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モノのインターネットとは？
IoTテクノロジーは、産業用機械から心臓モニター、そして
街灯から冷蔵ショーケースに至るまで、あらゆるアセットの
接続を可能にします。各アセットには、配置された環境を
モニターするセンサーが装備され、ネットワークに接続
して通信を行います。企業は、IoTが収集したデータから
アセットの動作状況をリアルタイムに把握し、対処すべき
内容を決定することができます。

コネクテッド・ビジネス
への道のり
今、私達の身の回りでは、モノのインターネット 
(IoT)が大きな話題となっています。家庭の電力
料金を節約するスマート・サーモスタットやより
快適なドライブを実現するコネクテッド・カー
など、既に私達は、日常生活の中で様々なIoT
の恩恵を受けています。しかし、IoTの本当の可能
性に関する理解は、まだ始まったばかりです。

IoTの世界にようこそ 
どの業界の方でも、あらゆる面でIoTのメリットを享受す
ることができます。製品や業務用のアセットを接続すること
で、新しい収益源を生み出し、お客様とのより緊密な関係を
構築し、コスト削減や安全性の向上を図りダウンタイムを低
減し、継続可能性の向上を図り、そしてより優れた意思決
定ができるようになります。

IoTが秘める可能性に世界中の多くの企業が気付きはじめ
ています。実際、業界を問わず調査対象企業の76％が将来
の成功にはIoTが「必須」だと回答しています1。 

しかし、この変化の早いIoTの世界に足を踏み入れようと
考えた場合、最初にすべきことは何でしょうか？

本書では、交通産業、ユーティリティ産業、製造工業、住宅や
オフィス、小売り、公共機関、ヘルスケアという7つの業界
において特に重要となるIoTアプリケーションの将来像を
ご覧いただきます。また、IoTで可能となることを具体的に
ご理解頂けるように、ビジネスに大きな影響を与え、いち
早く投資効果を生むことができる様々なアプリケーション
やケーススタディも掲載しました。
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交通産業
コネクテッド・カー、バス、トラックが利用者や
ドライバーに新しい付加価値サービスを提供します。
IoTが交通産業のエコシステムをどのように変化させ
るかについてご覧ください。

ユーティリティ産業
IoTは、ユーティリティ企業の需要と供給のバランスを調整
し、顧客サービスの改善、業務効率の向上を支援します。
IoTがユーティリティ産業をいかに変革するかについて
ご覧ください。

製造産業
生産を促進し製造ラインをスムーズに稼動させること
ができるようになるのは、IoTが製造部門に与える効果
のほんの一例に過ぎません。IoTがいかに製造プロセス
を合理化するかについてご覧ください。

住宅とオフィス
IoTを搭載したカメラや警報装置があれば、住宅やオフィス
の所有者は安心して外出ができます。スマートビル
ディングがいかに生活や業務を変革するかについてご覧
ください。

小売業
店舗でデジタルサイネージを使うことで、お客
様の嗜好だけでなく、屋外の天候に合わせた商品の
提案が可能になります。IoTが店舗内エクスペリエンス
をいかに変革しているかについてご覧ください。

公共機関
スマートインフラストラクチャーを使って街灯など
をきめ細かくコントロールすることで、エネルギー効率
の最適化やメンテナンスの簡略化を図ることができます。
IoTがいかに魅力的で住みやすい街を創造するかについ
てご覧ください。

ヘルスケア
IoTテクノロジーがヘルスケアのあり方を変化させて
います。IoTがいかに患者の命を支えているかについて
ご覧ください。



交通産業
コネクテッド車両は、交通産業における画期的
で重要な革新と言えます。また同時に、交通に関
する考え方を変える交通エコシステム全体の見
直しも開始されています。

コネクテッド・カー
現在のドライバーは、カーナビや車内Wi-Fiを欲しい機能
のトップリストにあげます。製造者にとってコネクテッド・カー
は、これらのお客様とより深い関係を構築し、より多くの
利益を得るために不可欠なものとなっています。

コネクテッド・カーには、多くの様々な付加価値サービス
が組み込まれています。例えば月極のインフォテイメント
契約、車両をディーラーに持ち込むよう促すメンテナンス
警告、盗難車両発見サービスなどがあります。実際に道路
を行き交う車両の10台に1台が既にコネクテッド・カーに
なっており、その数は日々増加し続けています2。

IoTがいかに交通産業の姿を塗り替えているか
という詳細については、ホワイトペーパー

「Connected, Automated, Shared」
をご覧ください。

利用ベース保険
利用ベース保険 (UBI) の提供が始まっています： 2015年
には、1,200万のドライバーがUBI契約を選択しました3。
そして、これは誰もがメリットを享受できる保険です。保険
会社にとっては、お客様との関係を深め、競合との差別化
を図り、保険金支払額の削減を図ることができるという
メリットがあり、一方、契約者、特に若年ドライバーは、
優良運転による見返りがある保険契約を選択することで
安全な運転を心がけるようになります。

