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モノのインターネットの戦略的活用

教授ときこり

では、関連性の高い情報かどうかをどのように判断できるのでしょ

数年前、イェール大学のインダストリアルエンジニアリング学科の

うか。関連性の判断は、企業の戦略的な目標から、目標達成のため

責任者は、「問題を解決するために1時間しかなかったら、1時間の

に設計されたビジネス上の目標、お客様との関係において現状を一

3分の2

同じよう

変させるような変革、リスク、機会をもたらすとガートナーが説明

に、あるきこりも、「ある木を伐採するのにわずか5分しかなけれ

している「決定的な瞬間」までの流れ (チェーン) の中で確立され

ばどうしますか」と尋ねられました。彼は「最初の2分半は斧を研

ます4。「決定的な瞬間」とは、企業の戦略的な目標と関連するIoT

ぐことに費やすでしょう」と答えました2。 業種や業務にかかわら

コンテキストとデータ (図1) が1つになるポイントであり、この瞬

ず、慎重に目標を定義し、目標を達成するために必要なツールを選

間を活かすことができれば、お客様の行動、考え、さらには思いを

択し、準備することが肝要なのです。

大きく変えることができます。

(IoT) プロジェク
トでは見過ごされていることが多くあります。IoTのコンセプトに
魅力を感じている ( あるいはよく理解していない) 、競合他社に後

「決定的な瞬間」は、お客様側からすると自然に発生するものです

れを取ることへの恐れ、新たな挑戦をしなければならないというプ

定的な瞬間」のための情報にアクセスし伝達する IoT アーキテク

レッシャーなど、さまざまな理由から多くの企業がIoTプロジェク

チャーと、関連性のあるIoTコンテキストおよびデータをつなぐ第

トに取り組むようになっていますが、目標、価値、そして適切な

2のチェーンにかかっています。IoTアーキテクチャーが有用な情

ツールを明確に定義していないことが少なくありません。このた

報を取り出すことができないなど、このチェーンが十分な機能を発

め、IoTプロジェクトが失敗する確率が高くなり、企業の顧客はそ

揮しないと、何も成果を残すことなく決定的な瞬間が過ぎ去ってし

のサービスに幻滅することになります3。

まい、目標の達成に失敗したという否定的な感情を作り出してしま

は問題の定義に費やすでしょう」と述べました1。

残念なことに、この教訓はモノのインターネット

この問題の原因の一端は、モノのインターネットという言葉が独り

が、企業にとって慎重なオーケストレーションが求められます。こ
のオーケストレーションが成功するかどうかは、目標とする「決

う恐れすらあります。

歩きをしており、誤解を招いていることです。IoTは相互接続され

ここで教授ときこりの話をもう一度思い出してください。IoTプロ

たマシンのエコシステムの総称でしたが、その後、あらゆるデバイ

ジェクトで最初に実施するべきことは、達成すべき戦略的なビジネ

スをインターネットに接続する状態と捉えられるようになりまし

ス目標を立てることです。それらは、決定的な瞬間を捉えるため

た。IoTの最も重要な目的は、企業にあるすべてのデバイスをネッ

の具体的な目的につなげる必要があります。IoTアーキテクチャー

トワーク化することではなく、ましてやあらゆるデバイスをイン

は、関連性のあるIoTコンテキストとデータを抽出および活用する

ターネットに接続することでもありません。IoTデバイスはコンテ

ことで、戦略的目標に沿ってお客様の行動や考え方を新しい方向へ

キストとデータを乗せた船のようなものであり、関連性の高い情報

と向けるようにするためのツールです。

(デバイス) を乗せた船だけを寄港させる必要があります。

ビジネス目標をまず確立し、IoTアーキテクチャーおよび関連する
デバイスにその目標を伝達するのであって、その逆ではありませ
ん。ビジュアル的なアピールや誇大広告によって選択されたIoTソ
リューションでは目標を達成することはできないでしょう。

戦略的な目標

戦略的な
目標のフロー

ビジネス上の目標

1つになるポイント:
決定的な瞬間

IoTアーキテクチャー
IoTコンテキストと
IoTデバイス
コンテキスト
とデータ

データのフロー

図1: IoTの戦略的階層構造
3
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橋を架ける

コンテキストとデータの他のソースとのインターフェイスを作り出

ビジネス目標と目標を達成するために必要なIoTアーキテクチャー

すことで実現されます。この目的のために導入するインフラストラ

を適切にブリッジングするには、プロセスのガイド役となるフレー

クチャは、アプリケーションによって異なります。自動車関連のア

ムワークが必要となります。さまざまな事業部門の関係者は、各部

プリケーションでは移動型テレマティクスが、監視制御とデータ収

門の指針よりも企業全体の目標を優先させることが求められる場合

集システムでは LAN とメッシュワイヤレスが必要な場合がありま

があります。マネジメント、製品、技術設計、IT、および運用組織

すが、オフショアの石油プラットフォームではClass

の全体で、新しい次元のコラボレーションが必要になります5。さ

要件に適合する防爆のWi-Fiインフラストラクチャが必要となる場

らに優れた選択肢のために、既存のプロジェクトやテクノロジーを

合があります。

撤廃しなければならないかもしれません。特定のベンダーと長期に
わたる関係を構築していても、適切なソリューションを提供できる
新しいサプライヤーとの新たな歩みを始めなければならないかもし
れません。

1 Division 1の

関連するデバイスの物理的な設置場所にかかわらず、信頼できる
ソースの信頼できるデータのみを確実に参照して利用できるよう
にする必要があります。つまり、IoTデータは、そのライフサイク
ル全体において、移動中でも保管中であっても、適切に保護され

IoTバリューサイクル (図2) は、可視性、セキュリティ、イノベー
ション、収益性の 4 つの主要な要素にビジネス目標を分解して、
IoTを成功に導くためのフレームワークを提供します。最初の2つ

