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データを意思決定に活かす

生産と運用コストの削減、新たな収益力の創造、そして顧客満足度とロイヤ
ルティの向上は、いずれも成功と収益の拡大をもたらします。

この 3 つのどれを実現するにも、自らのビジネスとお客様への深い知識が欠
かせません。さらにこのユニークな情報を使用して、収益に変化をもたらす
事業判断を下し、競争力を生み出す必要があります。今、組織内に眠るデー
タを使用して運用と効率、意思決定を向上することができれば、組織に成功
をもたらすヒーローになることが可能です。

もしすでに保有している設備の活用で、新たなインサイトを明らかにする
データを収集することができたらどうでしょうか ? 組織の産業用機械、ト
ラック、現場の製品、そして建物までのあらゆるデータを収集、送信、およ
び処理することにより、数々のシナリオに展開できる目に見えない労働力と
なります。

•   遠隔モニタリング — 遠隔地の機器から取得したデータを、事業システム

に接続する。

•   コネクテッド マニュファクチャリング — 組織のプロセスの全段階で、より

多くの利益を生み出す。

•   予兆保守 — 実際の状況で発生する前に、問題を回避する。

•   施設管理 — 組織の空間を事業により効率的に活用する。

•   車両管理 — 車両の使用状況を追跡、維持、および最適化する。

はじめに
01.
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データを意思決定に活かす

シンプルに言えば、IoT とはモノのインターネットです。組織が保有するモ
ノ — たとえば機械やトラック、製品、あらゆる種類のデバイスや耐久財には、
データを収集、送信する機能が備わっています。

こうしたモノはすべてインターネットを介して接続され、組織の事業システ
ムでデータを受け取り、分析することができます。その後、離散的な決定に
よって、または特定の条件の組み合わせでトリガーされる自動的な方法を用
いて、データに基づいて行動することができます。非常に期待できる手法で
す。つまり、状況を "改善” することができます。

本当の魔法を実現できるのは、データを本当に分析できたときです。つまり
データを確認し、ビジネスやお客様、プロセスについてのインサイトを取得
する機会が訪れた場合です。組織が保有する設備は、他にない方法で多くの
情報を語ることができます。さらにこうしたインサイトは、真の競争力に変
えることができます。データに人工知能や機械学習を適用すれば、人間では
検出できないインサイトを発見できる可能性もあります。

そもそも IoT とは ? 
02.

2020 年までの製造業者による IoT への予測投資額 1

2,670 億米ドル

+ 1 億米ドル

251 億ユニット

デジタル トランスフォーメーションを積極的に
実践した企業の平均増収額 (営業収益 )2

Gartner が予測する、2021 年末までのインストール
済み IoT ユニット数 3

$100

04



データを意思決定に活かす

IoT が持つ潜在的な可能性をすでに体感したことがあるかもしれません。こ
こでは、多数の業界と複数の事業にわたって一般的な使用用途をいくつかご
紹介します。

組織のデータでビジネスの
課題を解決する

03.

IoT の基本であり、多くのビジネス状況に適用できる最も一般的なシナリオ
です。製品またはシステムのセンサーが、状態、パフォーマンス、その他の
問題に関するデータをリモートで収集し、そのデータを継続的、あるいは定
期的に送信します。このように遠隔地の設備を監視することでサービス コス
トを削減し、稼働時間を延長させ、また顧客満足度を高めることができます。

たとえば、遠隔モニタリングを使用して次のことができます。

•   製品のパフォーマンスを把握し、より良いカスタマーサービスを提供する
•   遠隔地のデバイスがあるべき場所にあるかどうかを確認する
•   複数のセンサーからのデータを組み合わせて、意思決定に役立つインサイト
を収集する

遠隔モニタリング

「最適なオペレーション条件を最大化し、ダウンタイムを最小化、さらに
耐用期間中の所有コストを最小化する機能性は、お客様に最高品質の飲料
と、ティスペンサー機器による最大の価値を提供するという弊社の方針に
合致します」

Hy Bunn 氏
社長兼 CEO
BUNN4
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データを意思決定に活かす

製造業のビジネスは各社で異なりますが、多くの製造プロセスは基本的なレ
ベルで似ています。最初に原材料や部品を調達し、中間にさまざまなツール
を使用する、あるいは組み立ての段階があり、そして最後に完成品となりま
す。このチェーンのすべての段階に、スピードや効率、故障、温度、液面レ
ベル、シフト変化、人間の活動に関連するデータが存在します。