利用ベースによる価格サービスは、交通産業セクターで
一般的なものになりつつあり、オンデマンドカーシェアリング
やライドヘイリングサービスが世界の都市で続 と々誕生し
ています。

フリート管理
社用車、配送用バン、バス、タクシーあるいはトラックで
あっても、フリート事業者は、ドライバーの人手不足や高い
ランニングコスト、顧客の厳しい要求などに苦しんでいます。

車両がどのように、どんな経路で使用されたかを追跡できる
IoTフリート管理システムによって、フリート業者は、車両と
ドライバーの運用効率を改善し、故障や盗難を回避し、
事故を減らして保険料を低減し、ルート最適化によりラン
ニングコストを節減し、さらに、配送情報を提供することで
カスタマーサービスの向上を図ることができます。

事故対応時間の改善
事故や故障が発生した場合、ドライバーは
迅速な救援を求めます。IoT通信接続による
緊急時および故障コールシステム （eCall
およびbCall）を使用することで、自動的に
救援事態の通報や修理サービスを呼び出すこ
とができます。

サービスに応じた価格設定
「サービスとしての車（car as a service）」の時代
にあって、オランダのポルシェのディーラーPON
社は、「Share a Porsche」というサービスを
開始しました。Vodafone Automotiveと
共に開発したこのサービスは、ボーダフォン
のテレマティクスソリューションとIoT
通信接続を用いることで、友人同士が
ポルシェの車両1台を月極固定料金で共有
できるというものです。

カスタマーサービスの向上
Vodafone Remote Hubは、搭乗者に
対してWi-Fiやストリーミングメディアを
提供する便利でセキュアな手段です。IoT
イネーブルなハブがWebサーバーとして
機能し、GPSトラッキンングやビデオオン
デマンドといった機能をビジネスとして追加
提供することができます。

ドライバーに常に情報を提供
Vodafone Automotiveが開発したポルシェ
のCar Connectサービスによって、お客様は、
いつでもどこからでも自分のポルシェにアクセス
しコントロールすることができます。これは、車の走行
情報を取得し盗難や失跡から守るなど、車両
の安全性やセキュリティ、そして車両管理
を行うためのソリューションです。また本
ソリューションでは、事故発生時にボーダ
フォンのSecure Operating Centerに
アラートを送信するなど、緊急時における
お客様のアシストも行います。

道路事故の削減
NanoDriving社は、ボーダフォンのIoT
テクノロジーを使用して、カメラベース
のドライバー監視サービスを提供して
います。1,000台の車両を管理している
某フリート企業は、12ヶ月で事故の発生
件数を半分に減らしました。

盗難車両の発見
Vodafone Secure Operating Center
は、IoTテクノロジーと専用のテレマティクス
インフラストラクチャーを使用し、49ヶ国
で盗難に遭った車両の正確な位置と
速度をリアルタイムで検知します。
ボーダフォンの多言語対応オペレーター
が地元の警察と協力しながら、速やか
に盗難車両を発見します。

2. www.analysysmason.com/Research/Content/Reports/M2M-
forecast-May2012-RDME0/

3. Press.ihs.com/Press-release/automotive/usage-based-insurance-
expected-grow-142-million-subscribers-globally-2023-i

IoTがいかに交通産業の姿を塗り替えているか

フリート車両の追跡
レンタカー会社やカーリース会社は
ボーダフォンのフリートテレマティクス
を使用することで、所有車両の位置を
追跡し、十分な注意を払って使用されて
いるかどうかを確認することができます。



ユーティリティ産業
コネクテッド・デバイスは、ユーティリティ産業の未
来を切り開いています。ユーティリティ企業は、IoT
を使用し、需要と供給のバランスを図ったり、インフラ
ストラクチャーの保全、カスタマーリレーションの
強化などに活かしています。

スマートメーター
事業所や住宅に設置された数百万台ものスマートメー
ターが人間よりも正確にメーターを読み取り、ユーティリ
ティ企業のコストの削減を可能にします。ユーティリティ
企業は、スマートメーターを活用することで革新的な
新しい価格体系を提供し、スマートホームサービスにも
参入することができます。ユーティリティ企業は、グリッド
ワイドな規模のスマートメーターのデータを活用し、需要
と供給のバランスを図ったり、問題発生の検知をしたり
することが可能となります。NB-IoTなど、LPWA通信接続
テクノロジーの拡大によって、経済的にも低価格で長寿
命のセンサーを大量に導入することが可能となっています。

インフラストラクチャーの監視
しかし、スマートメーターは、新たな展開の一部に過ぎま
せん。水道やガス事業者は、IoTセンサーを使って水道
パイプラインやガスタンクからの漏れを検知および特定
できるようになり、また、ポンプ場の機械の状態を監視して、
効率的なメンテナンス計画を策定することができます。
さらに、pHレベルや塩素含有量といった水質監視をリモート
で行うことで、人手による検査も不要になります。

