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はじめに 

モノのインターネット (IoT) は単なるトレンドではなく、デ

ジタル トランスフォーメーション戦略の主要な要素である

ことは、おそらく皆様もよくご存じのはずです。IoT が重

要であり、「ネットワーク接続された世界」や「ビジネス

の進化」を実現するといった、巷で耳にする話に納得す

る必要はなく、さまざまな流行語を気にかける必要もあ

りません。皆様が解決しようとしているのは、「IoT へ

の投資から得られる価値を最大化するにはどうすればよ

いか」という、より重要な課題だからです。 

忌憚なく言えば、多くの IoT プロジェクトは、たった  

1 つの単純な原因により頓挫しています。その原因

は、企業が IoT プロジェクトを戦略的イニシアチブと

してではなく、テクノロジ プロジェクトとして捉え

ていることにあります。組織が IoT の活用を急ぐあま

り、どの領域に真の価値を付加できるかを詳細に検

討せず、その結果、IoT プロジェクトが野心的で、

なおかつ最終的に何の役にも立たないサイエンス プ

ロジェクトに終わるケースが少なくありません。

IoT への投資を最大限に活用し、プロジェクトの行

き詰まりを回避するには、ビジネス価値の提供を

中心に据えたアプローチが必要となります。 

マイクロソフトでは、さまざまなお客様との連携

を通じて、大きな知見を獲得してきました。マ

イクロソフト パートナーとお客様からは、効果

のあった取り組みやそうでなかった取り組みに

ついて、これまでさまざまなフィードバックが

提供されました。多くのケースで、当たり前に

思えるような事柄がしばしば見過ごされてい

ることがわかりました。このホワイトペー

パーでは、皆様が IoT イニシアチブを最大限

に活用できるように、これまでマイクロソフ

トに提供されたインサイトをご紹介します。

そのうちの一部については、既にご存じで

あったり、別の業務上のイニシアチブで既

に使用していたりするかもしれませんが、

これからご紹介する実践内容が、IoT の成

功にどれほどの影響を及ぼすかを理解する

ことは、いくら強調しても十分ではない

ほど重要です。 
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どのような組織であっても、私か

らのアドバイスは、何よりもまず

問題を理解しなさい、ということ

です。ソリューションについてで

はなく、問題について真剣に考え

ましょう。 

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 

 

成功を収めるすべての IoT プロジェクトの発端となる強固な基盤

経営陣やステークホルダーの支援を得

ていますか? 

皆様もご存じのとおり、ステークホルダーの支援は 

IoT の取り組みを開始する上で重要な要素となりま

す。多くの戦略プロジェクトと同じく、IoT プロジェ

クトの存続と破綻は、多くの場合、経営陣やステーク

ホルダーの支援次第で決まります。しかしマイクロソ

フトのお客様の知見によると、IoT の場合、対処がよ

り困難な場合があります。IoT の場合、企業にとって

非常に重要なステップが目前に控えることになるた

め、マーケティング、営業、カスタマー サポートや

その他のオペレーション グループなど、おそらく想

定していない部門も含めた全社的な調整が必要となり

ます。そして忘れてはいけないのが経営陣です。経営

陣の中に強力な IoT の推進役が存在しない場合、IoT 

プロジェクトは短命に終わることになります。 

 

 

 

 

 

