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既にM2Mを使用している企業
の66％が、12ヶ月以内にROI
を得ています。
ボーダフォン M2M 普及調査レポート 2014

製造業が今直面している課題とは？ 
対象がソーラ―パネルでも、また産業用ドリルであっても、何を製造しているかに関わらず、
製造メーカーは、目まぐるしく変化する市場の要望や、燃料費、人件費、原料費等の上昇へ
の対応を余儀なくされています。

製造ライフサイクル全般におよぶプロセスの改善や、在庫管理といったコア
業務の効率化推進に向けた革新的な方法を抜きにして、成功を考えること
はできません。それでは、どうすれば以下を実現できるのでしょう：
●　品質を向上し、リコールや保証対応を最小限に抑え、顧客ニーズに

対応する
●　変化する需要に生産を合わせることで無駄を省く
●　製品のデザインやプロセスを変革する

●　企業全体としての使用エネルギーの最適化を図る

ボーダフォンが支援します
製造業におけるマシン・ツー・マシン (M2M) の利用が、急速に拡大して
います。独立機関による調査を元にしたボーダフォンの「M2M普及状況
調査レポート2014」によれば、今や製造業全体の20%がM2Mを利用し
ており、これは前年の倍の数値となっています。 

M2Mソリューションを活用してデータをリアルタイムに捉え、製造ライフ
サイクルのそれぞれの工程を最適化し、コストを削減して顧客対応を改
善することができます。.
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M2M: リアルタイム・マニュファクチャリング
モノのインターネット（IoT）が、ビジネスの在り方を変革しています。M2Mテクノロジーは
この変革の基盤を提供します。.

製造ラインを稼動させ続ける
組立ラインで発生した障害は、製造を停止に追い込み、
製品の市場投入を遅延させます。M2Mテクノロジーで
は、機器の障害発生の予兆を早期に捉えアラートを
発信することで、継続的な生産活動を可能にします。
生産機械のような工場内のアセットにモニタリング
デバイスを取り付け、このような問題を検知すること
で、予め生産を迂回させたり、生産計画を変更して交
換部品を発注しておき、生産停止時間を最小限に抑
える「ジャストインタイム」なスケジュールを組むことが
できます。

2014年の調査レポートによれば、製造業で一番普及
しているM2Mアプリケーションは「モニタリング」とな
っています。.

サプライチェーンのスピードアップ
サプライチェーンをM2Mテクノロジーと完全に連動さ
せることで、人手を介することなく、在庫管理や発注、配
送予約、要員配置などすべてを自動化運用することが
可能になり、プロセスのスピードアップを図ることができ
ます。

効果的なコネクテッド・サプライチェーンにより、倉庫の
在庫レベルを最小限に抑え、倉庫料金や製品の減価償
却費を削減することができます。また、顧客からの発注
に応じて、迅速かつ効率的に在庫を最適化すことがで
きます。M2Mを活用したサプライチェーンは製品の市
場投入時間を短縮し、技術的な課題や調達上の問題を
いち早く解決することができます。

エネルギーコストと炭素排出量の
削減
エネルギー価格の上昇と政府による産業炭素排出量
抑制の意向を受け、これまで以上にエネルギー消費
コントロールの重要性が増しています。M2Mを使って
データをトラッキングすることで、全体としての消費量
削減と規制への対応を支援します。

工場設備や倉庫システム、暖房装置、照明設備などに
スマートメーターを取り付けることで、エネルギー消費
をリアルタイムにトラックできます。マネージメントチーム
は、このデータを利用して、無駄にエネルギーを消費し
ている箇所を突き止め、たとえば、エネルギーを多く消
費する活動は1日のうち使用量が安い時間に集中する
など、エネルギー利用やプロセスの最適化や設備の見
直しなどを図ることができます。

配送製品のトラッキング
第三者の配送業者の場合でも、自社のフリートの場合
であっても、商品は工場、倉庫、顧客間の輸送中に狙わ
れやすいものです。

ボーダフォンのM2Mソリューションを導入することで、
セキュリティ担当チームは、アセットの位置を常に正確
に把握することができます。製品やコンテナ、ケージの
1つ1つに装着されたM2Mトラッカーが、製品移動中
の位置や動きなどをモニターします。もし製品やコンテナ
に手が加えられた場合、該当デバイスがセキュリティ
担当チームにアラートを送ります。