IoTを導入済みのエネルギーおよびユーティリティ
企業の93％が、過去12ヶ月間にIoTプロジェクト数
をさらに増やしたと報告しています4。

発電分野では、風力発電機やソーラー発電所の出力や
状態をIoT監視し、稼動時間や発電計画の改善を図ること
ができます。また送電や配電では、スマートグリッドテクノ
ロジーによって、従来のSCADA（分散システム集中監視）
システムを使ったリアルタイム監視に加え、分散型再生
発電からの小規模電力の流入もサポートすることができ
ます。

現場のセキュリティ
変電所やガスタンク、貯水池など、ユーティリティ産業に
とって最も重要となるアセットは、通常遠隔地にあります。
そして、これらは、しばしば破壊行為の標的となります。
スマートカメラやコネクテッドアラームを使うことで、
警備員に関わる出費なしに、高いコスト効率でリモート
からセキュリティや安全性を向上させることができます。

4. ボーダフォンIoT普及調査 2016

リモートサイトの監視
ボーダフォンでは、最新のスマートカメラ
機器を最先端の製造業者から調達し、
世界レベルのIoT通信接続を使って、貯水
池や変電所など遠隔地に存在する設備
を荒らそうと考える者や、危険に気付かな
い侵入者からその安全性を担保しています。

グリッドシステムの接続
新しいスマートグリッドテクノロジーと
風力発電や太陽光発電といった再生エネル
ギーの統合を目指すScottishPower
社は、ボーダフォンのスペシャリストによる
サポートを受けることを決定。これを受け、
ボーダフォンでは、ScottishPower社の11万km
以上におよぶ地上線と地下ケーブル用リモート監視
データシステムの運用と機能強化をサポートして
います。

カスタマーサービスの向上
npower社やEDP HC ENERGÍA社といった
エネルギー企業は、エネルギー消費量をリアル
タイムで把握し、より深いビジネスインサイト
が得られるようにするため、毎週数万の
ボーダフォンのIoTテクノロジーを使った
スマートメーターを導入し、エネルギーネット
ワークの最適化を図っています。

通信困難地域にも電力を供給
BBOXX社は、オフグリッドのスマート太陽
光発電機を使ってアフリカやアジアの通信
が困難な地方に電力を供給しています。
BBOXX社は、IoT通信接続を活用し、
ステータスの更新と請求データの記録を
行っています。

フリート管理の強化
ボーダフォンを採用した世界的な電力
会社では、1,500台の移動式クレーンにIoT
フリート管理サービスを導入。同社は、
ボーダフォンの包括的なソリューションに
よって、稼動停止時間の低減、コストカット、
定期的なサービス業務の最適化を図ることが
できました。

コストの低減
Aquas de Valencia社のようなユーティリティ
やエネルギー企業は、狭帯域IoT (NB-IoT) 
によって、遠隔地や建物内、大深度地下に
ある数十億ものデバイスを手頃な価格で
接続しています。該当センサーは省電力消費
で稼動するため、現場で10年以上の寿命を維
持します。



製造産業
工場から倉庫まで、IoTは稼動停止時間を短縮し、
安全性を改善し、サプライチェーンのスピードを
向上します。

スマート工場
「時は金なり」とも言える製造現場では、稼動率が極めて
重要となります。あらゆる製造業者は、IoTによって生産
効率や品質の向上を図ることができます。センサーが内蔵
された生産ラインの機械によって部品の障害を検知した
り、想定外の停止なしに計画的なメンテナンスを行うこと
が可能です。IoTが在庫レベルを追跡し、部品の入庫や
原材料の出荷遅れを警告することで、製造の遅れや無駄
を最小限に抑えることができます。

サプライチェーンオートメーション
サプライヤー、製造業者、卸業者、小売業者へと展開する
車両、出荷用コンテナ、そしてパレットを追跡することで、
多くのメリットが生まれます。製造業者は、紛失や盗難に
対応し、お客様により正確な配送予定を提示したり、盗難
にあったアセットを取り戻すこともできます。結果的に無
駄を省き、優れたカスタマーエクスペリエンスを提供する
ことができます。

現場の安全とセキュリティ
工場や倉庫は決して安全な場所とは言えません。IoTを
使用することで、このような場所で働く従業員や訪問者の
安全を維持する義務を果たすことができます。担当者が身
に着けたコネクテッド・モニターは、転落やその他の事故
が発生した場合、自動的に管理責任者にアラートを送り、
初期対応者を事故発生現場に正確に誘導します。IoT
イネーブルなカメラは、電源のある場所ならどこにでも設置
が可能で、危険な区域を一瞬で捉えることができるほか、
不法侵入や火災、浸水の発生時にアラームを送る機能を
持つことで、保険金額の負担を低減することができます。