管理される必要があります。デバイス、オペレーティングシステ

の要素は、ビジネス目標に関連するコンテキストとデータを抽出す

そのツールを導入して保守にあたるユーザーについても、安全に管

るための IoT インフラストラクチャに関連しています。残りの 2 つ

理することが求められます。常時稼働を確実に実現するために、ア

は、これらのコンテキストとデータを利用する決定的な瞬間を定義

プリケーションとシステムを保証する必要があり、データの利用方

します。関係者とともにこれらの4つの要素を定義し適切に実装す

法についての適切なガバナンスを常に適用しなければなりません。

ることで、IoTソリューションは目標とする決定的な瞬間を成功に

サイバーセキュリティ環境は常に進化しており、信頼を常に得るこ

導き、そのビジネス目標を満たします。

とは決して容易ではありません。万全のセキュリティが確立されて

可視化は「接続の状況は万全か」という質問に答え、あらゆるデバ
イス、マシン、および関連するプロセス、業務、および顧客関連の

完全な接続環境があるか。
• M2M、セルラー、テレメトリクス
• 産業グレードのワイヤレス
• スイッチングとデータセンター
• リモートサイト、ユーザー、データセンター
• デバイス、ユーザー、アプリケーションの管理

ナレッジを完全に活用しているか。
• アップタイム、高MTBF、低MTTR
• お客様の行動
• 請負人とスタッフの管理
• かんばん、効率性、およびスループット
• 応答性

図2: モノのインターネットのバリューサイクル

ム、BIOS、およびインフラストラクチャは、外部からも社内から
でも、改ざんから保護する必要があります。IoTソリューションと

いるかを繰り返し自問し、IoTプロジェクトのライフサイクルを通
して最新の保護機能が常に適用されていることを確認する必要があ
ります。

可視化

セキュリティ

生産性

収益性

セキュリティは万全か。
• 保存しているデータと移動中のデータ
• 物理的セキュリティ
• セキュアなBYOD
• アプリケーションセキュリティ
• コンプライアンス、健全性、および安全性

イノベーションを推進しているか。
• サービスエクセレンス
• エンゲージメントと差別化
• 扱いやすさと対話性
• ロイヤルティと製品の検証
• サービスとしてのマネタイズ

figure 2.0_011017_internetofrelevantthings-wpa
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IoTアーキテクチャーはセキュリティが確保された環境で、データ

ます。アップタイムを最大化し、ダウンタイムを最小限に抑え、

ソースにアクセスし、抽出された情報のライフサイクルを管理する

セールスとサポートプロセスを合理化し、お客様とスタッフを効率

必要があるため、その可視化とセキュリティが重要となります。そ

的に管理し、資産の活用とプロセススループットを最適化し、要求

のため、可視化とセキュリティは IoT の戦略的な階層構造の第 2 レ

や変更に対するレスポンス力を高めることで、生産性の向上が実現

イヤーとして定義されます。

されます。「ナレッジを十分に活用できているか」という質問は、

IoTの戦略的な階層構造の基盤となるこの場所で、 IoTデバイス内
に保管されているか、IoTデバイスによって生成される有用なコン
テキストやデータと、アクセシビリティと信頼性 ( セキュリティ)

IoTのコンテキストとデータを活用して効率性を向上させる上で役
立ちます。
可視化、セキュリティ、収益性、および生産性についての具体的な

との連携を図る必要があります。コンテキストやデータの関連性を

取り組みはお客様によってそれぞれ異なります。同じ業種であって

考慮することなく、あらゆるデバイスを取り込んでしまうと、接続

も、あらゆる環境に適合する万能型のIoTソリューションは存在し

が追加されるときのデバイスコスト、可視性とセキュリティの強化

ません。企業の目標はそれぞれ若干異なっており、目標を達成する

による人件費や設備投資、抽出されたデータの処理と保存、有意な

ために必要ソリューションもそれぞれ異なります。競合他社の動向

情報の選別に必要となるリソースなど、さまざまなコストが増大し

を把握することは有益です。しかし、自社の目標と決定的な瞬間が

ます。

他社と一致していない限り、他社の解決策がそのまま自社に役立

関連性の高いデバイスを特定し、特定のIoTデバイスを対象とする
ためのガイドラインは、収益性と生産性の向上の要素に分類されま

つとは限りません。先にIoTに取り組んでいる競合他社に追従して
も、賢明な選択肢とはならないかもしれません。

好やニーズに合った優れた製品やサービスの提供、業務に対する行

IoTの戦略的階層構造 (図3) をIoTのバリューサイクルと重ね合わせ
ることで、目的とアーキテクチャーを適切に連携 ( ブリッジング)

動や姿勢のポジティブな変化によって、収益を増大したりコストを

させることが可能になります。収益性と生産性の要素から適切なコ

削減したりして達成されます。「イノベーションに十分に取り組ん

ンテキストとデータにつながるソースを特定し、可視化とセキュリ

でいるか」いう質問は、サービスエクセレンスを実現し、お客様と

ティの要素からこれらのソースの情報を取り込むために必要なアー

の関わりを深め、競争力を高め、ビジネスのやりとりを簡略化し、

キテクチャーとインフラストラクチャを作り出します。

す。収益性の向上は、お客様に対するサービスの向上、お客様の嗜

ロイヤリティを強化し、製品の性能を検証し、サービスをマネタイ
ズする方法の解決につながります。

このブリッジングについて、事例を見ながら説明します。この後の
セクションでは、小売などのさまざまな業界の状況について説明し

生産性は、IoTバリューサイクルの第4かつ最後の要素であり、人

ますが、最初にセキュリティについて詳しく説明します。

と資産を可能な限り効率的に稼動させることにフォーカスしてい

戦略的な目標

ビジネス上の目標

可視化：完全な接続環境があるか。
• M2M、セルラー、テレメトリクス
• 産業グレードのワイヤレス
• スイッチングとデータセンター
• リモートサイト、ユーザー、データセンター
• デバイス、ユーザー、アプリケーションの管理

1つになるポイント:
決定的な瞬間

IoTアーキテクチャー

セキュリティ：セキュリティは万全か。
• 保存しているデータと移動中のデータ
• 物理的セキュリティ
• セキュアなBYOD
• アプリケーションセキュリティ
• コンプライアンス、健全性、および安全性

