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01
データ主導 - 単なる製造企業ではな
く、データ主導、サービス主導の企
業になることを目指します。カスタ
マーにトレーニングを施し、カスタ
マーと共に学ぶことで、変化に対す
る不安を取り除きます。

02
ソリューション中心の考え方 - カス
タマーの要件に基づいて仕事を進め
ます。問題を特定し、プロセスのソ
リューションについて仮説を立てた
後、結果を出すために IoT をどのよ
うに使用できるか考えます。

03
セキュリティ - 必要に応じてサイバ
ーセキュリティ機能を IoT ソリュ
ーションに組み込み、データとプ
ライバシーを保護するために追加
のサイバーセキュリティ プロセス
を検討します。

製造会社からデータ会社へ
150 か国以上で 12 万人を雇用し、300 億ドルを超える年間売上高を誇る 
Johnson Controls 社は、建築技術およびソリューションの大手製造会社
として 100 年を超える歴史を持ちます。データ主導が成功の鍵を握る新
時代にカスタマーを導き入れるために、同社が IoT をどのように活用し
ているかご覧ください。

 
今すぐ見る 

突き詰めれば、カスタマーの要求に基づき作業を進め、解決が必要な問
題の種類と問題解決の最善の方法を識別する必要があります。

Vineet Sinha 
エンタープライズ管理およびスマート コネクテッド設備担当統括マネー
ジャー 
Johnson Controls 

Johnson Controls 社の 3 つのベスト プラクティス

http://videos.microsoft.com/cloud/watch/JH5o71vbPbTjbuVMq5tNKB
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エネルギー関連大手企業が IoT のス
ケーラビリティを念頭に計画を立てる
約 144,000 人を雇用する Schneider Electric 社は、エネルギー管理およ
び自動化に関する世界的な大手企業として、長く豊かな歴史を誇ってい
ます。導入段階からスケーラビリティを念頭に置いて計画するなど、同
社が IoT プロジェクトをどのように選択および実装したかご確認くださ
い。

 
今すぐ見る 

最初にすべきことは、ソリューションをテストするための適切な機械を
見つけることです。それが非常に重要な機械であることは当然として、
多くの問題を抱えていたり、重大な影響を及ぼすタイミングで必要にな
るかもしれません。

Mathieu Pompeo 
スマート ファクトリー プロジェクト リーダー 
Schneider Electric

01
スケーラビリティ - 最初からエコシ
ステムを介して IoT をスケーリン
グできるアーキテクチャを構築す
ることで、さまざまな製造手順で
はるかに簡単に成功を再現するこ
とができます。

02
賢明なテスト - ソリューションを
テストするための適切な機械を見
つけます。IoT について説得力のあ
る PoC を取得できるように、大き
な影響を生み出す可能性のある機
械を選択します。PoC は拡張に際
してサポートを構築するための源
となります。

03
社員の関与 - プロジェクトに必要
なスキルと人材を識別し、これら
のスタッフを積極的に関与させま
す。デバイスが取り込んだ情報を
操作スタッフが使用できるよう
に、必要に応じて実装前にトレー
ニングを行います。

Schneider Electric 社の 3 つのベスト プラクティス

http://videos.microsoft.com/cloud/watch/qdQEfLRbADr3VFvmUSG1Qw
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成功した製菓会社が世界的な成長に
向けて準備を進める
同族経営の製菓会社としてオーストラリアで有数の規模を誇る Majans 
社は、クイーンズランド州の工場で 120 人の従業員を雇用しています。
同社がどのように効率を高め、業務を一歩ずつ近代化しているのかご覧
ください。

 
今すぐ見る 

弊社では IoT をコストではなく投資と考えていました。コストを回避す
るためのプログラムだと見なしていたのです。日常業務でお金を節約で
きるように、社運を賭けてこれに取り組みました。
 
Andrew McManus 
製造マネージャー 
Majans

01
財務的な影響 - ステークホルダーを
関与させるために、日常業務で資金
を節約する方法として IoT を位置付
けます。これにより、支援が高ま
り、展開が簡単になります。

02
簡単なことから始める - さまざま
なテクノロジ、機械、システムを
調整する複雑性を抑えるために、
単純な製造ラインを 1 つ、または
計測するモノを 1 つか 2 つ識別し
て、スケーリングの準備が整った 
IoT インフラを計画します。その
後、別のプロセスにスケールアッ
プして展開します。

