は、IoTの影響を受けるコアビジネス プロセスが確実に価値を獲得で
きるようにすることから始めるべきです。これには、新しい作業方法を確実に実行
するために、プロセスの再設計と堅牢な変更管理が必要になる場合があります。さ
らに、製造運営や店舗運営の管理者などの現場スタッフを、最初からIoT イニシアチ
ブに巻き込ませる必要があります。ほとんどのユースケースでは、データ生成のイ
ンサイトに基づいて行動するか、または作動を自動化するためにそのインサイトを
信頼するかのいずれかで、スタッフがコアビジネス プロセスを以前とは異なる方法
で実行する必要がありますこの一連の利害関係者からの参加が重要です。

ビジネス戦略とその根拠最後になりましたが、重要なこととして、次のセクション
では、「IoTとビジネスの価値の関連付け」という見出しの下で、ビジネス戦略とそ
の根拠について詳しく説明します。

IoTとビジネスの価値の関連付け
IoTに携わる経営幹部に、6つの成功要因を重要度順にランク付けするよう依頼した
ところ、3人中2人以上の回答者が、ビジネス戦略と論理的根拠が最も重要な要因で
あると指摘していました。まず第一に、物理的マシンの上にIoT製品を構築している
企業はビジネス モデルを頻繁に変更しなければなりません。しかしこれは言うが易
し、するが難しです。事実、回答者の半数近くが、既存のビジネス モデルを変更し
たくないというのが彼らの会社の最大の課題であると回答しています。実際、多く
の企業がIoTの革新と採用を急いで進めているため、この接続性とその結果得られる
データがお客様の問題点や未解決のニーズに対処する方法を十分に考えずにマシン
とデバイスを接続しています。

ますます高度化する技術により製品が強化されるようになるにつれて、企業はま
た、お客様に到達しサービスを提供する方法を自発的に批判し、再考しなければな
りません。例えば、ディーラー ネットワークからの懐疑的な対応に直面した機器製
造業者は、ディーラーのためのトレーニングと可能性を開発する必要があっただけ
でなく、ディーラーが顧客データにアクセスし、ソリューションを直接カスタマイ
ズできるポータルとアプリケーションを構築する必要がありました。IoT対応の廃棄
物管理ソリューションを提供するBigBelly社が、ソーラーゴミ圧縮機の販売から市や
政府に満タン状態を警告するスマートビンの販売にビジネス モデルを移行すると、
アフターセールス サポートを大幅に変更する必要がありました。顧客基盤のゴミ収
集代理店は、必ずしも技術的な知識が最も豊富ではありませんでした。そのため、
バッテリーの交換から高度な診断まで、明確で規範的な行動指向の警告を提供する
ことが、このテクノロジがさらなる複雑さやフラストレーションの原因にならない
ようにするために不可欠でした。同社はまた、顧客が新しいスマートビンを配置し
てサービスを提供できるように、第三者サービス プロバイダーを登録しました。

前述したように、「デジタル化」するために、企業は、重要ではないデバイスやマ
シンを接続したり、単に「あると便利な」データ追跡を作成しようとする試みに陥
ることもあります。これとは対照的に、成功した企業は、投資するにつれて、実行
可能なROIへの道へ絶えず移動します。Bühler社のケース スタディで見たように、
企業は、センサーとデバイスの物理的データが新しい可能性を引き起こすようなす
べての方法を想像し、創造性を阻害しないように注意を払う必要があります。価値
が明確でない場合、企業は今まで以上に広い意味で考えるように自らに挑戦する必
要があるかもしれません。
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IoTで成功している大手企業は、自身の投資をどのように管理しているかについて賢
明です。彼らは、より単純なIoTユースケースの価値は低影響で断片化されていると
いう認識に鋭く気づいており、より時間がかかる可能性があるより広範な変革的ユ
ースケースを排除しないように注意しています。

対照的に、失敗した企業は、自分のIoTプロジェクトを選択して優先順位を付けるた
めの体系的なプロセスに欠いている可能性があります。（図5を参照）。彼らは、
あまりにも多く、あまりにも早く試みること、または迅速な報酬をあまりにも重視
することなどの間違えをする可能性があります。多くのIoTプロバイダーやIoTを実
装している企業は、数百の使用用途に取り組むことについて私たちに話してきまし
た。成功した企業はこれら使用用途の数を減らすのには十分慎重であり、その多く
は大量の使用用途には価値があると迅速に悟っていました。実際、成功した企業は
失敗した企業よりも約15％多く、より大きな投資、迅速な成功、そして診査的な選
択肢からなるバランスのとれたポートフォリオを作成する可能性が高いことがわか
りました。これは私たちが強く推薦するステップです。

実社会のデータは、これまで以上にアクセスしやすくなっています。このますま
すデジタル化され接続された環境では、この実社会のデータを利用する企業

と、利用を遅らせる企業との間の格差がかなり広がる可能性があります。実際、IoT
の次の波は、大手企業が集団から離れ、予期しない方法で進むことを見込んでいま
す。そのため、企業は、「可能な技術」を想像し、IoTの増大する利点を享受できる
基盤となる要素の配置を確実にするために今すぐ行動を起こすべきです。

添付5 |成功した企業はIoT構想でポートフォリオ アプローチを使用する可
能性が高い
質問：「あなたの会社でのIoTプロジェクトの計画と選択について最もよく
説明しているのは、これらのうちどれですか？」への回答

ポートフォリオ アプローチを
使用しました。

回
答
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IoTプロジェクトを選択する明確
なプロセスはありませんでした。

とても正確に説明
しています。

正確に説明してい
ません。

失敗してい
ます。

失敗して
います。

成功を収めて
います。

成功を収めて
います。

出典：BCGのIoTリーダーによる調査、N = 177。
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