Infrastructure

IoTデバイス

コンテキスト
とデータ
生産性：ナレッジを完全に活用しているか。

• アップタイム、高MTBF、低MTTR
• お客様の行動
• 請負人とスタッフの管理
• かんばん、効率性、およびスループット
• 応答性

Context & Data
収益性：イノベーションを推進しているか。
• サービスエクセレンス
• エンゲージメントと差別化
• 扱いやすさと対話性
• ロイヤルティと製品の検証
• サービスとしてのマネタイズ

figure 3.0_011017_internetofrelevantthings-wpa

図3: ビジネスの目標とアーキテクチャーとIoTコンテキスト/データのブリッジング
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外部からの攻撃と内部からの脅威の両方に対応する

ArubaのIoTセキュリティフレームワークはConnect-and-Protect

セキュリティ

と呼ばれ、次の保護機能が含まれています。

IoTネットワークへの侵入とデータ侵害は、原子力、小売、ヘルス

•

ソース/データの送信先デバイスを認証し、センサーの入力お

•

商用および可能な場合には政府機関の暗号化標準を使用して

•

パケットをセキュアトンネルに入れて、目的の送信先にのみ

ケア、コンシューマー業界などあらゆる業界において日常的に発生

よびバスを含むトラフィックパターンを監視。

しています。その理由は極めて簡単です。ほとんどのIoTデバイス
とその実装におけるセキュリティが貧弱または欠如しており、信頼

データパケットを暗号化。

できないためです。IoTデバイスを設計するエンジニアは、通常、
プロセスの信頼性とアプリケーション固有のアーキテクチャーにつ

転送。

いてのトレーニングは受けています。これらのエンジニアが受けて

• IoTデバイスが信頼できるか、不明なデバイスかどうかを判断

いるトレーニングは、できるだけ長期間、製品を確実に稼動させる

し、アクセスおよびネットワークサービスを制御する適切な

ことを目的とした運用テクノロジー

(OT)

の分野に該当します。一

方で、サイバーセキュリティの専門性は、情報技術

(IT)

ロールおよびコンテキストをベースとするポリシーを適用で

のエンジ

きるようにIoTデバイスにフィンガープリントを適用。

ニアの担当になっています。OTとITがIoT製品とシステムの設計に

•

アプリケーションファイアウォールとマルウェア検出システ

おいて緊密に連携されていないと、信頼できないソリューションに

ムを使用して、ノースサウストラフィックを監視し、動作を

なってしまう恐れがあります。

管理。

•

意図的に操作されるリスクのあるIoT情報とプロセスを利用するこ

(EMM) 、モバイルアプリ
(MAM)、モバイルデバイス管理 (MDM) シス

エンタープライズモビリティ管理

とは、賢明ではありません。使用する情報の完全性と信頼性には万

ケーション管理

全を尽くす必要があり、IoTデバイスからそれらを利用するアプリ

テムを活用して、ポリシー違反が発生した場合に動作を監視

ケーションまで完全な信頼性が求められます。新しいIoTデバイス

し、他のデバイスを保護。

にセキュリティ機能を組み込み、レガシーデバイスを保護機能で包
み込むことによって、デバイスやユーザーが認証されるまで信頼し
ない防御フレームワークを作り出すことで、これを達成できます。
このフレームワークでは、多数のソースからのコンテキスト情報を
活用して、接続前と接続後にユーザーとデバイスのセキュリティ状
況を精査する必要があります。

データ

分析

CLEARPASS/次世代ファイアウォール/
MDMポリシー
コントローラーロール

コントローラーセキュアトンネル

暗号化 (コントローラー)
コントローラー/CLEARPASS
認証
プロトコル変換
物理レイヤー (物理変換)

デバイス
figure 4.0_011017_internetofrelevantthings-wpa

図4: IoTのセキュリティメカニズム「Connect-and-Protect」
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特にArubaのClearPass

Policy Managerは、IoTデバイスのプロ

ポリシーの効果は、ポリシーを構築するために使用される情報と、

ファイリング、アイデンティティおよび動作管理において優れた効

情報を保護するために利用するポリシー強制ツールによって決定さ

果を発揮します。フィンガープリントをプロファイリングし、接続

れます。セキュリティに体系的なアプローチを適用することで、

するIoTデバイスを分類して、デバイスタイプを区別し、別のユー

IoTの脅威のタイプを特定し、問題の修復に必要なセキュリティテ

ザーに悪意を持ってなりすましている攻撃者を検出します。アイデ

クノロジーを特定できるようになります。

ンティティによって、場所、時刻、曜日、現在適用されているセ
キュリティ対策など、いつ、どのように接続するのかを決定する
ロールがIoTデバイスに適用され、ロールベースの詳細なアクセス
制御が可能となります。ここでは、既知の脆弱性、アクティブポー
ト、オペレーティングシステムのバージョン、およびその他の機能
におけるSNMPのセキュリティを判断するためのヘルスチェックが
セキュリティ対策として実行されます。コンプライアンス対応を確

IoT のトランスフォーメションの終盤戦は、 IoT デバイスの内部
に埋もれている豊富なデータソースを活用してビジネストランス
フォーメーションを実現することです。適切なセキュリティ対策を
ゼロから設計することで、IoTソリューション全体の信頼性を確保
できます。信頼できるIoTアーキテクチャーを使用し、戦略的な目
標をブリッジングすることに再び注力できます。ブリッジングのプ
ロセスの仕組みを業界別のユースケースで見ていきましょう。

実にするためにセキュリティ対策を定期的に検証する必要があり、
セキュリティ対策が一定の基準に達していない場合、信頼されてい
るデバイスであってもアクセスを拒否するようにできます。

ClearPass は、プロファイル、アイデンティティ、およびセキュ
リティ対策を活用しながら、IoTデバイスが信頼できるどうか、ま
た、認識されているデバイスであるかどうかを判別し、その結果に
応じて対策を講じます。デバイスが運用モードを変更したり、別
のIoTデバイスのように偽装したりすると、プロファイリングデー
タにフラグが立てられ、ClearPassが自動的にデバイスの権限を変
更します。たとえば、プログラマブルロジックコントローラーが

