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今日の企業は、マーケティング、財務、人事、さらに
経営の一部などを含め、各種部門を横断した形で
業務活動に対する高度な分析情報を提供し、
その抜本的な改善に寄与する膨大なデータを利用
できる状況にあります。しかし、従来型のサプライ
チェーンシステムに依存していては、これらのデータ
の価値を十分に生かすことはできません。

一例として、物流管理について考えてみましょう。
業務において不可欠なアセットの追跡情報を
取得しながら、現在から将来に渡るこれらの
アセットの供給能力を把握し、顧客の期待に応
えていくためには、世界中の物流管理担当者が

直面している課題を解決する新たなテクノロジー
に積極的な投資を行う必要があります。

　・  燃料コストの高騰

　・  サプライヤー数の減少

　・  オフショアにおけるアクティビティの拡大

　・  厳しさを増す競争環境

こうした物流環境に大きなインパクトをもたらす
テクノロジーとして期待を集めているのが、モノ
のインターネット (IoT) に他なりません。

ボーダフォンとIBMが共同で提供するMobile 
Asset Optimisation（モバイルアセット管理の
最適化）ソリューションは、物流に関わる様々な
業務を最適化し、効率性と収益の向上を図るこ
とを目的としています。

アセットに追跡用デバイスを装着することで、IoT
プラットフォームが各デバイスから収集される
データを一元的に管理して、高度な分析や予測的
なインサイトを導き出すことが可能になります。

あらゆるデータを一元管理

新たな次元のビジネス分析
ボーダフォンとIBMは、サプライチェーン全体でアセットの動きを追跡・予測することで、紛失や盗難、代替品提供コストの削減を可能にする
Mobile Asset Optimisationソリューションを共同開発しました：

・ 追跡可能なアセットを対象にして、その場所
と在庫を分析
例：ある場所から別の場所への移動が必
要な部品や製品（バイクや自動販売機と
いったモバイルアセット）のための物流用
コンテナやパレット

・ 特定の場所にあるアセットの在庫レベルの
追跡と予測

・ 無駄のない効率的な物流手配を可能にする
気象状況に関する分析情報とアラートの提供

・ アセット稼動率の向上

・ アセットの在庫に応じたメンテナンスと
的確な予算管理

・ アセットまたは同梱物の盗難や紛失の低減

全世界で利用されるIoTコンテナ追跡システムの数は、2012年の13万2,000台
から、2017年には100万台にまで拡大すると予測されています。

出典 : Berg Insight
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Mobile Asset Optimisationソリューションは、
企業のアセットや利用パターンの継続的な監視
と分析を通じて優れた成果を提供します。

企業は、次のような機能によって、かつてないほど
総合的なデータ分析に基づいた詳細な情報を
得ることができます。

・ 物流業務やアセットの状態に関する高度　
な予測 

・ シナリオ計画機能で提供されるWhat-if
分析よる業務結果の予測

・ 重大なイベントに迅速に対応するための
自動検知機能

動作の仕組み

主な機能と特長
IoT市場の最先端のニーズに応えるボーダフォンとIBMのパートナーシップを通じて、シングル・プロバイダーとして高度な価値を提供するエンド
ツーエンドの総合ソリューション「Mobile Asset Optimization」の概要を、以下に示します。

• お客様は対象となるアセットを提供し、
インストールを行うだけで、以降はボーダ
フォンが全てを担当します。

• ボーダフォンは、バッテリー内蔵の追跡
用デバイス（2Gまたは3Gの自立式の堅牢
なエンタープライズグレードのユニット）
と、設置担当者がタブを取り除くだけで
動作を開始するVodafone Global SIM
を提供します。 

• デバイスは、ボーダフォンのネットワーク
やパートナーのローミングネットワーク
経由で、Vodafone IoT通信管理プラット
フォームに接続できるよう予め設定され
ています。

• このソリューションのコアとなるMobile 
Asset Tracking Platformは、アセット
のデータ収集やデバイスの管理を行い、
処理済みのデータを様々な形式でお客
様に提供します。

• Watson-IoT Platformが、APIを使用し
た特別な役割のコネクタ経由で、Mobile 
Asset Tracking Platformと連携します。
このコネクタによって、お客様のアセット
データを自動的に抽出し、分析マシンに
提供することができます。

