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IoT (モノのインターネット）により人々の生活や仕事の様式に変化が生まれて

います。IoT は、日々使用するスマートデバイスだけでなく、企業がより迅速

かつスマートになり、安全性や効率性向上を促進することで、その事業運営

手法にも変革をもたらしています。

IoT が世界中で拡大を続ける中、Microsoft は IoT の最前線においてイノベー

ションを起こし、投資を行ってきました。IoT Signals は IoT のエコシステムに

関する全体像を示すシリーズとして作成され、IoT 採用率に加え採用による効果

や課題に関する情報を業界に提供しています。

2019 年、Microsoft と Hypothesis は IoT ソートリーダーシップ施策に着手し、

IoT Signals シリーズとしていくつかのレポートを作成しました。これらの

レポートの目的は、パートナーや顧客により優れたサービスを提供することに

加え、各ビジネスリーダーが独自の IoT 戦略を構築する支援を行い、各国や

各産業における IoT の使用状況に関する最新の調査結果を提供することです。

前回のレポートでは、2019 年 2 月に各産業における IoT に焦点を当てて実施

された初回調査に加え、2019 年 10月に 4 つの主要産業（エネルギー、製造、

医療、小売）に的を絞り実施されたより詳細な調査に注目しました。

広範囲に影響力を示すその内容と前回の IoT Signals シリーズが認知されたこと

で、2020 年の最新調査の重要性が増しています。本レポートでは、前回の

Singals レポートの成功を基盤とし、IoT の現状とその未来に関する新たな情報

やインサイトを提供します。
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Microsoft はインサイト、デザイン、戦略を専門とする代行業者である

Hypothesis Group に IoT Signals 調査の実施を委託しました。

Signals 第 1 版は 2019 年 2 月に実施され、調査では米国、英国、ドイツ、フラ

ンス、中国、日本の幅広い産業のエンタープライズ規模の組織において IoT に

関わる意思決定者 3,000 人以上を対象に 20 分間のオンラインアンケートを

実施しました。続く 2019 年 10 月には、米国、英国、フランス、日本のエン

タープライズ規模の小売、エネルギー、医療関連企業を対象として各業界の

詳細を伺う 10 分間のアンケートを実施しました。いずれのアンケートでも、

対象者には、経営上の意思決定者（BDM）、IT 関連の意思決定者（ITDM）、

事業開発担当者が含まれました。

2020 年 4 月と 5 月には、米国、英国、ドイツ、フランス、中国、日本の同様の

意思決定者を対象として 2 度目の調査が実施されました。3,000 人の対象者は、

優先産業（エネルギー、小売、製造、医療）に関する所要時間 5 分間の詳細

設問を含む、20 分間のアンケートに回答しました。オンラインアンケートに

加え、2020 年 6 月には、幅広い優先産業に従事する米国、英国、ドイツの IT 

関連の意思決定者を対象に 9 件の詳細インタビューが実施されました。

調査手法
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2020 年 IoT の現状について知っておくべきこと

IoT の使用が拡大しており、事業の成功に重要な要素となっている

世界中でインタビューに参加した IoT に関する意思決定者のうち、91% が 2020 年に IoT を採用しており

（前回の 85% から増加）、10 人に 8 人は、少なくとも 1 つのプロジェクトが「使用」段階にあると回答

しました（前年の 10 人に 7 人から増加）。今後も全ての産業において、主に生産性とオペレーションの

最適化、環境の安全性確保といったさまざまな用途で IoT の採用が続いています。各産業内において、生産

管理や製造の自動化、エネルギーのグリッドアセット管理、小売におけるサプライチェーンと在庫の最適

化、医療におけるセキュリティ、コンプライアンス、在庫やスタッフの追跡といった独自の活用事例により

IoT 戦略が促進されています。その効果が非常に広範囲にわたるため、IoT に関する意思決定者の 90% は

企業の継続的な成功において IoT が非常に重要だと確信し、64% が将来的に IoT の導入拡大を計画して

います。

リソースの最適化は IoT を通して実現される主要な成功指標だが、

より大きな改善機会がある

IoT により生産性やオペレーションの効率性が改善され続けていますが、その結果 IoT プロジェクトの成功

は自動化および効率性目標を達成した度合いによって判断されています。各組織は初期の IoT プロジェクト

を成功に導いた一方で、その後の投資による小さな影響の評価が困難だと感じています。加えて、組織が

IoT の複雑性や技術的な問題に苦労する中で、IoT ソリューションの拡大が大きな課題となっています。

広範囲に文化を変える一環として IoT を採用し、適切な人材への投資を優先できる企業は、困難をより早期

に克服することができるでしょう。

新型コロナウイルスにより、IoT 戦略が加速

新型コロナウイルスは我々の生活に紛れもない影響をもたらしており、IoT も例外ではありません。新型

コロナウイルスの世界的流行は世界全体で事業経営を悪化させている一方、流行直後から IoT 分野の成長は

右肩上がりです。意思決定者の 3 人に 1 人が新型コロナウイルスの流行を受けて組織として IoT への投資を

増やすと回答し、41% はこれまでと同レベルのコミットメントを維持すると回答しています。投資強化方針

のない少数派の組織は、IoT の初期段階にいる傾向が高く、すでに出遅れている企業は市場に追いつく上で

苦労するでしょう。

人工知能、エッジコンピューティング、デジタルツイン技術が IoT の主流に

人工知能、エッジコンピューティング、デジタルツインは、組織戦略の中でも特に IoT 計画の一環として

比重が増している技術です。しかし、こうした技術の可能性を十分に活かすために、これらについて教育

する余地が残っています。組織には、人工知能やエッジコンピューティングの様々な使い方を模索する

大きな機会がある一方、デジタルツインはまだ活用方法の足がかりを探っている段階です。IoT の価値が

証明されれば組織全体の同意を得やすくなるため、新興テクノロジーを IoT ソリューションに統合した組織

の方が IoT 施策全体としてより大きな成功につながります。最も広く採用されている新興テクノロジーは

人工知能（AI）です。IoT ソリューションの一環として AI を採用している企業は全体の 79%で、企業の成

功のために IoT の重要性が増していると考える組織は昨年の 82% に対して 95%、そして IoT への満足度が

高まっていると考える組織は昨年の 87% に対して 96% という結果です。
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調査対象者
2020 年 4 月/ 5 月

BDM、
開発担当者、

ITDM
エンタープライズ規模の

組織に所属
（従業員数 1,000 人以上）

72%

95%

91%

9%IoT

未採用

IoT

採用中

IoT に精通している
自己宣言、

知識テスト合格

IoT 戦略に
影響がある/

意思決定権を
有する
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2019 年から 2020 年にかけて IoT の採用は拡大し、IoT 採用企業

は 85% から 91% に増加しています。2019 年の 74% と比較し、

採用企業の 83% において 1 つ以上のプロジェクトで IoT が使用

段階に入っています。

前回の IoT Signals で分類した通り、IoT プロジェクトは学習、

試用 / POC、購買、使用の4 つのステージで構成されています。

昨年と比較して、今年はより多くのプロジェクトが購買および

使用ステージに入っており、学習ステージにあるプロジェクト

数は減少しています。2019 年、アンケートに回答した IoT 採用

企業の 33% ではプロジェクトが学習ステージにあったのに対し、

2020 年には 29% となっています。試用 / POC ステージのプロ

ジェクトは 25％と 2019 年の 24% から微増しています。購買

ステージのプロジェクト比率は、2019 年から 2020 年で 2% 

増え、使用ステージのプロジェクトも 2019 年の 24% から 25% 

に達しています。このデータは、各企業が情報収集から得られた

情報をもとに導入に移行していることを示しています。

（表 1 を参照）

IoT :全容

未導入で過去にも
導入経験なし 4%

4 つのステージに分類される

IoT プロジェクトの内訳

29% 25% 21% 25%

29% 25% 21% 25%

29% 25% 21% 25%

29% 25% 21% 25%
未導入だが過去に
導入経験あり 6%

全回答者の 83% 
が 1 つ以上の
プロジェクトが
「使用」ステー
ジと回答（2019 
年は 74%）

表 1

IoT 採用率

91%

2019 年 85%

学習

試用 / POC

購買

使用

計
画
段
階

2019 年 33%

24%

19%

24%
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IoT が事業の成功に重要な要素だと考え、その実績に満足している企業は増加しています。