03
相互運用性 - サプライヤーとパー
トナーを慎重に活用/選択すること
で、複数のプラットフォームやテク
ノロジに関する課題を管理します。

Majans 社の 3 つのベスト プラクティス

http://videos.microsoft.com/cloud/watch/EbxrgVU82mwvtXaRE7MCJv
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はじめに

最近、見本市やカンファレンスに参加した際、競合他社が IoT がどのよ
うに活用しているか耳にしましたか? モノのインターネット (IoT) は、
技術業界の単なる新しい流行語ではありません。特に製造企業にとって
は、以前は見えなかったデータからビジネス価値を生み出す強力な武器
となります。

コスト、複雑さ、セキュリティに関する懸念から尻込みしないでくださ
い。すべて管理可能です。インダストリー 4.0 をどこから始めればよい
かわからないと、手をこまねいていることはできません。
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大手企業から学ぶ

 「IoT はコストがかかるのでは?」

エンドユーザー カスタマーとより直接的につながり、デバイスを追跡
し、デバイスや機器の動作状況を追跡できるようになっただけではあり
ません。カスタマーが既に持っているものでより多くを達成することに
役立つ新しいビジネス モデルや新しいバリュー ストリームを生み出すこ
とが可能になったことで、業界は大きく変化しました。

Michael MacKenzie 
EcoStruxure テクノロジ プラットフォーム担当バイス  
プレジデント 
Schneider Electric 

必ずしも高くはありません。重要なのは、実際の総コストと、期待できる 
ROI を理解することです。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、すべてを自社で行う必要はありません。信頼できるパートナー
は、既存の古い設備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
ズと予算に合った複数のオプションを提案します。

大手企業から学ぶ
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 「どこから始めていいのかわからない」

どのような組織であっても、私からの最初のアドバイスは、問題を理解
しなさい、ということです。ソリューションではなく、問題について真
剣に考えます。問題を理解したら、将来も通用するソリューションを提
案できる会社とパートナーシップを結ぶことです。たとえば、マイクロ
ソフトです。マイクロソフトは、現在の市場で非常に強力な地位を築い
ています。

Shane O’Neill  
エンタープライズ インフラ  
アーキテクトおよび IoT リード 
Rolls Royce

 
多くの製造企業、特に中小企業は、IoT やその多くの不確定要素に圧倒さ
れます。どこから始めればよいのか、何を範囲に含めるべきか、新しい
テクノロジが必要かどうか、ビジネスにどのような影響を与えるのかな
どを把握するのは簡単ではない場合もあります。簡単なことから始める
のが優れた戦略です。時間をかけて拡大していくことで、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。
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 「セキュリティが不安だ」

セキュリティの観点から言えば、製造環境のアセットを管理する必要が
あります。もちろん、生産を中断することはできませんが、その環境で
なんらかのセキュリティを維持する必要があります。

Doug Weber 
分析およびコラボレーション担当ビジネス  
マネージャー 
Rockwell Automation 

 
適切な計画や管理がなければ、デバイス コントロールやデータ プライバ
シーなどの領域で IoT が脆弱性の原因となる可能性があります。セキュ
リティには十分注意する必要があります。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。マイクロソフトの製品とサービスには、すべてのレベルでセキュリ
ティが組み込まれています。Azure IoT は、データ、デバイス、アプリケ
ーションのコントロールおよび信頼を維持するエンドツーエンドのアプ
ローチで、安心して活用できるように構築されています。
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2,670 億ドル
2020 年までの製造業者による IoT への予測投資額1

1 億ドル以上
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

251 億ユニット
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

数字で見る IoT  
の成長
IoT はあらゆる規模の組織で存在感を強めています。 
そのメリットを享受するために大企業である必要はありません。
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IoT とは?

モノのインターネット (IoT) はそれだけではありません。貴社が保有す
るモノ - たとえば、機械、トラック、製品、あらゆる種類のデバイスや
耐久財には、データを収集するセンサーや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ます。これ
により、組織の事業システムでデータを受け取り、インサイトを抽出す
るために分析することができます。その後、個別の意思決定によって、
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、データに基づき行動することができます。

貴社のモノ + センサー

データ分析 + インサイト

アクション + 意思決定
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IoT がビジネスにどのように
役立つか
既存の機器を活用し、それを使ってデータを収集し、新しいインサイトを明らかに
することができました。では、これをどのようにビジネスに役立てることができる
のでしょうか?

