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1. はじめに

Internet of Things

　本資料は、「平成 28年度 福岡県 IoT ビジネスモデル先進事例調査業務」として、福岡県Ruby・コンテンツビジネス

振興会議からの委託により、一般社団法人福岡県情報サービス産業協会が作成したものです。

本事業は、以下の３つポイントにフォーカスして作成しました。
　
①新たな製品サービス創出の期待
　モノのデジタル（IoT）化やネットワーク化の進展に伴い、多様かつ大量にデータを収集し、高度に分析する技術
開発が発達し、安価に利用できる環境が整ってきました。これらの技術を活用し、様々な分野の隠れた問題の可視
化や生産活動の効率化などを進める、新たな製品・サービスの創出が期待されています。

②IoT システム・インテグレーターの必要性
　このような製品・サービスの創出にあたっては、ユーザー分野別に異なる課題や IT 化への対応状況、ビジネス慣
習などを踏まえ、センサーデバイスなどのハードウェアとクラウドや人工知能などのソフトウェアを適切に組み合
わせた IoT 製品・サービスを企画・開発・販売（システムインテグレート）する必要があります。

③県内 IT 企業などの IoT ビジネス参入の促進
　ユーザー分野の特長を知るSI 事業者は、今後の IoT 製品・サービス開発・導入促進に大きなビジネスチャンスが
あり、その推進役を担うことが期待されています。
　そこで、IoT による課題解決が有望な分野での「先進活用事例」について、SI 事業者を中心に、ハードウェアや
ソフトウェアの IoT 要素技術に関わる企業やユーザー企業へのヒアリングを実施し、企画から開発、販売に至る事
業の要点を調査することにより、県内 IT 企業等の IoT ビジネス参入を促します。

１）本事業（事例集作成）のねらい

２）本書の構成

1．はじめに
2．寄稿（IoTの今後の展望） 専門家による寄稿 追加分野

3．各分野の先進事例（20事例）

1）農業・食品 ２事例
指定分野2）医療・福祉 ６事例 

3）エネルギーマネジメントシステム ３事例
4）IoTインテグレータ ２事例

追加分野

5）データ解析 １事例
6）IoTセンサー ２事例
7）IoT通信 １事例
8）ドローン ２事例
9）IoT関連情報サイト １事例

4．IoTの要素技術 要素技術を網羅的に記載
追加分野5．IoT開発を容易にする技術 プログラム実装例を記載

6．IoTをめぐる法的根拠 弁護士による見解を記載
7．おわりに
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　本資料の作成にあたっては、福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議から指定された「３分野（農業・食品、医
療福祉、エネルギーマネジメントシステム）」で、IoT を先進的に活用している、「全国の事例（IT 企業・ユーザ企業）」
へのインタビューを中心に構成しました。
　福岡県は、昨年（平成 28年）、「地方版 IoT 推進ラボ」に選定され、IoT を活用し地域の課題を解決する製品やサー
ビスの開発を推進しています。福岡県 IoT 推進ラボは、福岡県が進めてきたロボットや半導体、Ruby などの産学官の
取組みで蓄積された様々な情報や人材、技術を最大限活用して、IoT による新たなビジネスモデルの創出を支援するこ
とを目的としており、食品産業、農業、医療福祉、エネルギーマネジメントシステムといった福岡県の強みや特徴を生
かせる分野を主なターゲットとしているものです。

３）本事業（事例集作成）が対象とする「分野」

［追加掲載分野（項目）］

①IoT の今後の展望　寄稿：「現実世界をデータで捉え、現実世界と IT が一体となった社会を実現する」
　IT 業界の今後のありかたなどについて著書多数の、ネットコマース斎藤昌義社長の近著、「未来を味方にする技術
（2017 年１月 25日発行）」をベースに、IoT の今後の展望に関わる内容で、本資料向けに寄稿いただきました。
　IoT は、IT 業界にとどまらず、社会・経済・ビジネスに大きく影響を与えていくテクノロジーの変化です。冒頭で、
その内容を掲載することで、この資料全体の理解を深めていただけると考えております。

②福岡県「指定３分野以外」の事例
　•先進 IoT インテグレ―タ事例
　　既に数多くの事例を持ち、IoT 界の先行者である企業を数社紹介し、どのように IoT ビジネスに取り組んでいるか、
　どのように IoT システムを構築・提供しているか、などを掲載させていただきました。

　•データ解析事例
　　IoT では、膨大なデータ（BIG DATA）がクラウドなどに蓄積され、その分析・活用により、ビジネスも市場も社会も、
　そのあり方が一変すると言われてます。そのデータ解析分野で先進的な事例を掲載させていただきました。

　•IoT センサーメーカー事例
　　IoT システムは、センサーネットワークシステムであり、多くのSI 企業（FA以外）にとっては、あまり得意な
　分野とは言えません。そこで、現在、一般的に使われている「各種センサー」をご紹介することで、IoT ビジネス
　参入時の一助となればと思い、掲載させていただきました。

　•IoT 通信プロバイダー事例
　　IoT システムの構築にあたっては、廉価で、手軽で、かつセキュアなネットワークを構築する必要があります。
　携帯キャリアへのMVNO対応、ラストワンマイルネットワークと言われる、LoRaWANなどの無線ネットワーク
　対応、セキュリティの対応などを網羅した、IoT ネットワークサービス提供企業を掲載させていただきました。

　資料の網羅性や、技術的な観点から、以下の５つの分野（項目）を追加して掲載させていただきました。

４）追加した分野（項目）
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　•ドローン事例
　　ドローンについては、一般の人が、空からの視点を手軽に手に入れられる画期的な方法として、あらゆる可能性
　が現在試されています。ここでは、既に、ドローンを活用してビジネスを開始している企業と、その活動を掲載さ
　せていただきました。

　•IoT 関連情報サイト事例
　　IoT に関する情報は、ネット上にあふれており、多くの情報の中から必要な知見を得ることは簡単ではありません。
　ここで紹介する「IoT 情報サイト」は、世界に点在する多くの情報の中から、事業に役立つ情報を集め、独自の分
　析のもと、知恵を提供しているサイトです。IoT システムを検討する際の有用な情報として、掲載させていただき
　ました。

③IoT を構成する要素技術についての情報（センサー、通信、データ取り込み、データ分析など）
　IoT システムを提案、構築、提供するには、センサー、通信、データ取り込み、データ分析など、広範な知識が必
要になります。ここでは、可能な範囲で、各要素技術に関する情報を提供し、IoT システム構築の際のリファレンス
となることを目指し、掲載させていただきました。

④IoT システム構築を容易にする技術（実装例など）
　前項では、情報を網羅的に提供していますが、ここでは、具体的な実装例の情報を提供し、まずは実験的に IoT シ
ステムを構築する際のリファレンスとなることを目指し、掲載させていただきました。

⑤IoT をめぐる現在の法的根拠（弁護士からの視点）
　IoT については、まだ新しい分野であり、セキュリティの担保、個人情報保護など、様々な法的根拠との関連を知っ
た上での、構築、提供が重要になります。ここでは、弁護士の専門的見地から説明し、IoT システムを構築する際の
法的リファレンスとなることを目指し、掲載させていただきました。

　以上、本資料を構成するポイントについて説明させていただきました。
　作成にあたっては、公平性、網羅性、正確性について配慮しましたが、担当メンバーの知りうる範囲での記述です
ので、不十分な部分があれば、お詫び申し上げます。
　本資料が、これからの社会、経済、ビジネスを大きく変革する「IoT」に取り組もうとする、技術提供側、利用する側、
双方の皆様にとって、お役に立てば幸甚です。

一般社団法人　福岡県情報サービス産業協会
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2009 年、インターネットにつながっていたモノは 25億個あったとされていますが、2015 年には 180億個に、そし
て 2020 年には 500億個に達するであろうという予測もあります。

現実世界のデジタル・コピーを生みだす IoT

2. 寄稿 IoT(Internet of Things) モノのインターネット

モノが直接インターネットにつながり、モノ同士が、あるいはモノとクラウドが、さらにはモノとヒトとがデータをや
り取りする IoT（Internet of Things：モノのインターネット）が、様々なところで使われ始めています。

現実世界をデータで捉え
　　　現実世界と IT が一体となった社会を実現する

ネットコマース株式会社
代表取締役　斎藤 昌義 様

コレ 1枚でわかるモノのインターネット（IoT）

Internet of Things
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モノは私たちの日常生活や社会活動の様々な活動を、あるいはモノの周囲の環境や変化をセンサーで捉え、それをデジ
タル・データとしてインターネットを介して送り出します。それは、私たちの現実世界のデジタル・コピーがサイバー
世界、すなわちクラウドの中に作られると言うことです。インターネットにつながるモノの数が増えれば、ますます精
緻な現実世界のデジタル・コピーが出来あがることになります。

デジタル・コピーを分析して役立つ情報を見つけ出す

IoT が生みだす３つの価値

膨大な数のモノから送り出されるデータもまた膨大となります。しかし、データをただ溜め込んでいても仕方がありま
せん。そこで、この膨大なデータを分析し、出来事の因果関係を明らかにしたり、規則性を見つけたり、データを使っ
ての模擬実験（シミュレーション）を繰り返したりして、私たちの社会活動や生活を快適で安心なものにするための情
報を探し、最適な答えを見つけることなどに役立てます。その手段として、従来からある統計解析に加え、人工知能の
技術である「機械学習」が活躍しています。
こうして得られた情報を使って機器を最適に制御し、交通システムを安全に管制し、健康のためのアドバイスを提供す
るといった価値を生みだすのです。

「現実世界をデータで捉え、現実世界と IT が一体となった社会を実現する」
IoT を定義すれば、このような表現になるかも知れません。では、どのような価値が生みだされるのでしょうか。

前を走っている自動車がスピードを落とせば、後方の自動車もそれにあわせてスピードを落とします。自動車と信号機
がつながり、通行量に応じて信号機の点灯を制御すれば信号待ちがなくなりスムーズな走行が実現します。その結果、
渋滞は解消され、無駄なガソリンの消費も抑えられ、環境にやさしい輸送が実現します。このように、モノ同士がつな
がることでモノがお互いに協調・連携しながら、全体最適を実現してくれるのです。

モノに大きなデータや頭脳を持たせることはできませんが、モノにつながったインターネットの先には、ほぼ無尽蔵の
データ格納場所と計算能力を持った頭脳であるクラウドがあります。モノは、このクラウドとの組合せで、モノ単体で
はなしえない強力な頭脳を持つことができるのです。

モノ同士がつながり全体で協調・連携する

電子レンジはクラウド・サービスからいま話題の料理のレシピを手に入れ最適な調理時間や調理法を設定
してくれます。

冷蔵庫は少なくなった常備食材を検知して自動で発注してくれます。

自動車にこれから食べたい料理について話しかけると、おすすめのレストランを紹介し予約しくれます。
そして渋滞のない快適なルートに沿って自動車を走らせてくれるでしょう。