Windows PCのように偽装されていると、ネットワークアクセスは
直ちに中断されます。

アダプティブトラストアイデンティティ

オペレーター
誰が

何を

どこで

アクセス
管理

誰が

WHEN

アセットDB
何を

どこで

いつ

スイッチの更新 (サンドボックスロール、シャットダウンポート)
ベンダー: ColdAir Systems
クラス: セルフサービス
ロール: 店舗のIoTデバイス
場所: トロント
認証: MAC、SQL
Macアドレス: AA:BB:CC:11:22:33
ファームウェアバージョン: 1.35b
リスクプロファイル: 高 (オープンポート)
ポーリング頻度: 30回 (最後の5分間)
BWプロファイル: 91%増加

店舗用のFWポリシーの更新

アクセスをブロックしてURLを更新

OTとITへの通知を生成

その他の冷蔵庫のリスクプロファイルを更新

インベントリアプリケーションを更新してデータをレビュー

図5: ClearPassを利用したIoTデバイスのセキュリティ違反のワークフロー
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ホワイトペーパー

モノのインターネットの戦略的活用

各業界のユースケース: 小売

この小売アプリケーションでは、次のビジネス目標を達成する必要

来年、ある国内の大規模小売業者は、バスケットのサイズを10％増

があります。

加し、ストアの離脱率を半分にして、目標収入を達成する必要があ

•

店舗に来た既存の顧客を特定し、小売業者が過去の購入歴や

ります。これらの目標を達成するには、カスタマーエクスペリエン

Webでの活動を分析でき、今回店舗に来た目当ての商品をリ

スの向上に取り組む必要があります。カスタマーエクスペリエンス

アルタイムでオファーできるようにします。

を向上するために、いくつかの目標を設定します。最初に、購入範

•

お客様がスマートフォンで在庫を検索でき、在庫にある商品ま

囲内の価格帯の関連商品をお客様に提示し、簡単に見つけることが

たは別の商品を購入するためのターンバイターン方式の指示

できるようにして、不満を抱いて店舗を後にすることがないように

を受けることができるようにし、バスケットサイズを増やす

します。第2に、商品を実際に店舗で見た後で、価格を確認した後

アップセル機会を最大化できるようにします。

にオンラインで購入する (ショールーミング) お客様は、店内で買

•

お客様が Web を自由に閲覧できるように Wi-Fi を提供し、お

い物をすることに価値を見いだしてもらうようにする必要があり、

客様が使用しているアプリケーションや使用場所を確認でき

何らかの形でアクティブな対応が必要となります。最後に、必要な

るようにします。たとえば、ショールーミングに対応するた

商品が見つからなかったお客様がお店を去ることがないように迅速

め、小売業者は電子看板の情報を更新し、インターネットと

な対応が必要となり、直接お客様に対応するスタッフの比率につい

の価格マッチングに関するメッセージを送信します。この情

て慎重な管理が必要となります。

報は、店舗関係者にも通知されるので、お客様に店舗で購入
してもらうように働きかけることが可能になります。

お客様、従業員、在庫は流動的であるため、バックエンド CRM 、

•

POS、在庫管理アプリケーションと連携するIoTロケーションベー

店舗のあらゆる場所でサービスが行き届くように、お客様の

スのサービスは、最も有用なツールとなります。ロケーションサー

場所と、スタッフが対応できるお客様の数の比率を監視しま

ビスは、以下のような質問を解決します。

す。

•
•
•

「自分がどこにいるか」

ビジネスの目標を確立したら、適切な IoT ツールの選択を始めま

「お客様がどこにいるか」

す。次のテーブルは、さまざまなArubaのIoTロケーションベース

「商品はどこにあるか」

サービスオプションを示しています。適切なソリューションを決定
するために、最初に概要的な質問への回答から開始し、最終的には
特定のIoTツールを推奨して終了します。

他のユーザーが
どこにいるのか。

Meridianの
友人を検索機能
(FMF)

バディ
システム

プレゼンス

位置情報タグ

AirWave
Visual RF

図6: ロケーションベースサービスのオプション

自分は
どこにいるか。

ウェイファイン
ディング

Analytics &
Location
Engine (ALE)

Meridian

アプリケーション

Meridian SDK

デバイスは
どこにあるか。

Wi-Fiベース

Wi-Fiベース

のデバイス

Analytics &
Location
Engine (ALE)

AirWave
Visual RF

ではない
デバイス

位置情報タグ
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ホワイトペーパー

モノのインターネットの戦略的活用

各企業がビジネス目標を達成するためにには、4つの異なるタイプ
のロケーションツールが必要です。

•

ウェイファインディング

(Wayfinding): 屋内版のGPSと考える

ことができるサービスであり、お客様がサイト内を自分でナ
ビゲーションできるようにするアプリケーションです。たと
えば、地理的な境界線を越えるとアラートしたり、お客様に
直接メッセージをプッシュしたりできます。

•

Meridianは、複雑なブール条件処理を実装するビジネスルールエ
ンジンだけでなく、顧客関係管理 (CRM)、POS (販売時点情報管
理 ) 、およびその他のバックエンドアプリケーションとも連携さ
せることができます。メッセージプッシュ機能によって、即時の
フィードバック、商品の紹介、およびアップデートが可能になりま
す。小売業者が自社独自のアプリケーションを利用している場合
で、Meridian

SDKによってそのアプリケーションに代わる同等の

プレゼンス: いつ、どのようなお客様がいるのか、オンライン

サービスを提供できます。

でどのような操作を行っているのか、そしていつジオフェン

お客様がオンラインショッピングサービス

ス境界から離れているのかを判断します。

チェックするタイミングを知る必要があるため、ウェイファイン

(Buddy System):

(Amazon など )

を

•

バディシステム

いるかを把握します。

ません。ArubaのAnalytics

•

非Wi-Fiベースの資産追跡: 資産、パレット、および商品の場所

スを利用することを明確に同意してもらったお客様のWi-Fiデバイ

を識別します。

スを使用し、店舗内の全員のx/y位置を計算し、Wi-Fiネットワーク

店舗全体で従業員がどこに

リアルタイムでお客様の行動を変える直接的なやり取りこそが、最
も効果的なカスタマーエンゲージメントとなります。つまり、お客
様のスマートフォンまたはタブレット上で実行され、ウェイファイ
ンディング、メッセージの配信、およびジオフェンスによってお客