ステークホルダーを招集したら、ビジネス ケースの

議論と戦略の策定に巻き込みましょう。社内のすべて

のユーザーがデータにアクセスできるようにする取り

組みや、カスタマー エクスペリエンスを改善するた

め、お客様への理解を深める目標など、指針となる一

連の明確な原則を共同で確立する上で、このような状

況は絶好の機会となります。一連の原則を忠実に守る

ことで、ステークホルダーと企業は取り組みの重要な

側面に優先的に対応でき、また重要度の低い業務また

は技術に関する課題に注意がそれるのを防ぐことがで

きます。ここで思わしい同意が得られない場合、目標

を満たす結果がもたらされることはおそらくないで

しょう。しかし、説得力のあるビジネス ケースのも

とで全員の意見が一致し、どのような価値を実現する

かが決定できる場合、IoT プロジェクトを妨げる一般

的な障壁 (「プロジェクトの優先順位が低い」、「十

分な予算が割り当てられない」、「なくても構わない

ものとして捉えられている」など) を回避できる可能

性が一段と高まります。つまり、プロジェクトの立ち

上げ時点で適切なステークホルダーと経営陣のメン

バーを巻き込めていない場合、取り組みを成功へと導

くことは不可能であり、IoT に関する提案を行う環境

がまだ醸成されていない可能性があります。 

明確なビジネス ケースが確立されていますか? 

プロジェクトの立ち上げ時に、その根拠となるビジネ

ス ケースが存在しなければ、プロジェクトを成功へ

と導くことはできません。多くのビジネス リーダー

が IoT に非常に意欲的であるにもかかわらず、IoT プ

ロジェクトがしばしば困難な課題に直面するのは、

IoT がビジネスの課題ではなく、技術的な課題として

捉えられていることに原因があります。その場合、ビ

ジネス リーダーの時間と労力は、たとえばデバイス

が接続されるか、ソフトウェアは更新されているか、

といった技術的課題に費やされています。このような

問いももちろん重要ですが、ビジネス リーダーはビ

ジネス戦略上の課題について問われるべきであり、そ

のイニシアチブは技術的課題ではなく、説得力のある

ビジネス目標によって推進する必要があります。戦略

を、その意味を問うことで強化しなければ、イニシア

チブの焦点が失われ、成果も実現されません。事実、

IoT プロジェクトの 70% は、立ち上げ段階の計画策定

が不十分なせいで頓挫しています。1プロジェクトの

全体目標は、その使用用途、組織、業種に固有の要素

や、その他の無数の要素に基づいていますが、ここ

で、取り組みが必要なビジネス ケースについて熟慮

する優れた方法をいくつかご紹介します。 
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企業にとって最も望ましい成果を判断するには、解決