これら 8 つの IoT シナリオは、企業に真の価値を提供します。

ビジネス システムを改善する
ために、デバイスからデータを
取得し、パフォーマンスを監視
します。

機器や機械の性能や状態を分析
し、アドバンスド アナリティク
スを適用してメンテナンスが必
要な時期を予測します。

リモート モニタリング 予兆保守

サプライ チェーン全体の効率を
高め、品質を改善し、損失を最
小化するために、リアルタイム
のインサイトを取得します。

廃棄物を減らし、効率を最適化
し、生産性を高めるために、空
間、建物、工場、畑を管理し
ます。

コネクテッド サプライ チェーン 施設管理

すべての操作データを融合し、
リアルタイムだけでなく専門家
と共に時間の経過を追ってそれ
を分析し、プロセスを最適化し
ます。

カスタマー エンゲージメント
とサービス品質を改善し、ビジ
ネスを変革するために、製品
の販売から成果の販売に移行し
ます。

オペレーショナル エクセレンス コネクテッド製品

設計された能力に対して最適な
操作を行うことで、機械、プロ
セス、製造ラインのパフォーマ
ンスを最大化します。

意思決定の強化と収穫の最大化
につながるデータを収集するこ
とで、土地、水、その他の資源
の使用を監視、管理、最適化し
ます。

全体的な機器の効率 精密農業

IoT がビジネスにどのように役立つか
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成功のための計画
IoT のみが提供できるビジネス価値が必要だという決定を下したら、 
それが計画を開始するタイミングです。IoT の実装に関して 2018 年に 
Keystone が実施した調査によれば、最大の検討事項は社内的な変更管理
です。IoT の導入を成功させるには、このイニシアチブに対するトップ
ダウンとボトムアップの両方の取り組みと、部門を超えた協力が必要で
す。多くの場合、社内的な変更管理は、企業にとって最も困難な分野で
す。経営幹部と社員の両方が変化に対して抵抗を示す場合があります。
部門を超えた協力の実現が難しい場合もあります。

経営幹部からの同意と支援を得る
このプロジェクトが「単なる IT イニシアチブの 1 つ」と見なされている
場合、トップダウンのサポートが得にくい可能性があります。組織の幹
部陣から支援を取り付けることは、次のようないくつかの理由で非常に
重要です。

• 必要な資金を獲得する
• 会社全体の指標と連携する
• 会社が全力で取り組んでいることを示す
• イニシアチブを支えるために必要な人員を確保する
• 部門を超えたチームを構成する

製造に関連してこのシナリオを検討します。製造ラインの一部が故障す
るたびに、その修復にお金がかかるだけでなく、故障がなければ得られ
ていたはずの利益も失います。規格外の原材料、部品、製造誤差が生ま
れるたびに、その問題に関連して多くの廃棄物と費用が発生します。故
障が起こる前に、故障が起こりそうな時期がわかればどうでしょうか? ま
たは、製造ラインの最後に到達する前に、品質の問題を検出できたとし
たらどうでしょうか? 製品を使用するカスタマーのために問題を検出し、
保守サービスを提供することを貴社のブランドならではの要素とするこ
とができたとしたらどうでしょうか? IoT があれば可能です。

成功のための計画
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導入について社員を動機付ける
社員が IoT を現在の仕事や慣れ親しんだ働き方を脅かす存在だと考えて
いる場合、ボトムアップの支援を得ることが難しい可能性があります。
しかし、これは非常に重要です。以下を実行することで、文化、士気、
全体的な業績に大きなプラスの影響を与えることができます。

• 組織が IoT イニシアチブをサポートするための適切な専門知識を持って
いることを確認する

• 優先度の高いトレーニング要件を識別する
• なるべく広く社内に導入できるように実装計画を作成する
• 共通の目標と指標に合わせて組織を調整する
• インダストリー 4.0 がどのように社員を支援し、組織を進化させるのか

を明確に伝える

包み隠さず頻繁にコミュニケーションを取り、IoT が会社の目標の達成
にどのように役立つのかを示し、文化に関する必要な変更を明確に定義
することで、変更について発言権を持っていると社員に感じてもらうこ
とが重要です。既存の社員にトレーニングを施すことも、サポートを得
るための鍵となります。データへの好奇心やテクノロジへの関心などの
適切な性質を持つ社員を識別し、E ラーニング、IoT ビデオ、対面のトレ
ーニング セッション、専門家による説明、オンライン授業などの形式で
学習機会を提供します。エンジニアリング、データ アナリティクス、IoT 
リーダーシップなどの分野で、新しい人材が必要となることもほぼ間違
いありません。どちらの点でも、早い段階で人事を巻き込むことが重要
です。