ディングからショールーミング検出に移行することは容易ではあり

& Location Engine (ALE) は、サービ

上で実行された URL サーフィンを監視します。 ALE はバックエン
ド分析エンジンと連携させることができ、小売店がお客様がショー
ルーミングを行っているかどうかを識別して、店頭でのセールスに
つなげる多くの機会を提供できるようになります。

様に直接配信できるアプリケーションは高いエンゲージング効果を

ALEのx/y位置の監視機能は、バックエンドまたはクラウドアプリ

発揮します。 ArubaのMeridianサービスは、 1つのアプリで 3つの

ケーションとともに使用して、従業員が対応できるお客様に関する

重要なサービスをすべて提供します。このソリューションは屋内版

比率を監視することもできます。この比率が最小許容レベルを下回

GPS のようなウェイファインディング機能を提供し、ターンバイ

ると、従業員と店舗のマネージャーの両方に通知できます。ALEの

ターン方式の指示とマップ上のリアルタイム位置をゲストに提供し

ロケーションプロセスには、通りがかりのユーザーと入店者のトラ

ます。Meridianのフレンド検索 (Find A Friend) 機能により、店舗の

フィックを監視し、店舗に入るユーザーの割合を小売業者が把握で

マネージャーは店舗従業員が今どこにいるかを直接把握できます。

きる利点もあります。

ジオフェンスによって、お客様が店舗内にいるときにアクションや
アプリケーションをトリガーさせることができるようになります。

図7は、小売業者の戦略的な目標を決定的な瞬間にどのように結び
付け、その決定的な瞬間がIoTインフラストラクチャとそのタスク
向けのデバイスデータによってどのように処理されるかを示してい
ます。この例では、ハイレベルの目標を、決定的な瞬間を成功させ
るための特定のIoTツールに落とし込む方法を示しています。

バスケットサイズを10%増加
店舗における離脱率を半分に低下

店員による関与と商品への適切な価格設定
ショールミングの監視と解決
直接お客様に対応するスタッフの比率の管理

セルフサービス方式の商品検索
ウェイファインディングとメッセージのプッシュ
フリーWI-FI

CRM、POS、統合
MERIDIAN
ALE
BEACON
スマートフォン
アプリ

図7: IoTインフラストラクチャと小売業者の戦略的な目標との整合性の確保
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ホワイトペーパー

モノのインターネットの戦略的活用

目標とツールの整合が取れていない場合、IoTプロジェクトは思わ

この組織の目標を達成するには、すべての診察予約が時間通りに実

ぬ方向へ逸れてしまうことがあります。たとえば、プレゼンス分析

行され一日の終わりにバックアップが必要となることがないよう

によって受動的にお客様のロケーションを追跡すると、お客様の行

に、英語または英語以外を母国語とする患者が病院施設をスムーズ

動を一部把握でき、お客様がどこにいるかは分かりますが、お客

に移動できるようにする効率的な方法が必要となります。ロケー

様の購入行動をリアルタイムに変えることはできません。既存の

ションサービスを使用すると、「私はどこにいるか」、「患者はど

Wi-Fiインフラストラクチャに簡単に追加して導入できるという理

こにいるか」、「診療施設はどこになるか」 という問題を解決で

由から、多くのプレゼンス分析プロジェクトが開始されています

き、次のような目標を達成できるようになります。

が、プレゼンス分析の結果をセールスの向上につなげる方法がな

•

かったために、その後、多くのプロジェクトが頓挫することになっ

各患者が診療所に到着した時に、予定の診療時刻と正確なオ
フィス番号を、患者が設定する言語でメッセージをプッシュ

ています。 IoT プロジェクトに着手する前に、 IoT ソリューション

します。

とビジネス目標を緊密に連携させるという明確な教訓が得られたの

•

予定の場所や時間に変更があった場合は、更新したメッセージ

•

患者が来院するときに使用する入口や駐車場を考慮しながら、

です。

をプッシュします。

各業界のユースケース: ヘルスケア

次の診察予約のためのターンバイターン方式の指示と到着時

ヘルスケア業界でも、小売業界の例でも見られたロケーションサー

間を提供します。

ビスの一部が活用されています。その例を見てみましょう。来年度

•

に向けて、多くの病院や診療所を有するマネージドケア組織は、拠

外部や臨時の医師や病院スタッフにも同じメッセージプッシュ
とウェイファインディング機能を提供し、次の診察予定の場

点の設置面積、雇用者数、残業コストなどを増加させることなく、

所に簡単に移動できるようにします。

請求可能な来院数を10％増やしたいと考えています。患者と病院ス

•

病院スタッフは、患者が院内を移動しているときにその位置を

タッフに対して実施された満足度調査では、患者が医師の診断を受

追跡して、患者が診察に遅れた場合に電話で連絡できるよう

ける時間がすでに許容されるレベルぎりぎりまで短くなっているた

になります。

め、予約される診察時間をこれ以上短縮することが難しいことが示
されています。同じアンケートでは、予約している時間が守られな
いことについて患者と病院スタッフ両方の不満が示されています。

