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背景

IoT (モノのインターネット) により、私達を取り巻
く世界は急速に変化し、デジタルインテリジェン

スを通じて非常に幅広い種類の対象物に変革が起

きています。IoT は、私達があらゆる場所で目にし、
個人的に使用するスマートデバイスへの影響のみ

にとどまらず、企業による迅速、スマート、安全、

かつ効率的な事業運営につながる変革を起こして

います。

IoT の採用が世界中で徐々に拡大する中、Microsoft 
は IoT の最前線でイノベーションを起こし続けて
います。IoT Signals は、IoT のエコシステムに関す
る全体像を提示するシリーズとして作成され、IoT 
採用率に関する洞察に加え、採用のメリット、課

題、最新の動向などに関する情報を提供していま

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
ズとして年次レポートの作成を開始しました。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。

前回までのレポートでは、3 通りの調査内容に着目
しました。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、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フォローアップ調

査、さらに、初回およびフォローアップ調査の

2020 年の改定版の 3 通りです。

2021 年のこの最新版レポートは、前回までの
Signals シリーズの成功を基盤とし、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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調査手法

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。

二度の Signals 調査が 2019 年 2 月と 2020 年 4 月/ 
5 月に実施され、この調査では米国、イギリス、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 に関わるビ
ジネス意思決定者（BDM）、IT 関連の意思決定者
（ITDM）、および事業開発担当者 3000 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。さらに、2020 年 6 月には、幅広い主要産
業に従事する米国、イギリス、ドイツの IT 関連の
意思決定者（ITDM）を対象に 9 件の詳細インタ
ビューが実施されました。

2021 年 5 月には、上記各国および次に挙げる国の
関係者を対象に、第 3 回目のアンケート調査が実
施されました：スペイン、イタリア、オランダ、

ベルギー、オーストラリア (対象は前回と同様の意
思決定者や開発担当者を含むグループ)。また、主
要産業 (エネルギー、製造、スマートプレイス、モ
ビリティ) に焦点を当てた所要時間 5 分の同様のア
ンケートも実施されました。オンラインアンケー

ト調査に加え、2021 年 4 月には、幅広い主要産業
に従事する米国の IT 関連の意思決定者 (ITDM) を対
象に 4 件の詳細インタビューも実施されました。
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2021 年の IoT の現状について知っておくべきこと

01

02

03

IoT は、より生産的な未来に向けて組織を後押しする継続的な推進力

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、90% が 2021 年に IoT を採用 (2020 年
の 91% から低下) しています。IoT は、効率性や生産性の改善などに繋がるさまざまな用途のために採用
され続けており、66% が将来的に IoT の導入拡大を計画しています。クラウドセキュリティ、サプライ
チェーン管理、および持続可能性施策に IoT を採用している関係者は、IoT が組織の成功に必要不可欠で
あり、それにより最先端の地位を保持することができると強く感じています。

新型コロナウイルスにより、IoT 戦略が加速化し事業成長を促進

新型コロナウイルスは、各組織とその IoT 戦略に多くの予期せぬメリットをもたらしました。44% の組織が、
コロナウイルスの世界的流行の結果として IoT への投資を増加する見込みとなっています (2020 年の 31% よ
り増加)。こういった投資を継続または強化すると回答した組織の多くは、すでに様々なユースケースにおい
て IoT を活用している傾向が強く、新型コロナウイルスの影響により多くの組織が IoT の採用を通した競争
力の獲得を目指しています。

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 戦略の推進に必要不
可欠

大多数の組織は人工知能、エッジコンピューティング、デジタルツイン技術を対象とした戦略を実施して
おり、10 社中約 8 社がこれらの技術を自社の IoT ソリューションの一部に統合する取り組みを行ってい
ます。これらの技術はすでに普及しているものの、多くのプロジェクトは、不十分なインフラストラク

チャやスケーリングまたは管理システムの複雑さを理由に試験的導入/概念実証の段階で足踏みしていま
す。将来的には、業種によって特定の技術 (例：スマートプレイス産業では人工知能の採用が進んでおり、
同様にエネルギー産業ではエッジコンピューティングの採用が、製造業ではデジタルツイン技術の採用が

進んでいる) の採用率が異なるため、組織は専門的なサポートを必要とするようになります。

IoT 関連のプロジェクトが成熟化する一方、技術の複雑性も存続

事業における課題は、通常は技術的課題 (特に IoT 導入を部分的に外注している場合) よりも克服しやすい
と言えます。IoT ソリューションが拡大し、組織にその技術がより深く根付く中で、技術的複雑性という課
題の克服はより難しいものとなるでしょう。複雑なデータや新興テクノロジーの管理に必要となる技術や
スタッフを採用するために、各組織はより多くの内部投資を求めています。

組織はデータセキュリティを注視

IT インフラストラクチャおよびアセットのセキュリティ確保は 2021 年に最も注目されているテーマで、
およそ 3 分の 1 の組織が IoT に付随する安全性リスクに懸念を抱いています。中でも特に注目されている
のは、データプライバシーの保護とネットワークレベルのセキュリティの確保です。IoT 関連のプロジェ
クトの安全性確保において主に注視すべき点はデータ侵害の回避および検知ですが、際立って広く導入さ

れているベストプラクティスというものはありません。IoT 導入の少なくとも一部を外注している組織は、
セキュリティに関して全体的により強く安心感を抱いている傾向があります。

04
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調査対象者

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 1000 人以上)

71%

IoT に精通している
自己申告、

知識テスト合格者

95%
IoT 戦略に
影響がある/
意思決定権を
有する

90%
IoT 
採用中

IoT 10%
未採用
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IoT の現状：
調査結果の概要
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IoT：全容

2021 年、IoT の採用は拡大しており、2020 年の 91% に続き、本年度は 90% 
と同等の採用率となっています。(表 1 を参照)また、組織は、IoT に続けて
高い価値を見出しています。90% が全体的な成功において IoT が必要不可欠
であると回答しており、この数字は同じ質問に対する 2020 年の回答と同じ
ものとなっています。さらに、昨年と比較すると満足度が高くなっており、

96% が組織における IoT の役割に「非常に満足している」または「まあまあ
満足している」と回答しています (2020 年の 94% から増加)。

IoT 関連のプロジェクトは、学習、試験的導入/概念実証、購買、使用の 4 段
階に分類できます。IoT を採用中と回答した組織 90% のうち、82% (昨年の
83% と同等の比率) が「使用」段階のプロジェクトを少なくとも 1 件抱えて
います。各段階にあるプロジェクトの比率もまた、依然として高い状態です。

2021 年現在、IoT プロジェクトの 29% (2020 年の比率と同等) が「学習」段
階にあります。「試験的導入/概念実証」段階にあるプロジェクトの 2021 年
度の比率も、2020 年の 25% から変化していません。「購買」段階にあるプ
ロジェクトは、2020 年の 21% から 1% 増加し、2021 年には 22% となってい
ます。「使用」段階にあるプロジェクトの 2021 年度の比率は、2020 年の
25% から変化していません。(表 2 を参照)

表 1
IoT 採用率 (％) 

2％は使用しておらず
過去の使用歴もなし

7% は使用していないものの
過去に使用歴あり

全回答者の 82% が少
なくとも 1 件のプロ
ジェクトが「使用」
段階にあると回答

(2020 年は 83%)

90%
2020 年は 91%

29%

25%

22%

25%

学習

試験的導入/
概念実証

購買

使用

計
画

2020 年は 29%

25%

21%

25%

4 段階に分類される IoT プロジェ
クトの内訳

表 2
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IoT は世界各地で積極的に採用されており、オーストラリア、イタリア、米国に
おける採用率が最も高くなっています。

使用段階にあるプロジェクトの比率に関しては、スペイン (22%) やオーストラ
リア (18%) に比べて米国が 27% と群を抜いています。IoT の採用拡大に関して
も、世界で最も進んでいるのは米国です。米国を拠点とする組織の 78% が、2 
年以内に IoT の採用拡大を計画しています。一方、2023 年までに IoT の採用拡
大を計画しているドイツの会社は 53%、日本の会社は 51% にとどまっています。
これは、ドイツや日本の市場は、テクノロジーに対する姿勢がより慎重である

ことが理由として挙げられるかもしれません。

使用段階に到達するまでのスピードも、組織によって異なります。プロジェク

トの使用段階までの所要期間は、イタリアが平均 10 ヶ月で最も短くなっていま
す。米国およびスペインにおける使用段階までの所要期間は 11 ヶ月で、アジア
太平洋地域においてはさらに所要期間が長く、日本が 12 ヶ月、中国とオースト
ラリアの両方が 16 ヶ月となっています。使用段階に到達するためにはさらに
IoT に関する学習と知識が必要とされるため、アジア太平洋地域におけるプロ
ジェクトはより長い期間を要する傾向にあります。アジア太平洋地域を拠点と

する組織は、IoT ソリューションの実装と管理に必要なリソースが不十分である
という課題に直面する可能性がより高いと言えます。(表 3 を参照)

表 3
IoT の採用とその価値 (国別)

全世界

米
国

イ
ギ
リ
ス

ド
イ
ツ

フ
ラ
ン
ス

日
本

中
国

ス
ペ
イ
ン

イ
タ
リ
ア

ベル
ギー-
オラン
ダ-ル
クセン
ブルグ

オー
スト
ラリ
ア

IoT 採用率 (％) 90% 94% 91% 91% 88% 89% 95% 91% 85% 88% 96%

使用段階の
プロジェクト (%) 25% 27% 25% 23% 25% 22% 26% 25% 25% 23% 18%

使用段階までの所要
期間 (月) 12 11 13 12 14 11 10 12 16 12 16

今後 2 年間に IoT 
使用強化を計画中

66% 78% 69% 67% 53% 76% 69% 59% 65% 51% 56%
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IoT は、様々な産業において積極的に採用されています。様々な業種に携わる意
思決定者を対象に、私達はアンケート調査を行いました。この調査では、特に

