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栗田工業株式会社について

株式会社東芝について

主な効果

• 地球規模での環境意識の高まりを受け、

• 東芝は長年にわたりモノづくりやインフラ

• 世界にまたがるシームレスなネットワーク

システムの構築に携わっており、そこで
培った業界の知見や機器ノウハウをIoT
サービスにも生かしている。膨大なデータの
収集・蓄積・見える化はもとより、機器
や製品の高付加価値化、最適な制御まで
トータルなソリューションを提供する。

により、時間と場所を選ばない水処理管理
が可能になった。

水処理のリーディングカンパニーとして
「水と環境の先進的マネジメント」を
推進している。

• 水処理遠隔監視サービス S.sensing®は、
世界30カ国、およそ1万拠点で展開して
いく予定。

• www.kurita.co.jp

• 東芝が蓄積してきた半導体技術、ハード
ウェア技術、組込み、ソフトウェア開発
力を活用することにより、お客様のIoT
活用に新たな価値を提供し、課題の解決
を図る。

あらゆる場所から
リアルタイムに
水をモニタリング

• I oT 通信管理プラットフォーム上でSIM と
通信を管理できるので、通信接続の無駄を
省き、世界規模でのコスト削減が可能に。

• Vodafone の IoT 専任メンバーが世界中に
いるため、総合的なIoT のサポートを実現。

• www.toshiba.co.jp

栗田工業のS.sensing®
vodafone.com/iot/japan
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The future is exciting.

Ready?

Kurita Water case study

東芝とVodafoneの共創
（Co-Creation）
により
グローバルなIoT環境を提供
®
栗田工業の水処理遠隔監視サービス S.sensing
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“

栗田工業株式会社（以下、栗田工業）は、水と環境にかかわる事業を幅広く展開するグローバル

Vodafone はグローバルベースで最も広いカバレッジ
を持つだけではなく、困難な課題に対して緻密で真摯
な対応力を発揮してくれます。

”

今回のグローバル・ビジネスを展開していく上で非常
に心強いパートナーです。
株式会社東芝

IoT コンサルティング＆事業開発部

永野和俊 氏

企業です。冷却水系や排水処理設備など水処理薬品が必要なプラントや工場でも、栗田工業の
サービスが数多く採用されています。
特に近年大きく注目されているのが、水処理情報を遠隔監視し、水質変動に応じリアルタイム
で最適な薬品注入・制御を行うシステム「S. sensing®」です。栗田工業は、S. sensing® を世界
30カ国、およそ1万拠点で展開していく予定であり、Vodafone はパートナーである株式会社東
芝（以下、東芝）と力を合わせ、2013年よりこのプロジェクトを支えています。

The challenge

最先端の水処理IoT サービスで
本格的なグローバル展開を目指す
栗田工業では、90年代から水処理の状況を遠隔
で監視するサービスを開始。顧客企業のニーズ
にいち早く応え、遠隔監視の技術分野で先鞭を
つけることで、
同業他社との差別化を図りました。
これがS.sensing®の始まりです。
しかし、先駆的
な技術であった遠隔監視サービスが多くの顧客
に行き渡ると、情報量の多いデータをよりスピー
ディに取得することが求められるようになりました。
そのニーズに十分に応えるためには、栗田工業の
従来型の遠隔監視システムでは困難が伴いまし
た。
また、今後重要視される本格的なグローバル
展開を考えた時、
システムの刷新は何としても取
り組みたいことでした。

The solution

“

を提示し、S.sensing®を顧客満足度の高い、世界

グローバルで力を発揮する
VodafoneのIoT通信管理
プラットフォームと通信端末

で通用する遠隔監視システムへと進化させる提案

栗田工業のRFPを受け取った東芝は、
自社が独自

ジャーを務めた高橋邦幸
（Mr. Kuniyuki Takahashi）

に開発したM2M/IoTアプリケーションやUXD

氏は次のように語ります。

そこで栗田工業では、東芝やVodafoneを含めた

グローバルな事業展開において
は、予測しない事態が起こるこ
ともしばしばあります。東芝と
Vodafone は常に何が起こるか
を想定して、問題をできるだけ
速やかに的確に解決する手はず
を整えています。それが私たち
の安心へとつながっています。
栗田工業株式会社
開発本部 基盤技術グループ
高橋邦幸 氏

”

数社にRFP
（Request For Proposal：提案依頼書）

を求めたのです。
栗田工業が新しいS.sensing®システムに求めた
要件は以下の通りです。
• 世界中どこにいても、
リアルタイムに水処理の状
況がデジタルで確認でき、
かつセキュアなシス
テムであること
• ポータル画面は視認性と操作性に優れ、
誰もが
簡単に扱えるものであること
• 通信および運用のコスト削減が見込めること
• ツールは状況に応じてフレキシブルにカスタ
マイズできること
• 収集データを自動解析し、他データとリンクさ
せるなど、高付加価値化を図れるシステムで
あること.