◆

◆

◆

クラウドにつながりモノ自身が賢くなる
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IoT は単一のテクノロジーではなく、多様なテクノロジーの組合せによって実現される「ソリューション」だとういう
ことです。例えば、

これらを組合せることによって、ビジネス・プロセスを変革し、課題を解決するための取り組みだということです。ま
ずは、解決すべき課題が前提です。そして、その課題に対してどのように解決するかにより、必要とされるテクノロジー
の組合せが変わることも理解しておく必要があるでしょう。

このようにモノがリアルタイムにつながることで、その時々の最適なモノやヒトの動きを実現したり、モノを販売から
サービスへ転換したりといったビジネス・モデルの変革が可能になるのです。

モノがリアルタイムでつながり“いま”の事実を教えてくれる

IoT は単一のテクノロジーではなく「ソリューション」

現実世界のアナログな出来事をデジタル・データとして読み取るセンサー

低消費電力で広域な通信（LPWAネットワーク）

膨大なデバイスを認証しログを管理する認証・デバイス管理基盤

多様な形式のビッグデータを維持管理するデータベース

それらを解析し価値ある規則性や関係性を見つけ出す機械学習など

◆

◆

◆

◆

◆

航空機のジェット・エンジンの稼働状況がリアルタイムに分かることで、故障や不具合を即座に把握でき
パイロットに適切な指示を与えることや、着陸先の空港で交換部品やエンジニアを事前に待機させておき、
着陸後すぐに点検修理して次のフライトを欠航させないといった対応ができます。

いま現在の道路の混み具合や今後の渋滞予測に応じて、自分の乗っている自動車を最適なルートに誘導し
てくれます。

災害が起きたとき、スマートフォンやウェアラブルを持っている人の動きをリアルタイムで捉えながら、
安全な避難経路へと誘導してくれます。

◆

◆

◆
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IoT についての定義は、必ずしも定まったものはなく、その定義が曖昧なままに使われていることもあるようです。
そもそも Internet of Things という言葉を最初に使ったのは、1999 年、商品や荷物に付ける無線タグの標準化団体
「Auto-ID」の創設者の一人であるKevin Ashton 氏だとされています。彼は IoT を「無線タグを付したモノがセンサー
とコンピュータを介してインターネットに接続される仕組み」と定義していますが、無線タグ普及の取り組みの延長線
上での解釈と言えるでしょう。しかし、いまでは、より広い意味で使われることが増えています。

ひとつは、「現実世界の出来事をデジタル・データに変換しネットに送り出す機器や仕組み」です。モノに組み込まれ
たセンサーが、モノ自体やその周辺の状態や変化を読み取りネットワークに送り出す技術、その技術が組み込まれた機
器、またはこれを実現するための通信やデータ管理のサービスを言う場合です。
もうひとつは、「デジタル・データで現実世界を捉え、アナログな現実世界を動かす仕組み」です。モノから送り出さ
れた現実世界のデータをサイバー世界の機械学習で分析し規則性や最適な答えを見つけ出し、それを使って機器を制御
し、人にアドバイスを与えるなどして現実世界を動かします。その動きを再びセンサーで読み取りネットに送り出す、
この一連の仕組みを言う場合です。

前者は、手段に重点を置いた解釈で、後者はデータの使われ方やデータを使って価値を生みだす全体の仕組みに重点を
置いた解釈です。先に紹介したCPS（サイバー・フィジカル・システム）と同じ意味といってもいいでしょう。
いずれかひとつが正しいというのではなく、このようないくつかの解釈があるということです。また、モノだけではな
く人を含むあらゆる出来事がインターネットに接続しデータを生みだす仕組みと言う意味から、IoE（Internet of 
Everything）という言葉が使われることもあります。元々Cisco Systems が提唱した概念ですが、これもまた IoT のひ
とつの解釈と言えるかもしれません。

IoT の定義

IoT の 2つの意味
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モノにセンサーを組み込み、データを収集するという仕組みは IoT という言葉が登場する前からありました。1964 年
に開通した新幹線、1974 年に運用が始まった「地域気象観測システム：アメダス」、1970 年代に始まった生産設備の
自動化などでも、同様の仕組みが使われていました。しかし、それらはどれも特定の業務目的に特化した仕組みで、他
のサービスで再利用されるといったことは想定されていませんでした。このような仕組みは、やがてM2M ( エム・ツー・
エム：Machine to Machine) と呼ばれるようになります。

その後、センサーやコンピュータの小型・高性能化、低価格化が進み、通信も高速・高性能化とともに料金が大幅に下
がりました。また、インターネットやクラウドの普及とともに、M2Mの適用領域は大きく拡がります。そして、様々
な「モノ」がインターネットに接続され、さらにはモノ同士がお互いにつながるようになり、IoT という用語がM2M
に置き換わるように使われるようになりました。IoT がかつてのM2Mと本質的に違うのは、センサーを搭載した機械
やモノの数が桁違いに多いこと、インターネットやクラウドというオープンな仕組みの上で様々なつながりや新たな組
合せを生みだすことができることです。例えば、

M2Mと IoT の違い

スマートフォンのGPS で自分の位置が分かります。そのデータを大量に集め、解析すれば、地図上に「道
路の渋滞状況」を表示させることができます。

自動車に組み込まれたセンサーで、運転手の運転の仕方を分析し、安全運転をしている運転手の保険料を
割り引く自動車保険が登場しています。

損保会社は、気象情報企業が提供する気象データを使い、将来の住宅や設備の損害請求を予測し、悪天候
や災害が起こるリスクや影響を地域ごとに定量化することができます。このリスク情報に基づいて、契約
者個別の保険を組むことや財務上のリスクを減らすことができます。 

IoT はデータで様々なサービスがつなげることでエコシステムが築き、これまでには無かったサービスや社会システム
を登場させる基盤となるのです。

◆

◆

◆
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私たちの日常生活や社会活動といったアナログな現実世界の出来事をデジタル・データに置き換え、インターネットを
介してクラウドに集めてゆきます。IoT の普及・拡大により、そのデータ量はどんどん増加しビッグデータとなります。
それを解析し、そのデータに潜む規則性や関係性、データ相互のつながりや構造を見つけ出し、様々なアプリケーショ
ンで使われるようになります。　　　

ウェアラブル・デバイス、センサー内蔵のホームスタットや家電製品、自動車、衣服や靴、携帯品など
体温や脈拍、発汗、人の動き、室温や湿度、涙や汗の成分、位置情報、車載機器の状況など
生活・健康の改善指導、生活環境の監視・制御、予防診断、個人の嗜好にあわせた情報提供、安全運転・
自動運転など

工作機械やロボットに組み込まれるセンサーや計測装置など
距離、高度、位置、温度、流量、確度、加速度、加重、光度など
産業機械監視・制御、工場の自動操業、品質や精度の監視と自動調整、最適物流統制、省エネのため
の機器制御など

IoT アプリケーション　

●社会活動・公共活動

●事業活動・産業活動

●日常生活・人間活動

【データ発生源】
【 デ ー タ 】
【価 値 や 便 益】

【データ発生源】
【 デ ー タ 】
【価 値 や 便 益】

【データ発生源】
【 デ ー タ 】
【価 値 や 便 益】

建物、公共設備、気象、環境、交通機関、道路など
振動、ゆがみ、交通量、騒音、気温、湿度、風向、水量など
災害時避難誘導・災害に関わる警報や注意・エネルギー需給調整・交通監視・管制・見守りや犯罪の
抑止など
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過去の事実からその原因や因果関係を発見する

現在の事実から最適な答えを見つけ出す

過去から現在の事実を分析し未来の出来事が高い精度で予測する

◆

◆

◆

IoT は、２つのパラダイムシフト（常識の転換）をもたらそうとしています。
ひとつは、サイバー・フィジカル・システム社会の実現です。
現実世界の様々な出来事をきめ細かく、そしてリアルタイムにデジタル・データに置き換え、

といったことをできるようにし、全体が協調、連携して、全体最適な社会基盤を造りあげようという動きです。
もうひとつは、「モノ」の価値の本質がハードウェアからサービスへとシフトすることです。
モノをインターネットにつなぎ、クラウドと一体化することで、モノ単体ではできなかった価値を生みだそうという取
り組みです。

モノはこれまで、「作って売ってしまえば終わり」が常識でした。これを「売ってからも継続的に関係を持ち続ける」
という新しい常識へ変えることにより、モノそのものの魅力だけではなく、ものを売った後にもサービスという魅力を
提供し続け、モノの価値の本質を変えようというのです。そうなれば、製造業は、売ってしまった後の魅力まで考えて
ものづくりをすることが必要になります。そして、製造業はサービス業へと自らの役割を変えてゆかなくてはなりませ
ん。

こんな２つのパラダイムシフトが、いま起ころうとしています。

IoT がもたらす２つのパラダイムシフト
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● 道路の渋滞緩和

CPS（サイバー・フィジカル・システム）社会の実現

センサーで集められたデータは、現実世界の出来事を忠実に写し取ったデジタル・コピーです。「デジタル・ツイン（デ
ジタル・データで写し撮った双子の兄弟）」と呼ばれることもあります。そのデータを使って「現実世界ではできない
模擬実験（シミュレーション）」を行い、私たちの社会活動や生活を快適で安心なものにするための方法を見つけ出す
ことに使われます。例えば、

渋滞している道路のデジタル・コピーを使い、信号機の切り替わるタイミングを変える、高速道路への進入規制をする
など条件を変え、渋滞を解消する最適な方法を探ることができます。そこで得られた情報を現実世界にフィードハック
し、信号の制御や高速道路の職員に指示を与えることで渋滞の解消に使えます。

● 災害に強い都市計画
都市の構造や活動を写し撮ったデジタル・コピーで模擬的に大規模災害を起こし、道路の橋桁を崩落させる、火災で通
行止めにするなどし、どのように誘導すればより多くの人命を救えるかを、条件を変えて実験することができます。現
実世界でこのような実験を行うことはできません。この実験結果を使い、災害時の避難誘導計画や都市計画に反映させ
ることができるようになります。

● 健康へのアドバイス
スマートフォンやウェアラブル端末を使いきめ細かな身体の情報がつかめれば、それを使って、利用者の健康上の課題
を見つけ出し、適切なアドバイスができるようになります。

● 仕事の生産性や柔軟性の向上
工場の製造装置や工事現場の建設機械に組み込まれたセンサーから作業の進捗状況をリアルタイムで受け取り、そのデー
タを使って最も効率の良い作業手順を見つけ出します。さらに、現場の製造装置や建設機械を自動で操作すれば、納期
や作業期間を大幅に短縮し、コストの削減にも貢献します。
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モノのサービス化（１）