しなくてはならない問題や期待するビジネス チャン

スが明確に定義された、ビジネス課題ステートメント

の策定から着手することが役立ちます。これは IoT プ

ロジェクトに限ったことではありませんが、多くの企

業にとって、テクノロジは勝手のわからない領域に属

しています。そのため、実用的な課題ステートメント

を策定するには、社外のサポートが必要となる場合が

あります。皆様はご自身の分野のエキスパートでは

あっても、おそらく IoT のエキスパートではないはず

です。パートナーを活用してビジネス ケースや、最

終的には長期的な IoT 戦略を確立することが、プロ

ジェクトの成功と失敗の分かれ目となります。 

カスタマー リレーションやサプライ チェーン、オペ

レーションなど、もっとも改善が求められる機能領域

を見極めることで、取り組みの範囲を絞り込むことが

できます。たとえば、製造ラインの廃棄率をおそらく 

1% 低下させるだけでも、コストを大幅に削減し、資

源の無駄な浪費を解消できる場合があります。取り組

みを 1 つの領域に集中させることで、コストの精査と

有益性の実証が容易になります。これを行わないと、

関連するコストと予測される成果の定量化が困難なた

め、ROI の検証もより困難になります。ビジネス 

ケースを選ぶ際にもっとも役に立つと思われるヒント

の 1 つは、小さな規模で開始して、すぐに価値を実現

するというものです。自社の変革や再編成を標榜する

企業は、すぐにその複雑さにとらわれ、抜け出せなく

なってしまうものです。ビジネス ケースに永続性が

あることを証明するには、すぐに実現できる成果が必

要となります。 

焦点を合わせる領域と基本的な原則を決定したら、実

現を目指す成果を明らかにします。コストの削減や、

収益の増加、サービス内容の拡充などの目標を検討し

ます。検討すべき一般的なアプローチには、次の 2 つ

があります。 

現在のオペレーションの改善 

今このホワイト ペーパーをご覧になられている方の

中には、製造業に従事し、製造現場の効率の改善をご

希望のお客様や、小売業に従事し、在庫管理を合理化

したいとお考えのお客様がおられるかと思います。そ

のようなお客様のシナリオの場合、IoT は現在の取り

組みをサポートし、より優れた成果を実現します。参

考となる事例としては、あるエネルギー関連の多国籍

企業2が、熱交換器 (プラントの燃料加工工程の一部と

して機能する、装置に流入する液体の熱を除去する機

器) に IoT を導入しているケースがあります。 セン

サーによって収集されたデータはクラウドへと送信さ

れ、装置の正常状態の分析や、将来のパフォーマンス

の予測がリアルタイムで実施されます。 
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これにより、企業はより詳細かつ迅速に熱交換器の

正常状態を把握でき、予期しない機能停止を防止し

たり、クリーニング スケジュールを最適化したりす

ることができます。その成果はすぐに、明確な形で

現れました。同社は機器の保守に必要な時間とコス

トを大幅に削減できたのです。その後、同社は監視

システムの対象範囲を他の装置にまで拡大し、さら

に大きなメリットを実現しています。他の事例で

は、ある欧州の電力会社が3自社の送電網にコネク

テッド センサーを取り付け、アドバンスド アナリ

ティクスを適用することで、応答性に優れた自律型

の送電網を構築したケースがあります。これによ

り、同社では分散された新たなリソースを活用しな

がら、将来の電力需要を予測して、新たな発電所を

建設することなく現在の電力需要を満たすことがで

きます。その結果、回復力のある柔軟性に優れた送

電網が実現され、また提供するサービスが大幅に改

善されたことにより、同社はリソースを意のままに

活用し、より多くの成果を実現できるようになりま

した。その将来性は明らかです。リモート監視と 

予兆保守のシナリオが、あらゆる業界に及ぼす影響

をぜひご確認ください。 

このようなタイプの使用用途は、ソリューションの

機能を拡大するための強固な基盤として機能し 

ます。 

 