製造およびエネルギー (2020 年にも同調査を実施) 業界に特に注目し、さらに
2021 年には 2 種類の注視すべき産業を追加しました。この 2 つの産業は、モビ
リティ (自動車/輸送/物流) とスマートプレイスです。後者の業界では、人々がど
のようにスペースを使用するかが重視され、これには行政、不動産、建設など

の分野における物理的インフラストラクチャも含まれます。

これら 4 つの業種に従事する本調査の対象となった組織の圧倒的大多数が、IoT 
を採用していると回答しています。使用段階にあるプロジェクトの比率は、異

なる業種間でも一貫性を保っており、全プロジェクトのおよそ 4 分の 1 が使用
段階にあり、全業種においてプロジェクトがこの段階にいたるまでの所要期間

は、約 13 ヶ月とほぼ同じ長さとなっています。将来的な IoT へのコミットメン
トもまた、異なる業種間において一貫性が見られます。各業種に属す組織のお

よそ 3 分の 2 が、この先 2 年間に IoT の採用強化を計画しています。

4 つの業種すべてで IoT 採用率がほぼ同じになっている一方で、エネルギー産業
だけがわずかに遅れをとっています。調査対象となった他の 3 種類の産業の場
合では IoT 採用率がいずれも 90% 代だったのと比較して、エネルギー産業に携
わる組織のうち IoT を採用していると申告した組織は 85% にとどまりました。
エネルギー産業に携わる組織のプロジェクトのうち 22% が使用段階にあり、こ
れは 4 つの産業のうち最も低い数字となっています。さらに、エネルギー産業
のプロジェクトが使用段階にいたるまでの所要期間は平均で 15 ヶ月となってお
り、これは製造業やスマートプレイス産業の所要期間よりも 2 ヶ月長くなって
います。(表 4 を参照)

表 4
IoT 採用とその価値 (業種別)

合計 製造 エネルギー モビリティ スマートプレイス

IoT 採用率 (％) 90% 91% 85% 91% 94%

使用段階にあるプロジェクト (%) 25% 26% 22% 23% 24%

使用段階までの所要期間 (月) 12 13 15 14 13

今後 2 年間に
IoT の使用強化を計画中 66% 68% 61% 61% 69%
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IoT 採用理由

組織が IoT を採用する理由の上位に入るものは、昨年とほぼ変わりません。組
織は、品質維持、テクノロジーのセキュリティ確保、リソースの最適化を目的

に IoT を採用しています。本年度注目を浴び始めているいくつかのユースケー
スをもとに、組織の成功に IoT がどのような影響を及ぼすかに関する印象は少
し変わりつつあります。クラウドセキュリティ、サプライチェーン管理、およ

びサステナビリティのために IoT を採用する組織は、IoT の重要性をより強く
感じています。(表 5 を参照)エネルギー産業に携わるある意思決定者は、自社
組織がいかに IoT を活用して電力品質と使用状況に関する価値ある情報の収集
を行っているかについて説明しています。「エンドカスタマーが電力品質をど

のように受け止めているかを IoT が教えてくれます。このイノベーションを通
し、私達は電力品質のレベル調整を行うのみにとどまらず、どの程度の電力が

発電されているのか、世帯レベルでどの程度の電力が消費されているのか、さ

らに、ソーラーパネルがどの程度貢献しているのかも知ることができます。」

表 5
IoTの採用理由上位 品質保証

クラウドセキュリティ

デバイス/アセットセキュリティ

業務運営の最適化

従業員の生産性向上

職員および職場の安全性の向上

CBM（状態基準保全）

サプライチェーン管理

物理的環境のセキュリティ確保

セールスイネーブルメント

エネルギーの最適化

サステイナビリティ利用

接触者追跡

アセット追跡

個人の快適さの向上

空間の最適化 24%

24%

25%

26%

28%

32%

32%

32%

32%

33%

33%

35%

40%

40%

42%

43%

このアイコンは、これらのユースケースのために
IoT を利用し、さらに組織の成功にとって IoT の重要性が
12% を上回ると回答した組織を示します。
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3 社中 1 社の組織が、顧客のための商品やサービスの改善を目的に IoT を利用し
ており、これらの組織はより大きな収益を上げています。この目的のために IoT 
を利用している組織の 50% が収益の増加を報告しており、これは IoT をこの目
的で利用していない組織では 39% と低くなっています。これらの組織は収益増
加を実現したものの、同時により複雑なビジネス変革にも直面しています。商

品やサービスの改善を目的に IoT を採用している組織の 30% が、このような複
雑性に直面しており、これはこの目的で IoT を利用していない組織では 27% と
なっています。(表 6 を参照)

表 6
顧客のための商品・サービスの改善に関する詳細な考察

顧客のための
商品・サービス改善 (セール
ス・イネーブルメント) 目的

で IoT を利用

IoT を利用しているが、
顧客のための商品・サービス
改善 (セールス・イネーブル
メント) 目的ではない

使用段階にある
プロジェクトの割合 (%) 26% 24%

全体的な満足度 97% 95%

組織の成功に必要不可欠 93% 88%

顧客満足度の改善 60% 45%

収益増加 50% 39%

新たな顧客向け商品・サービス
の実現

50% 38%
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表 7
業種別 IoT 採用理由上位

アンケート調査の対象となった 5 つの分野すべてにおいて、組織は主に自動化と効率化を目的と
して IoT を利用しており、職場と職員の安全強化がその次に重要視される目的となっています。
製造企業のほぼ半数が、IoT の重要な用途として工場の自動化を挙げており、ほぼ同数の電力・
ユーティリティ会社はスマートグリッドのオートメーションに IoT を使用しています。自動車/輸
送/ロジスティクス業に携わる組織の 40% が製造オペレーションの効率化のために IoT を活用し
ている一方で、スマートプレイス業界に携わる組織の 47% が生産性の強化に IoT が役立つと回答
しています。

IoT は、様々な業種において、職場の安全性強化にも利用されています。製造業者の組織のうち
3 分の 1 強が工場の安全強化を目的に IoT を利用しています。エネルギー業界でも、IoT の使用目
的として職場の安全強化が挙げられています。電力・ユーティリティ会社の 37%、石油ガス会社
の 45% が、この目的で IoT を使用しています。スマートプレイスに携わる事業の 42% が、安全
性の確立のために IoT を採用しています。モビリティ業界では、安全性だけでなく、モニタリン
グ目的にも IoT が使用されています。(表 7 を参照) 

製造業界に従事する意思決定者の一人は、IoT がいかに自動化と安全性の両方を促進するかにつ
いて説明しています。「当社では、IoT をモニタリングとコントロールに分類しています。モニ
タリングの用途においては、食材用コンテナ内の温度を追跡し、サプライチェーン全体を通して

食品の安全が保たれていることを確認し、大勢の児童の到着時に食品を確実に提供できるように

します。コントロールの用途においては、情報を引き出し、機材各所に指示を出すアクションを

自動的に実行することで、その時の環境下で起きている事象に対し対応することができます。」

スマートプレイス業に従事する組織の一つは、重要な安全手順を IoT に委ねています。「当社で
は、火災安全システムを構築していますが、そのような情報をシステムから取得するには、ユー

ザーがシステムの前に立っていなければなりませんでした。当社では、条件に基づくの意思決定

プロセスに IoT を使用しているので、システムは代わりに環境で起きている事象に応じてビジネ
スをアクションに近づけ、より迅速に意思決定できるようにしています。」

品質およびコンプライ
アンス 47%

工場の自動化 45%

生産フローの監視 43%

生産計画およびスケ
ジュール作成 38%

サプライチェーン
およびロジスティクス 38%

スマートグリッドの
自動化 44%

グリッドアセットの
メンテナンス 43%

インフラのリモートメ
ンテナンス 40%

スマートメータリング 37%

職場の安全確保 37%

職場の安全確保 45%

従業員の安全確保 43%

インフラのリモートメ
ンテナンス 39%

排出量の監視と削減 35%

アセットおよび予知保
全 35%

在庫追跡および
倉庫管理 48%

製造作業
の効率化 40%

監視および安全確保 34%

リモートコマンド 34%

フリート管理 32%

生産性の強化/
職場分析 47%

施設の安全性管理 42%

予知保全 41%

規制およびコンプライ
アンス管理 36%

空間管理および
最適化 34%

製造 モビリティ電力・ユーティリティ スマートプレイス石油・ガス
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多くの組織が、安全性と効率性を目的とした IoT の使用に利点を見出しています。
企業は、IoT 採用のメリットとして、作業の効率性改善 (55%)、安全状況の改善
(51%)、そして従業員の生産性向上 (50%) を上位 3 つに挙げています。IoT 採用
の利点として言及される頻度が最も少ないものは、収益増加、新たな収益源や

顧客への商品・サービスの開発能力などです。ただし、これらを組織が実現す

るのにはより長い期間を要するため、それらはより間接的な利点と言えます。

(表 8 を参照)

作業の効率性向上 55%

安全状況の改善 51%

従業員の生産性向上 50%

ツールや機器のより優れた最適化を促進 49%

ヒューマンエラーの削減 49%

顧客満足度の改善 48%

生産能力の向上 48%

より優れた情報の取得と経営判断に役立つ 47%

自社組織の競争優位性の強化 47%

事業コストの削減になる 45%

商品の追跡可能性の改善 44%

事業経費の削減 43%

コンプライアンスの徹底に役立つ 43%

収益増加 42%

新たな種類の顧客向け商品・サービスの実現 41%

新たな収益源の創出 38%

効率性

安全性

効率性

予定外の稼働停止時間

品質

品質

歩留まり

効率性

品質

歩留まり

予定外の稼働停止時間

歩留まり

規制コンプライアンス

歩留まり

歩留まり

歩留まり

表 8
IoT の利点
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IoT の成功評価

本アンケート調査の対象となった意思決定者や開発担当者は、2020 年とはわず
かに異なる方法で 2021 年の IoT の成功評価を行っています。昨年は、組織はコ
スト削減をより重要視していました。本年度は、組織全体の 3 分の 1 以上が品
質およびサイバーセキュリティの観点から IoT 導入の成功を評価していると回答
しています。特に、スマートプレイス業に従事する組織はマルウェア攻撃の減