IoT が事業の全面的な成功に欠かせないと考える組織は 2019 年の88% から 90% に増え、

IoT の実績に満足している組織は 2019 年の 92% から 94% に増加しています。

今後、IoT の採用が減速することはなく、2 年後にはこれまで以上に IoT を活用する組織が

95% に達すると予測されています。（表 2 を参照）

表 2

全体的な事業の成功において、
IoT が重要と回答した割合

2 年後に IoT を使用していると回答した割合

47%

43%

非常に重要

ある程度重要

90%

2019 年 88%

64%

31%

今まで以上に
使用する

現在と同程度
使用する

95%
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採用スピードや成功の評価方法は多少異なりますが、IoT は各国で積極的に採用されています。

米国、フランス、ドイツ、中国は IoT の採用率が最も高く、調査を実施した全ての国におい

て、約 1/4 のプロジェクトが「使用」段階に入っています。平均すると、IoT プロジェクトが

使用段階へ進むスピードは中国が最も速く（10 ヶ月）、ドイツのプロジェクトは少し時間を

要しています（14 ヶ月）。採用スピードに差はあるものの、中国およびドイツの企業が、事業

の成功には IoT が必要であると最も強く感じています。他国と比較すると英国と日本で IoT の

採用が遅れており、多くの IoT プロジェクトが学習段階にあります。（表 3 を参照）

91% 92% 88% 94% 92% 87% 91%

25% 26% 24% 24% 25% 24% 25%

12 11 12 14 11 12 10

90% 86% 81% 97% 93% 91% 98%

64% 69% 64% 54% 67% 64% 60%

全世界 米国 英国 ドイツ フランス 日本 中国

表 3

IoT の採用とその価値

IoT

採用率

使用段階の
プロジェクト（％）

使用段階までの
所要期間
（月 / 中央値）

企業の成功に重要
（%）

2 年後の
IoT の使用強化を
計画中
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IoT

採用率

使用段階の
プロジェクト（％）

使用段階までの
所要期間
（月 / 中央値）

企業の成功に重要
（%）

2 年後の
IoT の使用強化を
計画中

表 4

IoT の採用とその価値

同様に、各業界で積極的に IoT が採用されていますが、医療部門では採用が遅れています

（さらに、事業の成功において IoT はそれほど重要視されていない傾向があります）。調査

対象となった小売、医療、エネルギー、製造部門の意思決定者は IoT を採用している割合が

非常に高く、全ての業種において約 1/4 のプロジェクトが使用段階にありました。使用までの

所要時間は平均して 12 ヶ月間ですが、エネルギー部門では概してさらに 1 ヶ月ほどかかり

ました。調査対象となった企業の大多数が事業の成功に IoT が重要であると考えており、

さらに高い比率の企業（92%〜98% で推移）が IoT 技術の利用状況に満足しています。

（表 4 を参照）

製造 医療 小売 エネルギー

91% 93% 89% 94% 94%

25% 23% 25% 26% 26%

12 12 12 12 13

90% 93% 87% 92% 90%

64% 67% 58% 58% 55%

合計

https://aka.ms/IoTsignals
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新型コロナウイルスの世界的流行により、世界中

の IoT 採用に特有の影響が生じています。3 社に

1 社が、新型コロナウイルスの影響で IoT への

投資を強化する予定であると回答しており、

これは投資を減らすと回答した企業の倍となり

ました。（表 5 を参照）

IoT への投資維持または強化を予定している企業

では学習段階にあるプロジェクトは少なく、これ

は成功体験をすることで投資を強化しやすくなる

ことを示唆しています。IoT への投資維持または

強化を予定している企業では、プロジェクトの

27% が学習段階にある一方、投資を縮小する

予定または時期尚早と回答した企業では、プロ

ジェクトの 35% が学習段階にあります。

新型コロナウイルス：IoT への影響

IoT への投資率

表 5

新型コロナウイルスによる IoT 投資への影響

新型コロナウイルスの影響は全業界に波及：

飲料メーカーのドイツ人 ITDM は、IoT に

よってガラス瓶の需要増加に気づいた経緯を

次のように説明します。「コロナ禍において、

弊社では空のビンの回収問題を抱えていまし

た。お客様が自宅でビンを保管しており、ビン

が回収できなかったのです。そこで、ガラス

メーカーに連絡しなければなりませんでした。

ビン不足の解消は簡単ではありませんでした

が、弊社の IoT ソリューションを通して取得

したデータのおかげで、早い段階でビン不足に

気づくことができました。製造工場は需要増加

に自動的に順応することができます。スマート

ファクトリーと呼ぶこうした工場では、我々が

深く管理・調整する必要がありません。手元に

あるデータを活用し、前年のデータをもとに、

システム上は 3 月の時点ですでに製造量を

増やす必要があることを把握していました。」

12%16%41%31%

維持 縮小 時期
尚早

強化

https://aka.ms/IoTsignals
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19%

21%

22%

25%

26%

28%

31%

32%

37%

43%

45%

47%

47%

表 6

IoT 採用理由

組織は、生産性を最適化し環境の安全性を高める広範囲にわたる企業文化変革の一環として

IoT を採用しています。IoT を採用する理由は安全性とセキュリティが最も多く、調査対象企業

の 47% がそれを主な理由として回答しています。業界の専門家は、その使用は、従業員や職場

環境の安全性確保よりも、IT 環境の安全性確保により適していると述べています。さらに 47% 

の企業はオペレショーンの最適化を目的として IoT を採用し、45% は品質保証のために導入

したと回答しています。上記のほか、エネルギーの最適化（32%）やサステイナビリティ

（31%）も IoT 採用の理由に含まれます。サステイナビリティは IoT 採用の理由として最も

多いわけではありませんが、サステイナビリティを目的とした IoT 採用は中国（53%）と

ドイツ（38%）が主導しています。（表 6 を参照）

IoT 採用理由

安全性とセキュリティ

オペレーション最適化

品質保証

従業員の生産性

サプライチェーン管理

エネルギー最適化

サステイナビリティ利用

アセットの追跡

セールスイネーブルメント

空間最適化

個人の快適性

状態基準保全

ヘルスとウエルネス

https://aka.ms/IoTsignals
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製造分野における生産効率化、小売分野におけるサプライチェーン最適化、医療における

リソースの監視、電力・ユーティリティおよび石油・ガスの両エネルギー分野向けの資産

メンテナンスなど、IoT は各業界においてさまざまな手法で効率化に活用されています。

（表 7 を参照）

生産フローの監視 47%

工場の自動化 44%

生産計画および工程策定 44%

品質およびコンプライアンス 41%

プロセスの最適化 39%

製造

サプライチェーン最適化 42%

監視とセキュリティ 40%

在庫最適化 39%

コネクテッドロジスティクス 36%

デジタル流通 / 配送センター 35%

在庫追跡 49%

従業員追跡 45%

IT セキュリティ 44%

コンプライアンス 41%

施設管理 40%

小売

医療

グリッド資産のメンテナンス 46%

スマートメータリング 41%

発電最適化と負荷分散 41%

スマートグリッドの自動化 40%

IT セキュリティ 40%

電力・ユーティリティ

IT セキュリティ 48%

資産および予知保全 46%

排出量の監視と削減 42%

家庭または建物のエネルギー管理 38%

インフラのリモートメンテナンス 37%

石油・ガス

表 7

分野別 IoT 採用理由上位 5 項目

https://aka.ms/IoTsignals
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また、生産性、特に歩留まり (86%) と効率性 (79%) の改善も IoT を採用する最大の利点の一つ