ビジネス モデルの変革 

効率性の向上に加えて、IoT をイノベーションの原動

力として活用し、ビジネス モデルの大幅な刷新を推進

することもできます。最近 700 人の企業幹部を対象に

実施された Forbes の調査では、全体の 60% が既に 

IoT を活用して、既存のサービス ラインを変革または

拡大しています。4 

たとえば、ある食品包装関連のグローバル企業では、

IoT を段階的に導入し、その効果を最大限に引き出し

ています。同社では、まず製造現場の効率

化を実現し、そのインサイトを全社的

に取り入れて、ビジネス モデルを根

本的に変革しました。その方法

は、お客様の現場に設置された機

械に関する理解を深める試みに

端を発しています。その機械に

センサーを取り付けたことで、

同社ではデータのキャプチャと

分析を行い、機械のパフォーマン

スに関するより優れたインサイト

を生成できるようになりました。こ

の新たなインテリジェンスによって、

パフォーマンスの優れた機械とそうでない機

械が存在する理由が、さらに完全な形で視覚化されま

した。 

同社の機械をお客様が最大限に活用できるように支援

するため、同社ではその情報を活用して、営業担当者

や技術担当者の教育を実施し、最終的には、効率化や

インサイト以外の領域にまで変革の範囲を広げ、ビジ

ネス モデルの完全なシフトを開始しました。機械と梱

包資材を販売するだけでなく、高品質な梱包サービ

ス、設計サービス、サプライ チェーン サービスをお

客様に提供することで、自社の経験を他社の利益の実

現に役立てられることに同社は気付き、このアプロー

チのもと、大規模な変革を実現して、従来の梱包企業

から、競争力のある最新のテクノロジ企業への転換を

果たすることができました。そして忘れてはいけない

のが、IoT に寄せられる期待の中で最も注目を集めて

いる要素の 1 つである「収益への効果」です。Forbes 

による企業幹部を対象とした調査では、全体の 41% が 

IoT の効果により、年間収益が 5～15% 増加したと回

答していますが、ビジネスの変革はそのような収益を

実現する上でカギとなります。しかし、ビジネス ケー

スを確定する前に、大きなビジネス戦略の下、地に足

をつけた状態で、小さな規模の取り組みを開始するの

を心がけることが重要です。 

41%

% 
IoT の効果によ

り、年間収益が 

5～15% 増加し

たと回答した企

業幹部の割合 

https://cloud-platform-assets.azurewebsites.net/remote-monitoring/
https://cloud-platform-assets.azurewebsites.net/predictive-maintenance/
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常に大きな戦略を念頭に置いていま 

すか? 

IoT 戦略を確立する際に企業が陥りがちな落とし穴

が 2 つあります。1 つ目が、過度に野心的になり、

一度にすべてを変革しようとして、立ち行かなくな

るケースですが、これは多くの企業に当てはまりま

す。2 つ目が、短期的なプロジェクトでは成功を収

めるものの、その成功をより大きく持続的な戦略の

確立につなげる方法が明確に把握されていないケー

スです。 

既にご説明したとおり、小さいな規模のプロジェク

トを開始してすぐに価値を実現するのが得策です。

目標についてじっくりと考えながら、長期的なビジ

ネス戦略を策定し、IoT に協調させることで、将来

的な成功に向けて備えることができます。デジタル

戦略全体の広範な文脈における IoT の位置付けが行

われていない場合、IoT の取り組みを基礎として物

事を進めたり、ビジネス プロセスに効果的に統合し

たりできなくなるリスクを負うことになります。 

たとえば、製造現場の機械からデータを取得できた

としても、データを解釈したり、データから得られ

たインサイトを活用したりするための戦略が存在し

ない場合、そのソリューションへの投資が実を結ぶ

ことはありません。あらゆる新しいビジネスの取り

組みと同じく、IoT も戦略的なビジネス イニシアチ

ブとして捉える場合に、最も大きな成功を収めるこ

とができます。 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初期段階のビジ

ネス ケースが、

全体的な戦略に

馴染まないように

思われる場合、そ

れは初期段階のビジ

ネス  ケースを再検討

し、正しく機能するよう

に調整しなくてはならない

可能性を示唆しています。 

ビジネス価値を定量化できていますか? 

目的とする結果を定量化することは、成功と投資価値

の最大化を実現する上で欠かせません。このことは、

マイクロソフトのお客様やパートナーによって、これ

まで幾度となく語られてきました。明確な指標によ

り、プロジェクトに確固とした根拠を与え、適切なス

テークホルダーを見極め、継続的な財政面でのサポー

トを確保して、目標を実現するためにビジネス 戦略を

調整することができます。「成功」の示す意味が「現

場担当者の効率性の向上」、「調査および開発コスト

の低減」、「アフターマーケット サービスのアップセ

ル」、「次世代型サブスクリプションおよびサービス 

モデルの提供」、または単に「特定の資産データに関

する可視性の獲得」など、どのようなものであって

も、定量化が可能なビジネス価値は、IoT プロジェクト

のライフサイクル全体にわたり、指針として機能させ

る必要があります。この基盤が確立されていないと、

ステークホルダーに「コストに見合った成果がない」

と判断された場合に IoT プロジェクトが行き詰まった

り、明確な数値が示されているその他の変革プロジェ

クトの優先度が高められたりする場合があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

立ち上げ段階

の計画策定が

不十分なため

に頓挫する 

IoT プロジェ

クトの割合1 

70% 

 



 

 

ROI の最大化には戦略の効果的な遂行が必要

ビジネス戦略と技術戦略は並行して策

定していますか? 