搭載されたデバイスやセンサーを使用することで組織のシステム自体から学
習することができ、プロセス管理の最良の方法について、次のようなインサ
イトを得ることができます。

•   稼働率の低い時間帯に保守の予定を立て、故障が生じる前に発生を予測する

•   効率を低下させる微細なボトルネックを特定し、プロセスを最適化する

•   製品完成前に規格外の原材料、部品、製造誤差を排除する

コネクテッド マニュファクチャリング

「マイクロソフトの予測分析ソリューションの導入以来、機械の処理速度の
低下や故障の予測精度が少なくとも 80% 向上しており、不良や再加工によ
るコストを 17% 削減できました」

– Clint Belinsky 氏
グローバル品質担当副社長
Jabil5
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データを意思決定に活かす 07

ある部品の使用期間、またはその使用条件に基づいて、部品が破損する可能
性を事前に把握できるとしたら、どうでしょうか ? 設備内のセンサーが状態
を監視してデータを収集し、そのデータを機械学習ソフトウェアで使用して、
故障を回避するため予兆的にメンテナンスの実行時期を予測します。時間が
経ち、多くのデータを収集するほど予測はより正確になり、時間の経過とと
もに効果も向上し続けます。

予兆保守で、次のことが可能になります。

•   最も適切な技術者と適切な部品を用いて、適切な時期をスケジュールする

•   障害や減速を引き起こす条件を把握する

•   問題が発生する前に、適切な部品在庫を準備しておく

予兆保守

「保有するデータが多いほど深く学び、アルゴリズムを組み合わせて
問題を予測することができます」

Doug Weber 氏
遠隔アプリケーション監視ビジネスマネージャー
Rockwell Automation6
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このシナリオでは、施設でデータを収集したデータを使用してエネルギー消
費、空間使用率、さらに従業員のエクスペリエンスを最適化するための適切
な決定を下すことができます。たとえば製造現場の照明や、オフィスビル内
の温度制御、またはこの他の、実質的にセンサーで検出可能なあらゆる条件
が考えられます。物理環境をデジタル環境で再現し、現実のデータに基づい
て人、場所、デバイス間の関係をモデル化することもできます。

施設管理での活用には、次のような可能性があります。

•   生産性と快適性を向上させるスマートな空間で、従業員と入居者の満足度
や士気を向上させる

•   調光、サーモスタットの自動化、またエレベーターの使用パターンに基づ
いてオフィス スペースや会議を計画する

•   デジタルなソースと物理的な世界からのデータを組み合わせ、再現性のあ
るスケーラブルなモデルを構築する

施設管理

「コネクテッドな冷却装置の 1 台がシャットダウンした場合、何が発生した
か、根本原因は何か、そして何をテストする必要があるのかという情報がす
べて揃っています。接続されていない装置に比べると、9 倍早くオンライン
に戻ります」

Sudhi Sinha 氏
製品開発担当副社長
Johnson Controls7
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製造ラインや現場の製品と同様に、トラックや自動車、飛行機、フォークリ
フトなど、移動するほぼすべてのものを監視することができます。保守のニー
ズを予測するだけでなく、場所、走行距離、およびビジネスに影響を与える
可能性がある他のさまざまな状況を追跡することもできます。予測データに
基づいて車両を適切に調達できるだけでなく、そうした車両を適切に保守し、
保険費用を節約することもできます。

IoT を活用した車両管理で、次のことが可能になります。

•   車両の経路を最適化して燃料費、消耗度、移転の必要性を低減させる

•   どのトラックがいつどこにあるかを把握し、セキュリティと従業員の安全
を強化する

•   定型業務にロボットまたは自動運転車を使用し、リモートで監督する

車両管理

「ある 1 つの課題のために利用し始めましたが、すでに 3 つか 4 つの課題を
解決しました。TrackingForLess はこの会社のビジネスを変革するでしょう。
かつてない水準で成長し、規模を拡張できます」

Tyler Levato 氏
オペレーション
Quality Logistics8
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必要な ROI を達成する
04.