少率などを成功基準としています。(表 9 を参照)

表 9
IoT の成功評価

使用頻度の高い成功評価指標

品質 40%

セキュリティ 37%

生産効率 35%

信頼性 34%

費用対効果の高さ 34%

使用頻度の低い成功評価指標

十分な情報に基づいた
意思決定の増加

27%

収益増への
直接的影響

23%

サステイナビリティ 21%

IoT を活用した
プロジェクト展開率 (％) 17%
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IoT 採用の課題

2021 年においても、IoT 採用における課題はいくつか存在します。組織の
30% はまだ現行のソリューションを実装しており、現在よりもさらに IoT を
活用することが難しくなっています。また、企業は IoT 導入の複雑性にも悩
まされています。組織のおよそ 3 分の 1 が、既存の課題をまず解決した上で
IoT ソリューションの追加や使用拡大を検討したいと回答しています。ほとん
どの市場では、技術的複雑性を理由とする導入の難しさが、必要とされる事

業変革よりも大きな障壁となっています。しかし、IoT 採用率の低いドイツと
日本においては、組織は技術的変革よりも事業変革をより大きな課題と捉え

ています。

組織は IoT 実装の成功指標としてサイバーセキュリティを挙げているものの、
一方で IoT の採用により生じるセキュリティの課題にも直面しています。29% 
の組織が、このようなリスクをとる価値が IoT にはないと考えています。(表
10 を参照)

表 10
IoT 使用拡大における課題

今もなお進捗中

セキュリティ

複雑性/技術面

複雑性/技術面

複雑性/技術面

予算/人材不足

予算/人材不足

セキュリティ

複雑性/技術面

コンプライアンス

知識不足

知識不足

知識不足

リーダーシップ/チームの課題

セキュリティ

適切なソリューションを模索中

今もなお現行ソリューションを導入中 30%

セキュリティリスクを考慮すると実装する価値がない 29%

IoT をさらに追加/使用拡大する前に既存の/将来的な課題を解決したい 29%

技術的要件を考慮すると導入が複雑すぎる 28%

事業変革の必要性を考慮すると導入が複雑すぎる 27%

導入・管理を行う人的資源がない 26%

予算がない 26%

消費者のプライバシーに関する懸念がある 26%

導入期間が長すぎる 25%

コンプライアンス/規制上の課題が多すぎる 25%

技術的な知識の不足 24%

実装方法に関する研修 / 指導が不十分 23%

理解が十分ではない 22%

経営幹部から賛同が得られない 22%

パブリッククラウドにデータを保存したくない 21%

自社のニーズを満たすソリューションがない 20%
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IoT 採用により組織のビジネスモデルにとっての課題となり、プロジェクトを休
止しなければならない場合がある。ある製造企業の意思決定者は、事業課題に

ついてこう述べています。「当社の顧客の多くは同じ製造業に携わっているも

のの、IoT が導入時より創出する価値について理解していません。こういった価
値の理解を支援するために我々は十分に時間を費やしてサポートを行っていま

すが、多くの場合、それによって組織のビジネスモデルに変化が生じることに

なります。これが、コストの増加やエンドカスタマーへのより細かな対応の必

要性を意味するのであれば、当社顧客の多くは概念実証（PoC）を停止して再評
価を行わなければならなくなります。」

ほぼ同数の組織において、技術的課題が IoT 採用拡大の障壁となっています。

IoT を考慮する際に、我々はデータをどのように扱うか、
そしてどの程度のデータを自社のデータセンターにオンプレミス

として持ち込むべきかを自問します。この疑問を投げかける際に

クラウドの価値はより明白になります。なぜなら、データは常に

生成されていくため、ハードドライブを購入し続けるのは非現実

的だからです。しかし、我々には、プロジェクトを大規模にオペ

レーション化するための適切な技術的スキルが必要となります。

これには、データエンジニア、データアナリスト、

そしてデータサイエンティストなどが含まれます。」

電力・ユーティリティ会社のITDM
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概念実証段階で失敗に終わる IoT プロジェクトの数は、この一年間で増加してい
ます。現在、IoT プロジェクトの 35% が試験導入/概念実証段階で失敗しており、
これは 2020 年の 30% から上昇しています。失敗の原因として最も多く挙げら
れる理由は規模拡大におけるコストの高さで、32% にもおよぶ企業が IoT 試験
導入段階での破綻要因として挙げています。また、26% の企業は、プロジェク
ト完遂に必要な技術の不足を挙げており、25% はプロジェクトによる事業への
付加価値や投資収益率（ROI）が明確でないことを失敗の理由として報告してい
ます。(表 11 を参照)

表 11
PoC 失敗の理由

規模拡大

テクノロジー

ビジネス

複雑性

複雑性

規模拡大

ビジネス

複雑性

ビジネス

ビジネス

規模拡大

ビジネス

ベンダー

規模拡大に高額なコストがかかる 32%

必要なテクノロジーの欠如 26%

パイロット時点で事業価値/投資利益率が不明確 25%

テスト対象のプラットフォームが多すぎる 24%

パイロットの実装に時間がかかりすぎる 23%

規模拡大の資源/知識が不足 23%

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 23%

実証すべき活用事例が多すぎる 23%

経営陣の支援と注目の欠如 21%

明確な戦略がない 21%

規模拡大のためのプラットフォームに対する信頼の欠如 20%

事業改変の必要性を事前に理解していなかった 19%

ベンダーがパイロットに対する金銭的支援に後ろ向き 16%



IoT Signals aka.ms/IoTsignals

19IoT の現状：調査結果の概要 19

IoT の全体的採用における最たる課題は事業変革であるものの、これはプロジェ
クトの概念実証段階においてはさほど深刻な課題ではありません。これは、プ

ロジェクトがかなり進捗するまで、どれほどの事業変革が必要かということを

企業が完全には理解していない可能性がるためです。自動車業界に携わるある

意思決定者は、この問題について次のように述べています。「スコープクリー

プの観点からすると、IoT は非常に扱いにくいと言えます。当社では、車内の温
度や微小な動きに基づいてペットを感知するセンサーの設計を検討していまし

た。概念実証（PoC）を準備して、200 万匹の犬の画像から成り、99.9% の精度
を持つ膨大な人工知能のデータベースを構築しました。そこで、さらに優れた

視覚的能力が求められた際に、プログラマー達はコーディングをし直すだけの

簡単な作業だと捉えました。しかし、この作業には、私がサードパーティに相

談して当社のデータ帯域幅がどれほどなのかを理解する必要があることを、彼

らは理解していませんでした。つまり、これはコストが増え、全体的なビジネ

スモデルが成立しなくなることを意味していたのです。」

概念実証段階にあるプロジェクトが失敗する理由として、事業課題を挙げてい

る組織は 70% にのぼります。コスト拡大に苦戦する企業は特に、IoT の長期戦
略のプランニングにおける課題に直面しがちです。特に、経営レベルの関係者

による十分な賛同が得られないことがこの理由として挙げられます。

IoT プロジェクト拡大に伴う高いコストの課題に取り組む組織は、様々な層（例：
デバイス、エッジ接続性、アプリケーション同士の互換性）におよぶ統合の複雑

性という困難に直面します。IoT 採用組織の、実に 40% がこのような課題を経験
しています。これらの IoT 採用組織の 37% は、データ構築にも苦戦しています。
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調査対象企業の 91% 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。IoT 導入を検討する企業は、プロジェクトの初期段階で生じるセキュリティ
の課題にどのように対処するかという点に、特に懸念を抱いています。IoT 導入
を検討する企業のほぼ半数が、データプライバシーの確保を心配しており、

40% はネットワークレベルのセキュリティに関する懸念を抱き、39% は各 IoT 
デバイスに対するセキュリティエンドポイントの実装を希望しています。

(表 12 を参照)

表 12
IoT セキュリティ懸念の種類

46%

40%

39%

36%

35%

34%

34%

34%

33%

33%

29%

29%

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の確保

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

すべ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

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

暗号化プロトコルのアップデート

包括的な研修プログラム実施
(IoT 環境に関与する従業員向け)

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の切替

デフォルトのパスワード/認証情報の変更
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IoT の導入においてセキュリティは非常に重要視すべき点ですが、組織は共通の
ベストプラクティスを採用していません。最も優れたベストプラクティスの一

つには、プロジェクトの全レベルにおいてデータ侵害が起きる可能性を考慮し

たセキュリティ対策の設計が含まれますが、このような対策を実践している企

業は半数以下です。また、異常がないか確認するため、またはセキュリティ違

反を検知するためにデータフローの分析を行っている企業もありますが、この

方法をベストプラクティスとして採用している企業は 42% にとどまります。
(表 13 を参照)