対応するビジネス ケースを見極めたら、次に包括的

なビジネス戦略と技術戦略を策定します。IoT プロ

ジェクトで最も一般的な落とし穴の 1 つが、両方のプ

ランを並行して策定しないということです。中でも非

常に多いのは、組織が IoT を従来の IT ソリューショ

ンのように受け止めているケースです。しかし IoT の

場合、新しいインサイトや機能を取り入れるため、変

更する必要のあるプロセスと文化的規範を同様に考慮

する必要があります。もちろん、機械をネットワーク

に接続してデータを収集することにも価値はあります

が、やはりデータを適切な人が適切なタイミングで利

用できることが大きな効果につながります。全社にわ

たり、より広範な視界を提供することで従業員を支援

するお客様からは、IoT から十分なメリットを獲得し

ているとの報告が絶えず寄せられています。ビジネス

戦略と技術戦略を別々に策定する場合、費用のかさむ

プロジェクトの遅延から、セキュリティ脆弱性のリス

クの上昇まで、さまざまな問題に必ず直面することに

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テクノロジとプロセスの開発が不用意に行われたせい

で、相互運用性が確立されなかった場合、将来的に複

雑性にとらわれる可能性が高まります。さらに、ス

テークホルダーの継続的サポートを確保する上で重要

なステップの 1 つである、企業全体のコストの包括的

な査定が難しくなります。ビジネス戦略と技術戦略を

策定する場合、エンド ツー エンドのセキュリティに

ついて考慮することが重要です。貴社と貴社のお客様

のいずれの場合も、ネットワーク接続されたデバイス

からは膨大な量のデータが生成されます。データのガ

バナンスと保護に対応するだけでなく、あらゆるレイ

ヤーでセキュリティを確立し、デバイスを物理的にも

仮想的にも保護する必要があります。クラウド サー

ビスは効果的なソリューションになり得ますが、デー

タ処理のあらゆる段階でセキュリティ リスクの特定

と対応が必要となります。言うまでなく、セキュリ

ティ リスクは ROI に負の影響を及ぼし、予期しない

コストをもたらします。 

コストを正しい方法で見積もっていま

すか? 

プロジェクトの初期に確立されたビジネス ケースで

は、目的とする結果が予測されるコストを上回るこ

とが示されているはずです。皆様は既に ROI の割り

出しにも精通し、IoT イニシアチブを他の戦略的イニ

シアチブと同様に捉えているはずです。しかし多く

の企業では、今もなおコストを誤った方法で見積

もっており、ビジネスに関連するコストについて考

慮しなくてはならない状況で、テクノロジに焦点を

合わせています。テクノロジのコストは、オペレー

ションやサービスのコストと比較すると、多くの場

合、その額は取るに足らないものです。 

技術に関するコストは 

オペレーションやサービ

スに関するコストと比較

すると、多くの場合、そ

の額は取るに足らないも

のです。 

役に立つヒント 
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サービス自体のコストは、通常は IoT に関する多く

の議論の的となりますが、最終的にはハードウェ

ア、保守、サプライ チェーン、サービスのコストと

比較して、大きな額になることはほとんどありませ

ん。特にスケーリングが必要とされる状況におい

て、これらの要素が多くのビジネス ケースの実現を

妨げる要因となります。多くの企業では、コストに

関して考慮する場合、焦点をオペレーションに絞る

ことが役立ちますです。IoT にはハードウェアや接続

性などの要素が含まれているため、物理的デバイス

を取り付けたり、故障した装置を交換したりするプ

ロセスが必要となります。たとえば産業用ボイラー

の製造業者の場合、コネクテッド デバイス内にセン

サーやネットワーク接続機器を取り付けるプロセス

が必要です。さらに、コネクテッド デバイスを簡単

かつ効率的に取り付けられるように、ボイラーの設

計を調整しなければならない場合もあります。ボイ

ラーと、自動化された作業指示による保守サブスク

リプションを販売する場合、新たな要件に適合する

ように、保守および技術者のリソースの配置を変更

しなければなりません。このような取り組みも、

サービス パートナーによるサポートが可能なため、

パートナーシップについて検討する余地のある領域

です。しかし、オペレーション上の調整をどのよう

な形で実現したとしても、コストのほとんどは、こ

のような実際のビジネス要素への変更に費やされる

ことになります。 

 