かつてモノの性能や機能、品質や操作性は、ハードウェアの「細工」や「材料」によって物理的に実現していました。
しかし、いま多くのモノにはコンピュータが組み込まれソフトウェアによってこれらを実現しています。もちろん、ハー
ドウェアの価値が失われることはありませんが、ハードウェアだけでは機能や性能を実現できない時代を迎えています。
例えば、以前のカメラの露出、ピント、絞り、シャッター・スピード、感度、発色などは、ハードウェアである機械部
品の細工やフイルムの材料によって実現していましたが、いまではソフトウェアによって実現しています。いまでもハー
ドウェアは、モノの価値を決める要素ではありますが、それは全体の一部に過ぎず、むしろソフトウェアが、より大き
な役割を占めるようになりました。
この「ハードウェア＋ソフトウェア」で構成された「モノ」がネットワークにつながれば、モノの価値の本質はサービ
スへとシフトします。例えば、

このように、モノがネットワークにつながることで、モノは購入した後も継続的に機能を向上させ進化し続けます。
「モノ」の機能や性能は、それを作り、出荷することで完結するのではなく、作られたモノとその後のサービスが一体
となって、モノの新たな価値を生みだし続けるのです。

デジタルカメラをインターネットにつないで、ソフトウェアを更新すれば、連写機能を向上させたり、アー
トフィルターの種類を増やしたりと、買ったときよりも高機能なものに変えてくれます。

米国の電気自動車テスラのモデル S／Dシリーズには、発売当初にハードウェアに自動運転機能が組み込
まれていました。そして、ソフトウェアの更新によって自動運転ができるようになりました。

Apple の iPod というハードウェアは、楽曲ダウンロード・サービスの iTunes Music Store や定額聴き
放題サービスのApple Music というクラウド・サービスと一体となって提供されるからこそ、人気を博し
ているのです。

◆

◆

◆

12



IoT の稼働状況をリアルタイムで計測する仕組みを使えば、「モノ」を売らずに使用量に応じて課金する「サービス
としてモノ」を提供するビジネスが実現します。

モノのサービス化（２）

航空機用のジェット・エンジンを製造・販売する英ロールスロイスは、エンジンという「モノ」を販売するのではなく、
実際に使用した時間と出力の積に応じて、利用者である航空会社に利用量を請求する「Power by the Hour」という
サービスを提供しています。エンジンに組み込まれたセンサーが、使用状況や各部品の消耗具合、不具合などを検
知し、ネットを経由してそのデータを送ります。そのデータは解析され、修理・点検の必要性を個別に判断し、故
障で動かなくなる前に対応できるようになります。これにより、より安全な運行が実現し、機材の稼働率が上がる
ことでユーザーの満足度は高まります。さらに保守・点検のタイミングや必要な部品の在庫、エンジニアの稼働が
最適化され、サービス・コストの削減が可能になります。

仏タイヤメーカーのミシュランは、運送会社向けに走行距離に応じてタイヤの利用料金を請求するビジネスをはじ
めています。さらに、燃料を節約できる走行方法のアドバイスを運転手に提供したり、省エネ運転の研修を行った
りと、これまでのタイヤメーカーではあり得なかったビジネスに踏み出しています。このサービスによって運送会
社は投資を抑えることができるばかりでなく運行コストも削減でき、経営体質強化に貢献することができます。

建設機械大手のコマツは、無人ヘリコプターのドローンで建設現場を測量し、そのデータと設計データ使って建設
機械を自動運転し工事をするサービスを提供しています。これまで熟練者に頼っていた精密な測量や難しい工事を
経験の浅い作業員でもこなすことができ、人手不足に悩む業界にとっては大きな助けとなっています。

●

●

●

このように、モノそのものではなく、モノを含むサービス全体が新たな価値を生みだす時代を向かえようとしています。
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このチャートは、いくつかの IoT ビジネスの成功事例から、成功の要件を整理したものです。どの取り組みにも共通し
ているのは、「IoT で何かできないのか？」と誰かに言われ「IoT の実践」に取り組んだことによる成果ではないことで
す。人材の不足、競争の激化、変化の速さといった直面する課題を解決しようとしたとき、過去の経験や方法論にと
らわれず、「いまできるベストなやり方は何か」を追求した結果、それが「IoT だった」ということに過ぎません。

また、決して新しいことばかりを取り入れたわけではありません。既に社内に蓄積されていた技術要素やノウハウを
新たな目線で組み立て直し、そこに新しい要素を付加することで、業界の常識を変えてしまったというケースもあり
ます。

ここに紹介した「課題／取り組み／結果」の枠組みは、「IoT」に固有のことではありません。どんなビジネス・チャレ
ンジにも使える成功の方程式です。
IoT ビジネスに取り組む前提として、この基本の枠組みを忘れないようにしなくてはなりません。

IoT ビジネスを成功させた 3つの要件
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3. 各分野の先進事例

Internet of Things

　１）農業・食品

　　①株式会社セラク（東京）
　　　　温室内環境遠隔モニタリングシステム「みどりクラウド」

　　②株式会社ファームノート（北海道）
　　　　「クラウド牛群管理システム」

　２）医療・福祉

　　①NPO法人救急ヘリ病院ネットワーク（千葉）
　　　　ドクターヘリ事業

　　②加藤電機株式会社（愛知）
　　　　見守りサービス「SANフラワー見守りサービス」

　　③株式会社Z-Works（東京）
　　　　IoT プラットフォーム「Life Engine」

　　④国立大学法人福井大学医学部（福井）
　　　　クラウド型救急医療連携システム

　　⑤ユニファ株式会社（東京）
　　　　園児見守りAI「MEEBO」

　　⑥株式会社ワイズ・リーディング（熊本）
　　　　患者見守りシステム「Y's Keepers」

　３）エネルギーマネジメントシステム

　　①九電テクノシステムズ株式会社（福岡）
　　　　ホームエネルギーマネジメントシステム（HEMS）
　　　　「サービスゲートウェイ＆eneQube」

　　②ダイキンHVACソリューション東京株式会社（東京）
　　　　IoT エアコン「あんしんスカイエア」

　　③株式会社竹中工務店（東京）
　　　　IoT 対応ビル管理システム「ビルコミュニケーションシステム®」

　４）IoT インテグレータ

　　①株式会社ウフル（東京）
　　　　「IoT コンサルティング」「IoT フレームワーク」など

　　②株式会社神戸デジタルラボ（兵庫）
　　　　「Cloud Switch API」「トイレ空き状況監視」など

　５）データ解析

　　①トレジャーデータ株式会社（東京）
　　　　「クラウド型データマネージメントサービス」　　

　６）IoT センサー　　

　　①オプテックス株式会社（東京）
　　　　各種 IoT センサー

　　②日本マイクロソフト株式会社（東京）
　　　　Azure Certified for IoT デバイス　

　７）IoT 通信

　　①株式会社ソラコム（東京）
　　　　 IoT 用ネットワーク（MVNO対応 SIM）など

　８）ドローン

　　①トライポッドワークス株式会社（宮城）
　　　　ドローン活用など

　　②株式会社トルビズオン（福岡）
　　　　ドローン活用

　９）IoT 関連情報サイト

　　①株式会社アールジーン（東京）
　　　　 IoTNEWS
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1. 会社概要

COMPANY INFORMATION

２．「みどりクラウド」立ち上げの経緯

１） IoT/M2Mサービスを構築する上で゙必要な各種知見を上流～下流まてで一気通貫で゙提供

社 名
設 立
所 在 地
資 本 金
事 業 内 容

株式会社セラク
1987 年 12 月
東京都新宿区西新宿 7-5-25　西新宿木村屋ビル 6F
2 億 9,321 万 6,500 円（平成 29 年 1月末現在）
システム開発（WEB・アプリ）、IT インフラ構築、WEB サイト構築・運営、農業 IoT サービス 

/
/
/
/
/

　まだ IoT が一般的に知られる前の 2011 年から IoT への取り組みを開始し、第 1弾として「スマート洗面台」を開発。
2013 年には近未来型家庭菜園「スマート野菜工場」を発表しました。農業系の展示会に出展したところ、多くの農家
が興味を示しました。
　以後、地域創生のために一次産業を活性化したいという思いと、IT を活用した IoT のトレンドがマッチして「みどり
クラウド」事業がスタートしました。
　これまでの農業向け IT サービスは、システムが大規模かつ複雑化、導入コスト（設備・教育）が高い、初期費用は
数千万円単位、既存施設への導入が困難などの理由から、導入は難しいとされてきました。
　㈱セラクでは、農家が手軽にスモールスタートで導入できるシステムが必要と考え、①導入コストを安価に、②誰にで
も簡単に使える、③自動でできるところから始める、④既存設備に手軽に導入可能であるをコンセプトに検討を重ねまし
た。そこで、まずは農業の可視化とノウハウの共有が優先であると考え「計測と記録」の機能に絞り、 「みどりクラウド」
を開発しました。

２）課題

　温度や湿度、CO2濃度などを計測するセンサーは、ハウスなど屋外設置が必須で、さらには過酷な環境に耐えられ
るセンサーでなければならず、製品選定も考慮が必要でした。また、動作検証のために多くの農家に協力いただくこと
が必要であり、そのため多くの農家とどのように知り合うのかも課題の一つでした。

①株式会社セラク（東京）
http://www.seraku.co. jp

温室内環境遠隔モニタリングシステム
「みどりクラウド」

みどりクラウド事業部
営業サービス部
新谷 賢治 様

みどりクラウド事業部
事業部長

持田 宏平 様

IoT CASE STUDY 1) 農業・食品
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　センサーは安価なRasberry Pi を使用。ハウス内での最高温度 73.8℃、また 40℃を超える温度が 2ヶ月間継続して
も製品に不具合は発生しませんでした。外部の検証機関において -20℃～80℃でも問題なく動作が行われることを確認
しています。

　検証先の農家とは、展示会や公立大学法人大阪府立大学経由で知り合い、経済産業省による中小企業・小規模事業も
のづくり・商業・サービス革新事業による補助金を活用して開発した機器 100台を使用し、検証に協力していただく
ことができました。

みどりボックスには、温度・湿度・日射量・CO2濃度・土壌水分・ECを計測するためのセンサーと、カメラが備わっ
ており、電源を入れるだけですぐに使うことができます。2分間隔で計測と撮影を自動的に行い、インターネット上
のクラウドシステムにデータの送信を行います。

記録されたデータはスマートフォンやタブレット、パソコンのWEBブラウザ、フューチャーフォン（ガラケー）に
よって参照が可能であるため、遠隔でもモニタリングを実現することができます。

あらかじめ設定をしておくことで、温度や湿度、土壌水分などの計測項目が一定の値の範囲外となった際に、メー
ルまたはスマートフォンの通知機能にてお知らせします。

　公開なし

３）課題の解決方法

４）検討内容・検討スケジュール（WBS等）

１）みどりクラウドシステム概要

2016 年
最高温度 73.8 度

３．システム概要

◆

◆

◆
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　みどりボックスは通信ボックスと、そこからケーブルによって接続された各種センサーおよびカメラで構成されています。

・最大 16個のセンサー接続
・最大 50mまでケーブル延長可能
・防塵・防水（IP65 相当）
・ECセンサーに対応
・センサーのコネクタ化
・大規模、露地栽培向け