コネクテッド製品
IoTは、向上の操業の改善を図るだけではありません。通信
接続機能を製品自体に組み込むことで、カスタマーエクスペリ
エンスを向上させたり、無線経由で製品機能をアップデート
してコストのかかるリコールを減らしたり、そして、実際の
製品使用状況データを収集して将来の製品開発の参考
にするといった新しい機能の提供も可能となります。

さらにIoTを活用することによって、新しい機能の製品を
作り出せるだけでなく、「製品のサービス化」、つまり製品
の提供サービス価値としての使用料を、その使用状況に
応じて受け取るというモデルにシフトすることもできる
のです。資本支出から運用コストへの転換を希望している
お客様にとって、「as-a-service」モデルは大変魅力なも
のとなります。

5. www.barclayscorporate.com/content/dam/corppublic/corporate/
Documents/research/annual-manufacturing-report-2016.pdf

カスタマーエンゲージメントの向上
英国の製造業者の約3/4（74%）が、製品
サービス化の主な動機は、お客様とより
緊密な関係を構築するためと回答してい
ます5。

営業事務所のセキュリティ確保
IoTイネーブルなカメラは、警備員よりさらにコスト
効果が高いものです。ワイヤレスカメラは、設置
が容易で24時間365日の監視が可能です。
ボーダフォンのSecure Operating Center
がビデオを監視し、侵入者があれば音声で警告
を発し、さらに実際に侵入行為があれば、緊急
サービスに警報を送るなどして従業員の安全
を守ります。

製品停止時間の最小化
Feintool社は、ボーダフォンのサービス
を活用し、お客様に導入した機器の状態
を計測して潜在的な障害に早期警告を
発することで、お客様が予め停止計画
をたて、不要なサービス提供を受けずに
済むようにしました。

供給ラインの強化
ボーダフォンが提供するクラウドベースの
監視システムによって、製品が移動してい
る場所や保管状況を追跡することができ
ます。出荷用コンテナや配送トラックは、盗難
を防ぐために十分な注意を払って監視し、破損
しやすいアセットについては、確実に元の状態
で到着する必要があります。

製品のサービス化を図る
IoTは、製造業のビジネスモデルを変革
できる可能を持っています。製造業者は、
製品を売るだけでなく、使用ベースの
支払い（pay-as-you-use）サービスを
提供することで、予測可能な売上を長期
にわたって確保し、より強力なカスタマー
リレーションを築くことができます。



住宅とオフィス
今こそ、私達が生活の場や仕事の場としている建物
を変革する時です。IoTが建物をより快適で効率的
かつ安全な環境に変えます。

スマートビルディングシステム
商業ビルは複雑で、エレベーターやボイラー、照明設
備、HVAC、入退出管理などをスムーズに機能させること
は、正に労働集約型の作業と言えます。IoTによってこれ
らのシステムが接続され、その状況をリアルタイムに監視
することで、ビルの所有者やサービスプロバイダーは、
より効率的な管理が行えるようになり、居住者の生活を
邪魔することがないよう、予防保全計画を立案すること
ができます。

また、住宅の利便性も向上します。スマートホーム機能が
住人の要望に応えます。所有者が玄関に入っただけで
照明、オーブン、そしてエンターテインメントシステムの電源
が入ります。プロバイダーは、このようなサービスを提供
するだけで、お客様を楽しませることができます。

エネルギー管理
照明や暖房といったビルディングシステムは、住宅でも商
業施設においても極めてエネルギー集約型なものとなっ
ています。例えば、建物に誰もいなければ照明を切り、自
動的にエアコンを調整することで経費を節減し、説得力
あるROIを提供できます。IoTイネーブルなエネルギー管理
ツールは、対象環境の状態を感知し、ビジネスルールに
従ってエネルギー消費を自動制御します。

安全性とセキュリティ
セキュリティカメラや侵入警報装置、火災報知器、動作
監視装置、入退出管理等は、商業ビルのインフラの重要
な一部となっています。しかしこれらのシステムは、通常
専用の装置でコストも高く、インテリジェンスもありません。
一方、電源やネットワークケーブルさえ必要のないIoTベース
のセキュリティシステムは、導入も容易であり、高度な自
動化機能によって人的警備コストを置き換えることがで
きます。

また安全とセキュリティのためのデバイス類は、スマート
ホーム市場で最も成長著しい分野の一つです。住人が住
宅から離れている間に発生する不法侵入や煙感知器の
警報の送信だけでなく、家族の安全を守る様々なソリュー
ション、例えばスマートベビーモニターや体の不自由な方
のための生活支援デバイス、さらにペットや子供の追跡
装置などもこれに含まれています。製造業にとってこれら
の製品やサービスの提供は、またとないビジネスチャンス
になっています。