これらの目標を達成するには、 3 つの異なる領域のツールが必要
です。

大規模な病院施設では目的地に到達することが容易ではなく、英語

•

患者、職員、医師が自分が選択した言語でサイトを自分で移動

•

患者が来院したときに、診察予約のスケジューリングシステム

以外を母国語とする来院者や高齢者はサイトマップを簡単に理解で
きない場合があります。利用できる診療室は当日に変更されること

できるようにするウェイファインディングアプリケーション。

がありますが、診察予約のリマインダーは更新されない場合もあり

と通信し、挨拶のメッセージをユーザーの次の診察の場所と

ます。患者の遅刻や無断キャンセルなどによって午前の診察予定を

時間と共に送信するジオフェンシング機能。

こなすことができずに病院のスタッフと医師は苛立つことになり、

•

午後の診察予約は現在のシフトが終わってから組み込むことになる

病院スタッフが診察予定に遅れている患者や外部医師を見つけ
ることができるようにするユーザー追跡機能。

ため、この患者 (怒っているかもしれせん) を別の日に来院するよ
うに再度スケジュールすることが求められる場合もあります。

売上につながるビジット数を10%増加
オフォススペース、設置面積、残業時間を増加

利用可能な診察時間をすべて活用
患者の満足度を向上し、ユーザーエクスペリエンスを向上
セルフサービス方式のサービスソリューション

多言語対応のウェイファインディング
診察予約場所のプッシュ
遅刻している患者の検出

レコードの統合
統合のスケジュール

MERIDIAN
BEACON

スマートフォン
アプリ

図8: IoTインフラストラクチャとヘルスケア組織の戦略的な目標との整合性の確保
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ホワイトペーパー

前述の Aruba

モノのインターネットの戦略的活用

Meridian サービスは、セルラー方式とWi-Fiの両方
で動作しますので、携帯の通信網やWi-Fiのいずれかの対応範囲か

この企業の目標を達成するには、ポンプをリアルタイムで監視し、

ら外れているガレージや屋外などの場所でもサービスを配信でき

す。ポンプにはセンサーとアクチュエーターが装備され、ローカル

ます。MeridianはWi-Fiネットワークに依存しておらず、Arubaや

の閉ループ制御に利用されていますが、閉ループ制御の目的以外

Aruba以外のWi-Fiシステムの両方で動作します。

に、これらのデータが分析されてインテリジェンスとして活用され

このソリューションを利用するには、患者記録、経理、および職員
の人事システムと統合する必要があります。導入時の負荷は高くな
りますが、導入が完了すれば、職員の時間およびアクティビティ管
理の最適化、サイトの不動産管理の最適化、駐車場の空き状況の通
知など、上記以外の付加価値サービスも提供できるプラットフォー
ムとして活用できます。

異常な動作を観察することで障害を予測するための仕組みが必要で

ていませんでした。稼動中のポンプ数が非常に多く、広域対応のセ
ルラーネットワークの費用は変動するため、リモート解析のために
すべてのポンプデータを転送する場合、コストが高くなります。そ
の代わりに、ポンプジャックでローカルに分析を実行し、異常な動
作が検出された場合にのみ監視センターに通知すると、はるかに経
済的となります。監視センターは、ポンプがあるサイトにデータが
保管されていれば、必要に応じて追加のセンサーデータを要求する

一方、目標を確立しておかないと、最適ではないソリューションが

ことができます センターはまた、ポンプメーカーのデータベース

ベンダーから提供される恐れがあります。たとえば、ロケーション

と照合し過去の稼動データを分析して、異常な動作への最良の対応

サービスを使用して電子メールやテキストメッセージを送信する場

方法を判別できます。

合、タイムリーに患者が受信しない恐れがあり、リアルタイムの
ウェイファインディングアプリケーションと比べて効果が低くなり
ます。多言語マップをサポートする場合、多くの初期設定が必要と
なるかもしれませんが、患者や患者を支援するスタッフが最適な言
語を選択できるようになります。また、病院のスタッフ情報をリア
ルタイムで更新できるため、無駄な労力を最小限に抑えながら、ス
ケジュールを調整したり、扱いが難しい患者に適切な対応を行うこ
とができるようになります。

請負人がポンプジャックやロジスティクス拠点に到着するタイミン
グを追跡し、そのデータを企業の会計アプリケーションと共有する
ことで、請求された時間と現場での実際の作業時間を直接比較でき
るようになります。このソリューションは、レポート作成の自動化
を要求することになり、手動の作業による追加の人件費が発生しま
せん。また、すべての請負人がサービスに対する対価の支払を希望
される場合に、請負人がこのシステムに完全に参加することを義務
付ける契約上の変更も要求します。

各業界のユースケース: 石油 & ガス

ポンプサイトで請負人を監視するために使用するのと同じ追跡ソ

ロケーションサービスとエッジ分析の両方を活用しているある業界

リューションは、ロジスティクス拠点でも使用できます。アクセ

のIoTの例を紹介しましょう。来年度に、25,000機のポンプジャッ

スコントロールとCCTV (閉回路テレビシステム) とロケーション

クと 15,000 名の請負人を有する石油ガス会社が、ポンプのダウン

データを共有することで、請負人のアイデンティティをサイトのビ

タイムを 10 ％削減し、産出量を減らすことなく請負人のコストを

ジットとリンクさせることが可能となり、在庫の紛失時には容疑者

10％削減し、生産性を維持しながらスペアパーツを 25％削減した

を容易に特定できるようになります。

いと考えています。この企業は、理論的なポンプの故障率からポン
プ稼動のスケジュールを立てようとしましたが、その試みは失敗に
終わっています。その結果、ポンプの停止が頻発し、結果的に生産

石油ガス会社には、次のようなビジネス目標があります。

•

びデジタルデータを処理できるようにし、異常を報告するこ

収益が減少しました。さらに、ポンプのスペアパーツやパイプの紛
失、誤配置、盗難によってコストが増大し、機器を適宜修理するこ
とが難しくなっています。在庫を移動しているのは誰か、また盗難

と。

•

の実際の作業時間と手動で照合することも難題となっています。請
負人があまりにも多く、会計の担当者が不足しているのです。

広域データ収集システムを管理するリモート監視センターの導
入、ポンプデータのメタ分析、過去の障害データを活用した

や適正に記録されていないことが原因であるかどうかも分からない
ままになっていました。最後に、請負人のサービスの請求書を現場

ポンプジャック制御システムによって生成されたアナログおよ

予測分析アプリケーションと連携させること。

•

すべての請負人に、ポンプサイトまたはロジスティクス拠点で
の到着出発を報告するロケーションサービスアプリケーショ
ンをインストールすることの強制。これらの請負人は独立し
たエージェントであるため、プライバシー上の理由から、石
油会社の施設の到着と出発によってのみアプリケーションを
起動する必要があり、常時接続して GPS をトラッキングする
ことは許可されていません。
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これらの目標を達成するには、いくつかの異なる領域のツールが必