・最大 7個のセンサー接続
・土壌水分とC02濃度センサーはオプション。
　ECセンサーには未対応
・センサーケーブル 3m（固定）
・防水仕様
・低価格

みどりボックス 2 みどりボックスPRO

◆

◆

◆

湿温度（相対湿度）・温度・日射量・CO2濃度・土壌水分（体積含水率）・EC（電気伝導度）などの各種センサー
を接続することが可能です。

上記センサー以外にカメラを搭載しています。

土壌水分センサー CO2濃度センサー

3Gモデルの場合は内部に 3G（携帯電話回線）を搭載しており、本体から直接インターネットに接続してデー
タの送信を行います。

Wi-Fi モデルの場合は無線 LANに接続してデータの送信を行います。
接続されたカメラで 2分間隔で撮影を行います。

電源には交流 100V（単相）を使用します。

◆

◆

◆

みどりボックス

センサー

ボックス本体
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03

月額費用

２）システム構成要素

３）導入時費用詳細

初期費用

IoT センサー種類
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みどりモニタ
　みどりボックスで計測したデータはスマートフォン・パソコン・ガラ
ケーを使って、みどりモニタで確認することができます。みどりモニタ
は、計測値の表示だけでなく、様々な機能を備えており、農業生産に必
要な情報を提供します。

● 計測値の表示
・

・

・

・

・

・

● 積算値の算出

計測値の他、最高値・平均値・最低値といった統計情報も自動的に
算出して表示します。

計測値をもとに積算温度、および、日照時間を自動的に算出します。

● グラフの表示
各種項目は自動的にグラフに表示されるので、経時変化を直感的に
確認することができます。

● 複合グラフの表示
各種項目をひとつのグラフに表示させることが可能です。また、
過去のグラフの重ね合わせ、ほかの圃場のデータの重ね合わせも
可能です。

● 警報機能
各種計測値の正常値の範囲を指定することで、正常値の範囲外の
値が計測された際に警報を発生させます。

みどりボックスに異常が発生し、データが正常に送られてこない
時も警報を発生することができます。
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４．導入効果と成功のポイント

１）導入効果

２）成功のポイント

　近年、農業を取り巻く環境において、異常気象や気候変動に加え、海外から安い農産物が輸入されるなど厳しいもの
があります。日本では農業従事者の減少と高齢化などの問題を抱えており、農業へ ICT を活用しデータを蓄積・解析す
ることで、高い生産技術を持つ篤農家の知恵を人材育成や小規模農家も含む多数の経営体で共有・活用することが期待
されています。
　みどりクラウドは、初期導入コストが低く既存設備に手軽に導入でき、誰でも簡単に利用できることから、導入済み
の農家の約 90%が補助金を利用しないで導入しています。
　導入した農家では、CO2の施用において、理想の環境と実際の環境のギャップを可視化することで収量が 20%アッ
プしています。またみどりクラウドのデータを活用することで、冬場の燃料代の節約にもつながっています。

　データの可視化とノウハウの共有という「計測と記録」の機能に絞って開発したことで、複雑な農業 ICT ソリューショ
ンと差別化を行うことができ、簡単に手軽に導入できることが成功のポイントだと思われます。また農業従事者は
60-70 代が多いことからガラケーに対応することも導入のハードルを下げている要因だと思われます。
　技術的には、製品開発当時Microsoft に日本人のエバンジェリストが多く、サポートを受けやすいという理由で
Microsoft Azure を採用しました。

３）苦労したところ

　センサーについては農業に使える安価なセンサーがなかったことから、Rasberry Pi で自作しました。圃場という厳
しい環境での稼働において、耐久性が心配でしたが、一度も壊れたこともなく、-20℃-80℃の環境でも正常に稼動して
いることが確認できています。

22



４）ユーザー様事例

“導入してから癖になって毎朝、毎晩みてしまう”
神奈川県 鈴木様（きゅうり生産者）

“みどりクラウドの警報で 3,000 万円の損失を
回避できた”
茨城県 片岡様（トマト生産者）

収量の増大と収益の最大化（収量が 20%アップした）

警報による損失の回避
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【きゅうり農家を営む郷様】
　みどりクラウド導入前は、別システムにて温度管理
を行われていました。しかし、ハウスまで行かないと
管理ができない状況であったため、管理作業が複雑に
なっていました。
　みどりクラウドの販売代理店をされている株式会社
アート・サービスの開様より「みどりクラウド」の紹
介を受け、システム入替を検討されました。
　みどりクラウドはどこからでも状況が確認でき、か
つ低コストであったことが、大きな要因でした。熊本県

郷 龍哉様 ( きゅうり生産者 )

みどりボックス (3Gモデル )

スマートフォン画面 きゅうりハウス ( 熊本県　宇土市 )

株式会社アート・サービス
開 廣明様 (みどりクラウド販売代理店 )

エアサーキュレータ

ハウス開閉用モータ

風向・雨量センサ ハウス開閉コントローラ

CO2発生器コントローラ

　みどりクラウドを導入し、ハウス内の温度・湿度などいつでもどこ
でも確認でき業務改善につながりました。
　スマートフォンで外出先からデータを確認し、メンバーの方に、温
度調整の指示を出すことができる環境を構築されています。
　温度管理を怠ってしまうと莫大な損失につながってしまうため、状
態の変化に気づくことが農業をやる上で重要になってきます。
　ハウスのカーテンの開閉などを行う制御システムについては、みど
りクラウドと切り離したシステムを使用しています。※リスク分散のた
め制御システムにて温度の調整を行い、実際のデータをみどりクラウ
ドにて収集し、可視化しています。

　みどりクラウドの他にハウス開閉システム・二酸化炭素発生器など
を導入。発生器を導入することで、光合成を促進し成長を促しています。
また、雨量センサーにヒータを備えることで、より正確な降雨判定を
行うことが可能になっています。さらに、空調に関しても予備機を備
えており、故障に対する対策もとっています。

　農業に IT の要素を取り入れることで、農業に対する若者のイメージ
を変え、将来の担い手を育てていく・増やしていくことが、一つの目
的と考えています。
　また、全国各地から現地調査の目的で農業関係者が多数視察に来ら
れています。
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オリンピックの開催に向けて注目されているGAP（Good Agricultual Practice）への対応を見据
えた新機能「みどりノート」の開発

機械学習によるデータ活用研究

国内で策定された温室向け環境制御規格であるUECS（ユビキタス環境制御システム）へ対応す
ることで、みどりクラウドを通じて他社の環境制御装置のコントロールを可能にする 

・

・

・

１）システム追加機能

　㈱セラクでは、南島原農業 IT 研究所 （長崎県）と奥出雲農業 IT 研究所（島根県）の２地域に農業 IT 研究所を設立し
ました。今後、地域農家との共同実験を通じた機能開発やその有効性の実証実験を行います。特に同施設においては
GAP（Good Agricultual Practice: 農業生産活動を行う上で必要な関係法令等の内容に則して定められる点検項目に沿っ
て、農業生産活動の各工程の正確な実施、記録、点検及び評価を行うことによる持続的な改善活動）対応を見据えた新
機能「みどりノート」の開発と実地検証を予定しています。
　また、環境データ・作業データ・気象データを、機械学習により、生育予測・病理予測・市場予測などに活用できる
よう研究開発を進めます。

２）今後のビジネス展開

５．今後の展望

　多くの農家に知っていただくための販路開拓が必要です。また、利用する生産者の現場の声を製品開発に迅速にフィー
ドバックすること、及び、データを栽培に活用するためのノウハウの提供が必要だと考えています。

３）今後の課題
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1. 会社概要

COMPANY INFORMATION

代表取締役　小林 晋也 様
カスタマーサクセスグループマネージャー　下村 瑛史 様

デバイス開発グループマネージャー　阿部 剛大 様

社 名
設 立
本 社
資 本 金
事 業 内 容

株式会社ファームノート
2013 年 11月 28日
北海道帯広市公園東町 1丁目 3-14
1 億 1640 万円
酪農・畜産向け牛群管理システム「Farmnote」の開発・提供
 

/
/
/
/
/

②株式会社ファームノート（北海道）
http://farmnote. jp/

「クラウド牛群管理システム」

1)農業・食品

２．Farmnote 立ち上げの経緯

　農家に生まれ、偶然にもソフトウェア企業を経営していた㈱ファームノートの小林晋也社長は、TPPにより関税が撤
廃されると北海道は壊滅的な被害をこうむる可能性をチャンスと捉えました。
　農家の素早い変化を促すために、酪農・畜産業界の経営効率化を IT で推進するために㈱ファームノートを創業されま
した。

　㈱ファームノートは、スマート農業ソリューションを提供する IT ベンチャーとして 2013 年 11月に設立され、酪農・
畜産経営を効率化するクラウド型牛群管理システム「Farmnote」を提供しています。
　2014 年 11月のサービス開始から、1600 農家 150,000 頭（参考：日本の飼養頭数 390万頭）の農家にご利用いた
だいており、大規模農家や学術機関にも採用され、拡大を続けています。
　世界には 14億 6700 万頭（出典：FAOSTAT から 2013 年度データ）の牛が飼養されており、生産性を上げるため
には繁殖・疾病・搾乳・移動など様々なデータを管理して適切な飼養管理を行わなければならず、牛群の管理に大きな
時間を要しており、酪農・畜産経営の生産効率を高める対応が必要でした。

１）立ち上げ（導入）背景

２）課題

IoT CASE STUDY
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３．システム概要

１）Farmnote システム概要

　酪農・畜産経営の生産効率を高めることを目的として、牛の活動量をリアルタイムで収集し、人口知能で状態を検知
するセンサーデバイス（ウェララブル端末）の開発、牧場の情報を見える化し、経営課題の把握を行う牛群管理システ
ムの開発など、プロダクトの強化を行うために、2015 年 8月に国内の事業会社、及び個人投資家を引き受け先として、
総額約 2.1 億円の第三者割当増資を実施しました。
　また、兼松グループとの資本業務提携を実現し、酪農用飼料原料供給においてトップクラスの販売シェアを有する兼
松の営業網による Farmnote 拡販と、顧客の相互紹介、海外展開、ウェアラブル端末開発で協力しています。

３）課題の解決方法

؟�)DPQRWH३५ॸਏ

ઌ؟�ॉહऐॖওش४ઌ؟�)DPQRWH�&RORU
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２）システム構成要素

３）開発に伴う技術について

４）導入時費用詳細

①Farmnote（ファームマネジメントプラットフォーム）
　・開発費用：非公開　開発期間：約 1年～
　・インフラコスト：非公開

②Farmnote Color（ファームノートカラー）
　・開発費用：非公開　開発期間：約 2年
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４．導入効果と成功のポイント