ペットの見守り
Kippy社のGPSトラッカーは、世界をカバー
するボーダフォンの特長を活かし、ペット
の居場所をリアルタイムに確認できるサー
ビスを提供しています。ペットが予め設定し
た境界線を越えると警報を発信したり、ペット
の行動を追跡したりすることができるなど、全て
の操作がモバイルアプリから可能となっています。

エレベーターの効率的な管理
Kone社は、ボーダフォンとパートナーシップを
組み、メンテナンス性を向上してユーザー
へのサービス提供休止を減らすための
リモート監視ソリューションを構築しま
した。IoTセンサーがエレベーターの状態
をリアルタイムに監視し、サービス担当
技術者に定期的にレポートを送ることで、
運転停止を事前に回避できるようになって
います。

住宅や事務所を変革
事務所から全て人がいなくなったら照明
を自動的に切ったり、住宅から外出すると
セントラルヒーティングを止めたりする
というだけでなく、IoTでは、自宅や事務所
をリモートでコントロールできるようにな
ります。

エネルギー管理を容易に
お客様は、スマートメーターによって請求金
額を低減し、自宅をよりエネルギー効率の
高いものにすることが可能です。家庭では、
毎月の消費予測や機器別のエネルギー消費
量に加え、太陽光発電パネルの発電量を追跡
できます。

住居や事務所のセキュリティ確保
スマートカメラやアラームは、誰もいない建
物内セキュリティ確保に役立ち、所有者が
どこからでもその様子をスマートフォン経由
でライブに見ることができます。Vodafone 
Building Monitoring and Securityは、事務
所を24時間365日監視し、不法侵入者があれば
音声で警告すると共にセキュリティサービスに対して
通報します。

老齢者の自活を支援
Locate Solution社のMy.sensは、老齢者の在宅
での自活を支援します。同システムは、環境や
温度、照明を監視するセンサーのネットワーク
を利用することで、例えば、しばらく動きが見られ
ないなど、異常な状況を検知した場合にアラート
が発信されるようになっています。

現場に置かれた製品の監視
清掃機器メーカーであるKärcher社は、自社
の掃除機や乾燥機にIoT通信接続を搭載し、
ビルサービスの契約者が機材のパフォーマン
スやその位置を監視できるようにしました。これ
により機材のメンテナンスのための間接費を減ら
し、盗難や損傷を受ける機会を低減しています。



小売業
小売業では、IoTを活用してインストア・エンゲージ
メントを構築したり、マーケティングの強化や製品
の動向の管理、そしてサプライチェーンの可視性の
最大化などによってショッピングのエクスペリエンス
を大きく変えようとしています。

デジタルサイネージ
小売業では、お客様と繋がって、よりタイムリーで興味を
引くメッセージを送ろうと競い合っています。デジタル
サイネージを使用することで、その日の時間や外の天気、
さらに買い物かごの中身に応じて定期的に更新されパー
ソナライズされたコンテンツを買い物客に提供すること
ができます。デジタルサイネージは、従来の方法に比べて
より効果が高いことが実証されています6。

店員向けコネクテッド・デバイス
IoTは、売り場の様子を一変しようとしています。販売員
にIoTコネクテッドなタブレットデバイスを持たせること
で、製品在庫に関わる最新の状況を伝えたり、これまでの
購買履歴とこれに合わせて紹介すべき製品を調べたり、
さらに簡単な支払を実現するなどが可能になり、店員は
店内のどこにいてもお客様に対応することができます。

サプライチェーンのトラッキング
小売業者が製造業者と同じIoTサプライチェーンシステム
を使用することで、製品の在庫状況を詳細に捉えたり、
在庫の目減りや欠品を減らすことができるなど、数多くの
メリットが創出されます。また、パレットを追跡することで
盗難の可能性を減らし、万一の場合でも回収できる可能
性を高めることができます。

IoTは、これ以外にも数多くのメリットを小売業者に提供
します。例えば、商品や製品が生産者あるいは工場から
売り場に並ぶまでの経過を把握するといったトレーサー
ビリティの提供にも活用できます。

小売業では、このコネクテッドで自動化されたサプライ
チェーンをPOSにまで拡張することができます。コネクテッド・
キャビネットは、新しいタイプの自動販売機としてストレージ
の状態やその在庫レベルを監視して、食品などの商品が欠品
を起さないようにし、また常に最適な温度が保たれるようにす
ることができます。

さらにインストアIoTによって、小売業者はお客様の行動
に関する詳細なインサイトを獲得できるようになり、どの
ディスプレイがより長い時間お客様を引き留めておけるか
といった分析も可能になります。

6. www.oaaa.org/NewsEvents/PressReleases/tabid/327/id/4244/
Default.aspx

優れたアセット管理
小売業者は、ボーダフォンの総合的な
コネクテッド・キャビネットソリューション
によって、自動販売機の在庫状態やエネ
ルギー消費量、そして内部温度を監視し、
さらに顧客エンゲージメントについても
トラックできるようになります。 生産性の向上