インテリジェントIoTデバイスは、企業が可視化したいと考えてい

要です。

るアナログ、デジタル、または制御ネットワークのデータを生成す

•

ジャックポンプのセンサーとアクチュエーターのデータを取
得し、データを処理する分析アプリケーションを実行し、そ
の結果をリモート監視センターに通信するための広域ネット

•

•

バイスは、IoTデバイスと連携してデータを取り込み、次に、ロー
カルでアクションを実行するか、リモート監視サイトのIoTコント
ローラーにデータを送信します。

ワークを提供して伝えるゲートウェイ。

•

るマシンを意味します ( この場合はポンプジャック) 。アクセスデ

広域ネットワークを管理し、集約されたデータに対して独自の

アクセスデバイスには、ゲートウェイおよびコンバージドIoTシス

分析を実行し、稼働状況の履歴やメーカーのデータベースな

テムの 2 つの形式があります。ゲートウェイは、 IoT デバイスから

どの他のデータリポジトリと通信できるリモート監視システ

のデータストリームを、利用しているネットワークと互換性のある

ム。

安全な形式に変換します。IoTデバイスがネットワーク

請負人のスマートフォンやタブレットがポンプやロジスティ

ルラー、Wi-Fi) と安全に通信する機能を備えていない、セキュア

クス拠点に出入りする際にアプリケーションを起動するジオ

なリモートアクセスのためのローカル VPN クライアントを実行で

フェンス機能。

きない、また、広域ネットワークと互換性がないシリアル、アナロ

請負人がサイトに出入りするときに毎回、アクセスコントロー

グ、または独自仕様の入出力

ルおよびビデオ監視アプリケーションにアクセスし、請負人

使用されます。

(I/O)

(LAN、セ

がある場合に、ゲートウェイは

のアイデンティティデータと日時を記録できるインターフェ
イス。請負人がサイトにアクセスする権限がない場合、アク
セス制御システムによって、アクセスが拒否されます。
ハイレベルな予測障害検出機能を実現するには、インテリジェント

IoTデバイス、アクセスデバイス、通信メディア、 IoTコントロー
ラー、IoTビジネスおよびアナリティクスアプリケーション、およ
びシステム管理ツールなどの、さまざまな実装要件について複合的
に対応できるいくつかの基盤が必要となります。

図10: Aruba Edgelineゲートウェイアクセスデバイス

IoTコントローラー

アクセスデバイス
通信方法

IoT
アプリケーション

ネットワーク
アクセス
コントロール

IoTデバイス
デジタルまたはアナログ
入力/出力 (I/O)

ポリシー強制
ファイアウォール

構成、監視、
管理

figure 9.0_011017_internetofrelevantthings-wpa
図9: 予測的な障害監視の構成要素
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コンバージドIoTデバイスにはI/Oインターフェイスがあり、IoTデ

VIA VPNの終着点は、石油ガス会社のデータセンターにあるIoTコ

バイスのデータをローカルで処理するコンピューティングパワーが

ントローラーです。コントローラーは、ネットワークの暗号化と認

あります。このソリューションは、プロセスのレイテンシの短縮、

証を管理し、ファイアウォール、ネットワークアクセスコントロー

広域データ通信トラフィックの量とコストの削減、ローカルIoTア

ル、およびアプリケーションレイヤーセキュリティ、パケットの優

クティビティの処理と保存、およびローカルIoTアクティビティの

先順位決定、アクセスルールを適用するポリシー管理アプリケー

サマリデータのリモートデータセンターへの送信に使用されます。

ションとのインターフェイスとして動作します。コントローラーソ

コンバージド IoT デバイスは、機械学習とデータ分析エンジンを

フトウェアのインスタンスは、プライベートおよびパブリッククラ

ローカルで実行することでこれらのタスクを達成します。これらの

ウドアプリケーション向けのハードウェアコントローラーの代わり

デバイスには強力なコンピューティングエンジン、アナログ/デジ

に使用できます。

タルセンサーのデータとコントロールバストラフィックの処理機
能、およびリモート管理機能という特長があります。

図12: Arubaコントローラー

分析アプリケーションは、コンバージドIoTシステムと監視システ
ムの両方で動作します。分析アプリケーションは、IoTデータを利
用し、数学および統計的手法、機械学習、および予測モデルを使用
図11: ArubaコンバージドIoTシステムアクセスデバイス

して異常な動作にフラグを立て、ポンプのメーカー、内部のサービ
スレコード、さらには他の企業サイトのデータプールをマイニング
することで、障害を予測します。HPE

Vertica、SAP HANA、GE

石油ガス会社の場合、広域ネットワークの費用をできる限り抑えるた

Predix、Schneider Wonderwareなどのアプリケーションを利用で

めにローカルインサイトが必要となるため、コンバージドIoTシステム

きます。

が最適なアクセスデバイスとなります。セルラー方式は、ある通信電

ポンプジャックのサイトは、 HPE のユニバーサル IoT プラット

波塔で障害が発生した場合でも耐障害性に優れているため、このシス
テムでは通信方法として携帯電話ネットワークを使用して、展開にか
かる時間を短縮します。

(UIoT) アプリケーションを使用して監視されます。UIoT

は、IoTデバイスを監視するためのさまざまな専門サービスが含ま
れる強力なアプリケーションスイートです。提供されるサービス

セルラー方式の費用は、ヒューレット・パッカード エンタープライズ
の仮想移動体通信事業者

フォーム

(MVNO)

向けサービスを使用して決定されま

すが、この費用は、マシン監視アプリケーションなどの低帯域幅のIoT
アプリケーションに対して事前に交渉されています。分析ソフトウェ
アを備えたコンバージドIoTシステムを使用してオンサイトでIoTデー
タを前処理すると、セルラー通信の量とコストが大幅に削減されま
す。