です。2019 年同様、エンタープライズ規模の組織は IoT が提供する生産性およびオペレー

ション効率に大きく依存しています。調査対象となった企業の 54% が、IoT によってオペレー

ションが効率化されたと回答し、47% が IoT のおかげで従業員の生産性が向上したと回答して

います。また、以下の通り各社は歩留まり率の改善に IoT が役立つと回答しています。46% が

IoT によって生産能力が向上したと回答し、44% はコスト削減になったと報告しています。

このうち 43% は事業経費に削減が見られたとのことです。その他 IoT の利点として、品質

(77%) と安全性 (41%) が上位に報告されています。(表 8 を参照)

オペレーションの効率性向上

従業員の生産性向上

生産能力向上

コスト削減

ヒューマンエラー削減

顧客満足度向上

事業経費削減

競争優位性強化

より良い経営判断に役立つ

ツールや機器のより優れた最適化を促す

安全状況改善

収益増加

顧客に対して新しい事業を展開できる

新たな収益源を創出

54%

47%

46%

44%

44%

43%

43%

42%

42%

41%

41%

40%

37%

34%

効率性

効率性

歩留まり

歩留まり

品質

品質

歩留まり

品質

効率性

予定にない稼働
停止時間

安全性

歩留まり

歩留まり

歩留まり

表 8

IoT の利点
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調査対象となった意思決定者の多くは、IoT 採用に成功していると考えています。しかし、

成功は必ずしも収益増や展開済みのプロジェクト件数によって評価されているわけではあり

ません。多くの場合、企業は IoT 採用における成功をよりよく反映する評価指標はコストや

生産効率であると考えています。成功を評価するその他の要素として品質、信頼性、安全性が

挙げられます。（表 9 を参照）

IoT の成功評価

費用対効果の高さ
（例 : 事業費の削減率）

品質
（例：ヒューマンエラー減少率）

生産効率
（例：生産量の向上率）

信頼性
（例：機器最適化の増加率）

セキュリティ
（例：マルウェア攻撃の減少率）

十分な情報に基づいた意思決定の増加
（例：工程を加速化させる能力）

収益増への直接的影響
（例：新たな製品イノベーション）

サステイナビリティ
（例：排出量削減率）

IoT を活用したプロジェクト展開率

電力・ユーティリティ分野の ITDM は、自社の安全性と効率性の最適化を目的とした IoT 採用

の成功事例を次のように説明しています。「ユーティリティの一つで IoT ソリューションの

有効性が証明され、そのユーティリティで価値を生み出しています。今年は何百人にもおよぶ

設備作業員の出動を避けることができました。出動には毎回コストがかかり、最終的な収益に

影響します。そして、問題を特定するまでに何百人ものお客様を待たせずに済みました。

お客様の問題の優先度を迅速に判断することができました。」

表 9

IoT の成功評価

https://aka.ms/IoTsignals
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2019 年の結果同様、複雑性、技術的な問題、社内資源の確保が IoT の採用拡大における最大の

課題となっています。調査対象者の 25% 以上が、IoT ソリューションの導入は技術的に複雑

すぎる、そして同じ数の回答者がソリューションの導入に時間がかかりすぎると回答しました。

加えて、さらなる IoT の採用においては資源の制限が障壁となっています：企業の 28% は IoT 

プロジェクトを導入・管理するための予算がない、さらに 28% は人的資源が足りないと回答して

います。システムアーキテクトとクラウド開発者は特に需要が伸びています。（表 10 を参照）

IoT 採用の課題

今もなお進捗中

複雑さ/技術面

予算/人材不足

予算/人材不足

複雑さ/技術面

複雑さ/技術面

コンプライアンス

セキュリティ

知識不足

知識不足

知識不足

セキュリティ

適切なソリューションを模索中

セキュリティ

前回の IoT Signals レポートから一貫して、セキュリティは IoT 採用拡大における大きな障壁には

なっていません。対象組織の 26% が、IoT 技術を採用する障壁として消費者のプライバシーを懸念

しており、クラウドにデータを格納したくないと考える割合は 20% です。また、かかるセキュリ

ティリスクを考慮した上で IoT を採用する価値がないと考える組織は全体の 24% です。

表 10

IoT 使用拡大
における
課題

現行ソリューションを導入中 33%

既存の課題を解消したい 31%

予算がない 28%

導入・管理を行う人的資源がない 28%

導入が複雑すぎる 27%

導入期間が長すぎる 27%

コンプライアンス / 規制上の課題が多すぎる 27%

消費者のプライバシーに関する懸念がある 26%

実装方法に関する研修 / 指導が不十分 26%

技術的な知識の不足 26%

理解が十分ではない 24%

セキュリティリスクを考慮すると実装する価値がない 24%

自社のニーズを満たすソリューションがない 21%

パブリッククラウドにデータを格納したくない 20%

https://aka.ms/IoTsignals
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表 11     IoT セキュリティ懸念の種類

セキュリティが IoT 採用を留まる理由となることは少ないですが、導入時に共通して考慮される

内容です。調査対象企業の 97% は、IoT 導入におけるセキュリティ上の懸念を抱いています。

うち約半数はデータプライバシーを最優先に考えていると回答した一方、43% はネットワーク

レベルのセキュリティ確保を懸念しています。40% は、各 IoT デバイスに対するエンドポイント

の安全性確保を考慮していると回答する一方、38% は各 IoT デバイスの追跡・管理に触れて

います。さらに企業の 38% は、IoT プロジェクトに関わるすべての従業員に対する包括的な研修

を徹底することに関心を示しています。（表 11 を参照）

英国のファッション小売分野の ITDM は「セキュリティは非常に重要です。IoT ソリューション

の導入を検討する上で、最も重要な事項です」と説明します。「弊社は有名なブランドですの

で、大きな標的となります。当然、顧客データシステムの完全性は非常に重要と考えており、

弊社にはセキュリティに長けた担当者グループが常に IoT 内の監視と開発を行っています。弊社

には、技術的セキュリティ、物理的セキュリティ、アーキテクチャのセキュリティというふうに

担当するセキュリティチームが分かれています。この分野に多くの投資をしています。」

47%

43%

40%

38%

38%

37%

37%

36%

35%

35%

31%

30%

データプライバシーの確保

ネットワークレベルのセキュリティ確保

各 IoT デバイスに対するセキュリティエンドポイント

各 IoT デバイスの追跡と管理

関与する従業員向けの包括的な研修プログラム実施

ハードウェア / ソフトウェアテストおよびデバイス評価の実施

全ての既存ソフトウェアが最新の状態であることを徹底

デバイスのファームウェアおよびその他ソフトウェアのアップデート

暗号化プロトコルのアップデート

デバイスのセキュアなプロビジョニング

デバイスレベルからアイデンティティレベルの制御へ切替

デフォルトのパスワード / 認証情報を変更
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IoT Signals