Prompt Softech社は、ミルクの生産量を増加させ
るための自動ミルク収集システムをインドの酪農業界
と共同で開発しました。ボーダフォンのIoTがサポート
するこのソリューションは、現場でミルクの重量測
定と分析を行い、そのデータを集中管理記録と
して送信します。これによって、国内全体の
ミルク生産量と品質が向上するという結
果をもたらしました。

アセットの保護
事業所内や周辺に置かれた貨物を追跡し
たい場合、あるいは運送中のアセットを追
跡するソリューションをお探しの場合には、
世界をカバーするボーダフォンのIoTテクノ
ロジーを活用することで、貴重な貨物の位置
情報を完全に把握できます。

お客様の動きを理解
IoTイネーブルなセンサーやカメラがお客様の
動線をリアルタイムで測定します。販売店は、
動線データを活用して、お客様の動きを理解
し、売り場に適正な人数の販売員を配置した
り、どの販促活動がお客様を引き付けているのか
を判断したりすることができます。

売り場の改革
販売店員にIoTコネクテッド・タブレットを
携帯させることで、お客様のショッピング
エクスペリエンスを向上させることがで
きます。

デジタル通貨の利便性を向上
Bitchain社が製造する現金自動預け払い機に
よるサービスによってBitcoinのデジタル通貨
の売買がより容易になっています。この預け払い
機では、ボーダフォンのIoT通信接続が使用され、
場所を問わず迅速な設置と監視が可能となって
います。

鮮度の高いコンテンツでお客様の
注目を集める
ディスプレイにメッセージを表示するAdmirror
社のプラットフォームは、ボーダフォンのIoT通信
接続を使って臨機に最新のコンテンツを表示
します。既にAdmirror社は、数千の「鏡」をレスト
ラン、ホテル、カフェなどに設置しています。



公共部門
IoTは将来のスマートシティを支えるだけでなく、
今存在する公共サービス全般を向上させる基礎
になります。

コネクテッド・ストリートライト
街灯の維持管理費用は、自治体のエネルギー予算の1/3
ほどを占めています7。IoTイネーブルな街灯の場合には、
例えば車両や通行人が側にいる際は明るさを維持し、
誰もいなければ明かりを落とすといった対応ができます。
このようなインテリジェントな街灯システムなら、電球切
れを容易に感知したり、維持管理に必要な労力を削減し
たりすることができます。

スマートロードとパーキング
IoTが現代の混雑による都市環境問題を解決します。ロード
センサーやデジタルサイネージを使用したスマート交通
システムが、ドライバーに混雑した区域を迂回するよう
促し、また、スマートパーキングがドライバーに駐車場の空
きスペースを知らせることで、駐車場の無駄な空きスペース
を減らすことができます。交通量の1/3にも及ぶ駐車スペース
を探し回っている通勤車両に対して絶大な効果をもたら
します8。 

公共の安全と犯罪
IoTが市民を自然災害や犯罪から守ります。IoTコネクテッド・
カメラは、地方や遠隔地にも容易に設置が可能で、洪水
を検知して公共の安全を守ったり、不法投棄といった犯
罪行為を検知したりすることができます。高画質で暗視や
ナンバープレートの自動認識が可能なカメラであり、犯罪
行為発生時には、それを起訴にまで持ち込める可能性が
高まります。市職員や司法当局が身に着けたコネクテッド・
デバイスは、担当者を必要な場所に誘導するだけでなく、
緊急事態発生時に支援を要請する手間を省くことができ
ます。

IoTは、公共サービスを向上させるための様々な役割を演
じます。地方時自体や政府機関は、収集したデータを利用
して異常気象や洪水の警報発令から単純なゴミ収集遅れ
の通知に至るまで多くの対応が可能となります。

7. www.greeninvestmentbank.com/media/5243/gib-market-report-low-
energy-streetlighting-feb-2014-final.pdf

8. www.bbc.com/future/story/20140611-can-we-ever-end-traffic-jams

ごみ処理問題に取り組む
Ecube Labs社は、ボーダフォンとパートナー
シップを組み、世界で最もスマートなゴミ
箱を作成しました。IoTを使ったゴミ箱は、
リアルタイムでゴミの詰まり具合を無線
送信できるため、自治体はより効率的な
ゴミ回収計画を策定し、ゴミ箱が溢れると
いった状況を回避できます。

市街地の駐車スペース問題を解決
SmartParkのパーキングテクノロジーが、交通
渋滞や自動車排気を減らし、ドライバーの
ストレスを緩和します。同社のパーキング
センサーに組込まれたSmartEyeワイヤレ
スデバイスが、ボーダフォンのIoTソリュー
ションの集中管理アプリケーションの情報
をもとに、ドライバーを空き駐車スペースに
誘導します。