MVP と PoC のどちらを達成する必要

がありますか? 

計画から導入に駒を進めるにあたり、検討が必要とな

るいくつかの事項があります。まず第一に、マイクロ

ソフトのお客様の場合、MVP (実用最小限の製品) に

真っ先に対応することで勢いをつけ、価値創出までの

時間を短縮できることがしばしばあります。現在の非

常に競争が激しい市場において、MVP は製品の市場

投入を可能な限り迅速に行うのに役立ちます。 

MVP により、小さな規模でプロジェクトを開始し

て、コネクテッド デバイスが意図する機能を発揮

し、目標とする指標に達するようになってから規模を

拡大することができます。MVP は、製品の導入と拡

大にあたって直面する可能性のある課題を特定する場

合にも役立ちます。この段階では、デバイスのプロビ

ジョニングとハードウェアの調達や、請求および 

CRM システムへの IoT 対応製品の統合に時間がかか

り過ぎるなどの問題が、多くの企業で明らかになりま

す。MVP は最初にサービスの導入を推進し、将来の 

 
実装でより迅速なスケーリングを実現する上で効果的

な方法ですが、その他に取り得る方法に、PoC (概念

実証) があります。 

MVP が機能的製品を迅速に市場に投入するように設

計されているのに対し、PoC では製品の機能の実証

と検証を行うための内部テストが行われます。Poc を

実施する場合、明確なビジネス価値の目標を確立し、

目標が達成された場合には次の目標に合わせて調整す

るのが理想的です。たとえば、「廃棄物を 2% 削減す

る」、「保守の効率性を 1% 向上させる」といった目

標を決定します。 

PoC は、プロジェクト進行の阻害要因にならないとい

う点も重要です。経営陣の承認を事前に獲得しておく

ことで、PoC の目標が達成された場合、自動的にプロ

ジェクトの次のフェーズへと移行することができます

が、これを怠ると、フェーズの移行のたびに、ステー

クホルダーや経営陣に繰り返し決裁を仰がなくてはな

らず、時間とリソースを浪費することになります。 



 

 

 

 

 

 