19IoT の現状：調査結果の概要

aka.ms/IoTsignals

表 12

PoC 失敗の
理由

IoT に関わるほぼ全ての企業は、概念実証 (PoC) 段階でプロジェクトの失敗を経験しており、

こうした企業ではプロジェクトの 1/3 近くが PoC 段階で失敗しています。原因の一つは規模

拡大における総コストの高さで、1/3 にもおよぶ企業がプロジェクトの破綻要因として挙げて

います。また、資源不足やプラットフォームに対する信頼性の欠如といったその他の規模拡大

における問題点も、PoC 段階での失敗要因となっています。PoC において規模拡大が困難で

は、IoT のさまざまな要素の統合が根本原因となっています。異なるソリューションプロバイ

ダーがプロジェクトに参画すると、この問題の難易度はより高くなります。（表 12 を参照）

IoT の成功を評価する上で常に投資利益率が考慮される訳ではありませんが、プロジェクト

失敗の原因となり得ます。企業の 29% はプロジェクトによる事業への付加価値が明確でない

ことを理由にプロジェクトを中止しています。技術の不足 (27%) および経営陣の支援や注目

欠如 (22%) といった IoT 採用において頻繁に発生する課題は、プロジェクト失敗の別の要因と

なっています。

調査対象企業の大多数が、経営課題も PoC 段階での失敗理由であると回答しているため、プロ

ジェクト失敗における経営陣の役割をより詳細に確認する価値があるでしょう。PoC 段階に

おける経営陣の承認取得は比較的容易ですが、一方で経営陣は IoT を長期戦略に統合しな

ければなりません。半数近くの企業は、ここに課題があると報告しています。

規模拡大に高額なコストがかかる 33%

パイロット時点で事業価値 / 投資利益率が不明確 29%

短期的効果をもたらさないビジネスケースの正当化が困難 28%

必要なテクノロジーの欠如 27%

規模拡大の資源 / 知識が不足 25%

パイロットの実装に時間がかかりすぎている 24%

明確な戦略がない 24%

テスト対象のプラットフォームが多すぎる 23%

経営陣の支援と注目の欠如 22%

実証すべき活用事例が多すぎる 21%

規模拡大のためのプラットフォームに対する信頼欠如 21%

パイロットにおいてベンダーが金銭的支援の意向を示さない 17%

規模拡大

ビジネス

ビジネス

テクノロジー

規模拡大

複雑性

ビジネス

複雑性

ビジネス

複雑性

規模拡大

ベンダー
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英国民間病院ネットワークの医療提供者 ITDM

IoT パートナーの多彩なエコシステムにより、組織は包括的かつシンプルなエンドツー

エンドソリューションを作成することができるようになります。

「導入から関連リスクの特定を含め、多くのステップに実際に関与してくれるベンダー

が注目されます。IoT は比較的新しい技術で基準がほぼない一方、古い機器も多く使用

されています。そのため、企業はプロセス全体を通して支援を求め、全てのステップを

通して助けを必要としているのです。ベンダーは従業員の研修や継続的なサポートを

提供する上で重要な役割を担っています。研修はプロジェクト初期段階で求めている

ものではありませんが、IoT プロジェクトにおいて重要な要素であるべきです。ベン

ダーには 24 時間体制での対応が求められ、その関係において最も重要なものは

スケーラビリティです。」

「プロトタイプ構築を迅速に進めたかったので、複数の意見が混在していました。率直

に言うと、2 社の大企業が協力するとハードウェアに依存する部分が多いため進捗が

かなり遅くなります。IoT ソリューションを拡張するチームは、機能面が実証された

ソフトウェアを求めているのです。多くの場合、チームは非常に動きが素早く、プロト

タイプ構築やイテレーションができると感じたパートナーを選定していました。その

パートナーは、規模拡大の能力を持つまたはエンタープライズ規模のアーキテクチャで

も機能する規模拡大ソリューションも持っています。3 週間後の会議予定を立てるため

に翌週まで待つのではなく、3 週間後には実証結果が欲しかったのです。」

米国大型小売店の小売担当 ITDM

IoT ベンダーパートナー
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2019 年 7 月、特にエッジコンピューティングとデジタルツインをはじめとする新興テクノロ

ジーの使用は初期段階にありましたが、増加していました。今年、企業は自社の IoT ソリュー

ションの中で異なる形でこうした技術を活かす方法を検討し、組織戦略のより重要な部分に

IoT を組み込むことで、IoT の新たな活用方法を模索しています。

大半の組織は、IoT ソリューションの不可欠な要素としてすでに新興テクノロジー（例：人工

知能、エッジコンピューティング、デジタルツイン）を採用しています。IoT ソリューション

に新興テクノロジーを統合した企業は、IoT 全体を通してより多くの効果を感じており、IoT 

ソリューションへのさらなる投資を進めています。

人工知能とエッジコンピューティングはさまざまな方法で活用されていますが、さらに利用

方法を拡大する機会が眠っています。調査対象企業の 50% は保全または音声/映像処理に AI を

使用しており、さらに 25% は現行の活用事例の他にも AI の応用を検討しています。エッジ

コンピューティングはスマートビル（例：サステイナビリティや空間最適化）に活用される

ことが多く、この技術の活用を拡大できる可能性が最も大きい分野は生産性や効率化アプリ

ケーションです。デジタルツインに関するプロジェクトは現在そのほとんどが使用段階に

なく、現在活用事例を構築している段階です。

意思決定者は最も重要な新興テクノロジーを理解していますが、多くの場合組織内での制約に

より採用が妨げられています。AI 導入における最大の障壁は知識の豊富な担当者が不足して

いるという点である一方、エッジコンピューティングとデジタルツインでは、その価値を

実証するための PoC 段階でのテストがより多く求められています。エッジコンピューティン

グの必要性は認識されていますが、数々の規模拡大および経営課題によってその採用が妨げ

られている状況です。

新興テクノロジーの現状
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IoT を採用した企業は人工知能 (AI) に造詣が深く、多くの知識を有しています。AI は、事前に

収集されたデータを活用し、間違いから学習して将来の行動に関するより正確な予測を作成

することで、不確実性に対応するためのコンピューターシステムの能力と定義されました。

IoT 採用企業のうち 99% は AI を認識しており、59% は熟知していると回答しています。

また、ほとんどの企業がこのテクノロジーを使用しており、83% が AI 戦略を構築または導入

しています。（表 13 を参照）

戦略を実施している企業において AI をさらに活用する上での最大の障壁はスケーラビリティで

ある一方、戦略のない企業はスキルギャップによって活用が妨げられています。戦略を持って

取り組む企業においては、デジタルトランスフォーメーションを支えるための技術的な知識

不足やインフラの能力不足も課題となっています。また、戦略のない企業における最大の課題

は、インフラ不足と人的資源の不足です。特にエネルギー分野では AI の採用がより進んでいる

ため、その規模拡大の複雑性が大きな課題となっています。

人工知能の詳細

表 13

AI の認識 AI の導入状況

59%

37%

4%

熟知している

少し知っている

99%
34%

27%

22%

83%

認識して
いる

名前のみ
知っている

開発中

開発済みだが
未導入

導入中

AI 戦略
あり
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AI 戦略のある企業において、AI は最初から IoT ソリューションの一部と位置付けられて