加速するM2Mの配備
製造業とサプライチェーン業
界では、現在8,400万のグロー
バルM2Mの接続数があり
ます。これが2022年には2億
1,900万にまで増えると予想
されています。
Ovum, 2014

拡大する製造業のM2M
投資 

2018年までに、製造業は
M2Mテクノロジーに71億ドル

（54億ユーロ）を投資するで
しょう。
Ovum, 2014
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製品品質の向上を促進
製品の動向をそのまま収集した詳細な情報を使って、顧客が、製品をどのように、いつ、どんな条件で使用して
いるかを正確にプロファイルすることができます。また、障害発生パターンを把握して速やかなリコールに繋げた
り、無線経由でのファームウェア・パッチファイルの送信、製品設計の修正などについても可能となります。長期
的には、現在は満たされていない顧客ニーズを狙った新製品の開発に注力することで、競業他社の優位に立つ
こともできます。

新価格モデルのサポート
M2Mによって、各製品がライフスパンでどのように使用されているかを正確にトラックできるため、利用料金制、
つまりサービスとして製品を販売する「製品のサービス化 (servitisation)」に移行するチャンスも生まれます。

例えば、プリンターについては印刷したページ数、コーヒーマシンについては提供した杯数、ソーラーパネルにつ
いては発電したkWh、エアコンについては冷房に使用した時間に応じて課金するといった形態です。

このような価格モデルは、キャッシュフローやビジネスパフォーマンスの評価に直結するため、顧客によっては
非常に魅力的に映る可能性を持っています。また、自社にとっても収益や利益の増加や競合他社との差別化に
つながります。

メンテナンスの収益性向上
多くのメーカーにとって、サービスやメンテナンス契約は顧客に対する重要な価値提案となります。エレベーター
メーカーのKONE社の場合と同様に、M2Mによって、提供者と顧客いずれにとっても、より有益な契約形態で
サービスを提示することができます。

KONE社は、ボーダフォンと協力して、M2M機能をエレベーターに取り付けました。センサーが各昇降機の使用
状況をレポートし、潜在的な問題があれば早期に警告を発することで、KONE社のエンジニアは予防的な整備を
実施できるようになりました。これによってKONE社は、不要な定期点検訪問コストを抑えることができ、お客様
は、エレベーターの可用性が高まるというメリットを得ることができました。

イノベーションを取り込む
製造業にとってモノのインターネットは新たな挑戦であり、その利用には新しいスキルが要求されます。スマート
製品にインテリジェンスを組込み、クラウドに接続するためには、ソフトウェアに関する専門知識が必要になりま
す。換言すれば、それさえできれば、まったく新しい収益機会を手にすることができるのです。

M2Mの活用による「サービス化」によって、ハードウェアに限らず、業務全体を販売の対象にすることができます。
例えば、防犯カメラメーカーは、クラウドストレージ、リモートでのカメラコントロール、動作検知時の自動警報な
どを、M2Mを使ったコネクテッド・セキュリティサービスとしてパッケージ化することができます。

給餌器メーカーのKeenan社は、単なる機器の販売会社から、すべてが揃う高品質な栄養サービス会社へと大き
な変貌を遂げました。同社では、ボーダフォンM2Mテクノロジーを利用し、顧客の飼育施設にストックされている
飼料の配合調整を自動的に行い、家畜の栄養改善と搾乳量の改善を図ることで、農場主の時間とコストを節減し
ています。

ビジネスモデルの多様化
M2Mによって業務効率の向上を図るだけでなく、製品やサービスそのものを変化させ、
新たな収益を創出できるようになります。

2015年内に、製造業の70%
が製品の差別化に向けサー
ビスを利用するようになるで
しょう。
Oxford Economics, 2013
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空調制御設備のCarel 社がボーダフォンでビジネス改革を推進
イタリアに本社を置くCarel社は、ビル向け空調制御設備を世界に提供
するリーディング・プロバイダーです。成長戦略の一環として、純粋な
ハードウェア販売から、定期的な売上げが見込めるサービス付加価値
型のビジネスモデルへの拡大・転換を目指していました。