スマートプレイス業に携わる、ある意思決定者は、セキュリティの課題が常に

最大の懸念事項だと述べています。「我々は、常にデータプライバシーとリス

クについて考えています。どのデータを保存するのか？そのデータをどのよう

に使うのか？データ侵害が起きても、テレビの全国ニュースで報道されるほど

の大事件にならないようにするために、どのような対策を練るべきか？これら

は、重要な課題として常に我々の頭の中にあります。」

表 13
IoT プロジェクトにおけるセキュリティ確保のためのベストプラクティス

IoT プロジェクトの全レベルでデータ侵害が起きる可能性を考慮したセキュリ
ティ対策の設計

43%

異常やセキュリティ違反を検知するためのデータフローの分析 42%

IoT プロジェクトの各区画間の信頼境界線を明確にする 37%

デバイスとクラウドの両方に対し、
最小権限のユーザーによるアクセスを実施する

37%

サードパーティの依存関係に対する CVE (共通脆弱性識別子) の監視 37%

他のセキュリティ組織との情報共有 34%

侵入テスト (レッドチーム演習を含む) 32%

静的コード解析（コベリティおよびその他のツールを含む) 30%

脅威モデル 28%

ファズテスト 15%
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IoT 実装戦略

3 社中 2 社の企業が、IoT の実装作業を少なくとも部分的に外注しています。調
査対象となった意思決定者や開発担当者のうち、社内でソリューションの構築

と実装を行っていると回答したのは 38% にとどまりました。

IoT の実装を外注する選択をした企業は、IoT からより大きなメリットを享受し
ています。外注を選択した企業は、そうでない企業と比べると、効率性の改善

を実現しています。実装を外注した企業からは、ヒューマンエラーの起きる可

能性が低下し、安全状況が改善されたとの報告も受けています。(表14 を参照)

さらに、IoT 実装を外注している企業では、ビジネス関連の課題の数も少なく
なっています。ほぼ 3 分の 1 の企業が、IoT の実装に際し必要とされる事業変革
を理由に、社内での実装工程が複雑すぎると回答しています。IoT の実装を社内
で行っている企業では、経営陣からの賛同が得られていない場合もあります。

(表 15 を参照)

IoT の実装を外注している企業は、外注先の組織と密接な連携を取りながら共同
作業を行うことにより、自社のニーズに合わせて実装プロセスをカスタマイズ

することを希望しています。「当社では、連帯責任を負うパートナーシップの

アプローチを取るベンダーと協働することが好ましいと考えています。」電

力・ユーティリティ業社に携わる、ある意思決定者はこう述べます。「一般的

に、IoT は長期の販売サイクルを要するため、小規模ベンダーの多くは生き残る
ことができません。業績を維持するために営業対象の業界の幅を広げすぎ、成

長が横ばいの商品を生み出してしまうのです。異なる種類の顧客に対して同じ

商品を売り込もうとすると、利益主導となってしまい、我々顧客のニーズに対

応するためのフォーカスを失ってしまいます。」

表 14 表 15
IoT の利点 IoT の使用拡大における課題

外注していない

外注している
外注している

外注していない

+8 +5 +10

-5 -6 -5

オペレーション効
率の改善

安全状況の改善 ヒューマンエラー
の可能性を削減

事業変革の必要性を考慮

すると導入が複雑すぎる
導入期間が長すぎ

る
経営幹部から賛同
が得られない
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IoT におけるサステイナビリティ

調査対象の企業のうち 34% が、一年以内に達成すべき目標の一部としてサス
テイナビリティの優先を掲げています。IoT を採用し、サステイナビリティを
重視する組織のうち半数が、2025 年までに炭素排出量のネットゼロ達成を見
込んでおり、残り半分はこれを長期目標として掲げています。(表 16 を参照)

炭素排出量のネットゼロを短期目標として掲げている組織 (41%) は、ネットゼ
ロを長期目標として掲げる組織 (36%) に比べ、コンプライアンスによるモチ
ベーションを高く持っています。また、サステイナビリティの実践は今の方が

実践しやすいとも言えます。つまり、数年以内のネットゼロ達成という目標を

実現することにフォーカスを置く企業は、今すぐに実践開始することにより、

さらなるモチベーションを得ることができます。このような組織のうち 37% 
が、サステイナビリティを重要な推進力と捉えています。一方、長期目標を掲

げる組織のうち、同様の理解を持つ組織は 29% にとどまりました。

多くの場合、サステイナビリティは IoT 採用の副次的な利点だと言えます。そ
の他の理由 (コスト削減、効率性改善など) で IoT 導入した場合も、天然資源の
利用量が減ったと感じる組織が多くなっています。

IoT 導入企業のうち、サステイナビリティを短期目標として掲げる組織の 73% 
は IoT 実装が同目標の実現にとって非常に重要であると感じています。しかし、
これらの目標達成のために IoT を採用している組織はわずか 43% にとどまり
ます。これは、サステイナビリティが IoT 導入の主な目的ではなく副次的利点
であることを裏付けています。

表 16
炭素排出量ネットゼロ達成までのタイムライン

2022 年
ま
で

2025 年
ま
で

2030 年
ま
で

2030 年
以
降

ネ
ッ
ト
ゼ
ロ
を
計
画
し
て
い
な
い

14% 33% 34% 15% 4%

短期目標 47% 長期目標 49%
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同じ
41% (2020 年)

IoT に新型コロナウイルスが及ぼす影響
IoT への投資に関して言うと、2021 年における新型コロナウイルスの世界的蔓延は、
組織の投資を 2020 年時よりも加速させました。2021 年には、組織のほぼ半数
(44%) が IoT への投資を拡大すると回答しています (2020 年の 31% から増加)。調査
対象となった市場のうち、世界的パンデミックが GDP の成長に及ぼした影響が最も
少ない米国と中国では、新型コロナウイルスを理由に組織が IoT への投資拡大を行
う可能性がより高くなっています。(表 17 を参照)

新型コロナウイルスを理由に IoT への投資を維持または拡大する見込みの組織は、
すでにより多くのメリットを享受していますより多くの組織が、セールスイネーブ

ルメントやサステイナビリティなどのユースケースのために IoT を採用しており、
そのうち半数近くが IoT の利点として収益増加を挙げています。これらの企業の大
多数は、IoT の中核的要素、または副次的要素としてさらなるテクノロジーの採用を
行っており、81% がエッジコンピューティングを、82% がデジタルツインを使用し
ています。

コロナウイルスは、先行きが不透明な時代に組織が競争優位性を確保する目的で IoT 
の使用を拡大する動きを後押ししました。自動車業に携わる、ある IoT 導入企業はこ
う述べています。「コロナウイルスの影響により、あらゆる企業が配送およびラスト

マイル物流というフリート事業に乗り出しました。それ以前は、レンタカー、Uber、
Lyft が台頭していました。しかし現時点では、レンタカー会社は事業失墜の危機に追
い込まれており、Lyft やUber もかつての勢力を失っています。Lyft は当初より、送迎
サービス以外は手がけないと主張していましたが、現在は荷物配送サービスにも着手

しています。同社は劇的な事業変革を強いられましたが、フリートマネジメント (運
行管理) 評価は現在主流となっています。コロナウイルスの影響により、当社では競
争優位性の確保に向けて、ラストマイル物流、ドライバー管理、発送、ドライバー行

動に対する取り組みを加速化させています。」

表 17
新型コロナウイルスによる IoT 投資への影響

縮小

時期尚早

16% (2020 年)

強化
31% (2020 年)

44%

44%

7%
4%

計画している
IoT への投資
は…

12% (2020 年)
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新興テクノロジーの現状

調査により、IoT を導入している組織の過半数は、人工知能、エッジコン
ピューティング、デジタルツインなどの新興テクノロジーを使用している、

またはこれらのテクノロジーの使用および模索している事が分かっていま

す。これらのテクノロジーを利用している企業の大半は、これらを IoT ソ
リューションに組み込んでおり、それにより IoT の活用方法が拡がってい
ると感じています。

しかし、新興テクノロジーを伴うプロジェクトは、拡大における複雑性や

不十分なインフラストラクチャなどの障壁により実施が困難となる場合が

あるとも組織は回答しています。調査対象となった意思決定者や開発担当

者のおよそ半数は、新興テクノロジープロジェクトのほとんどが試験導入

/概念実証段階にあると答えています。これらの障壁は、企業による新興
テクノロジーのさらなる導入を足止めさせています。

新興テクノロジーに関する戦略の策定に関しては、業種によって進捗状況

も異なります。本アンケートの調査対象となった業種においては、人工知

能の実装をリードするのはスマートプレイス業に携わる組織、エッジコン

ピューティングの導入をリードするのはエネルギー企業となっており、さ

らにデジタルツインテクノロジーに関しては製造業者による導入事例が多

いという結果が出ています。モビリティ関連の組織では、新興テクノロ

ジーの導入が全般的に遅くなっていますが、これらの組織はエッジコン

ピューティングやデジタルツイン技術よりも人工知能を多く活用する傾向

にあります。
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人工知能分野の詳細

AI (人工知能) 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ています。

昨年以降、IoT 導入企業の間で人工知能に関する知識が向上しています。調査対
象企業のうち、64% が AI を熟知していると回答しており、これは 2020 年の
59% から上昇傾向にあります。IoT 採用企業のうち 84% は AI 戦略を構築または
導入していると回答しています。これらの企業のうち、3 分の 1 が現在戦略を実
施しています。(表 18 を参照)

AI 戦略を実施している企業はプロジェクトを使用段階に進めるのに苦戦する
ケースが多く、そのうち 46% は自社プロジェクトの多くが概念実証段階で足止
めされていると回答しています。

表 18
AI の導入状況

戦略あり

84%

26% 開発済みだが未導入 2020 年は 27%

31% 導入中 2020 年は 34%

26% 開発中 2020 年は 22%

5% 計画はない 2020 年は 7%

11% 開発を希望 2020 年は 10%

83% (2020 年)

16%
戦略なし
17% (2020 年)

AI 戦略
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多くの企業が IoT への AI の組み込みに成功しており、そのうち 79% は
AI が IoT ソリューションの中核的または副次的要素であると回答しています。
(表 19 を参照)