います。こうした企業の 79% は、AI は IoT の中核的または副次的要素であると考えています。

（表 14 を参照。）そして、IoT ソリューションの一環として AI を活用する企業は、IoT 全体

からより多くの恩恵を得ることになります。つまり、IoT の成功により、IoT の使用が加速する

のです。IoT の構成要素として AI を活用していない企業と比較して、活用している企業では、

購入段階のプロジェクト件数が学習段階の件数を上回っています。また、AI を IoT に統合する

企業でも、統合していない企業と比べて使用段階にあるプロジェクト件数が大きく上回って

います。また、こうした企業は IoT に対する全体的な満足度がより高く、事業の成功において

より重要性が高いと考え、さらに平均的に多くの IoT の活用事例を有しています。

表 14

IoT ソリューションにおける AI の使用とその影響

中核的要素/

副次的要素

79%

副次的要素 : 38%

中核的要素：41%
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表 15

IoT 採用において AI を使用する理由

組織が IoT に AI を採用する理由はさまざまですが、半数近くがすでに活用事例を有し、1/4 は

さまざまな事例を検討中です。IoT に AI を統合する理由は処方的保全が最も多く、48% の企業

がすでにこの用途でこのテクノロジーを活用しており、28% がそれを検討しています。その

ほか、企業がこれらテクノロジーを統合する理由にはユーザー体験、予知保全、画像認識と

判読そして自然言語と処理などがあります。(表 15 を参照) ある医療機関の ITDM は、自社で

予知保全を目的として IoT に AI を統合した事例を次のように説明しています：「当社では IoT 

ソリューション上に AI レイヤーを作成して予知保全を行っています。これまでの経緯をもとに

ポンプ B があるタイミングで機能しなくなることがわかっているので、機能不全を起こす前に

技術者を送り込むことができます。」

処方的保全

ユーザー体験

予知保全

画像認識と判読

自然言語認識と処理

48%

46%

46%

44%

43%

28%

27%

30%

28%

28%

使用中 使用検討中

76%

73%

76%

72%

71%

使用中または
使用検討中
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表 16

AI 採用とその価値

製造および小売分野の組織は AI 戦略に基づいたプロジェクト実施を主導しており、大多数が

IoT ソリューションの一環としてこの技術を使用しています。製造分野の企業の 34% がすでに

AI 戦略を導入しており、小売分野も 32% と追随しています。小売分野（83%）、製造分野

（77%）、エネルギー分野（76%）の大半の企業が IoT ソリューションの一環として AI を活用

している一方、医療分野で IoT 戦略として AI に投資している組織は 66% と出遅れています。

（表 16 を参照）

AI 戦略がある

AT 戦略に対する
導入進捗状況

IoT ソリューションで
AI を使用

製造 医療 小売 エネルギー

83% 85% 76% 88% 89%

34%

27%

22%

34%

29%

23%

20%

27%

29%

32%

32%

23%

25%

39%

25%

79% 77% 66% 83% 76%

合計

導入中

開発済み

開発中
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エッジコンピューティング（定義：組織がデータ管理ではなくビジネス情報に集中できるよう

にするため、クラウドアナリティクスや専用ビジネスロジックをエッジデバイスに移行でき

るようにすること）については広く知られており、知識が豊富な方も多いでしょう。調査対象

者のうち 95% はエッジコンピューティングを認識し、42% は豊富な知識を持っていると回答

しています。加えて、エッジコンピューティングを認識している回答者のうち 73% は IoT 

ソリューションの一環としてそれを利用しており、33% はそれを不可欠な要素、40% は副次的

要素と捉えています。（表 17 を参照）

エッジコンピューティングに関する知識を持って IoT を採用した企業をさらに調査したとこ

ろ、その使用目的はさまざまであることがわかりました。最も多かった使用理由は、ヘルスと

ウェルネス、サステイナビリティ（例：カーボンフットプリント、排出量監視）、空間の最適

化（例：会議室の使用状況、駐車場）、状態監視保全でした。頻度は若干下がるものの、サプ

ライチェーン管理、従業員の生産性、オペレーションの最適化を含む生産性や効率性改善アプ

リケーションにもエッジコンピューティングは使用されています。

エッジコンピューティングの詳細

表 17

エッジコンピューティング認識状況 IoT ソリューションにおけるエッジ
コンピューティングの使用とその影響

42%

40%

13%

熟知している

少し知っている

95%

33%

40%

73%

認識して
いる

名前のみ知っ
ている

副次的
要素

中核的
要素

中核的/
副次的
要素
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IoT ソリューションの一環としてエッジコンピューティングを使用している組織は、接続性の

向上と運用の改善による効果を実感し、その結果自動化および生産性の最適化を実現していま

す。約半数の企業から、IoT でプロトコルの変換が進み古いデバイスと新しいデバイスの接続

性が向上したとの声が聞かれました。また、ほぼ同数の企業がインターネットの帯域幅に依存

することがなくなり、運用が改善されたと報告しています。（表 18 を参照）

米国医療機関の血液検査施設に勤務する ITDM は、エッジコンピューティングにより組織の

効率性が向上し、運用が改善された事例を次のように説明しています：「エッジコンピュー

ティングにより、付加価値のないすべての演算を排除しています。インシデントが発生する

と、関連データをアルゴリズムに投入し人間が何らかのアクションをとる必要性の有無を判断

します。ですので、人間の介入が不要であればネットワーク間でデータを移行させる必要が

なく、ローカルに置いておくことができます。物事を実行するためにネットワーク間で多くの

データのやりとりが発生し電力消費の少ない CPU に負担がかっていましたが、重要なイベント

を送るだけで済むようになりました。」

49%

47%

43%

32%

プロトコル変換によって
古いデバイスと新しいデバイスの接続性が向上

インターネットの帯域幅に
依存しないため運用が改善

組織外に個人情報を送ることがなくなり
プライバシー管理が改善

ローカル制御ループの遅延時間削減

表 18

IoT におけるエッジコンピューティングの効果

https://aka.ms/IoTsignals


29新興テクノロジー

IoT Signals aka.ms/IoTsignals

表 19

IoT におけるエッジコンピューティング活用促進を阻む障壁

しかし、IoT の一部としてエッジコンピューティングを使用する上で課題がないわけではあり

ません。最大の問題点は、エッジテクノロジーの接続方法に関する手引きが不足していること

や、エッジハードウェアの選択肢が明確になっていないことです（いずれも 34%）。3 社に

1 社がエッジコンピューティングのセキュリティ管理が困難だと感じており、脆弱性管理、

境界セキュリティ、アプリのセキュリティを通したエッジネットワークの安全性確保が最重要

視されています。しかし最終的に、このテクノロジーは活用できないと回答した企業は 21% に

とどまり、ニーズがあることがわかりました。（表 19 を参照）

34%

34%

33%

33%

31%

21%

アーキテクチャに関するガイダンス不足

エッジハードウェアの選択肢が不明確

インフラの不足

セキュリティ管理が困難

訓練を受けた人材不足

エッジコンピューティングを使用する
ビジネスニーズがない
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エッジコンピューティングは産業を通してよく知られています。調査対象となった全企業の

95% はエッジコンピューティングについて認識しており、73% は IoT ソリューションの一環と

して使用しています。現在、多くのエネルギー企業 (77%) が活用しており、普及率が最も小さ

い分野は 60% の医療分野です。(表 20 を参照) 他分野の企業と比べて、製造分野では全体的に

エッジコンピューティング活用における課題が少ない一方、小売分野の組織では導入において

ビジネスニーズの欠如やエッジハードウェアの選択肢が不明確といったより大きな課題に直面

しています。

表 20

エッジコンピューティング採用とその価値

エッジコンピュー
ティングの認知度

IoT ソリューション
における

エッジコンピュー
ティングの使用

製造 医療 小売 エネルギー

95% 95% 93% 96% 95%

73% 73% 60% 74% 77%

合計
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デジタルツイン（本調査では、現実のビジネスオペレーションを理解、制御、シミュレー

ション、分析、改善することを目的とし、実在するモノや場所、ビジネスプロセスまたはヒト

をデジタル空間で表現したものと定義）には、認知度を上げる余地が残っています。

IoT を担当する意思決定者の 86% がこのテクノロジーを認識している一方、知識が豊富と回答

した人は 1/3 にとどまっています。デジタルツインを認識している企業のうち 3/4 以上がデジ

タルツイン戦略を構築または導入しています。(表 21 を参照) しかし、デジタルツインプロ

ジェクトの多くは、 28% が学習ステージ、約半数が PoC 段階と、まだ初期段階にあります。

使用段階に達しているプロジェクトは 11% にすぎません。

デジタルツインの詳細

表 21

デジタルツインの認知度 デジタルツイン AT 戦略に

33%

38%

15%

熟知している

少し知っている

86%

27%

28%

18%

27%

83%

認識して
いる

名前のみ知
っている

開発中

開発済みだが
未導入

導入中

デジタル
ツイン戦略
を有する
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デジタルツイン戦略を持つ企業の大多数が、自社の IoT ソリューションにおいて不可欠な要素