ボーダフォンのM2Mリモート監視ソリューションが、Carelの目標達成
を大きく支援しました。Carel社では、M2Mデバイスをヒートポンプや
冷蔵装置に搭載することで、各製品のパフォーマンスに関する詳細情報
を、リアルタイムに取得できるようになりました。Carel社は、これらの情
報を、メンテナンスサービスの効率や効果を上げるために利用していま
す。M2Mイネーブルな製品が不具合の予兆を事前にサポートチームに
通知するため、エンジニアは、現場を訪問する予定を的確に立てられるよ
うになりました。

この結果、ユーザーは、故障する前に問題が修復されるというメリットを
得ることができ、Carel社も、エンジニアの不要な定期巡回検査に費やす
時間を最小化できるなどのメリットを享受できました。

M2Mの情報は、Carel社のお客様にも直接役立っています。Carel社は、
オンラインポータルを通じて、製品のパフォーマンスデータを各社に提供
し、エネルギー消費のコントロールに役立ててもらっています。

Carel社は、M2M プロバイダーを選択する上で、拡張性、技術サポート、
そして全世界をカバーできるかといった点を重視しました。これを満たせ
るのは、ボーダフォンだけでした。Carel社は、ボーダフォンの世界地域別
のシンプルな料金体系に基づいて、製品を多数の国に展開し、そのビジ
ネスチャンスを拡大しています。

完璧なプロジェクトなどはありません。 新しいプロ
ジェクトはいつもそうです。しかし、当社はボーダフォンと
共に問題を克服するつもりです。当社はボーダフォンとそ
のような関係を築いています。もはや M2M テクノロジー
を搭載しない製品は考えられま せん 

Carel社 製品担当マネージャー Serena Ometto氏

M2M導入事例 

ボーダフォンのM2Mソリューションは、プロセスの改善、コスト削減、質の高い
サービスの提供などを目的として、既に製造業で広く利用されています。以下は、
その導入事例の1つです。

5



実績あるプロセス
初期のビジネスケース策定からサービスインまで、すべての工程をボーダ
フォンがサポートします。

また、プロダクトライフサイクルの各段階で、M2Mテクノロジーのメリットを
最大限引き出せるよう、トレーニングを実施します。

この結果、お客様は、自社のビジネスと目的に完全に合致したソリューション
として、最大限のメリットを享受することができます。

必要となるすべてを提供
M2Mの構築にあたっては、さまざまなデバイス、ネットワーク、アプリケー
ションを複雑に組み合わせる必要があり、通常、多くのベンダーからの製
品調達が必要になります。ボーダフォンでは、これらをまとめて提供する
ことが可能です。

●　M2M端末およびデバイス 一流ハードウェアメーカーのトラッキング
デバイス、モニタリングデバイス、エネルギーメーターが含まれます

●　フルマネージド・コネクティビティ 有線接続と同等の範囲を持つ、世界
最大規模のワイヤレス・ネットワークへのコネクティビティを提供

●　スマートデバイスへのシームレスなコネクティビティ 組み込み型の
グローバルM2M SIMも容易に設定可能

●　グローバルなSIMと料金表 世界展開をより容易にします。ローミング
を含め、規模を問わず稼動を管理し、運用結果を報告

●　グローバルM2Mプラットフォーム Webベースのツールを介して、
すべてのM2Mサービスの状態監視と管理、さらに、サポートリクエスト、
バックエンド・アプリケーションとの連携などを行うことができます

●　ロジスティック 使用試算、料金表や請求書の準備、サードパーティー
との連携などロジスティック面を支援

●　総合的なサポート 専任のサービス管理チームに加え、製品注文、障害
報告、オペレーション上の問題を、全世界24時間365日対応で受け
付けるサービスデスクなど、総合的なサポートを提供