電力・ユーティリティ業に携わるある意思決定者は、自社組織がどのように IoT 
に AI を統合しているかをこう説明します。「当社ではセンサー付きのドローン
を配備することにより天候を感知して写真を撮り、何千マイルにも及ぶ送電線

の定期的な検査を実施しています。当社のチームでは、さらに機械学習を活用

してデータをふるいにかけ、インサイトを生成するための AI モデルの構築と運
用を行う基礎となる特定のパターンを検知します。すべてのシステムをアナロ

グからデジタル化することにより、データ品質と意思決定能力が劇的に改善さ

れました。」

表 19
IoT ソリューションにおける AI の使用とその影響

44%

35%

20%

中核的要素

副次的要素

導入検討中

検討していない 1%

79%

79% (2020 年)

中核的要素/
副次的要素
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多くの組織は、主にメンテナンスを目的に IoT に AI を組み込んでいます。IoT 
に AI を統合する理由は予知保全が最も多く、3 分の 2 の企業がこの目的でこれ
らのテクノロジーを利用していると回答しています。一方で、2 番目に多い統合
の理由は処方的保全となっています。組織の 56% がユーザーエクスペリエンス
の向上のために AI と IoT を活用しており、この使用方法を採用している企業は、
より高い率で事業の成功にこれらのテクノロジーが役立つと答えています。約

半数の組織が、視覚・スピーチのアプリケーション開発のために IoT に AI を組
み込んでいると回答しています。(表 20 を参照)

表 20
IoT 採用に AI を使用する理由| 最も重要視される理由の上位 3 位

予知保全

処方的保全

ユーザーエクスペリエンス

視覚映像認識および解釈

自然言語認識および処理

67%

65%

56%

45%

42%

このアイコンは、これらのユースケースのために
IoT を使用し、IoT が組織の成功にとって 7%
以上高い重要性を持つと答えた組織を示しています。
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表 21
IoT における AI 使用拡大の障壁| 最も深刻な障壁の上位 3 位

非常に多くの企業が、AI 実装における複雑性を強く指摘しています。実装
において主な障壁となっているのはスケーリングの問題で、企業の 43% が
これを課題と指摘しています。実装の障壁としてすぐ次に続くのがインフラ

ストラクチャの不足で、これを課題として挙げる企業は 40% にのぼります。
(表 21 を参照)

43%

40%

36%

35%

34%

27%

22%

使用拡大するには複雑すぎる

インフラストラクチャが不十分である

技術的知識が不足している

AI の実装が複雑すぎる

訓練された人材が不足している

自社のニーズに見合うソリューションがない

どこから着手すれば良いか分からない
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様々な業種に携わる企業の 80% 以上が AI 戦略を構築または導入しています。AI 
戦略の実装に関して言うと、モビリティおよびスマートプレイス業に携わる企

業による実装がリードしており、それぞれの業種の企業のうち 36%、および
39% が AI を積極的に利用していると回答しています。しかし、IoT への AI の統
合に関しては、スマートプレイス業に携わる組織は遅れをとっています。これ

らの企業のうち 75% が IoT への AI の統合を行っており、これは製造業の 83%、
エネルギー業の 89%、モビリティ業の 85% に比べ、低い数字にとどまっていま
す。(表 22 を参照)

表 22
AI 採用とその価値

AI 戦略がある 84% 84% 90% 81% 88%

AI 戦略の
導入
進捗状況

31%

26%

26%

31%

23%

30%

26%

28%

36%

36%

25%

20%

39%

28%

21%

IoT ソリューションで AI を活用 79% 83% 89% 85% 75%

合計 製造 エネルギー モビリティ スマートプレイス

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分野の詳細

エッジコンピューティングは人工知能、クラウドアナリティクスやビジネスロジック

のエッジデバイスへの移行を可能にするテクノロジーです。これにより、デバイスが

クラウドとのコミュニケーションに費やす時間を確実に削減し、ローカルレベルの変

化により迅速に対応することができ、さらに長期にわたるオフライン期間中の運用に

も信頼を置くことができます。

エッジコンピューティングに関する知識は、この一年で広まりました。2021 年には、
アンケート調査参加者の 52% がエッジコンピューティングについての豊富な知識を
持っていると答えており、この数字は 2020 年の 42% から上昇しています。

エッジコンピューティングに関する知識を持つ企業のうち、4 分の 3 以上が同テクノ
ロジーの使用に対する戦略を構築しており、29% がその戦略を実施しています。
(表 23 を参照)

AI の場合と同様に、エッジコンピューティング戦略を持つ組織の約半数が、エッジ
コンピューティングプロジェクトのほとんどが試験導入/概念実証段階で行き詰まっ
ていると報告しています。

戦略あり

79%

26% 開発済みだが未導入

29% 導入中

24% 開発中

6% 計画なし

15% 開発を希望している

表 23
エッジコンピューティング導入の進捗状況

21%
戦略なし

エッジコン
ピューティング

戦略
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組織によるエッジコンピューティングと IoT の併用は増加しています。エッジ
コンピューティング戦略を持つ企業の 81% は、IoT ソリューションの主な要素
として同テクノロジーを採用しており、これは 2020 年の 73% に比べて増加傾
向にあります。(表 24 を参照)

組織は、エッジコンピューティングをさらに活用する中で、自社のニーズに見

合うように戦略を洗練させています。「エッジハードウェアのコストと自社が

必要とする演算能力の間には、特定のバランスがあります。」ある製造企業の

意思決定者は、こう述べています。「当社では、非常に高い演算能力を持つデ

バイスの購買を開始しました。しかし、これらのデバイスは非常に高額でした。

総コストを把握した当社は、利点をもたらすものとそうでないものを分類する

取り組みを行うようになりました。レガシーシステムからデータをプルするた

めのデータ移行のプロトコルには非常に高いコストが伴い、さらに重大なセ

キュリティリスクも生じることを、我々は理解しました。エッジテクノロジー

が本当に価値に値するものなのかを、我々は自問する必要がありました。」

表 24
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影響

42%

39%

18%

中核的要素

副次的要素

導入検討中

検討していない 1%

81%

73% (2020 年)

中核的要素/
副次的要素
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40%

36%

35%

31%

29%

27%

27%

27%

25%

24%

24%

23%

23%

22%

17%

17%

クラウドセキュリティ

デバイス/アセットセキュリティ

品質保証

物理的環境のセキュリティ確保

業務運営の最適化

従業員の生産性向上

CBM（状態基準保全）

職員および職場の安全性の向上

セールスイネーブルメント

エネルギーの最適化

サステイナビリティを目的とする使用

サプライチェーン管理

接触者追跡

アセット追跡

個人の快適さの向上

空間の最適化

組織がエッジコンピューティングを IoT に統合する主な理由はセキュリティです。
本調査の参加企業の半数近くが、エッジコンピューティングをクラウドセキュ

リティのために使用しており、3 分の 1 以上がデバイスとアセットのセキュリ
ティに同テクノロジーを採用しています。これらの理由でエッジコンピュー

ティングを IoT に統合している企業は、自社の事業成功にとって IoT が必要不可
欠であると考える傾向が強くなっています。品質保証も使用理由としてよく挙

げられており、35% の企業が品質保証を目的に IoT でエッジコンピューティン
グを使用していると回答しています。これら 2 種類のテクノロジーの用途とし
てあまり一般的でないものに、接触者追跡 (23%) や個人的な快適さ (17%)、そし
て空間の最適化 (17%) が挙げられます。(表 25 を参照)

エッジコンピューティングの使用に多くの組織が様々な利点を見出しており、

同テクノロジーは自動化や生産性向上の改善に役立つと回答しています。調査

対象企業の 4 分の 3 以上が、エッジコンピューティングではプロトコル変換機
能により新旧のデバイス同士の接続が可能になると回答しています。さらに、

72% の企業がエッジコンピューティングの採用によりプライバシー保護能力が
改善されたと答えており、同様に 72% がオペレーションの改善も利点の一つで
あると述べています。

このアイコンは、これらのユースケースのために
IoT を採用し、さらに組織の成功にとって
IoT の重要性が 7% を上回ると回答した組織を示
すものです。

表 25
IoT 導入におけるエッジコンピューティング使用理由 | 最も重要視される理由の上位 5 位
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IoT へのエッジコンピューティング活用をさらに推進している企業は、幅広い課
題に直面しています。ほぼ 2 社中 1 社の企業がアーキテクチャに関するガイダ
ンス不足を課題に挙げています。43% が、訓練を受けた人材の不足を、さらに
43% がインフラの不足を課題としています。ほぼ同数の企業が、セキュリティ
管理の難しさに言及しており、40% はエッジハードウェアの選択肢に関する知
識不足を課題に挙げています。(表 26 を参照)

エッジコンピューティング関連のセキュリティ懸念を抱える組織の 42% が、具
体的な課題を複数挙げています。半数近くの企業はアプリケーションのセキュ

リティが最大の懸念事項であると回答しており、ほぼ同数が脅威検知とペリ

メータセキュリティに関し懸念を抱いていると回答しています。

表 26
IoT における AI 活用促進を阻む障壁|  最も深刻な障壁の上位 3 位

44%

43%

43%

42%

40%

30%

アーキテクチャに関するガイダンス不足

訓練された人材が不足している

インフラストラクチャが不十分である

セキュリティ管理が困難

エッジハードウェアの選択肢が不明確

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
ティング戦略あり

79% 83% 85% 85% 85%

エッジコンピュー
ティング戦略の
導入進捗状況

29%

26%

24%

37%

28%

18%

38%

25%

23%

18%

30%

37%

29%

26%

30%

IoT ソリューションに
エッジコンピューティングを使用

81% 77% 85% 88% 83%

調査対象とされた業種の 81% が IoT ソリューションの一部としてエッジコン
ピューティングを活用している一方、製造業に携わる組織の多くは他の業種よ

りも遅れをとっており、先述の 2 種のテクノロジーを組み合わせている組織は
77% におどまります。これは、モビリティ業界の 88%、エネルギー業界の 85%、
スマートプレイス業界の 83% に比べると低い数字となっています。しかし、製
造企業は、他の業種すべてと比べても高い比率でエッジコンピューティング戦