　農家にとってもっとも効果が出ているのが「発情の見逃し防止」です。雌牛が成牛になると 21日周期で発情すると
言われていますが、牛ごとにその周期はずれるといいます。この発情兆候を観察して適切なタイミングで種付けを行う
ことが重要です。また、乳用牛は、種付け・妊娠・出産後に初めて牛乳を出しますが、このプロセスの中で従業員間の
情報共有に紙やノート、ホワイトボードなどで記録管理をしている業務を、情報を集約し課題が把握できる分析データ
として保持し、情報共有を行うというスタイルに業務を改善する必要がありました。
　牛個体ごとに様々な周期を適切に把握し、適切な処置をしなければ、発情タイミングを逃したり、牛乳が出なくなっ
たりしてしまいます。そうなると、利益が上がらなくなり、農家にとって機会損失となります。それだけではなく、適
切なタイミングを見逃すということは、21日周期を待つ間に、牛の飼料をはじめとするコストを無駄に投資するとい
うことにもなります。
　酪農（牛乳など）の市場では日本で売上高 7000 億円、発情の見逃しによる機会損失は約 100億円規模と言われてい
ます。Farmnote を導入することで「発情の見逃し防止」をし、酪農家の収入増の機会を創出しています。

１）導入効果

図2：Architecture
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　Farmnote は、「アンバサダー」と言われる農家様とともに開発を行っております。様々な機能要望や不具合の報告を
いただくことで、より顧客に寄り添った開発を行っています。顧客の側にいなければ革新的なプロダクトを生み出すこ
とはできません。
　また、2016 年 8月農業分野で人工知能・IoT 技術の活用を研究する 「Farmnote Lab」を設立しました。牛向けウェ
アラブルデバイス「Farmnote Color」にて「Internet of Animals」を提唱し、経済動物をインターネットにつなげ人工
知能を活用することで、牛の最適管理を実現する取り組みを行っております。ファームノートのビジョンでもある「世
界の農業の頭脳になる。」の実現に向けて、畜産分野で培った人工知能・ビッグデータ解析・IoT 技術（センシング・通
信技術）を、畜産に限らず耕種農業分野にも広げ、農業分野への人工知能・IoT 普及に取り組んでいます。この取り組
みに賛同いただける、また興味を持っていただける優秀な人材が集まるようになりました。

　右も左もわからず畜産業界に飛び込んだあとの話です。この市場に特化したシステムを作っても、上げられる収益に
は限界があるとわかりました。実際に、同じシステムに挑戦したベンチャーがありましたが、いずれも利益を確保できず、
撤退を余儀なくされていた事実がありました。そこで熟考した結果、農家が感じている最大のメリットは、一頭一頭の
詳細なデータがクラウド上に蓄積されていくこと。そのデータを最大限活用する方法を考える中で、「データのリアル
タイム性」の重要さに気づきました。牛にセンサーを付け、牛の情報をリアルタイムでつかむことができれば、スタッ
フが目で見て手入力するよりも、さらに詳細なデータが入手でき、いち早く「牛の変化の兆し」に気づくことが可能に
なります。
　このセンサーを開発するのに 2年かかりました。ハード設計や開発をしたことがなかったので、人材の確保・外注探
しには本当に苦労しました。

２）成功のポイント

ユーザー様：株式会社山岸牧場
経営形態　：酪農、さくら工房（自家製ヨーグルト製造販売）
規模　　　：乳牛 300頭、デントコーン 40ha、採草地 30ha
所在地　　：北海道十勝士幌町
事業内容　：乳牛の飼育、自家製ヨーグルトの製造販売、バイオガスプラント
従業員規模：7名（2016 年 4月時点）

４）ユーザー様事例

３）苦労したところ

30



　牧場経営をしていく上で重要なのが牛の繁殖です。妊娠して子牛を産むことで牛乳が出ます。美味しい牛乳を提供す
るためにも、安定した経営のためにも牛の繁殖管理と体調管理がとても大切になります。しかし生き物ですので、自分
の意識の外で問題が起きてしまいます。それをスタッフ全体で共有して、統合されたデータを基に問題が起きる前に手
をうち、起きてしまったことに関しては即座に確実な対応をしていきたいと考えておりました。そのためには“見える化”
と“データ”がかなり重要でした。

　 “見える化”するには“データ”を貯めなければなりません。導入して良かったのが、誰でも簡単に入力できたこと
です。今では、スタッフがどんどん自主的に入力していますのでどんどんデータが貯まっています。 また、牛の首に取
り付ける Farmnote Color も導入しています。リアルタイムに牛の活動情報を収集するセンサーです。取得したデータ
は Farmnote に保存され、活動量・反芻時間・休憩時間を計算します。
　データは人工知能が個体別に学習し、牛の個体差を考慮して分析を行うためデータが増えるほど精度が高い異常検知
が可能になりました。経験や勘だと限りがある中、データ化されたことで個体ごとの病気の原因などがわかるようになっ
てきました。

؟�৬શपਃভ৾ಆऔोञੲॢছই

５．今後の展望

　ファームノートのノウハウを生かして、畑作向けのサービスを提供することです。降雨量、気温など畑作における必
要な情報をセンサーからクラウド上に自動で収集します。それだけではなく、人工知能を活用して、病気や冷害などの
予測、収量の予測もできるようなプラットフォームを開発しています。
　世界規模で、人口増加と農地減少により、一人当たりの農地面積は現在よりも 25%減ると予測されています。農業
効率化をして、単位面積あたりの収量を増やすことを目指しています。

1）今後のビジネス展開

①導入背景

②導入効果
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1. 会社概要

COMPANY INFORMATION

①特定非営利活動法人
   救急ヘリ病院ネットワーク（HEM-Net)（千葉）
http://www.hemnet. jp/

D-Call Net　研究会
「ドクターヘリ事業」

IoT CASE STUDY

日本医科大学千葉北総病院
救命救急センター
医師 本村 友一 様

２）医療・福祉

/

/
/
/
/

名 称

設 立
所 在 地
電 話
主 な 活 動 

特定非営利活動法人（ＮＰＯ） 救急ヘリ病院ネットワーク 
（ＨＥＭ-Ｎｅｔ：Emergency Medical Network of Helicopter and Hospital) 
平成 11年 12月 22日（内閣府認証） 
東京都千代田区一番町 25番　全国町村議員会館内 
03-3264-1190
1. 病院・医療機関のネットワークの組成 　
2. 救急ヘリコプターによる患者搬送に関する法的枠組みの研究と推進 　
3. 病院・医療機関、ヘリコプター運航者、資金給付者の間の合意形成による救急ヘリコプターの利用促進 　
4. 救急ヘリコプター及び関連施設の仕様・装備、運航等の実用化基準の作成 　
5. 前項の基準を利用した救急ヘリコプターによる患者搬送の取り扱い基準の作成 　
6. 救命救急活動業務 　
7. 救命救急活動従事者の仲介及び教育研修

２．「D-Call Net」の経緯

　認定NPO法人救急ヘリ病院ネットワーク（HEM-Net) は救急ヘリを利用した患者搬送体制を確立することを目指し、
我が国のドクターヘリ事業の発展に深く関わってきました。
　警視庁の発表によると、2015 年における交通事故の発生件数は 53万 6,789 件、24時間死者数は 4,117 人に上がり、
15年ぶりに増加傾向にあります。
　実際の交通事故のケースでは誰も居ないところでの事故も多く、事故発生から消防への通報に 5分、さらにドクター
ヘリの出動要請に 15分、治療開始に 18分、合計で 38分を要していますが、ドクターヘリの出動を 20分から 3分に
短縮することで、生存率を 5倍にすることが可能と言います。
　この時間短縮をいかに行うかが鍵となります。

１）立ち上げ（導入）背景及び課題
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　時間短縮を行うにあたって事故の通知と乗員重症度の判定が重要になります。これらは以下の技術によって実現され
ています。
　
●事故の通知について
　交通事故自動通知システム（Automatic Collision Notification)ACNは自動車が搭載しているエアバッグが開くほどの
事故が発生した場合、自動的にGPSによる位置データとエアバッグ展開情報をコールセンターに通報する仕組みです。
この技術は日本では 2000 年から実用化されていました。
　
●AACN（Advanced ACN) 先進事故通報システム
　イベントデータレコーダ（EDR) は衝突の方向、衝突時の速度変化（デルタV)、シートベルトの有無などの情報を記
録しており、それを活用します。AACNは最近の車両には搭載されていますが、この情報を元に重症度判定や医師派遣
を行うのは日本独自のものです。
　
●重症度判定アルゴリズム
　警察が持つ事故アルゴリズムは日本大学西本哲也教授と日本医科大学救命救急センターにて開発されました。
　警察データは JARI、ITARDAから購入、現在でもデータの蓄積を続けており、マクロデータ（警察データ）のパラメー
タが正しいかをミクロデータ（１件１件の実データ）で検証中のデータ 300万件を活用し、死亡重症確率推定アルゴ
リズムを開発しました。
　
●D-Call Net
　救急自動通報システム。EDRデータと重症度判定アルゴリズムを用いて、乗員の重症外傷受傷確率を算出し、確率
が閾値以上の場合にはドクターヘリなどの医師派遣システムを起動します。このD-Call net は日本独自のものであり、
現在対応するメーカーはトヨタ、ホンダですが他メーカーも検討中です。
　
●タブレットを活用した事故通知
　D-Call Net での通知はタブレットにより内容などがわかりやすく表示されます。

２）課題の解決方法

؟ڭॱঈঞॵॺ॑ણ৷खञহৢੴ
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　ここまでに紹介した技術を用い、D-Call Net が自動車事故で重症者が出たと判定すると、医師派遣システムが起動
されドクターヘリが出動します。
　D-Call Net は医師派遣システムを起動する我が国独自のAACNの愛称であり、Doctor を call（医師要請）するとい
う欧州での eCall の一歩先を行きたいという願いも込められています。
　システム開発はトヨタ自動車の支援のもと関係各社の協力を得てKDDI 株式会社が実施しました。

３．システム概要

１）D-Call Net 概要

2）開発に伴う技術について

ૼู ரథ ৷ಥ ਹ৷্১

१شং OS CentOS

DB SQL -

iPADदभં Web॔উজॣش३ঙথ -

ৢਦි ॺচॱ KDDI ఝි

থॲ যఝभBLE

৫؟৺4না
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認定NPO法人救急ヘリ病院ネットワーク（HEM Net) や D-Call Net 研究会に救急医療やドクターヘリに関する協力
者が多く、その方々の連携が図れた事により大きく進んだ。

このシステムを実現させたいという強い熱意。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

交通事故実態調査体制はドイツが一番進んでいる。しかしドイツと日本では車の規格が違う、体格が違うなどの理由
でそのまま使うことが出来ず、独自のアルゴリズムの開発が必要であった。