 
最後に考慮すべき事項は、知識が豊富なパートナー

をプロジェクトに巻き込むタイミングです。MVP と 

PoC のいずれの場合も、プロジェクトの進行におい

て、パートナーは取り組みを加速し、一般的な落と

し穴を回避する方法を提示できます。すぐにスケー

リングを行い、滞りなく生産に移行する必要がある

場合、あらかじめパートナーを適所に配置しておく

ことが役に立ちます。このような状況下では、シス

テム インテグレーター (SI) や独立系ソフトウェア ベ

ンダー (ISV) が特に重要となります。そして PoC また

は MVP から生産へ移行する際、データのガバナンス

や運用化など、その他のニーズへの対応の準備を

パートナーがサポートしてくれます。 

IoT の価値を、初期プロジェクトのレベ

ルからさらに高めるには 

IoT への投資を最大限に活用しているマイクロソフトの

お客様は、IoT プロジェクトを一度限りの取り組みとは

捉えていません。可視性とインサイトは、ビジネスの

他の側面にまで及ぶことが可能であり、またそうある

べきです。マイクロソフトのお客様は通常、次の 2 つ

の方法を取ります。1 つは、その取り組みを新しいビジ

ネス プロセスにまで拡大する方法で、もう 1 つは新し

いシナリオにまで拡大する方法です。取り組みを新し

いプロセスにまで拡大することで、これまでに得られ

た成功と経験を活用できます。既存のシステムに新し

い機能を 1 つ、または 2 つ追加することで、プロジェ

クトを小さな規模で開始します。データの精製、プロ

セスの調整、ソリューションの拡大を行い、繰り返し

ます。たとえば、ある工場の製造装置への IoT の実装

に成功した場合、そのソリューションを他の場所にま

で拡大して、効率性を継続的に高めることができま

す。ここでの「拡大」は物理的ハードウェアのみを指

していません。これまでに獲得したデータに基づくイ

ンサイトや効率性を拡大したり、従業員や営業チーム

のトレーニングを行ったりすることもできます。保守

を目的とした機械の監視から開始した場合は、セン

サーから収集された情報が他のどのような用途に使用

できるかを検討します。おそらく消費電力やピーク使

用時間が監視の対象となりますが、これにより保守サ

イクルの効率化に留まらず、在庫およびサプライ 

チェーン プロセスの最適化が可能な場合もあります。 

IoT の価値を高めるもう 1 つの方法は、既に実装済み

のテクノロジを新しいシナリオに組み込むことです。

コネクテッド デバイスを取り付けると、イノベー

ションや新しい戦略に関する実験を容易に行えるよう

になります。そのため、新しいビジネス モデルや

サービスなど、より広範なデジタル トランスフォー

メーション イニシアチブを視野に入れることも可能

になります。たとえば、ある石油ガス会社5では、

ロッド ポンプにセンサーを取り付け、ポンプの設定

やオペレーションを遠隔で監視および構成することに

よって、修理や保守を行う必要がある場合にのみ、技

術者を現地に派遣できるようになりました。デバイス

がネットワークに接続されてから、同社は AI (人工知

能) や機械学習を応用して、問題を発生前に予測し、

故障や操業停止を避けることのできる機能の導入を実

現しました。その結果、作業環境の安全性と効率性が

向上しました。これは、ほんの一例に過ぎず、このほ

かにも IoT の価値を高めるさまざまな機会が存在しま

す。経験豊富なパートナーと連携することにより、次

のステップを予測し、プランを策定することができま

す。そして IoT の使用用途は今なお進化し続けている

ため、価値をさらに高め、拡大する機会は今後も増加

していくと見られます。 

多くの場合、お客様は 

MVP (実用最小限の製品) 

に真っ先に取りかかるこ

とで勢いをつけ、価値創

出までの時間を短縮して

います。 
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まとめ 

IoT が人々の関心を集めるのには理由があります。

IoT のメリットは明白であり、その将来は有望です。

事実、Forbes が企業幹部を対象に実施した調査で

は、全体の 94% が、IoT を導入した結果、収益が最

低でも 5% から 15% 増大すると見込んでいます。そ

して IoT ソリューションにはそれ相応の課題が伴う

ことはご存じのとおりですが、マイクロソフトでは

これまで、お客様がそのような課題を克服し、途方

もない価値を実現するのを目の当たりにしてきまし

た。お客様にご提供いただいた教訓の多くは、決し

て高度な論理ではありませんが、おそらくそこに共

通のテーマを見いだせるはずです。熟慮を重ねて各

ステップに取り組み、プロジェクトを推進する戦略

的目標を着実に強化することで、すべてのメンバー

とより大きな全体像を共有し、成功を実現する可能

性が一段と高まります。そしてこの道のりは、あな

た 1 人だけで進む必要はありません。経験豊富な多

くのパートナーがその知見を提供し、あらゆるス

テップであなたをサポートします。 

新たな第一歩をすぐに踏み出しましょう 

IoT の開始や推進に関するサポートが必要ですか? 

こちらでマイクロソフト パートナーのリストをご確

認いただき、 ビジネス価値ワークショップをご予約

ください 
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