略を実践しています。同戦略の実践比率がさらに高いのはエネルギー業界と

なっています。(表27 を参照)

表 27
エッジコンピューティング採用とその価値

合計 製造 エネルギー モビリティ スマートプレイス

導入中

開発済み

開発中
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デジタルツイン分野の詳細

デジタルツインとは、実在するモノや場所、ビジネスプロセスまたはヒトの関

係性ややり取りのモデル化を可能にするためにデジタル空間で物理的環境を再

現したものです。このテクノロジーは、再利用可能で非常に拡張しやすく、か

つ詳細な総合的環境のデジタルモデルを構築する能力を提供し、物理的環境と

デジタル環境の両方におけるデータを組み合わせることで過去および現在の出

来事を追跡し、起こりうる可能性をシミュレートし、これらの環境下で将来起

きうる出来事を予測するのに役立ちます。

調査対象となった組織のほぼすべてがデジタルツインについて認識していると

回答しており、その数は昨年より増加しています。39% は同テクノロジーに精
通していると答えており、2020 年の 33% から増加傾向にあります。

デジタルツインを認識している企業のうち、4 社中 3 社は同テクノロジーを組み
込んだ戦略を持っており、4 分の 1 の企業がこのような戦略を実施しています。
(表 28 を参照)

戦略あり

77%

29% 開発済みだが未導入 2020 年は 28%

24% 導入中 2020 年は 27%

24% 開発中 2020 年は 18%

9% 計画なし2020 年は 15%

14% 開発を希望している2020 年
は 12%

73% (2020 年)

表 28
デジタルツイン導入の進捗状況

23%
戦略なし
2020 年は 27%

デジタルツイン
戦略
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AI とエッジコンピューティングの場合と同様に、デジタルツインのプロジェ
クトが試験導入段階で行き詰まっていると多くの組織が報告しています。企業

の 51% がこの課題に直面していると回答しており、この比率は、学習段階
(23%)、購買段階 (12%)、そして使用段階 (13%) と比べて高くなっています。

デジタルツイン戦略を持つ企業の 81% が、同テクノロジーを IoT ソリュー
ションに組み込んでいます。IoT 採用企業でデジタルツインの導入を検討して
いるものの未だ導入していない企業はわずか 18% で、その統合を検討してい
ない企業は 1% にとどまりました。(表 29 を参照)

表 29
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

41%

40%

18%

中核的要素

副次的要素

導入検討中

検討していない 1%

81%

2020 年は 82%

中核的要素/
副次的要素
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表 30
IoT でデジタルツインを使用する利点| 得られた利点の上位 3 位

全体的な品質改善

収益増加

オペレーションコスト削減

保証コストとサービスの強化

市場化までの時間削減 (新商品)

72%

63%

59%

46%

46%

デジタルツインプロジェクトの利点には品質改善が含まれ、ほぼ 4 分の 3 の企
業がこの利点をこれを実現したと報告しています。さらに、収益の増加を利点

として挙げたのは全企業の 63%、オペレーションコストの削減を利点として挙
げたのは 59% という結果となりました。(表 30 を参照)

あるスマートプレイス企業の ITDM は、建物の変化を監視する目的でデジタルツ
インを活用するプロセスについてこう説明しています。「この建物に対し、誰

かが電気工事請負業者へ見積もりを要請する、許可書を作成する、または防火

装置のテストを行う度に、新たなデジタルツインが生成されます。これらの各

デジタルツインが当てはまるパズルを参考に、我々はできる限り優れたレプリ

カを生成します。その結果、最終的に生成されたデジタルツインを基に、ユー

ザーは過去一年以内に施設のどの部分が変化したかを知ることができます。こ

れらのシステムすべてが日常的に使われているわけではないため、施設のどの

部分が修理やメンテナンスを必要としているかを把握するためにも、これは

我々にとって必要不可欠なものです。」
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エッジコンピューティングと同様に、デジタルツインの採用促進を実現するた

めに、組織は様々な課題におけるサポートを必要としています。デジタルツイ

ン技術の導入企業にとって、これらの課題は特にデータまたはユーザーに関連

する課題となっています。組織のほぼ 1/3 が、収集したデータの量を管理する
のに問題を抱えており、デジタルツインの対処に必要となるシステムは非常に

複雑であると同数の組織が述べています。統合に関する課題に直面している組

織は 29% にのぼります。

ユーザーに関する課題には、訓練を受けた人材の不足や関係者にテクノロジー

の価値を証明することの困難さなどが挙げられます。(表 31 を参照)

表 31
IoT におけるデジタルツイン採用促進を阻む障壁| 最も深刻な障壁の上位 3 位

30%

30%

29%

27%

27%

27%

26%

25%

23%

20%

収集したデータ量の
管理に関する課題

デジタルツインの対処に必要となる
システムの複雑性

統合における課題

訓練された人材の不足

環境のモデリングに関する課題

ソリューション構築のコスト

デジタルツインの価値/ROI を
関係者に証明する課題

デジタルツインの迅速な構築が難しい

ツールの不足

シミュレーション拡大が難しい
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デジタルツイン戦略あり 77% 79% 79% 76% 82%

デジタルツイン
戦略の
導入
進捗状況

24%

29%

24%

31%

25%

23%

26%

29%

24%

15%

39%

23%

27%

35%

20%

IoT ソリューションにデジタルツ
インを使用

81% 86% 82% 77% 85%

表 32
デジタルツイン採用とその価値

合計 製造 エネルギー モビリティ スマートプレイス

導入中

開発済み

開発中

エッジコンピューティングの実装レベルに比べると、製造業界におけるデジタ

ルツインの導入は進んでいると言えます。31% がデジタルツイン戦略を実施し
ています。モビリティ業界は、他の業界と比べると重要な分野で遅れを取って

おり、製造業界では 86% の企業がデジタルツインソリューションを使用してい
る一方で、モビリティ業界の使用率は 77% にとどまります。さらに、モビリ
ティ業に従事する組織のうち、デジタルツイン戦略を実施している組織はわず

か 15% にとどまります。(表 32 を参照)
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スポットライト
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スマートプレイス分野の詳細

スマートプレイス業に携わる調査対象組織の 94% が、IoT を導入しています。
これらの組織は、同テクノロジーから様々な恩恵を受けています。そのうち上位

に挙げられる利点には、運用効率の改善、安全性の改善、そしてツールや機器の

より良い最適化が含まれます。(表 33 を参照)

スマートプレイス

IoT プロジェクトの 4 つの段
階

27% 25% 25% 24%

27% 25% 25% 24%

27% 25% 25% 24%

27% 25% 25% 24%

学習

試験的導入/
概念実証

購買

使用

計
画

安全状況の改善

#2
運用効率
の改善

#1
ツールや機器のより優れ

た最適化を
可能にする

#3

94%

全企業の90% が、「使
用」段階に到達したプ
ロジェクトを少なくと
も 1 件抱えています。

IoT 採用企業

IoT の利点の上位

2% 使用しておらず過去にも
使用経験なし

5% 使用していないが過去に使
用経験あり

表 33
スマートプレイス分野における IoT の概要
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同様に、スマートプレイス業に従事する組織による IoT の用途の上位には、生産
性と安全性の改善が入っています。スマートプレイス企業の半数以上が、生産性

および職場分析を実現する目的で IoT を使用しており、46% が施設の安全性確
保のため、44% が予知保全のために IoT を使用しています。スマートプレイス
業に従事する組織に関しては、空間管理・最適化を目的に IoT を採用する組織、
および、在庫やサプライ監視を目的に IoT を採用する組織が、事業成功に IoT が
必要不可欠であると強く感じている傾向にあります。

(表 34 を参照)

IoT は、以前は不可能だった新たなユースケースの可能性をスマートプレイス企
業にもたらしました。スマートプレイス業に携わる、ある意思決定者はこう語り

ます。「私達は、対応時間を秒単位で短縮するために何百万ドルもの予算を費や

してきました。しかし、消防士とのやり取りの中で電話間でテキストを書き写し

たりタイピングをする作業に時間を取られてしまうのです。」「IoT により、こ
のプロセスを短縮してデータを即時に取得することが可能になり、結果として安

全性の向上に繋がっています。」

スマートプレイス

表 34
IoT 採用理由 生産性の強化/

職場分析

施設の安全性管理

予知保全

空間管理と最適化

規制およびコンプライアンス管理

在庫/サプライの監視

エネルギー/水/空気/汚染管理

接続された信号機/街頭および都市インフラ

公共の安全

フリートおよび資産管理

駐車管理

51%

46%

44%

37%

35%

34%

33%

32%

31%

28%

26%このアイコンは、これらのユースケースのために IoT を採用し、
さらに組織の成功にとって IoT の重要性が 12% 
を上回ると回答した組織を示します。
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スマートプレイス業に従事する組織は、他業種企業が IoT 導入時に経験するもの
と同じ種類の障壁の多くに直面しています。そのうち 32% が現行のソリュー
ションの実装を未だに行っており、31% はセキュリティ上のリスクを負うほど
の価値が IoT にはないのではないかという懸念を抱いています。30% は必要と
される事業変革のエベルにより導入が複雑になりすぎると感じており、同じ比率

の企業が、同テクノロジーの要件が複雑性を助長すると回答しています。

知識不足に関する問題は、実装においてはあまり大きな障壁ではありません。

1/4 の企業が、IoT の展開方法に関する十分な訓練やガイダンスを受けていない
と回答しています。ほぼ同数の企業が、技術的知識の不足、または実装に至るほ

どの IoT に関する知識を持っていないと述べています。(表 35 を参照)