ドクターヘリを出動させる死亡重症確率の検討
現在では閾値を低くめに設定し、死亡重症確率５％で出動している。今後通報が増えれば閾値の変更を検討する。

車載機と通信コストの負担
EDRデータの送信には通信機器と通信料金の負担が必要でありそのコストの負担について検討が必要。

死亡重症確率は持病、飲んでいる薬で変わりうる　
　→医療データとのリンクが必要（2020 年から医療データを国が管理）。

受信機利用のランニングコストの負担

EDRに含まれる個人情報の取扱

通信環境の標準化

D-Call Net のビジネス化について

D-Call Net は現在トヨタ、ホンダ車の一部しか搭載されていないが全車種への搭載を目指したい
特に事故時には軽自動車の被害が大きいため、軽自動車への搭載を勧めていきたい

ドクターヘリだけではなくドクターカーやDMAT（災害派遣医療チーム）での利用を行う

事故を起こした側だけではなく、事故ではねられた歩行者、自転車乗員、自動二輪乗員などの被害者を助けるため
のシステム構築

４．導入効果と成功のポイント

５．今後の展望

1）成功のポイント

2）苦労したところ

３）課題・問題点
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1. 会社概要

COMPANY INFORMATION

②加藤電機株式会社（愛知）
http://www.kato-denki .com/

見守りサービス
「SANフラワー見守りサービス」

代表取締役社長
加藤 学 様

/
/
/
/
/

/

名 称
創 業
設 立
所 在 地
企 業 理 念

事 業 内 容 

加藤電機株式会社

1965 年

1973 年

愛知県半田市花園町 6丁目 28番地の 10

「安心と安全を次の世代に」

セキュリティメーカーとして犯罪の抑制、撲滅に貢献し、次の世代へつなげます。

快適な社会環境を実現するためにいつの時代でも安心と安全は、人々が暮らす環境にとって必要不

可欠なものです。

「安心と安全」を供給するために、企業の社会責任として私たち加藤電機がまずすべきこと、それは、

健全な経営で社会へ利益を還元し、貢献することです。社会の共感と信頼を得られるセキュリティ

システムによる、安全で暮らしやすい社会の創造を通して、人々の暮らしに安らぎを提供します。

次世代を担う子供たちが、安心して生活できる快適な社会環境の構築を目指しています。 

自動車盗難防止装置及びセキュリティ機器の企画・開発、製造、販売

位置検索システムの開発・設計・販売

セキュリティ専門店「セキュリティラウンジ」のフランチャイズチェーン本部事業

見守りサービス事業「SANフラワー見守りサービス」の運営

２．ＳＡＮフラワー見守りサービスについて

　長年、セキュリティメーカーとして犯罪の抑制、撲滅に貢献してきましたが、人命救助に結び付くシステム開発を決
意したのは、1995 年に発生した阪神淡路大震災がきっかけでした。いざという時に位置情報を知ることの重要性を意
識したことにより「如何にして人を守るか」「確実に発見できるか」を究極の課題として、研究開発を続けてきました。
　近年では、災害時に留まらず、認知症高齢者の行方不明事故、山岳遭難や子どもたちをねらう連れ去りなどの犯罪が
大きな社会問題となっており、位置情報を知ることは地域課題の解決に直結するものになっています。
　「ひとりでも多くの人を守りたい」この一心で 20年にわたり開発に心血を注いできたのが、「セキュリティー・アラ
イアンス・ネットワーク」という言葉の頭文字を冠した『SANフラワー見守りサービス』です。
　

１）経緯

IoT CASE STUDY ２）医療・福祉
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　当初、GPSを用いたソリューションを考えたものの、サイズが大きく、待機時間も短かったことから、2006 年に
PHSによる位置情報取得の仕組みを用いた見守りサービス『イルカーナ』の提供を開始しました。半径数百ｍ程度をカ
バーしている複数のPHSの基地局情報を基に、比較的精度のよい位置情報が提供できるアルゴリズム特許を取得し、
平均誤差半径約 70ｍ程度を実現しました。
　一方、GPSを利用した場合でもGPS衛星を 4つ以上捉えることができれば、半径 10m程度のピンポイントな位置
情報を取得できますが、3つ以下の場合誤差は数百ｍまで拡大することが課題でした。
　このように衛星を捉えることができない場所、例えば、山中や建物の中、あるいは災害などで、“がれき”の中に埋も
れてしまった端末や、それを持つ人、ペットなどを探すことには向いていません。また、GPSは消費電力が大きいこと
も弱点で、端末サイズが大きくなる上に、小型化した場合には 3日ほどで電池が切れてしまうという課題もありました。
更に一般的なサービスでは月額料金が発生することになります。

２）課題

　当初 400MHz 帯域で検討していたところ、2012 年の電波法改正で 920MHz 帯域の特定小電力機器の出力が 2倍に
なりました。「伝搬距離や電波の浸透性が非常に優れており、求めていた最適解」（加藤社長）であり、計算値では約
4km以上、見通し距離 1km以上、実用値として数百ｍまでの検索が出来るようになります。
　また、従来困難であった、地下や室内でも電波をとらえることができ、最終誤差 50㎝程度まで絞り込むことも可能
となり、電池も１回の充電で約 1.5 カ月ほど使用可能となります。
　その後、約 3年をかけ、創業 50周年を迎えた 2015 年 2月『 SANフラワー見守りサービス』の提供を開始しました。

３）課題の解決

３．システム概要
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　「SANタグ」という電波を発信する小さなお守りを大切な人や物に付けておくだけで、いつでも現在の場所を知るこ
とができます。 
　まず探す対象となる人に「SANタグ」を身につけてもらいます。SANタグは 15秒ごとに「SANアンテナ」に対し
電波を発信します。SANアンテナは、この電波の履歴情報を蓄積し、KDDI のネットワークを通じ 10分ごとに当社ク
ラウドサーバーに位置情報を送信します。電波を経由したアンテナ基地局がどこかという情報は利用者が専用ウェブサ
イトでPCやスマホからいつでも閲覧することが可能になります。
　さらに正確な位置情報を知る必要のある利用者は、ウェブサイトを通じ「SAN見守り隊」と呼ぶ登録ボランティアに
捜索依頼を出します。すると指定されSANタグの近くにいる見守り隊に緊急メールが入るので、見守り隊は「SANレー
ダー」を持って捜索にあたります。
　従来、位置情報の取得に使われてきたビーコンは、Wi─Fi やブルートゥースと同様 10～20メートルしか電波が飛ば
ないが、このSANタグは住宅街で数百メートル、見通しのよい場所では 1km程度の距離で探知できます。
　SANレーダーはSANタグ保有者からの電波を直接キャッチし、電波の強さ、方向、距離についての情報を刻々と確
認できるので、移動を続ければSANタグ保有者に必ずたどりつくことができます。

４．構成要素

১ ৺68×114×14mm
 ৺70g
৴ਢୄਭৎ ৺3,000ৎق৺4নাك
ਗ਼ణ উছॳॼংথॻ920MHzఝ
ংॵॸজش 300mAh

ౄਗ਼্১ ঐॖॡটUSBౄਗ਼
౦ ஜؚహ
ત 40,000قઘ௷ك

১ ৺48×37×10mmقକऎك
 ৺13g
৴ਢৎ ৺1,200ৎق৺1.5নাك
ਗ਼ణ ્৵ਗ਼ৡ૮920MHzఝ
ংॵॸজش 120mAh

ౄਗ਼্১ ঐॖॡটUSBౄਗ਼
౦ ஜؚؚ᧹ؚؚؚ້້ஒؚྏؚహ
ત 12,800قઘ௷ك

৺114⋵

৺68⋵

SANॱॢ

৺48⋵

৺37⋵

SANঞشॲش

३ঙথشংজग़شढ़ছ؞
كದઃਲ਼ق

৲৵؞
ك१ॖ६ 500ق

६ش૧३গஂ؞
॔य़ঞ५ઙૄভधभુ৫ଲષ

38



SAN॔থॸॼ ১ ৺38×160×100mmقକ॑ऎك
 ৺250g
ਗ਼౺ AC100V 50/60Hz

ਗ਼ణ ્৵ਗ਼ৡ૮920MHzఝ؞KDDI 800MHz
ටংॵॸ
জش 1100mAhقজॳक़ॖड़থਗ਼ك

ાਗ਼ৡ 1W 
ઞ৷೧ആ২ -10ஜ50٦ع٦

ध॑ંكਕమقએંम্ؚ؞

కमؚSAN ॱॢऋোढञஂ૧३গش६ؚ॑
ؙSANঞشॲऋय़কॵॳखञએ

５．導入効果

１）導入効果

　2015 年から、自治体の高齢者介護課など徘徊者対策の模擬試験を推進し、利用者からも高評価を獲得しています。
その結果、2017 年 2月から愛知県半田市が導入、サービスを開始しました。

６．ビジネスモデル

　このサービスは、地域店舗や自治体・介護施設などにアンテナを設置する協力企業・団体の「SANサポーター」と
「SANレーダー」を持って捜索の依頼に応えるボランティアの「SAN見守り隊」の協力を前提としています。
　そのため、基本的に、このサービスのビジネスモデルは、各機器の端末売上高と、協賛企業からの広告収入（アンテ
ナ 1本設置につき年間 8万 1600 円）で成り立っています。「SANサポーター」は、見守りサービスの専用ウェブサイ
トでウェブ広告を出稿することができます。

　・固定年額サービス料金モデル／端末一時金モデル（一定期間通信費 0円）の 2モデル併用

ৄऽदभৎ ৸ব10ऊਚभஂ૧ਝदభस50ৰ

ਈಢৄৎ؞ ৺5ী
ਈশৄৎ؞ ৺60ী
ৄৎ؞ ৺25ীق৸৩ৄك

ওজॵॺ GEOইख़থ५SANইছডৄشஹॉটॵॺभਹਡ

ਝऋઉएपীऊॊ؞ घएपด૭ચؚੂऋଫःभदৄभ૭ચਙऋऋॊ
920MHzরଛ؞ ਁಃිமਢऋऩऎथुটشढ़ঝदभઁ೧ดऋ૭ચ
ාदङৄणऊॊ؞ ॉਗ਼भठऋेऎؚਈીෙ୷ऋऩऎৄदऌॊेۈۅڼ
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７．今後の展望

１）システム追加機能

　現在は、SANアンテナ、SANタグ、SANレーダーでサービスを実現していますが、SANレーダーの機能を持ったア
プリケーションを作成し、スマートフォンでも利用可能となるよう検討しています。スマートフォンでの利用により、
更にサービス導入までのコストを抑えることが可能になります。
　SANタグについては、違和感なく身に着けることが可能なところまでの小型化を行っています。

２）今後のビジネス展開

　現在は、認知症高齢者や子供の見守りサービス、山岳遭難時の捜索等の利用を目的としているが、仕組みとしては、カー
セキュリティや、防犯対策、履歴情報を使うことで、物流トレーサビリティなどにも応用可能です。また、GEOフェン
ス機能が非常に低価格で実現可能なことからSANタグを保有している人が、そのエリアに入ってきたタイミングで、
例えば観光情報やバーゲン情報をPUSH通知として受け取る、これまでの「いつでも、どこでも、誰でも」から「その
時、その場であなただけ」といったサービスの提供も可能となります。
　さらに、SANレーダーをバルーンやドローンに搭載し、見通し距離を最大にして捜索する実験を実施したり、街頭防
犯カメラやセンサー機器といった地域防犯のために警察や地域自治区との連携導入が進むなど、より多方面での展開が
期待されています。