は、次のとおりです。

•

クライアントアプリケーションがデータを利用できるようにす
るAPI。

•

新しいアプリケーション、マイクロサービス、およびアルゴリ
ズムを迅速に導入できるようにするデジタルサービス。

• ArubaのゲートウェイおよびコンバージドIoTプラットフォー
ムからのデータ収集、オープンソースのメッセージブローカ

ArubaのVIA VPNは、ポンプジャックと監視センター間でデータを暗
号化してトンネリングします。VIAは、AES 256ビットの暗号化鍵をサ
ポートし、ネットワークレベルのピア認証、データ発信元認証、デー

リングによるIoTプロトコル。

•
•

タ整合性、リプレイプロテクションを提供します。政府の IoT アプリ
ケーションの場合、VIAはSuite

B規格の楕円曲線暗号を使用して、最

セルラーインフラストラクチャの管理
構築済みのアルゴリズムとすぐに使用できるテンプレートを利
用できる堅牢な予測分析。

• oneM2Mまたは同等のデータ構造標準の遵守。一般的に使用

高レベルのTop Secretに分類される情報を保護できます。

される制御プロトコル用の組み込みプロトコルライブラリ。

•

デバイスとサブスクリプション管理の両方を含むオープンスタ
ンダードのメッセージングバスを介するメッセージキューイ
ング。
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図13: UIoT IoTデバイス監視システム

UIoTは、oneM2Mの業界標準を遵守しながらIoTデバイスをサポー
トしており、各種のIoTアプリケーションおよびプロセスをサポー

ンに通知がプッシュされます。Meridian がアクティビティを正し

トします。同じプライベートまたはハイブリッドクラウドプラット

こともできます。提供されたサービスの対価を支払うために請負

フォームで、デバイスの検出、構成、およびIoTトラフィックの制

業者がMeridian アプリケーションを使用していると主張すること

御 (従来の音声およびデータトラフィックとは別に) などの新しい

で、石油ガス会社は高いレベルのコンプライアンスを保証できま

アプリケーションのインスタンスを大規模に素早く作成できます。

す。

Meridianプラットフォームと同様に、UIoTは、企業の現在の戦略

Meridianには、アカウンティング、アクセスコントロール、ビデ

目標を達成するために必要なサービスの他にもさまざまな価値を

オ監視ワークフローなど、他のアプリケーションとロケーション関

提供するサービスの基盤として活用できます。UIoTは、地上のモ

連データを共有できるAPIが含まれています。この機能により、同

バイルテレマティクスアプリケーション、LoRaおよびSigfox長距

じビーコンとアプリケーションをポンプジャックで使用したり、ロ

離無線システムとのインターフェイスとして稼働し、他の監視、レ

ジスティクス施設のセキュリティシステムを起動させたりすること

ポート、および監査アプリケーションとやりとりするためのさまざ

ができるため、集荷や配送をカードアクセスやビデオ監視データと

まなAPIを備えています。

関連付けることも可能になります。在庫が減少しており、請負者の

請負人のロケーションサービスは、Aruba のMeridian ジオフェン

関わりがある場合、セキュリティレコードからその請負者を識別で

く記録していることを確認するメッセージを請負人にプッシュする

きるようになります。

スとメッセージプッシュサービスによって提供されます。ポンプ
ジャックおよびロジスティクス拠点にAruba

BLE Beaconが導入さ

この例では、石油ガス会社が、ポンプの稼動時間、請負者のコスト

れると、ポンプサービスおよび保管場所の境界にジオフェンスが確

管理、および在庫のセキュリティなどの高レベルの目標を達成する

立されます。ジオフェンスのサイズは、場所に合わせて調整されま

ために、どのようなIoTツールを選択し、これらの目標の達成に役

す。請負人のスマートフォンやタブレットがジオフェンスに出入り

立つ分析、レポート、およびロケーションベースのサービスを利用

するときに、ジオフェンスが起動し、そのユーザーのアイデンティ

していくかを説明しました。

ティ、時刻、位置が記録されて、アカウンティングアプリケーショ

ポンプのダウンタイムを10%削減
生産性に影響を与えることなく請負者のコストを10%削減
スペアパーツを25％削減

ローカルポンプデータの取得と分析
一元的な監視とメタ分析
労働と資材の調整

デバイスの故障
ポンプサービスのスケジュール
請負人の到着と出発

異常検知
テレマティクス

MERIDIAN

ゲートウェイ

BEACON
アプリ

図14: IoTインフラストラクチャと石油ガス会社の戦略的な目標との整合性の確保

figure 14.0_011017_internetofrelevantthings-wpa
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IoTのトランスフォーメーション推進のための

IoTアーキテクチャーを介して広がる関係性の高い IoTコンテキス

最初のステップ

トおよびデータのチェーンは、すべての部分が正しく実行されなけ

IoTツールは拡張性に優れ、将来的なビジネス目標にも対応できる
プラットフォームであることが求められます。上記の3つのユース
ケースすべてにおいて見られるように、ArubaとUIoTのソリュー

ればなりません。このホワイトペーパーでは、IoTの階層構造の要

ションは、拡張性に極めて優れており、広範なユースケースに対応

について説明しました。企業の目標に沿って、慎重に準備し、客観

できます。

的な定義を用いて、適切なツールを選択すると、大きな効果を得る

ビジネス目標とIoTアーキテクチャーのブリッジングに関する技術
的な課題は、企業内での調整を行うために必要となる政治的なハー
ドルと比べると、容易に克服できます。既存の問題や進行中のプロ
ジェクトがあると、戦略的な目標やビジネス目標に影響を与え、異
なる解釈をもたらし、その新しい解釈に合わせるように他のグルー
プに要求することにつながることがあります。異なる事業部門の関
係者は、プロジェクトや問題の管理をめぐって争うことがあり、特
定のビジョンが明確になっていないと、支援や資金の確保が難しく
なる場合もあります。
管理、製品、エンジニアリング、 IT 、および運用組織全体の関与
が必要となる新しいレベルのコラボレーションを実現するには、
中立的な第三者の介入が必要になることがあります。この目的の

素に橋を架けて、IoTデバイスから関連するコンテキストとデータ
を抽出して利用するための適切なアーキテクチャーを実装する方法

ことができます。これを実現できれば、最も困難なビジネスの目標
であっても達成することができます。
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