スマートプレイス

今もなお現行ソリューションを導入中 32%

セキュリティリスクを考慮すると実装する価値がない 31%

事業変革の必要性を考慮すると導入が複雑すぎる 30%

IoT をさらに追加/使用拡大する前に既存の/将来的な課題を解決したい 30%

技術的要件を考慮すると導入が複雑すぎる 30%

消費者のプライバシーに関する懸念がある 29%

導入期間が長すぎる 29%

実装・管理を行うための人材がいない 26%

予算がない 26%

経営幹部から賛同が得られない 25%

コンプライアンス/規制上の課題が多すぎる 25%

実装方法に関する研修 / 指導が不十分 25%

パブリッククラウドにデータを保存したくない 25%

技術的な知識の不足 24%

理解が十分ではない 23%

自社のニーズを満たすソリューションがない 19%

表 35
IoT 使用拡大における課題

今もなお進捗中

セキュリティ

複雑性/技術面

複雑性/技術面

複雑性/技術面

セキュリティ

複雑性/技術面

予算/人材不足

予算/人材不足

リーダーシップ/チームの課題

コンプライアンス

知識不足

セキュリティ

知識不足

知識不足

適切なソリューションを模索中
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製造分野の詳細

スマートプレイス業界と同様に、製造業に従事する調査対象組織の大多数は IoT 
を採用しており、これらの組織が上位の利点として挙げているのはオペレーショ

ンの効率性改善です。IoT は生産能力の向上やヒューマンエラーの削減にも役立
つと、多くの企業が述べています。(表36 を参照)

製造業

表 36
製造分野における IoT 概要

IoT プロジェクトの 4 つの段階

27% 25% 25% 24%

27% 26% 21% 26%

27% 26% 21% 26%

27% 26% 21% 26%

学習

試験的導入/
概念実証

購買

使用

計
画

生産能力の向上

#2
運用効率
の改善

#1
ヒューマンエラーの削減

#3

91%
全企業のうち 83% が
「使用」段階に達し
たプロジェクトを
少なくとも 1 件抱え
ています

IoT 採用企業

IoT の利点の上位

1% 使用しておらず、
過去にも使用経験なし

7% 使用していないが過去に使
用経験あり
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製造分野における IoT の上位の用途では、品質とコンプライアンスに重点が置か
れています。企業のうち 48% が IoT の主な採用理由にこれらを挙げています。2 
番目に多い用途は工場の自動化です。製造業に従事する組織のうち、「サービス

としての製品」実装や「コネクテッド製品」のエンジニアリングのために IoT を
使用している組織は、事業の成功の鍵を握るのは IoT だと強く感じている傾向に
あります。(表 37 を参照)

製造業

表 37
IoT 採用理由

品質およびコンプライアンス

工場の自動化

生産フローの監視

生産計画およびスケジュール策定

サプライチェーンおよびロジスティクス

工場の安全性

サービスとしての製品

Connected Field Service/新たなビジネスモデル

条件基準監視およびサービス

従業員の安全

「コネクテッド製品」のエンジニアリング

状態基準予知保全

プロセスの最適化

全体的な機器の効果性

48%

46%

43%

40%

38%

38%

36%

36%

35%

35%

34%

33%

33%

27%

ディスクリート型のみ

ディスクリート型のみ

プロセス型のみ

プロセス型のみ

このアイコンは、これらのユースケースのために
IoT を採用し、さらに組織の成功にとって IoT の重要性が
11% を上回ると回答した組織を示します。
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製造業における IoT 導入の課題は、スマートプレイス企業が直面する課題とほと
んど変わりません。29% が未だに現行のソリューションの実装を行っており、
27% は技術的要件により実装が難しいと述べており、さらに 27% がセキュリ
ティのリスクを負うほどの価値が IoT にはないと感じています。プロセス型製造
業に従事する組織は、ディスクリート型製造業に比べ、人材不足や予算不足が大

きな障壁となる傾向が強いと言えます。

(表 38 を参照)

一部の製造企業にとっては、直面する技術的課題が多数あります。「障壁となっ

ている技術的な面の制約は数多くあり、標準的プロセスも定まっていません。レ

ガシーデバイスからデータを抽出することができるか、データ抽出のためにどの

ようにパートナーと協働すべきか、そのデータを移動するためにどのような手法

を使うか、などを検討する必要があります。しかし、状況は素早く変化します。

今日「最新」の情報として読んだものが、次の日には変化している可能性もある

のです。購買の判断を下し、テクノロジーが 3 年後も活用可能なものなのかを
評価するプロセスの中で、取り残されたテクノロジーとならないよう注意し続け

なければならない、いわば闘いなのです。

製造業

今もなお現行ソリューションを導入中 29%

技術的要件を考慮すると導入が複雑すぎる 27%

セキュリティリスクを考慮すると実装する価値がない 27%

IoT をさらに追加/使用拡大する前に課題を解決したい 26%

導入・管理を行う人的資源がない 25%

事業変革の必要性を考慮すると導入が複雑すぎる 24%

予算がない 23%

実装方法に関する研修 / 指導が不十分 22%

消費者のプライバシーに関する懸念がある 22%

コンプライアンス/規制上の課題が多すぎる 21%

技術的な知識の不足 21%

導入期間が長すぎる 20%

理解が十分ではない 20%

経営幹部から賛同が得られない 19%

パブリッククラウドにデータを保存したくない 18%

自社のニーズを満たすソリューションがない 17%

表 38
IoT 使用拡大における課題

今もなお進捗中

複雑性/技術面

セキュリティ

複雑性/技術面

予算/人材不足

複雑性/技術面

予算/人材不足

知識不足

セキュリティ

コンプライアンス

知識不足

複雑性/技術面

知識不足

リーダーシップ/チームの課題

セキュリティ

適切なソリューションを模索中
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モビリティ分野の詳細

モビリティ業に携わる組織の 91% が IoT を採用しています。この比率は、製造
業およびスマートプレイス業の比率と同レベルです。これら 2 つの業種の場合
と同様に、モビリティ業に携わる組織もまた、IoT 採用の最も大きな利点はオペ
レーションの効率性改善であると回答しています。スマートプレイス業に携わる

企業と同様に、モビリティ業においても安全性と生産能力が利点として上位に

入っています。従業員の生産性向上もまた、上位に入る利点の一つです。

(表 39 を参照)

モビリティ

表 39
モビリティ分野における IoT の概要

IoT プロジェクトの 4 つの段
階

30% 26% 21% 23%

30% 26% 21% 23%

30% 26% 21% 23%

30% 26% 21% 23%

学習

試験的導入/
概念実証

購買

使用

計
画

従業員の生産性向上

#2
運用効率
の改善

#1 安全状況の
改善

#3

91%
全企業の 79% が「使
用」段階に達したプ
ロジェクトを
少なくとも 1 件抱え
ています

IoT 採用企業

IoT の利点の上位

2% 使用しておらず過去にも
使用経験なし

7% 使用していないが過去に使
用経験あり

生産能力の
向上
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オペレーションの効率性改善は、上位の利点であるだけでなく、モビリティ業に

携わる組織が IoT を採用する主な理由でもあります。これらの企業は、IoT 採用
の理由として在庫追跡や倉庫管理も挙げています。車両管理テレマティクスの運

用や、緊急サービスに IoT を採用している企業は、自社の事業成功にとって IoT 
が必要不可欠であると強く感じている傾向にあります。自動車業および輸送業に

携わる企業は、リモートコマンドを目的に IoT を使用する傾向が強くなっていま
す。モビリティ業における IoT の新たなユースケースには、車両の再プロビジョ
ニングやドローンを採用した配送サービスなどが含まれます。(表 40 を参照)

モビリティ

表 40
IoT 採用理由

在庫追跡および倉庫管理

製造作業の効率化

監視および安全確保

リモートコマンド

フリート管理

車両管理テレマティクス

運転支援

予知保全

車両の再プロビジョニング

緊急サービス

ドローンを採用した配送サービス

49%

40%

35%

35%

32%

31%

29%

29%

27%

25%

22%
このアイコンは、これらのユースケー
スのために IoT を採用し、さらに組織
の成功にとって IoT の重要性が 12% 
を上回ると回答した組織を示します。
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スマートプレイス業や製造業の場合と同様に、モビリティ業における IoT 採用の
主な障壁の一つは、いまだに現行のソリューションの実装を行っていることです。

さらに、1/3 の企業が、新たな取り組みに着手する前に既存の課題を解決したい
と答えています。スマートプレイス業に携わる組織の場合と同様に、モビリティ

業社も技術的な複雑性の課題に直面していますが、事業上の複雑性はさほど大き

な課題ではありません。(表 41 を参照)

自動車業に従事するある組織では、既存の課題を解決する作業が難航したために

プロジェクトが突如として保留になってしまいました。「多くの場合、概念実証

によりプロジェクトのスコープが途中で変化してしまい、本来の生産の意図に見

合う結果を出せなくなってしまいます。たとえ概念実証段階で必要条件がすべて

満たされたとしても、チームのメンバーがプロジェクトが概念実証段階であると

いうことを理解しておらず、ベータ版のプロトタイプであるかのようなオペレー

ションを期待してしまう場合もあります。結果として、背景を適切に理解してい

ないがために、プロジェクト全体をあきらめてしまうのです。」

モビリティ

IoT をさらに追加/使用拡大する前に課題を解決したい 30%

技術的要件を考慮すると導入が複雑すぎる 29%

今もなお現行ソリューションを導入中 28%

セキュリティリスクを考慮すると実装する価値がない 27%

事業変革の必要性を考慮すると導入が複雑すぎる 27%

実装・管理を行うための人材がいない 26%

理解が十分ではない 25%

経営幹部から賛同が得られない 25%

技術的な知識の不足 24%

コンプライアンス/規制上の課題が多すぎる 24%

予算がない 24%

自社のニーズを満たすソリューションがない 23%

導入期間が長すぎる 21%

消費者のプライバシーに関する懸念がある 20%

実装方法に関する研修 / 指導が不十分 19%

パブリッククラウドにデータを保存したくない 18%

表 41
IoT 使用拡大における課題

複雑性/技術面

複雑性/技術面

今もなお進捗中

セキュリティ

複雑性/技術面

予算/人材不足

知識不足

リーダーシップ/チームの課題

知識不足

コンプライアンス

予算/人材不足

適切なソリューションを模索中

複雑性/技術面

セキュリティ

知識不足

セキュリティ
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エネルギー分野の詳細
電力・ユーティリティおよび石油・ガス