３）今後の課題

　このサービスは、SANアンテナの設置が不可欠になります。例えば、半田市全域（47㎢）をカバーするには、約
100本のアンテナが必要になります。認知症高齢者が市外にも移動していくことを考えると広域に設置する必要があり、
この点に課題があります。企業・団体の協力なしには、効果を最大化できません。
　2017 年 3月 2日現在、100事業社ほどのご協力により 729本の SANアンテナを設置していますが、これを 2020
年までに 11万本までに伸ばしたい。日本の法人企業登録数は 385万社あり、この内の３％の会社に１本づつ設置して
いただければ達成可能な数字で、決して不可能ではないと考えています（加藤社長）。
　見守りや人命救助は、自分の力（自助）や近所の助け（互助）だけでは解決できないことが多く、企業や団体、自治会・
ボランティア（共助）や行政（公助）といった、地域全体で行うことが最も重要だと考えます。機能面において付加価
値化を進めていく一方、全国どこでもサービスを利用できるよう、SANアンテナの設置運営に協力してくれるサポーター
企業の参加、募集にも注力していきます。
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1. 会社概要

COMPANY INFORMATION/
/
/
/
/
/

社 名
設 立
所 在 地
資 本 金
代 表 者
連 絡 先

株式会社 Z-Works
2015 年 4月 30日 
東京都新宿区下落合 4-21-19 目白 LKビル 7F
187,400,000 円
代表取締役共同経営者　小川 誠 ・代表取締役共同経営者　高橋達也 
ask@z-works.co.jp 

③株式会社Z-Works（東京）
http://z-works.co. jp/

IoT プラットフォーム
「Life Engine」

代表取締役共同経営者　小川 誠 様
代表取締役共同経営者　高橋 達也 様

２．「Z-Works」立ち上げの経緯

　小川代表は米国シリコンバレーの半導体メーカーに 20年ほど勤めた後、IoT を駆使した新規事業立ち上げをサポート
する IT ベンチャーとして 2015 年 4月に㈱ Z-Works を立ち上げました。もともと IoT 向けの半導体を扱っており、そ
のビジネスに精通していたが、起業した背景には日本市場への問題意識もありました。
　日本における IoT 新規事業では、最初は小さく実証実験から始まる為に、大手では支援したくても採算が合わずにデ
バイス提供ができないという事があります。また、海外の成功事例の焼き直しや、優れた要素技術だけではこの課題を
超えることができません。
　その隘路を打開するビジネスがしたいとずっと考えられていました。

　㈱ Z-Works は、無線規格「Z-Wave」を利用したホームセンサーシステム LiveConnect を提供しています。
LiveConnect は、海外で普及する人感／温度／照度などを検知できる Z-Wave 対応センサー（日本でも使えるように技
適マークを取得している）、自社開発のゲートウェイ、クラウド、スマートフォンアプリを用意し、IoT をやりたいけど
何をしたらいいか分からない人に向けて、明日からでも使える IoT システムを提供します。
　一般的に日本における IoT は、センサー偏重であったり、ソフトウェア面が未成熟などの問題があり、実際に IoT を
駆使した新規事業を立ち上げるのは非常に敷居が高くなっています。

１）立ち上げ（導入）背景
　

２）課題　

IoT CASE STUDY ２）医療・福祉
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３．システム概要

　㈱ Z-Works は、IoT 無線規格「Z-Wave」の端末を対象に、多種多彩なセンサー類に対応が可能な Internet of Things
（IoT）導入支援プラットフォーム「Z-Works.io」を提供しています。
　このプラットフォームを応用した自宅見守り IoT キット「LIVE CONNECT」は、日本のライフスタイルに合ったホー
ムガジェットキットとして開発されました。
　人の動きや室内温度を感知する「マルチセンサー」、鍵の閉め忘れを確認できる「施錠センサー」、ドアの開閉を感知
する「ドアセンサー」が無料のスマートフォンアプリと連動し、自宅だけでなく、遠く離れた家族の見守りも可能にします。

３）課題の解決方法

１）Z-Works.io システム概要
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接続した Z-Wave のデータを制御する、ターミナルの役割を果たします。
これ１台に 200種類以上の Z-Wave 端末を接続することが可能です。

２）システム構成要素

① ゲートウェイ

人の動き / 温度 / 湿度 / あかるさ を感知できるセンサーです。

② マルチセンサー

ドアの開け閉めを感知できるセンサーです。
また、マルチセンサーと同様に温度 / 湿度 / あかるさ も感知できます。

③ ドア開閉センサー

ドアの鍵が閉まっているのか、開いているのかをモニタリングできるセンサーです。
（鍵をかける機能は付いていません）

④ 施錠センサー

IoT७থ१شரథ ঐঝॳ७থ१ش
ॻ॔৫൷७থ१ش
ჭ७থ१ش
५ঐشॺটॵॡ
ঋॵॺৄஹॉ७থ१ش
५ঐشॺওشॱش
ౌ಼ਾੴஓ

যҩആ২ҩဒ২ҩස২
৫൷ҩആ২ҩဒ২ҩස২
ჶ৫൷ੴ
ჶ৫൷ੴҩঽӟҳҼ
ੱ༭ҩళลҩᄨ༒ҩಏ෫
ਗ਼ৡા
ਾੴஓੴ

৷ಥ ஂ૧੍ର
েણ੍ର
ਂਓଵ৶ 

ৢਦ্ૄ Z-WaveٔWiFi
Z-WaveٔSORACOM

ॹشॱઽૐ্ૄ GatewayपेॊBLE-
GATTॹشॱઽૐ

ॹشॱ্ૄ AWS S3

ॹشॱં্১ API৴ ५ঐشॺইज़থ॔উজ
LiveConnect

ॹشॱীෲ্১ శਁ৫
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　現在BtoC ビジネスは提供していません。
　また導入する設置環境や仕様により費用は変動しますのでお問い合わせ下さい。

　介護施設では、非接触のベッド見守りセンサー・人感センサーを使ってベッド上の在・不在を検知し、その情報を介
護スタッフのスマホに通知するシステムを導入しました。非接触のセンサーならば、見守られていることに抵抗を感じ
ることはありません。24時間の見守りが可能で、異常があった際には、すぐに駆けつけられます。介護スタッフは夜
間も見回りをしていますが、その合間の時間にベッドから転落・転倒したら、発見が遅れます。それをセンサーで検出
できれば、即座に対応でき、重篤化の予防につながるほか、ドア開閉センサーや施錠センサーを組み合わせて、徘徊の
防止、生活リズムの確認ができます。
　介護施設で働く人も、在宅で介護をする人も、頑張って介護をしようとすると２年位で限界がきます。センサーは、
介護する人の目と耳の代りになってくれるので、介護や見守りに適しており、何時、何処で、誰でもがスマートフォン
やPCを通じて見守りができる事で、介護労力に掛る負担を大幅に軽減できます。

　企業は、IoT のセンサーが欲しいのではなく、センサーでできることを求められます。しかし、センサーが人の目や
耳の代わりになると言っても、明確なニーズがなければ、導入は進みません。また、センサーの精度は低精度であり、
センサーの精度を上げようとすると高価なセンサーとなります。
　そうした中で、医療の世界では 100％の精度を求められますが、介護の世界では 80％の精度であっても、寝ている
事を捕捉したり行動を感知する事は可能です。異常があった際には通報する事により、迅速な支援を得られる事が可能
です。
　また、Z-Wave はWi-Fi 環境下でも確実な伝送が可能である事に加え、製品の完全な互換性の製品は、375社が
1500 種類にも及ぶ Z-Wave 認証済製品をリリースしており、メーカー間の垣根を越えてさまざまなサービスが可能と
なります。

　IoT 導入しての問題解決に対しての期待値がおおきいユーザーが多く、センサーネットワークシステムで実現できる
サービスの説明が必要となります。介護分野での見守りサービスは数多くリリースされており、差分を明確にしていく
説明も苦労した点です。

３）導入時費用詳細　　

４．導入効果と成功のポイント

１）導入効果

２）成功のポイント

３）苦労したところ
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ユーザー様：在宅介護やさしい手
経営形態　：居宅介護サービス
規模　　　：年商 140 億円
所在地　　：東京都目黒区
事業内容　：居宅介護サービス、有料職業紹介事業、一般労働者派遣事業
　　　　　　フランチャイズ事業、介護職員養成講座
　　　　　　サービス付き高齢者向け住宅運営事業
従業員規模：社員数 5,632 人（常勤 1,276 人　非常勤 4,356 人）

４）ユーザー様事例

①導入背景
　エンドユーザーニーズに対しての商品ラインナップ拡大を図りました。

②導入効果
　遠隔に住む家族に情報を共有し、安心感の提供が可能になりました。
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５．今後の展望

　㈱ Z-Works が LiveConnect で目指すのは、見守りによって健康寿命を延ばすことにあります。
　また、個人向けに提供するのではなく、サービスプロバイダー向けに提供していきます。
　現在 9.8 兆円の介護市場は、施設から在宅へフィールドを移しつつ、団塊の世代が後期高齢者になる 2025 年にはヘ
ルスケア市場も巻き込み 30兆市場になると予想されています。

　自社開発の非接触型心拍見守りセンサーは、いっさい肌に機材をつけずに心拍数、呼吸数、寝返り回数などの睡眠の
質を検知できます。
　センサーだけでなく、今後はカメラと画像認識をくみあわせ、さまざまな問題解決を統合しておこなっていきます。

　クラウドエンジニアの採用、データ解析・分析する人材の確保が課題です。

２）今後のビジネス展開

１）システム追加機能

３）今後の課題
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1. 大学・会社概要 

COMPANY INFORMATION/
/
/
/
/

/
/
/
/

名 称
所 在 地
開 学
設 立
教 育 理 念

社 名
本 社 所 在 地
設 立
事 業 内 容

国立大学法人福井大学医学部
福井県吉田郡永平寺町松岡下合月 23号 3番地
1980 年
1973 年
グローバル社会で活躍できる優れた能力や高度な専門性を備えた医療人を養成するとともに、世界レ
ベルでの研究を通して医学の進歩に寄与し、高度で先進的な医療を提供して国民の生命と健康の保持
に貢献している。
さらに、福井県の医療の中核的役割を担い、地域医療に貢献する人材養成、および超高齢化・少子化・
過疎化の進む社会に対応できる地域医療システムの構築に取り組んでいる

株式会社メディカルジャパン
福井県福井市足羽 4丁目 18-22
1972 年
コンピュータシステムの開発・販売・保守
アウトソーシング業務請負
今回の福井大学の「クラウド型救急医療連携システム」の開発を担う