であるとし、39% が中核的な要素、43% が副次的要素と考えています。（表 22 を参照）

デジタルツインは、最適化と同様にプロセスを簡略化することができるため、多数の産業で

採用されつつあります。米国水道電力技術産業の ITDM は次のように説明します。「エンジ

ニアリングを駆使して、弊社が製造するあらゆる部品の実物の特徴を正確に反映した3D 点群

を生成しています。デジタルツインを使い、一切部品を治具に入れることなく数学的に最適化

を実現しており、より優れた構成を特定することができます。通常 92 の階乗通りの組み合わ

せがありますが、これは宇宙全体の原子数を遥かに上回る数です。デジタルツインを使うこと

で、仮想空間において物理空間よりも優れた結果を出すことがでるのです。日数もかからず、

数時間で結果が出ます。」

表 22

IoT ソリューションにおけるデジタルツインの使用とその影響

中核的要素/

副次的要素

82%

副次的 : 43%

中核的 : 39%
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産業全体の 70% 以上の組織が IoT ソリューションでデジタルツインを使用しています。小売

企業の 80% がデジタルツイン戦略を策定している一方、医療系企業は 60%、製造メーカーは

71% です。また、デジタルツイン戦略の導入率も小売企業が最も高く、小売の 27% に対し、

医療は 12%、エネルギーは 23% です。小売組織の 86% が IoT 戦略の中でデジタルツインを

活用する一方、製造分野とエネルギー分野の企業は 82%、医療関係組織は 71% と続きます。

全体的に、他の産業に比べて医療分野においてデジタルツイン戦略にもとづく導入が最も遅れ

ています。（表 23 を参照）

表 23

デジタルツイン採用とその価値

デジタルツインを
認識している

デジタルツイン
戦略を有する

デジタルツイン
戦略に対する
導入進捗状況

IoT ソリューション
において
デジタルツインを使用

製造 医療 小売 エネルギー

86% 87% 80% 89% 87%

73% 71% 60% 80% 78%

27%

28%

18%

26%

26%

19%

12%

26%

23%

27%

34%

19%

23%

32%

23%

82% 82% 71% 86% 82%

合計

導入中

開発済み

開発中
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製造分野の詳細

製造分野の企業で IoT の採用が急速に進んでいます。調査対象企業の 93% が IoT を採用したと

回答しています。生産から現場オペレーション、従業員の生産性まで、製造プロセス全体の

効率性改善を目的として、IoT に注目が集まっています。 （表 24 を参照）

未導入かつ過去に
も導入経験なし
3%

4 つのステージに分類される

IoT プロジェクトの内訳

31% 26% 21% 23%

31% 26% 21% 23%

31% 26% 21% 23%

31% 26% 21% 23%
未導入だが過去に
導入経験あり 4％

78% において
1 件以上の
プロジェクトが
「使用」段階に
到達

表 24

IoT 採用率

93%
学習

試用 / POC

購買

使用

計
画
段
階

IoT の効果（上位）

2 位1 位 3 位
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表 25

IoT 採用理由

製造分野における IoT の主な活用事例は、生産フローの監視、工場自動化、生産計画および

工程作成といった、自動化を主要素として導入されています。もちろん、ディスクリート型

製造組織と比べてプロセス製造の組織は、品質保証やコンプライアンス、状態基準保全、

状態基準予知保全を目的として IoT を使う傾向が強くみられます。（表 25 を参照）

47%

44%

44%

41%

39%

39%

36%

33%

32%

31%

29%

28%

26%

25%

生産フローの監視

工場の自動化

生産計画および工程策定

品質およびコンプライアンス

プロセスの最適化

サプライチェーンと物流

工場の安全性とセキュリティ

全体的な機器の効果性

状態基準予知保全

Connected Field Service/新規ビジネスモデル

サービスとしての製品

状態基準監視とサービス

「コネクテッド製品」エンジニアリング

従業員の安全

ディスクリート型のみ

ディスクリート型のみ

プロセス製造のみ

プロセス製造のみ
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多くの製造組織では、IoT ソリューションの効率性を高めるためにも AI を使用しています。

また、製造企業の 3/4 以上が AI を使用していると報告しており、処方的および予知保全、顧客

体験の管理、画像認識と判読、自然言語認識と処理を含む幅広い用途で使用されています。

（表 26 を参照）

表 26

AI の使用とその影響 IoT 採用において AI を使用する理由

41%

36%

77%

副次的
要素

中核的
要素

処方的保全 49%

予知保全 48%

ユーザー体験
（例：カスタマーサービス用ボット）

48%

画像認識と
判読

46%

自然言語認識と処理
（音声 / スピーチ）

42%

中核的
要素 /
副次的
要素
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製造分野では、複雑性と資源確保の課題により IoT の成長のペースが脅かされる可能性があり

ます。製造分野の 1/3 の企業は未だに現行のソリューションの導入に取り組んでいます。製造

分野が抱えるその他の主な課題として、そのテクノロジー導入にかかる人的資源の不足、既存

の課題を解消する必要性、テクノロジー導入の高度な複雑性が挙げられます。ディスクリート

型製造組織と比べると、プロセス製造企業にっとて予算および IoT 専任担当者の不足がより

大きな課題となっています。全体的に、課題としてのセキュリティ問題の優先順は低くなって

います。（表 27 を参照）

現行ソリューションを導入中

導入・管理のための人的資源がない

既存の課題を解消したい

導入が複雑すぎる

予算がない

実装方法に関する研修 / 指導が不十分

技術的な知識の不足

導入期間が長すぎる

理解が十分ではない

コンプライアンス / 規制上の課題が多すぎる

消費者のプライバシーに関する懸念がある

自社のニーズを満たすソリューションがない

セキュリティリスクを考慮すると実装する価値がない

パブリッククラウドにデータを格納したくない

今もなお進捗中

予算/人材不足

複雑さ/技術面

複雑さ/技術面

予算/人材不足

知識不足

知識不足

複雑さ/技術面

知識不足

コンプライアンス

セキュリティ

適切なソリュー
ションを模索中

セキュリティ

セキュリティ

表 27

IoT 使用促進における課題

31%

26%

26%

25%

24%

23%

22%

22%

20%

19%

18%

18%

17%

14%
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医療分野の詳細

医療系企業の 89% が IoT を採用しており、IoT は医療分野において順調に普及しています。

このグループにおける IoT プロジェクトの 3 件に 1 件がまだ学習段階にあり、使用段階にある

IoT プロジェクトは 1/4 です。医療系企業が IoT を採用して得られる主な効果には、従業員や

在庫の追跡、生産性および運用効率の向上が挙げられます。（表 28 を参照）

未導入かつ過去に
も導入経験なし 6%

4 つのステージに分類される

IoT プロジェクトの内訳

33% 25% 18% 25%

33% 25% 18% 25%

33% 25% 18% 25%

33% 25% 18% 25%
未導入だが過去に
導入経験あり 6%

全体の89% に
おいて 1 件以上
のプロジェクト
が「使用」段階
に到達

表 28

IoT 採用率

89%
学習

試用 / POC

購買

使用

計
画
段
階

IoT の効果（上位）

2 位1 位 3 位
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結果として、IoT は患者さんや顧客のケア向上を目指して採用されています。活用事例として