(User Experience Design）
によるユーザビリティ

今 回のプロジェクトに用いられた通 信 端 末は

経験と実績に裏付けられたVodafoneのIoT技術

Vodafoneは今後も継続的にS.sensing®のグロー

MachineLink 3G PlusというIoT専用に開発され

が、S.sensing®の柔軟性の高いセキュアな運用を

バル展開のサポートをしていく予定です。4G、5G

たものです。
Vodafone IoTのグローバルSIMを搭載

支え、
新たな付加価値を加えています。

への通信速度のスムーズな切り替えや、
顧客による

定しました。
チームの提案は細部に至るまで入念

わせることで、
グローバルレベルでの柔軟なデータ

しており、多様な接続インターフェイスにより顧客

に検討されたものであり、栗田工業の信頼を獲得

通信を低コストで実現させるという非常に大きな

のアセットをインターネットに接続することができ

することができました。
栗田工業でプロジェクトマネ

メリットを感じる提案でした。
」

ます。
主要各国での通信認証を取得しており、
搭載

Vodafoneは多くの国で通信事業を行うだけでは
なく、IoTパートナーネットワークとの連携や通信

されているLinuxプラットフォーム上で顧客のアプリ
ケーションを稼働させることができるため、
エッジ
コンピューティングとしてもその能力を発揮します。

通信条件のカスタマイズなど、
さらに使いやすく、

The Future
汎用性の高いシステム構築で
ビジネス拡張の基盤を作る

メリットが増大できるよう取り組んでいきます。
そして、
今回のプロジェクトでそれぞれの強みを生かし
たシステム構築ができたことで、東芝とVodafone
の共創は今後へつながると、東芝のIoT＆メディア

「S.sensing®のRFPにはいくつかのポイントが

事業者など全世界で数百社に及ぶネットワークを

システムを刷新し、
グローバル展開を本格化させた

インテリジェンス事業開発室の室長である沖谷宜保

ありましたが、通信のゲートウェイに何を使うかは

活用し、
圧倒的なカなぐことが可能です。
また、
グロー

IoTの運用では通信をいかに柔軟に効率よく管理

S.sensing®は、
Web接続環境さえあれば、
世界中

（Mr. Noriyasu Okitani）
氏は言います。

最も重要視した点の一つです。彼らの提案は、

バルに配置されている世界最大規模のIoT専任

するかが課題となります。
VodafoneのIoT通信管理

のどこからでもリアルタイムかつデジタルに水処理

Vodafoneのグローバル通信端末を使い、
そこに

メンバーが、幅広い実績と経験から顧客のグロー

プラットフォームは、
その課題解決に応えます。
SIM

の状況を把握することができます。
PCはもちろん、

東芝のプログラムを搭載するというものでした。東

バルIoTプロジェクトをあらゆる面からサポート

のアクティベーション
（開通処理）
や、通信量の確

スマートフォンやタブレットでも操作ができるの

このプロジェクトマネジャーを務めた東芝の永野

芝が独自に開発を進めてきた圧縮技術や暗号化

します。

認、一定通信量を超過した場合のアラート通知な

で、
その使い勝手の良さは顧客企業から好評を博

和俊
（Mr. Kazutoshi Nagano）
氏は言います。

技術をVodafoneのグローバル通信端末と組み合

ど通信管理に必要な機能が盛り込まれています。

しています。

に優れた画面設計を用いれば、
システムに高い付
加価値を生み出すことができると考えました。
しか
し、
グローバルなシステム展開を進めるためにはさ
らに強力な手だてが必要でした。

「当社のM2M/IoTアプリケーションは国内で多く
の実績を積み重ねてきたものの、本格的な海外展
開は今回のプロジェクトが初めてでした。
そこで、
世
界各国の通信事情に精通し、
グローバルなネット
ワークと豊富な実績を持つVodafone との協力関
係が築ければ、
今回の公募入札を優位に推し進め
ることができると考えたのです。
」
東芝とVodafoneは一つのチームとして栗田工業
の公募入札に参加し、本案件を受注することが決

さらに通信経路を閉域に保つことができるため、
顧客のアセットからセキュアにデータを届け、
なお
かつ外部ネットワークからの通信を遮断します。
ま
たWebやAPIのインターフェイスにより、通信料金
の変更や、利用する通信キャリアの管理を顧客が
行うこともできます。

「S.sensing®の海外での導入数を延ばし、
世界トップ
クラスの水処理薬品企業になることが私たちの目
標です。
そのためにS.sensing®は、今後も進化を
続け、
顧客企業のニーズに高いレベルで応えるシス
テムにならなければいけません。東芝とVodafone
にはこれからも力を発揮してほしいと願っています。
（栗田工業・高橋氏）
」

「Vodafoneという心強いパートナーを得たことで、
今後のグローバル・ビジネス展開にも大いに期待
が持てます。
ナローバンドIoTや衛星通信といった
ニーズにも一緒に取り組んでいきたいと思っています。
」
IoTは大きな潮流ですが、
これをソリューションとし
て役立てるためには、
テクノロジーはもとより、
お客
様の真のニーズをつかむ洞察力と柔軟な思考が不
可欠です。
東芝とVodafoneの挑戦はこれからも続
きます。