●　世界トップレベルのSLA ローカルまたはグローバルなお客様のビジ
ネスニーズに合わせて提供

•  要件分析
•  戦略、ビジネス
ケースの策定

•  ワークショップ
•  プロジェクト管理
•  パイロット構築

•  実装
•  ロールアウト支援

•  サービスデスク
•  トレーニング
•  サポート
•  サービス管理

コンサルティング ソリューション
デザイン インプリメンテーション オペレーション

サポート

プロジェクトおよび
パフォーマンス管理

•  コスト管理、スケジュール管理、
品質管理およびクライアントの
満足度管理

今すぐアクションをおこしましょう！
1つとして同じメーカーは存在しません。お客様が期待するメリットを提供するために
は、M2Mソリューションが、設計から製造後まで、お客様の業務活動全般に適応した
ものでなければなりません。ボーダフォンがお客様のM2M導入をお手伝いします。
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1. M2Mによるビジネス変革に対する深い経験
現在、M2Mは製造業界での活用が加速しています。しかし、これは決して新しい技術ではありません。ボーダ
フォンはM2Mの分野で20年以上の経験を有し、Atlas Copcoのような世界有数の産業機械メーカーをはじ
め、世界に名だたるM2Mプロジェクトを数多く提供してきました。現在、約1,300名のM2M専任担当者が、世
界規模の導入計画の策定から、各地域の市場や規制対応に関する考察まで、その専門技術を結集してお客様
のご支援にあたっています。ボーダフォンに匹敵するM2Mの専門的サポートを提供できる企業は、他にはあり
ません。

2. 信頼のグローバルネットワーク
ボーダフォンは、54以上のパートナーのモバイルネットワークを含め、モバイルサービスを26ヶ国で展開し、
さらに17の市場でブロードバンドを運営しています。ボーダフォンの2014年3月末時点のモバイル顧客は
4億3,400万、ブロードバンドの顧客は900万となっています。お客様は、世界のどんな場所でも安心して
ビジネスを展開できるだけでなく、競合優位で納得できる契約により、高品質なサービスを享受できます。
ボーダフォンのグローバルSIMとサービス保証契約 (SLA) によって、あらゆる機械や製品に対するモニタ
リング、さらに配送のトラッキングなどについても、同一の品質でサービスを受けることができます。

3. M2Mをよりシンプルにするサポート
M2Mソリューションの構築は決して簡単ではありません。このため、ボーダフォンではそのシンプル化に注力
しています。例えば、問い合せ先の一元化、ハードウェア、アプリケーション、サービスプロバイダーの総合的な
提供。さらに、ボーダフォンのグローバルネットワークを活用し、製品や設備上でこれらがシームレスに稼働す
るようにします。ハードウェアとソリューションが完璧に動作するまで、プロジェクト全体を通じてドイツ・
デュッセルドルフにある専用のテストセンターを利用いただくことも可能です。ソリューションの展開が完了す
ると、ボーダフォンが提供するグローバルM2MプラットフォームのWebまたはAPIを介して、すべてのM2M
デバイスのリアルタイム監視ができるほか、サポートや製品提供のリクエストを上げることもできます。

ボーダフォンが選択される理由
M2Mは、ビジネス推進において重要な役割を果たす可能性を秘めています。従って、
どのM2Mプロバイダーを選択するかは、非常に重要な問題です。ボーダフォンを選択
いただく確かな理由が3つあります。

さあ、始めましょう
ボーダフォングローバルM2Mの革新的なテクノロジーを活用することで、コスト削減、顧客エクス
ペリエンスの向上、利益を生む新しいビジネス機会の創出、製品サービス化計画の達成などを実現
することができます。製造業におけるボーダフォンのM2Mソリューションに関するより詳細な情報に
ついては、担当営業に直接、またはeメールで m2m.japan@vodafone.com にご連絡いただくか、
Webサイト m2m.vodafone.com/home/japan/ をご覧ください。

ボーダフォンの実績に関する裏
付けが必要ですか？言葉だけで
は信じていただくことが難しい
かも知れません。しかし、業界を
リードするアナリストであるカ
レントアナリシス社やMachina 
Researchにより高い評価を受
けているという事実があります。 

詳細は m2m.vodafone.com/
why_vodafone/ をご覧ください。
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2015年ボーダフォングループ

本書はボーダフォンが機密文書として発行するもので、事前にボーダフォンの書面による許可を得ずにその一部または全部を
複製することは禁止されます。ボーダフォンのブランド名及びロゴはボーダフォングループの登録商標です。本文中に述べられ
ているその他の製品名及び社名は、個々の所有者の登録商標です。本書中に含まれる情報は、印刷時点で適正なものです。
この情報はボーダフォンによって予告なく変更され、サービス内容が修正、補足、削除されることがあります。すべてのサービス
は契約条件の対象となります。サービス契約書の写しは請求によって取得できます。