追跡や IT セキュリティが患者のモニタリングや支援を上回りますが、患者ケアの向上が最終的

な目標となっています（表 29 を参照）。英国の医療施設で病院システムを担当する ITDM 

は、ケアの多くの要素を自動化するために IoT が使われていると説明します。「IoT の主な

用途は、私どもが患者スマートタグと呼ぶものが対象です。患者さんが使用することで、

私たちは患者さんの診療経路を特定することができます。つまり、患者さんが来院したこと

や、専門医の診察を受けた時間を把握することができるのです。患者さんの居場所や、レント

ゲン撮影が完了しているか、血液検査を受けたかを確認するための人的介入がなくなり、タグ

をスキャンするだけで済みます。また、患者さんやスタッフが用紙にい記入する代わりに、

タグを使用することでこうした診療内容を自動的に把握することができます。」

表 29

IoT 採用理由

49%

45%

44%

41%

40%

39%

39%

39%

37%

34%

32%

32%

29%

26%

23%

在庫追跡

従業員追跡

IT セキュリティ

コンプライアンス

施設管理

サプライチェーン管理 / 監視

患者さんの遠隔的健康状態確認および支援

職場の安全性

従業員の安全性

遠隔的デバイス監視とサービス

入院患者の継続的なモニタリング

会計 / 請求の実施

遠隔的な患者のモニタリング

機器の予防保全

医薬品向け温湿度管理サプライチェーン

医療施設のみ

医療施設のみ

製薬企業のみ

製薬企業のみ
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医療

医療系企業の主な課題点には、導入に関わる予算やスタッフ不足そして既存の問題が含まれ

ます。こうした予算や資源の制約により、他分野に比べて医療系組織においては IoT の採用や

導入が遅れる原因となる可能性が高まっています。また、規制やコンプライアンス上の目標を

満たすという点では、医療機関よりも製薬企業にとってより大きな課題となっています。

加えて、技術的な知識不足やセキュリティリスクは民間以上に公的医療において差し迫った

問題となっています。（表 30 を参照）

予算がない

既存の課題を解消したい

現行ソリューションを導入中

導入期間が長すぎる

消費者のプライバシーに関する懸念がある

導入・管理のための人的資源がない

導入が複雑すぎる

セキュリティリスクを考慮すると実装する価値がない

コンプライアンス / 規制上の課題が多すぎる

技術的な知識の不足

実装方法に関する研修 / 指導が不十分

理解が十分ではない

自社のニーズを満たすソリューションがない

パブリッククラウドにデータを格納したくない

予算/人材不足

複雑さ/技術面

今もなお進捗中

複雑さ/技術面

セキュリティ

予算/人材不足

複雑さ/技術面

セキュリティ

コンプライアンス

知識不足

知識不足

知識不足

適切なソリューション
を模索中

セキュリティ

表 30

IoT 使用促進における課題

38%

37%

35%

34%

32%

30%

29%

26%

26%

25%

25%

24%

20%

19%
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医療系企業の大半が IoT ソリューションの一環として AI またはエッジコンピューティングを

使用しており、IoT にこうしたテクノロジーを統合する組織が今後も増えていくでしょう。

各組織には、こうしたテクノロジーと並行してこれまで以上に IoT に投資する大きな機会が

ありますが、IoT 全体の場合と同様に、予算上の制約を克服する支援が必要です。組織の 31% 

は AI の統合に必要な人的資源がなく、30% は AI プロジェクト全体を遂行する技術的な知識が

不足していると回答しています。企業の 34% は、エッジコンピューティングを導入するため

に訓練を受けた人材が不足していると報告しています。（表 31 を参照）

表 31

IoT における
AI の使用とその影響

IoT におけるエッジコンピューティング
の使用とその影響

セキュリティ管理が困難 34%

訓練を受けた人材不足 34%

インフラの不足 31%

アーキテクチャに関するガイダンス不足 27%

エッジハードウェアの選択肢が不明確 24%

エッジコンピューティングのビジネス ニーズがない 22%

IoT 使用促進における課題 IoT 使用促進における課題

AI プロジェクトの導入・管理に必要な 人的資源がない 31%

AI プロジェクトを遂行する 技術的な知識の不足 30%

デジタルトランスフォーメーション計画に向けた
インフラが不十分

28%

AI プロジェクトの件数が多く複雑すぎて
規模が拡大できない / スケーラビリティが不安

26%

AI 導入は複雑すぎる 23%

AI にどう着手すればいいかの 十分な知識がない 19%

自社のニーズを満たすソリューションがない 16%

66% 60%

中核的要素/

副次的要素
中核的要素/

副次的要素
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小売分野の詳細

小売分野の組織では、積極的に IoT が採用されています（94%）。大多数は 1 件以上のプロ

ジェクトが使用段階にあり、全プロジェクトの約 26% が現在使用段階にあります（一方で、

残りのプロジェクトは各開発ステージにあります）。小売分野における IoT の最大の効果

として、オペレーションと従業員の生産性・効率性向上やサプラーチェーン管理における

ヒューマンエラーの発生機会減少が挙げられます。（表 32 を参照）

未導入かつ過去に
も導入経験なし 2%

4 つのステージに分類される

IoT プロジェクトの内訳

28% 24% 22% 26%

28% 24% 22% 26%

28% 24% 22% 26%

28% 24% 22% 26%
未導入だが過去に
導入経験あり 4％

全体の88% に
おいて 1 件以上
のプロジェクト
が「使用」段階
に到達

表 32

IoT 採用率

94%
学習

試用 / POC

購買

使用

計
画
段
階

IoT の効果（上位）

2 位1 位 3 位
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全体として IoT はオペレーションの効率化およびお客様との直接的なタッチポイントの強化を

目的として使用されています。企業の約半数がサプライチェーンの最適化が主な活用事例で

あるとし、1/3 以上が IoT を使用する主な目的は在庫最適化であると回答しています。小売

環境において最も多い IoT 応用目的は、店舗における損失防止だけでなく、サプライチェーン

全体を通して商品の状況を確認するための監視とセキュリティです。上述の目的ほど一般的で

はないものの、各組織では、自動会計や顧客一人一人に合わせた割引（パーソナルな割引）を

含む直接的な顧客とのコミュニケーションのために IoT を使用しており、フロントエンドで

運用を効率化しています。また、IoT は小売企業のセキュリティに関する懸念も緩和して

います。（表 33 を参照）

42%

40%

39%

36%

35%

34%

31%

30%

29%

29%

29%

26%

26%

23%

21%

サプライチェーン最適化

監視とセキュリティ

在庫最適化

コネクテッドロジスティクス

デジタル流通 / 配送センター

店舗アナリティクス

損失防止

デジタルサイネージ

レイアウト最適化

自動化された従業員 / ロボット従業員

オムニチャネル運用

自動会計

パーソナルな割引

店内状況に合わせたマーケティング

ジャスト・イン・タイムプロモーション

表 33

IoT 採用理由

https://aka.ms/IoTsignals


45

IoT Signals aka.ms/IoTsignals

小売

回答者自身の言葉

「それまでは、配送センターにモノがなかったら、”無いものは無い

から、仕方がない”で済ませていました。IoT が導入された現在では、配送

センターで商品が見つからなければ深刻な緊急事態です。商品がなく

なれば厳重なセキュリティ体制が敷かれます。モノを隠す場所もないです

し、全て追跡されています。だからこそ、在庫精度が 95% から 99.9999% 

へと改善されているのです。今日、在庫が見つからない理由は大抵、

従業員が間違った商品をスキャンしているためですが、箱の重量を基準と

したり、注文に含まれない商品は現物をスキャンする必要性を無くすこと

などにより、こうしたミスを防ぐ手順やシステムもあります。」

米国百貨店の小売 ITDM

https://aka.ms/IoTsignals
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小売組織は、IoT の導入を進める中でその複雑性や技術的な課題と比べると、セキュリティ面

での障壁は小さいことに気付き始めています。小売組織が最も必要としているものは、IoT 

ソリューションを高度化する前に既存のソリューションが抱える課題を解消する支援です。

すでに次のステップへ進む方法は検討していますが、規模拡大にかかる高額なコストや PoC に

おいて明確な事業価値を実証するという課題に直面しているからです。（表 34 を参照）

規模拡大に高額なコストがかかる

パイロット時点で事業価値 / 投資利益率が不明確

短期的な効果なしにビジネスケースを正当化するのが困難

実証すべき活用事例が多すぎる

パイロットの実装に時間がかかりすぎている

34%

33%

29%

28%

28%

表 34

IoT 使用促進における課題

PoC が失敗する理由

現行ソリューションを導入中

既存の課題を解消したい

導入が複雑すぎる

導入期間が長すぎる

実装方法に関する研修 / 指導が不十分

36%

35%

33%

31%

29%

規模拡大

ビジネス

ビジネス

複雑性

複雑性

今もなお進捗中

複雑さ/技術面

複雑さ/技術面

複雑さ/技術面

知識不足
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エネルギー分野の詳細

エネルギー分野の組織においても IoT は進んで活用されています。94%の組織が組織内で IoT 

を採用しており、うち 1/4 の IoT プロジェクトが使用段階に達しています。IoT を採用した

企業では運用および生産効率の改善による効果が最も多く見られ、同時にヒューマンエラーの

発生頻度を減少させています。（表 35 を参照）

未導入かつ過去に
も導入経験なし
2%

4 つのステージに分類される

IoT プロジェクトの内訳

26% 26% 21% 26%

26% 26% 21% 26%

26% 26% 21% 26%

26% 26% 21% 26%
未導入だが過去に
導入経験あり 4％

全体の91% に
おいて 1 件以上
のプロジェクト
が「使用」段階
に到達

表 35

IoT 採用率

94%
学習

試用 / POC

購買

使用

計
画
段
階

IoT の効果（上位）

2 位1 位 3 位
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電力・ユーティリティおよび石油・ガスの両エネルギー関連の意思決定者全体を通して、IoT 