経営幹部の視点から考えることで、必要な支援を得る可能性が高くなり
ます。特定のビジネス ニーズをどう満たすかという観点でプロジェクト
を見ることが重要です。また、早い段階でカスタマーとも相談すること
が、このイニシアチブが与える影響のエビデンスを集める際に役立ちま
す。さらに、競合他社の活動をエビデンスとして取り込むことで、IoT を
使用して効果的に競合することの緊急性を強調し、ライバル会社が証明
した実現性を示すことができます。

成功のための計画
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部門を超えたチームを構築する
多くの場合、分断された組織構造は、デジタル トランスフォーメーショ
ンの要件と合致しません。IoT イニシアチブは一般的に企業の多くの部門
にまたがるため、チームを超えた提携と協力が必要です。部署を横断し
てチームを注意深く構成することは、成功に必要不可欠です。Keystone 
の研究により、こうしたチームを編成するにあたって 3 つのオプション
があることがわかっています。

• スマートなコネクテッド製品の損益に責任を持つスタンドアロンの事業
部門

• さまざまな事業部門のソート リーダーで構成される事業部門を横断し
た運営委員会

• 他の事業部門が支援を求めて連絡できる、独立したコスト センターとし
ての中核組織

調整がなければ、各チームがバラバラに物事に取り組み、良い結果や一
貫した結果を生むことは難しくなります。部門を超えたチームを編成し
て分断を壊すことで、成功への道筋を定義するために必要な業際的な情
報が集まるようになり、既存の部門を横断してインサイトや必要なデー
タにアクセスできるようになります。

データにコミットする
IoT で成功を収めるには、データ主導の文化が必要です。データ収集、デ
ータ アクセス、データ プライバシー データ セキュリティを、社員がデ
バイスやセンサーで取り込む情報について考える際の中心事項に設定す
ることが重要です。データやデータ周りの協力に関するこの必要性は、
チーム、役割、業務にかかわらず適用されます。データは IoT の生命線
ですが、データの価値は十分に活用するには、すべての事業部門が協力
しなければなりません。事業部門が連携して共有すれば、データの価値
は大きく高まります。

したがって、最初からデータを念頭に置いて計画を立てることや、情報
の一元化 (単一のデータ レイク)、アプリケーション間での一貫性のある
インターフェイス、標準化された統合機会、オープン規格など、IoT プラ
ットフォームを選択する際の条件の一部である相互運用性を考慮するこ
とが非常に重要です。

成功のための計画
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さらに、まだ設定していない場合は、データ アナリティクスを優先事項
に設定してください。これにより、以前は指標やアナリティクスを職務
の重要な要件であるとは見なしていなかったかもしれないステークホル
ダーにもデータ リテラシーが要求されることになります。製造会社は、
組織全体の既存の機能を最適に活用することに加え、IoT やデータ サイ
エンスだけでなく、アーキテクチャ、AI (人工知能)、機械学習など、新
たな重要分野においてスキル ギャップを特定する必要もあります。

成功のための計画
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マイクロソフトで始める
マイクロソフトは、Azure IoT を通じて、IoT のシナリオに対してセキ
ュアで総合的なソリューションを提供します。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、そしてお客様に適した自動化や制御がどのようなレベルであっても
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。

適切なガイダンスを提供できる正しいパートナーを選択することが重要
です。マイクロソフトは、何十年にもわたって、営業部門から工場の現
場まで、製造企業の力となってきました。世界最大規模のパートナー エ
コシステムと IoT 分野での折り紙付きの実績を誇るマイクロソフトは、
お客様の現在と未来を支援する用意ができています。

IoT について誰に話せばよいですか?

自社のテクニカル チームと何を共有できますか?

誰が IoT ソリューションの設定を助けてくれますか?

https://www.businessinsider.com/internet-of-things-in-manufacturing-2016-10
http://aka.ms/talkiot
https://azure.microsoft.com/resources/iot-developers-guide/ja-jp/
https://azure.microsoft.com/resources/iot-developers-guide/ja-jp/
http://aka.ms/partneriot