洪水のリスクを低減
英国の環境庁は、3万以上の橋、排水溝、配管網を管理
していますが、その全てが洪水を防ぐ役割を担って
います。同環境庁では、ボーダフォンのIoTの太陽
光発電によるスマートカメラを洪水が発生しやす
い場所に設置し、リモートから映像を監視するこ
とで、閉鎖の可能性を早期に警告できるようにな
りました。

単独業務担当者の安全確保
Vodafone IoTトラッカーによって、警察官や
ソーシャルワーカーなど単独で現場業務に
従事する者の安全を確保することができます。
利用者が非常ボタンを押すか、デバイスが落
下したことを検知して救援を要請します。この
通報情報にはGPSデータが含まれ、救援者は
相手の位置を容易に特定することができます。

街灯の効率を向上
ボーダフォンのIoT通信接続を活用した
Philip社のCity Touchスマートライト
ニングシステムによって、よりきめ細かな
照明コントロールが可能になります。
CityTouchは、街灯の日 の々運用や保守に
かかる自治体のコスト負担を低減しています。

電気自動車の充電ソリューション
Ubitricity社の電気自動車充電システムの
中心部にボーダフォンのIoTが埋め込ま]
れています。ドライバーが充電に使用した
電力料金を直接電力供給元が請求でき、
より積極的な充電ポイントの導入を促すこと
が可能となります。



ヘルスケア
遠隔患者管理やテレケアなど、IoTがヘルスケア
業界を大きく変えています。また、臨床試験の効
果を向上し、より完全な医薬品コールドチェーン
を実現しています。

遠隔医療
医療担当者は、IoTを活用したmHealthソリューションを
使用することで遠隔地から患者を監視したり、相談に応じ
たり、さらには診療行為さえ実施することが可能となり、病
気や虚弱な人は病院や診療所に通院せずに済むようにな
ります。また、正確なデータ収集がより優れたケアを可能に
し、コスト削減や限りある病院のリソースの効果的な活用
につながります。これは、老齢化社会や管理が必要な慢性
病の増加への対応に不可欠なものと言えます。

生活介護
IoTは、老齢者などの脆弱者が24時間介護なしに、自宅で
より長く自活できるよう支援します。迷子になっていないか
を確認するため、ウェアラブルなIoTによって外出先を特
定したり、転んでしまった場合にアラームを発信するなど、
家族は親類の状態に常に気を配ることができます。また、
コネクテッド・キャビネットがあれば薬の飲み忘れなども
通知することができます。 

臨床試験
IoTイネーブルなモニターは、既に新薬や新治療法の研究
開発支援で活躍しています。医療担当者は、臨床試験データ
をリモートで収集し、継続的にモニターすることで、より深
い分析結果を手に入れたり、迅速にリソースを再配置でき
るようになります。

サプライチェーン
コンテナに搭載したトラッキングデバイスやセンサーは、紛失
や盗難の防止に役立つだけでなく、商品出荷時の信頼性
を確保し、医薬品の偽造を防止したり、コールドチェーンに
よってデリケートな医薬品が適正な条件で保管されてきた
かなどについて、容易に確認することが可能となります。

脆弱な人々 の自立生活を助ける
ヘルスケアは病院に限った話ではあり
ません。IoTを備えたセンサーによって、
一晩中照明が点けられたままだったり、
肉親が転倒するといった非日常的な動き
があった場合に家族がアラートを受けられる
ようにすることで、脆弱な患者でも自宅で自立生
活を続けられるようになります。

絶え間なくデータを収集
現在のフィットネスモニターは、歩数
や心拍数の計測から睡眠の質に至る
までのトラッキングまで行い、該当
データをスマートフォンに送ります。
これらは全てIoT技術によるものです。
さらに、ウェアラブル端末によって、家族は
身内が外出している間でもその病状に悪化が
ないか、いつでも注意を払うことができます。
これによって初めて、患者の来院が不要で、担当
医が患者のデータを継続的に収集できるように
なりました。

コールドチェーン管理を変革
どんな病院や製薬会社でも、医薬品の
適切な管理の重要性について理解してい
ます。IoTによって、医薬品の流通を隅々
まで追跡し、適切な温度で保管されて
いることを確認することで、医薬品の廃棄
を最小限に抑えることができます。

正常な血糖値を維持する
Diabetacare社のIoTイネーブルな血糖測
定器が数千におよぶ血統病患者の疾患管理
を支援しています。担当医は、コネクテッドな
測定器によって、患者の血糖値をリモートか
ら追跡することができます。正常な血糖値を維
持することが糖尿病患者の長期的な健康リスク
を下げるために不可欠なのです。

患者が時間通りに服薬できる
ように支援
HealBeacon社の優れたコネクテッド医療
器具廃棄システムは、ボーダフォンのIoT
テクノロジーを活用し、医療遵守を支援してい
ます。当システムは、患者に注射可能な医薬を毎日
同じ時間に接種するよう促し、決められた処方で医薬
接種をすることで、より優れた疾患管理ができるよう
にします。