を活用する主な理由は有形資産の保全を改善することです。また、エネルギー産業において

IoT は顧客体験向上を目的として活用される傾向があります。加えて、各組織はオペレー

ションを最適化するために IoT を使用し、その結果顧客へエネルギーを供給する効率性が

向上しています。（表 36 を参照）

IT セキュリティ 48%

資産および予知保全 46%

排出量の監視と削減 42%

家庭または建物のエネルギー管理 38%

インフラのリモートメンテナンス 37%

従業員の安全性 31%

職場の安全性 31%

E-モビリティによる新規のビジネス機会 31%

発電最適化と負荷分散 31%

石油・ガス

表 36

IoT 採用理由

グリッド資産のメンテナンス 46%

スマートメータリング 41%

発電最適化と負荷分散 41%

スマートグリッドの自動化 40%

IT セキュリティ 40%

分散型エネルギー資源 (DER) 管理 40%

E-モビリティ（電気自動車）の充電最適化
および V2G (Vehicle-to-Grid)

35%

負荷予測 32%

インフラのリモートメンテナンス 32%

家庭または建物のエネルギー管理 32%

従業員の安全性 30%

排出量の監視と削減 29%

職場の安全性 26%

エネルギーインフラのデジタルツイン 18%

E-モビリティによる新規のビジネス機会 17%

電力・ユーティリティ
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エネルギー分野の組織では 3 社に 1 社が排出量を監視・削減するために IoT を活用して

おり、この傾向が強くみられます。直接排出量（スコープ 1）の削減が最も重要だと考え

られていますが（69% が非常に重要と回答）、組織の管理下にあるものとないものの両方

の間接排出量も優先項目となっています。大多数の企業は、2030 年あるいはそれ以前に

二酸化炭素排出量実質ゼロ（カーボン・ネットゼロ）を目指して排出量削減計画に取り

組んでいます。（表 37 を参照）

表 37

削減するのが
非常に重要な排出量

再生エネルギーの
タイムライン

50%

47%

69%
スコープ 1
直接排出量

スコープ 2
組織の管理下にある
間接排出量

スコープ 3
組織の管理下にない
間接排出量

2024年または
それ以前

2025〜2029 年

2030 年以降

計画なし 3%
10%

44%

43%
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パイロット時点で事業価値 / 投資利益率が不明確

規模拡大のためのプラットフォームに対する信頼欠如

必要なテクノロジーの欠如

規模拡大に高額なコストがかかる

テスト対象のプラットフォームが多すぎる

しかしながら、組織が IoT により顧客満足度を改善し続けるためには、規模拡大という壁を

乗り越えなければなりません。エネルギー分野においては顧客の個人情報保護はセキュリティ

上の優先項目であるため、脆弱なタッチポイント数を制限しなければなりません。その結果、

エネルギー企業は規模拡大のためのプラットフォームに対する信頼性欠如を伴う課題に直面

しています。（表 38 を参照）

38%

30%

30%

30%

28%

ビジネス

規模拡大

テクノロジー

規模拡大

複雑性

表 38

IoT 使用促進における課題

PoC が失敗する理由

現行ソリューションを導入中

消費者のプライバシーに関する懸念がある

導入・管理のための人的資源がない

コンプライアンス / 規制上の課題が多すぎる

実装方法に関する研修 / 指導が不十分

今もなお進捗中

セキュリティ

予算/人材不足

コンプライアンス

知識不足

37%

36%

33%

31%

31%
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エネルギー

エネルギー関連の意思決定者のほとんどが AI 戦略を構築中または導入中であり、76% が AI 

を IoT 計画の一部と位置付けています。IoT に AI を導入するにあたっては規模拡大の障壁が

未だに残っており (43%) 、これは知識不足（37%) や適切な人的資源 (34%) 以上に深刻な課題

となっています。（表 39 を参照）

表 39

IoT ソリューションに
おける AI の使用とその影響

AI 導入を阻む障壁

32%

44%

76%

副次的
要素

中核的
要素

中核的
要素 /
副次的
要素

AI プロジェクトの件数が多く
複雑すぎて規模が拡大できない / 

スケーラビリティが不安

43%

AI プロジェクトを遂行する
技術的な知識の不足

37%

導入・管理に必要な人的資源がない 34%

デジタルトランスフォーメーション計画に向けた
インフラが不十分

34%

AI 導入は複雑すぎる 32%

自社のニーズを満たすソリューションがない 26%

AI にどう着手すればいいかの
十分な知識がない

25%

vs.各分野の合計
は 79%
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まとめ

IoT により、世界中の産業を通して企業の効率性、生産性、安全性が向上しています。

各組織ではオペレーションの最適化を目指して IoT を使用していますが、理想的には人材

を増やすことなく長期的に維持できるソリューションを必要としています。また、理想の

世界では IoT の価値が実証されればその採用がより加速化されるため、できるだけ簡単に

IoT に着手できることが望まれます。

最終的に IoT は、業界を問わずより良い顧客体験を達成する助けになれるのです。しかし

ながら、各組織はその長期戦略に IoT を組み込み、職場のパフォーマンスにもたらす

好影響を説明するための支援を必要としています。意思決定者はすでに IoT の重要性を

理解していますが、IoT の文化を醸成するためには経営陣がより深く関与しなければなり

ません。PoC の際にテストを実施して IoT ソリューションを導入することができる社内

IoT 支持者のいる組織こそ、次のステップへ進む最適な準備を整えることができるでしょ

う。

新型コロナウイルスにより、各組織がより迅速に業務を再開し、生産性を高めるために

新しいテクノロジーの採用を強いられたことで IoT への投資が加速しています。組織に

よる IoT の採用が加速すればするほど、その採用を強化して現在の効率性のさらなる向上

につなげ易くなるのです。
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本調査の目的には以下が含まれます

IoT の現状を理解する

IoT 採用における効果と課題を明らかにする

IoT の採用および使用状況を分析する

IoT における新興テクノロジーの使用状況を把握し、分野別の詳細な知見を得る

IoT 専門家に求められた選定条件：

企業の経営上の意思決定者（BDM）、IT 関連の意思決定者（ITDM）、事業開発担当者

エンタープライズ規模の企業（従業員数 1,000 人以上）の正社員

18 〜 65 歳

IoT に精通している

IoT に関する意思決定に関与している

分野別詳細調査では、エネルギー、製造、医療または小売分野に従事している

2020 年 4 月〜 5 月に実施した今回の調査でインタビューの対象とされた

3,000 人のプロフェッショナルの内訳

米国では IoT プロフェッショナル 1,000 人

ドイツ、日本、中国、フランス、英国では、国あたり IoT プロフェッショナル 400 人ずつ

エネルギー分野の詳細調査では、対象国合計で IoT プロフェッショナル 211 人

製造分野の詳細調査では、対象国合計で IoT プロフェッショナル 591 人

医療分野の詳細調査では、対象国合計で IoT プロフェッショナル 196 人

小売分野の詳細調査では、対象国合計で IoT プロフェッショナル 355 人

1

2

3

4

調査目的と対象者募集の詳細
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