IoT ソリューションの主な焦点はオペレーショナル コストの削減ですが、同じ
コスト削減ソリューションが収益増をもたらす可能性もあります。

データが収集、分析されることで判明する新たな傾向が、新規の収益機会を
示すこともあります。より洗練されたデータと分析機能を持つ組織は、その
データを利用して、より強力なカスタマー エンゲージメントや、さらなるビ
ジネスの最適化、製品設計プロセスの改善などを含む、多くの価値をビジネ
スにもたらすことができます。

このような組織では、次のことを実現できます。
•   リアルタイムのデータと分析を活用してお客様に合わせたエクスペリエン
スを提供する確率が 2.5 倍

•   予測モデリングを活用してお客様のサポート リクエストを予期する確率が 
2.3 倍

•   製品の使用やパフォーマンスに関して獲得したデータを製品設計に活用す
る確率が 2.3 倍 9

IoT ソリューションを実装するにあたっては、多くの変数を考慮する必要が
あります。まず組織の課題から着手します。解決したい課題はどのようなも
のでしょうか ? 次に、その問題に関連するコストと、必要な IoT への投資、
比較のために予想される節約額を確認します。

しかし、すべてを自社で算出する必要はありません。コストを管理し、必要
な投資収益率の達成をサポートする複数のオプションがあります。信頼でき
るテクノロジ パートナーは、既存のシステムに接続された単純なデバイス 
センサーから、完全に管理されたソリューションのデバイスごとの価格まで、
現在、そして未来にわたるコストを把握できるよう、プロセスを現実的に検
討し、ニーズと予算に合ったソリューションを提案します。
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スタートは意外なほど
簡単

05.

多くの組織、特に中小企業にとって技術はコストがかかり、複雑で、気後れ
するように感じられます。

しかし、実際にはそのようなことはありません。比較的小規模な実装で開始
しても、IoT は非常に優れた ROI を達成できます。それどころか、小規模な
開始は概念実証上も優れた戦略です。時間をかけてスケールさせることで、
組織のビジネスに最適な分野に追加投資を行うことができます。初期のデプ
ロイメントをスムーズに実行してから、スケール アウトできるのです。

ソリューションの微調整を続けながら、組織の事業全体に IoT のメリットを
広げるような、新しいシナリオの追加を検討できます。最大のメリットは、
予期しなかった部分です。つまり、データによって明らかになる、以前は "
予測できなかった " 類のインサイトです。競合他社に一歩先んじて、さらに
思いもよらなかった方法でコストを節約したり、収益を上げたりすることが
できます。本来、デジタル トランスフォーメーションとはこういうことなの
です。

スモール スタート
ですばやく開始

本番へスケール 
アウト

新しいシナリオに
拡張
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安全に保つ
06.

あらゆるデバイスがインターネットに接続されることで、セキュリティ
上の懸念を抱くかもしれません。コネクテッド デバイスはすべて、侵
入ポイントとなる可能性があるのでしょうか ?

そうした懸念を抱くのは当然のことです。それでも、IoT を活用して組
織のビジネスを向上させることを諦めるべきではありません。これは、
テクノロジ パートナーを慎重に選択する必要があるということを意味
します。組織の設備やデータ、ネットワーク、そしてビジネスの保護
に役立つよう、プロセスのあらゆるステップにセキュリティを組み込
む必要があります。
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マイクロソフトは最高レベルの信頼、透明性、およびコンプライアンスにお
いて実証された取り組みを実践するテクノロジ リーダーとして、あらゆる
レベルの製品とサービスにセキュリティを組み込んでいます。Azure IoT は、
最も一般的なすべての IoT シナリオについて事前に予測価格を提示し、幅広
い範囲で安全なソリューションを提供することにより、意思決定、計画、お
よび実装をシンプル化します。マイクロソフトは、お客様の事業所に伺い、
スモール スタートで成功へ向けてスケールさせること、そしてお客様が求め
る自動化や制御がどのような水準であっても複数のオプションを提供するこ
との重要性を理解しています。

マイクロソフトの技術は、フロント オフィスから製造現場、その中間までの
あらゆる場所でビジネスを支援してきた数十年の経験の上に構築されていま
す。世界最大のパートナー エコシステムと IoT での確かな実績を持つマイク
ロソフトは、お客様のビジネス ニーズとテクノロジの課題に万全の体制で挑
みます。そして今後もお客様を継続的にサポートします。

信頼ある Azure IoT
07.

「マイクロソフトとのコラボレーションで本当に感銘を受けたのは、マイク
ロソフトが製品を売り込もうとするのではないということでした。マイクロ
ソフトは、世界の水の課題に対応するために、共同で取り組んでくれました」

Christophe Beck 氏
上級副社長兼社長
Nalco Water (Ecolab グループ )10
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導入をサポートする
パートナーを探す

Azure IoT について詳しくは、お問い合わせください。
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