緊急治療用機器が正常な状態にある
ことを確認
ADEなどのバッテリー駆動型機器は、急性心停止
からヒトの命を守ります。medic assist社のIoT
イネーブルなADEは、機器の状態を定常的にモニ
ターし問題がある場合にはアラートを送信します。
これによって、機器が必要となった際には、いつも
確実かつ正常な状態で使用することができます。

移動中の患者のモニタリング
救急医療隊員は、病院に到着する前に
重篤な患者の様態をIoTによって無線
転送することで、救急車から緊急治療
室への引継ぎをスムーズに行っています。



さあ始めましょう
IoT導入における5つの重要ポイント

ボーダフォンが選ばれる理由
IoTプロジェクトは決して容易なものではありません。しかしボーダフォンがそれを容易に
します。なぜボーダフォンが皆様のパートナーにふさわしいのか、その理由は3つあります。

コネクテッド・デバイスが環境を感知
全てはアセットから － 自分が監視し制御したい対象から始めます。
その大きさ、モバイルか固定か、何度も繰り返し使用するのか一度
限りかには関係なく、IoTソリューションが役に立ちます。アセット
にコネクテッド・センサーを装備させることで、その動きや環境を監
視し、どんな変化についても検知できるようになります。

ネットワーク通信接続がIoTデータを転送
IoTの中心にあるのはネットワークです。通信接続機能がなければ
必要なデータを得ることはできません。多くの場合SIMカードがこの
通信接続機能を提供し、IoTデバイスは高速で信頼性の高いセル
ラーネットワーク経由で通信を行うことができます。しかし、それ以
外にもニーズに応じて、衛星通信、固定回線、NB-IoTなどを利用で
きます。

管理プラットフォームによりデータを集約しデバイス
を集中管理
Cloud環境などがホストする集中管理プラットフォームとのセキュア
な通信によってIoTデバイスが生成したデータを収集し、そこで
データ処理を行うことでIoT全体を管理および監視することがで
きます。

ビジネスプロセスの一貫としてアプリケーションが
IoTデータを使用
IoTの価値は、リアルタイムで受け取った情報を分析し、自動的に
対応が行えることにあります。そのため、IoT管理プラットフォーム
は、ERPやCRM、業務計画ツールといったビジネスシステムと連携
できなければなりません。

プロフェッショナルサービスで全てをスムーズに推進
IoTソリューションは、構成要素が変化しすぐに複雑化します。
このため導入の各フェーズを注意深く計画し、投資対象を優先
順位付けする必要があります。プロフェッショナルサービスの能力
を見極めながら、プロバイダーを選定することが重要となります。
自分達のビジネスや業界における豊富な経験とIoTに対する
十分な知識を持ったプロバイダーを選択することが肝要です。

他社を圧倒するIoTの経験
ボーダフォンは、信頼できるIoT専門家を1,300名以上擁しています。
さらに、25年以上にわたり4,000万以上のIoT通信接続をお客様に
提供してきました。

ボーダフォンのIoTに関する専門性は、常にクライアントや同業
者から注目されています。さらに、Analysys MasonやMachina
Researchといった業界アナリストからも高い評価を受け、ガート
ナーの「マネージド・マシーンツーマシンサービスのためのマジック
クアドラント」ではリーダーと位置付けられています。

信頼あるグローバルネットワーク
ボーダフォンは、世界26ヶ国でモバイル事業を展開し、モバイルネット
ワークのパートナーは55社におよび、地上ブロードバンド事業も17
市場で展開しています。2016年6月30日現在、ボーダフォンのモバ
イル顧客は4億6,500万、地上ブロードバンドの顧客は1,370万に
およんでいます。
このボーダフォンが持つビジネス規模が、皆様に対してどこでも
ビジネスを展開できるという確信を与えます。これは取りもなお
さず、皆様に並外れたレベルのサービスを提供できるということ
を意味します。

IoTプロジェクトをシンプルにするソリューション
ボーダフォンは企業規模に関係なく、あらゆる業界にIoTソリューション
を提供してきました。このため、どのようすればIoTソリューションが皆様
に最大価値を提供できるようになるかを十分理解しています。

ボーダフォンは、世界最先端のコネクテッド・デバイスメーカーと
連携し、すぐに利用可能なIoTソリューションを幅広く揃えることで、
IoTの導入をよりシンプルなものにします。

また、もし皆様が独自のソリューションをお望みの場合であれば、
ボーダフォンの専門家チームが、IoT導入のベストプラクティスや
メソドロジーを活用しながら、最大のROIが得られるようにお手伝
いします。

IoTの最大価値を引き出すために、ボーダフォンがどのように皆様のお役に立つか
について詳しくお知りになりたい場合や、IoT専門家との無料セッションをご希望
の場合は、iot.japan@vodafone.comまたは、電話03-3507-5677までご連絡
頂くか、http://www.vodafone.com/business/iot/japanをご覧ください。
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