エネルギー

電力・ユーティリティ業に従事する調査対象組織の 80% が、IoT を採用してい
ると回答しています。一方、石油・ガス企業の場合は、さらに高い 94% が IoT 
を採用しています。(表 42 を参照)

表 42
IoT 概要

IoT プロジェクトの 4 つの段
階

28% 2… 2… 2…

2… 26% 2… 2…

2… 2… 23% 2…

2… 2… 2… 23%

学習

試験的導入/
概念実証

購買

使用

計
画

80%
全企業の 75% が、
「使用」段階に
到達した
プロジェクトを
少なくとも 1 件
抱えています

IoT 採用企業

10% 使用しておらず過去にも
使用経験がない

10% 使用していないが過去に使
用経験がある

電力・ユーティリ
ティ

IoT プロジェクトの 4 つの段
階

28% 2… 2… 2…

2… 27% 2… 2…

2… 2… 24% 2…

2… 2… 2… 20%

学習

試験的導入/
概念実証

購買

使用

計
画

94%

全企業のうち 83% 
が「使用」段階に
達したプロジェク
トを
少なくとも 1 件抱
えています

IoT 採用企業

2% 使用しておらず過去にも
使用経験なし

4％使用していないが過去に使
用経験あり

石油・ガス
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電力・ユーティリティ業に携わる組織が IoT を採用する利点の上位 3 位は、運用
効率、生産能力、そして従業員の生産性の改善となっています。電力・ユーティ

リティ企業の場合と同様に、石油・ガス業に携わる組織も、最も大きな利点とし

て運用効率と生産能力の改善を挙げていますが、IoT 採用が顧客満足度とビジネ
スにおける意思決定力の改善にも繋がったと回答しています。(表 43 を参照)

エネルギー

表 43
IoT 採用の利点の上位

石油・ガス

ビジネスにおける意思
決定の改善

#2
顧客満足度の改善

#1 生産能力の
向上

#3

運用効率
の改善

電力・ユーティリ
ティ

生産能力の向上

#2
運用効率
の改善

#1
従業員の生産性向上

#3
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電力・ユーティリティ業に携わる組織の場合、IoT 採用の最も一般的な理由は効
率性に基づいたものでした。企業のうち 44% が、スマートグリッドの自動化を
目的に、43% がグリッド資産のメンテナンスを目的に IoT を採用しています。
電力・ユーティリティ分野と石油・ガス分野の両方において、電気自動車関連の

プロジェクトのために IoT を採用するケースは少なくなっています。しかし、米
国政府のこれらの用途に対する注目度が高まっているため、これらのユースケー

スは将来的に増えていく可能性があります。

対照的に、石油・ガス企業の場合、安全性に関連するユースケースのために IoT 
を採用する傾向が強くなっており、職場や個人の安全性の改善が IoT 採用の理由
として他を上回っています。(表 44 を参照)

エネルギー

表 44
IoT 採用理由

44%

43%

40%

37%

37%

37%

37%

33%

31%

27%

24%

21%

20%

17%

スマートグリッドの自動化

グリッド資産のメンテナンス

インフラのリモートメンテナンス

スマートメータリング

職場の安全確保

発電の最適化および負荷分散

分散型エネルギー資源（DER）管理

従業員の安全確保

排出量の監視と削減

負荷予測

住宅または建物のエネルギー管理

エネルギーインフラのデジタルツイン

エレクトロモビリティ (電気自動車) 充電の最適化およびビークルツーグリッド（V2G）

エレクトロモビリティ (電気自動車) を通した新たなビジネス機会

45%
43%

39%
35%
35%
35%

33%
29%

20%

職場の安全確保

従業員の安全確保

インフラのリモートメンテナンス

排出量の監視と削減

アセットおよび予知保全

発電の最適化および負荷分散

エネルギーインフラのデジタルツイン

住宅または建物のエネルギー管理

エレクトロモビリティ (電気自動車) を通した新たなビジネス機会

電力・ユーティリティ

石油・ガス



IoT Signals aka.ms/IoTsignals

55

電力・ユーティリティ分野では、技術的複雑性が IoT 採用における主な障壁と
なっており、1/3 近くの企業がこれを課題として挙げています。他の業種と同
様に、セキュリティ上のリスクを負うほどの価値が IoT 導入にはないと考える
電力・ユーティリティ業社はかなりの比率にのぼります。人材不足もまた、大

きな課題の一つです。

ある電力・ユーティリティ企業の役員を務める人物は、IoT 導入に際して自社
が直面する技術的複雑性について次のように述べています。「IoT の導入にあ
たり、多くの社内変革が求められます。ビッグデータの処理能力が必要とな

ります。データパイプラインを構築するには、IoT を大規模にオペレーション
化する、まったく新しいスキルセットが求められます。これには、エンジニ

ア、アナリスト、データサイエンティストが含まれます。パイロットレベル

では、請負業者を雇うことは可能ですが、彼らはスキルを獲得し、次の仕事

へと移ってしまいます。このような知識を社内で保持する必要があり、これ

は非常に大きな課題となっています。」

電力・ユーティリティ業界と同様に、石油・ガス業界においても IoT 導入の
障壁として複雑性が挙げられています。しかし、これらの企業にとって、こ

のような複雑性は、IoT を利用するために求められる事業変革のレベルで生じ
る場合が多いと言えます。石油・ガス分野における課題の上位 2 位は、知識
に関するものです。1/3 の企業が、技術的知識の不足を課題として挙げており、
31% が IoT についてよく知らないと答えています。(表 45 を参照)

エネルギー

技術的要件を考慮すると導入が複雑すぎる 30%

セキュリティリスクを考慮すると実装する価値がない 29%

実装・管理を行うための人材がいない 29%

表 45
IoT 採用拡大における最も大きな課題

技術的な知識の不足 33%

理解が十分ではない 31%

実装が複雑すぎる (事業変革が求められるため) 29%

知識不足

知識不足

複雑性/技術面

複雑性/技術面

セキュリティ

予算/スタッフ不足

電力
・ユーティリ
ティ

石油・ガス
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まとめ

IoT は、世界中の様々な業種において幅広く採用が進んでおり、採用率は 2020 
年以降安定しています。調査対象となったあらゆる業種の組織が、幅広い目的

や理由をもとに IoT を採用しており、これには運用の最適化、クラウドやデバイ
ス/アセットのセキュリティ、品質保証などが含まれます。さらに、IoT 採用は
効率性や生産性の改善にも繋がっています。組織の大多数が継続的な事業成功

には IoT が必要不可欠であると述べており、2/3 の組織は、近い将来における
IoT の採用拡大を目指していると回答しています。さらに、新型コロナウイルス
による組織とその IoT 戦略への影響は昨年よりもさらに加速化しており、世界的
パンデミックの結果として IoT  への投資を維持または拡大する意向を明らかに
している企業が増えています。

ほぼすべての組織が、人工知能、エッジコンピューティング、デジタルツイン

に関する戦略を実施しており、大多数はこれらのテクノロジーを IoT ソリュー
ションに統合する施策をとっています。これらのテクノロジーと IoT を統合する
メリットを最大化するために、企業はインフラ構築とスケーリングの課題の解

決に注力する必要があります。

多くの組織では、IoT の実装プロセスを少なくとも部分的に外注しており、そう
することで技術面およびビジネス面での複雑な課題の取り組みへのサポートを

得ています。実装を外注している企業は、2021 年に最重要視されているセキュ
リティの問題に関して、より強い安心感を抱いています。IoT プロジェクトの安
全性を保つために、組織はデータプライバシーの確保 (特にベンダーと協働する
場合) とネットワークレベルのセキュリティを重視しています。最も重要な IoT 
プロジェクトの成功指標の一つとして、確かにセキュリティ改善が挙げられて

います。IoT に投資し、さらに IoT 導入に際しての課題を解決した組織は、IoT 
の利点からより大きな利益を得ることができます。
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調査目的と
対象者募集の詳細

本調査の目的には以下が含まれます

1. IoT の現状を理解する

2. IoT 採用における効果と課題を明らかにする

3. IoT の採用および使用状況を分析する

4. 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)、または開発担当者

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

2021 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
IoT 専門家の内訳

米国ではセキュリティ関連の意思決定者 850 人超

中国、日本、英国、フランス、ドイツではセキュリティ関連の意思決定者 350 人超

スペイン、イタリア、ベネルクス (オランダおよびベルギー)、オーストラリアでは、
各国ごとにセキュリティ関連の意思決定者 150 人超

エネルギー分野の詳細調査では、対象国合計で IoT 専門家 142 人にインタビューを実施

製造分野の詳細調査では、対象国合計で IoT 専門家 596 人にインタビューを実施

スマートプレイス分野の詳細調査では、対象国合計で IoT 専門家 266 人にインタビューを実施

モビリティ分野の詳細調査では、対象国合計で IoT 専門家 199 人にインタビューを実施
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