• お客様はWatson-IoTダッシュボード
を使って、「ルールごとの例外(rule-by-
exception)」あるいは日次ダイジェスト

モデルを確認できることで、アセット別の
フィルタリングや分析を行うことなく、
即座に意思決定を行うことが可能です。 

M2Mプラットフォーム

ビジネスロジック

データストレージ

デバイスの統合と管理

アラーム管理

レポーティングと地図

分析

API

気象による影響予測

提供可能性予測

リスク/紛失地域の検知

ライフサイクルの最適化

MAO ダッシュボード

お客様

Watson IoT
プラットフォーム

IBM Cloud to
Cloud Connector

ソリューション
はマネージド

クラウドサービス
として提供

トラッキング
デバイス

この部分は
お客様が担当。

以降はボーダフォン
が実施

デバイスは、Vodafone
　ネットワーク経由で
　セントラルサーバー
にレポーティング

データは、高度な分析
エンジンと連携し予測的
インサイトを提供

M2Mプラットフォームは、クラウド間コネクタ
経由でIBM Watson-IoTプラットフォームと連携して
デバイスデータを管理

データは、高度な分析
エンジンと連携し予測的
な分析情報を提供



データキャプチャー
ユースケースに応じて選択した追跡用デバ
イスを使用して、全てのアセットからの位置
情報をキャプチャします

コネクト
グローバルマネージド・コネクティビティを
使用して、デバイスデータをボーダフォンと
IBMのクラウドにシームレスに送信します。

分析
インテリジェントな分析機能により、アセット
の位置や動作に関する分析情報を提供
します。

トラッキング
シームレスな操作で地図上でアセットを追跡
してレポートします。

通知
アセットが想定外の地域に移動した場合
SMSやEメールでその通知が送られます。

判断
業務全体に与える影響を最小限に抑えるた
めの、予防的かつ十分な情報に基づく意思
決定を行うことができます。
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主な機能



ユースケースと寿命に応じて、適切なトラッキングデバイスを選択することができます。デバイスは、全て完全にオンボードユニットとなっています。 
また、全てのユニットには、Global SIMとバッテリーが事前に組み込まれており、インストール後すぐに利用を開始し、アセットを追跡することができます。
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MAO製品一覧
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アセットの予測

・ アセットの現在位置の把握

・ 移動中のアセット情報の通知（どのアセット
がこちらに移動中か）

・ 過去の履歴に基づく使用可能アセットの
予測（いつ、どのアセットが利用可能か）

・ 5/10/30/60/90 日間の予測機能

リスクの回避

・ 気象情報とアラート（供給に影響をもたら
す気象状況）

・ リアルタイムアラート

・ 配送への潜在的な影響

・ リスクが存在する地域を特定し、配送ルート
を最適化してリスクを回避

バッテリーライフサイクル管理

・ バッテリー残量は？

・ バッテリー残量を確認し、バッテリー交換
計画と予算策定を支援

お客様のメリット

ボーダフォンが選ばれる理由
・ ボーダフォンは多くの独立系アナリストから、

グローバルで業界をリードするIoTプロバイ
ダーとしての評価を獲得しています。

・ Mobile Asset Optimizationによって、全ての
アセットを可視化し、コントロールすることが
可能となります。

・ ボーダフォンが擁する1,300名以上におよぶ
IoTのエキスパートが、数百万のお客様を
サポート。5,400万以上IoT通信接続の実績
があり、最も優れたコネクティビティサービス
を世界中で提供します。

IBMが選ばれる理由
・ ボーダフォンでは、Watson-IoTに30億米ドル

の投資を実施。IoTの領域に1,500名の優れ
た人材を投入しています。

・ IBMは、競合他社の3倍に上る750件以上の
IoT特許を取得しています。

・ IBMは先端のIoTプラットフォームを所有し
ています。このプラットフォーム、また分析そ
の他のソフトウェアソリューションは、ガートナー、
IDC、ARC Researchなど、数多くの主要アナ
リストから高い評価を獲得しています。

IBMとボーダフォンが選ばれる理由

・ 強力なグローバルパートナシップ

・ 革新的なテクノロジーのリーダー

・ 長期的なコミットメント

・ 長年にわたって培ってきた専門性と業界知識

1300 

名以上のIoT
エキスパート

$30 
　億米ドルの投資

750 

　 件のIoT特許

5400 万のIoT通信接続
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IoTソリューションの詳細な情報については、最寄りのVodafone担当営業にご連絡いただくか、
www.vodafone.com/business/iot/japan をご訪問ください。

vodafone.com/iot/japan
2017年 ボーダフォングループ
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