④国立大学法人 福井大学 医学部（福井）
http://www.med.u-fukui.ac.jp/home/ufms/

「クラウド型
救急医療連携システム」

( 左 ) 福井大学医学部
　　　笠松 眞吾 様

( 右 ) 株式会社メディカルジャパン
　　　不動堂 博文 様

２．クラウド型救急医療連携システムについて　

　現在の日本では、人口の多い都市部に大きな病院が集中し、過疎地域は病院が少なく、高度な最先端の医療は大きな
病院で行われているという現状が有ります。つまり、住んでいる地域によって、受けられる医療レベルに地域格差が生
じていることになります。
　また、全国的に少子・高齢化が進むなか、地方はその傾向が顕著に見られ、高齢化と過疎化が進む地域では、在宅介
護と医療の連携が求められています。

１）経緯

IoT CASE STUDY ２）医療・福祉
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　医療・介護連携においては、多職種の専門分野が関係するため、ICT による情報共有を実現することが必須であり、
地域内外の複数の訪問介護ステーションを含む医療機関及び救急隊が広域にクラウド型のデータベースで連携すること
で、参加機関全体として総合的な地域住民への医療福祉サービスを提供する事が可能になると考えられます。 

病院と救急隊を ICTで結びつけた「クラウド救急医療連携システム」の構築
・救急隊が救助要請先から 12誘導心電図を測定し、緊急心臓カテーテル治療可能な病院の循環器専門医に伝送
・病院到着前に手術の準備を開始し、到着後 90分以内に治療を開始
・急性心筋梗塞患者の救命率を向上

へき地の救急救命ユニットが継続的に運用可能なシステムにするためには以下の課題がありました。
・200kbps 以上の高速なデータ通信環境が必要なシステムは不可
・通信費、サーバーなどに高額な経費がかかるシステムは不可
・運用に IT スキルを持ったオペレータが必要なシステムは不可
・救急隊が現場で扱う為、落下などで壊れやすい機器は不可
・動作不良や故障など現場で原因究明が難しい装置は不可
・複雑な操作や高い習熟が必要なシステムは不可

２）高齢化と過疎化が進む地方と地域に求められる医療

３）開発の目的

４）課題

　我が国では、世界に前例のない速さで高齢化が進み、人口推計の結果では、 2007 年（平成 19年）
（21.5%）に超高齢社会となりました。2035 年では、さらに高齢化が進み国民の 3人に 1人（33.5%) が 65
歳以上の超超高齢社会が到来すると推測されています。
　このことは、従来家族が担っていた介護や体調急変時の連絡及び通院介助を地域社会が家族に代わって請け
負う事を求められている予兆であり、疲弊した地域の医療体制の崩壊につながりかねない深刻な課題となって
います。 

なぜ、急性心筋梗塞・12誘導心電図

厚生労働省発表の「人口動態統計の概況」によると、平成 26年の死因別死亡総数のうち、心疾患（高血圧
性を除く）は 19万 6,926 人で、死因別死亡数全体の 15.5 パーセントを占めています。そのうち、急性心
筋梗塞による年間者死亡者数は、3万 8,991 人、また、14％の方が、病院に搬送される前に心停止となっ
ています。

これまでのⅡ誘導心電図では、心臓の一部の動きしかわからず、事前の正確な情報を必要とする急性心筋梗
塞では、12誘導心電図が必須です。

・

・
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患　　者：

地域医療：

病　　院：

急性心筋梗塞患者の心電図を病院に伝送し遠隔で判定、緊急心臓カテーテル治療により救命に大きな役
割を果たす事が期待できる。
　
緊急PCI 可能な病院に直接搬送することで、搬送時間が短縮、同時に病院到着から 40分以内に治療が
できる。
　
本システムが稼働を開始することによって、へき地の住民が大都市部の急性心筋梗塞患者と遜色のない
サービスを受けることができ、最後のセーフティーネットとして機能する事が可能になる。

・

　
・

　
・

全国の 60%を占める人口規模が 10万人以下の消防本部で導入可能なクラウド型救急医療連携システム

　
VPC（仮想プライベート・クラウド）内に医療圏ごとのVPN（仮想プライベート・ネットワーク）を構築

　
大規模災害時など、２次医療圏を超える広域搬送事案に対し、ネットワークを柔軟に組替える“VPCトランスフォー
ム”で可撓性のある運用が可能

３．システム概要

６）期待される効果

これらの課題を解決する為、以下の解決策を図りました。
・３G/LTE モバイル通信で 12誘導心電計をインターネットに接続
・12誘導心電図の測定と送信がタブレット端末のボタン 3個で操作可能
・心電図、救急画像、および動画などが病院と司令本部に伝送可能
・MDM経由でリモートメンテナンスが可能
・クラウドまでの回線種別、キャリアー、デバイスを問わないマルチ環境を構築

５）課題の解決方法

１）急性心筋梗塞発症患者の救命率の向上に資するためのタブレット／スマートフォンを用いた
      12 誘導心電図、GPS 救急画像および動画をクラウド上で共有するシステム
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クラウド型救急医療連携システム

　今までは、患者が病院に来て心電図をとって初めて診断がつきます。そこで診断がついてから、カテーテルのスタッ
フを招集し、カテーテル室に行くという体制でした。それが、心電図を先に送ってくれるので救急車が到着するまでに
スタッフが揃って患者を待ち構えることが出来ます。
「到着から血流再開までに 20分～60分タイムを縮めることが出来る」それが最大のメリット
　

　ST上昇型急性心筋梗塞患者に対する再灌流までの時間目標（JRC蘇生ガイドライン 2010 による） 
　・再灌流療法の目標：発症から再灌流達成＜120分
　・救急隊接触から血栓溶解薬静脈内投与＜30分
　・救急隊接触からPCI＜90 分

４．導入効果

１）導入効果・利用者の声
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ＳＴ上昇型急性心筋梗塞を疑い、心電図を送った患者が元気で退院したと聞くと隊員のスキルとモチベーションが
大きく高まった。

本システムが稼働を開始することによって、へき地の住民が大都市部の急性心筋梗塞患者と遜色のないサービスを
受けることができ、最後のセーフティーネットとして機能する事が明らかになった。

これまで９名の急性心筋梗塞患者の心電図を病院に伝送し遠隔で判定、緊急心臓カテーテル治療により救命に大
きな役割を果たした。
　
12誘導心電図の送信と適格な救急隊の判断により、九死に一生を得た。後遺症も無く退院出来た。運が良かった
と思っている。

・

・

・

・

・

・

・

心筋梗塞の場合、患者が病院到着後 90分以内に治療しなければならないという基準が有るが、こういうシステム
が無ければ、目標を達成できない。
　
一次搬送先が、必ずしも受け入れ可能な病院とは限らない。診断が早くでき「寄り道」せずに直接手術が出来る
病院に搬送してもらえれば、救命率が上がる。
　
場所、時間を問わず、スマートフォン等で心電図が見れるため、休日・時間外でも心臓カテーテル治療の準備が
早まり患者を救えた。

　社会実装までには下記のように様々な要因の壁がありました。

　　・利用者の IT スキルは様々であり、だれでもすぐ使えることが重要
　　・地理的要因でモバイル通信環境や通信経路が良い状態を保てない
　　・費用、経費の負担が大都市の消防局に比べて重荷になることが多い
　　・自治体の規模によって費用対効果が大きく異なり、へき地救急は、疲弊が著しい
　　・実装技術、耐落下、水没、耐衝撃、バッテリーなど救急隊に通用するシステム設計が必要

　これらの要因を排除していくにあたり、【必ず、社会に還元するという高い使命感】を持ち続けることが一番大事でした。

　医師、救命士、訪問介護、看護スタッフ等、利用者の意見を積極的に取り入れ、また、研究目的本位のシステムからユー
ザーファーストのシステムとしたことで、今回のシステムを社会実装出来たと考えます。また、研究開発ということで
費用の面での関係各位のお力添えも欠かせませんでした。

２）成功のポイント

３）苦労したところ

●患者の声

●病院関係者の声

●救急隊員の声

●地域医療への導入効果
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1）今後の課題

　現在は、福井県急性心筋梗塞指定病院・救命救急センター等の 5病院、福井県内 5消防本部の 11救急、計 16施設
で利用されています。また、平成 29年 2月からは、石川県能登地区の２病院と２消防本部６救急隊で実証試験が開始
されています。
　救急自動車の現場到着所要時間（救急事故の覚知から現場までの到着に要した時間）は、全国平均で 8.6 分。救急自
動車による病院収容所要時間（救急事故覚知から医療機関に到着し医師に引き継ぐまでの時間）は、全国平均で 39.4
分となっています。
　STEMI では正しい治療を受けるまでの時間を短縮すれ ば，死亡率と合併症発生率を低下させることができることは
解っていますが、12誘導心電図を伝送するためには、約 3分間を要します。

①住民の理解
　「この３分を如何に考えるか？」不幸にも、身内にそのような場合が発生した場合、誰しも平常心ではいられないと
思います。その場で、心電図を装着させデータを病院に送るよりも「なぜ、救急車が現場から発進しないのか」と考え
る住民も少なくないと聞きます。
　結果的には、初動が大事なことを住民も理解できる啓蒙活動が必要と考えます。

②関係者の理解
　救急隊員と救急専門医師などから成る地方の救命救急ユニットは、従来のメディカル・コントロールに ICT を活用し
的確な病院選択を行うとともに，循環器専門医と連携し，迅速な患者受け入れ体制を検証し構築していくこ とが必要
と考えます。

③評価のあり方 
　救急隊員は、一刻も早く患者を病院に搬送することに努めています。これは、消防庁の統計データとして都道府県別
に把握できます。しかし、あまりにも時間ばかりに目を向け、前述の通り搬送前の適切な処置（搬送前トリアージ）が、
患者を救い予後の改善にも繋がるという事実も踏まえ、単に、搬送時間だけで活動の優劣を図る風潮に歯止めをかける
必要があると考えます。

④広域連携（地理的限界）
　域内の緊急PCI 施設までの搬送時間が 1時間を超える地域では、急性心筋梗塞患者の救命率向上を目指すため、県
境を超えた救急連携の常時対応が必要になると考えます。福井県では、消防防災ヘリを利用した救急搬送を行っており、
今後は、防災ヘリの導入が期待されています。

⑤費用負担のあり方
　へき地における救急医療連携を目指していることから、へき地自治体の費用負担が難しい場合は、都道府県単位の財
政支援と医療機関側の援助が不可欠であると考えます。
　また、本システムは、着実に効果を上げていることから、競争的研究資金依存体制から脱却し、事業型NPO等を立
ち上げ研究成果を社会に還元する仕組みを構築していく必要があると考えます。

５．今後の展望
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1. 会社概要

COMPANY INFORMATION社 名
設 立
代 表 者
所 在 地

T E L
資 本 金
主 要 株 主

事 業 内 容

ユニファ株式会社 
2013 年５月 
土岐 泰之 
【名古屋オフィス】 〒460-0003　愛知県名古屋市中区錦 1-18-11 CK21 広小路伏見ビル 8F 
【東　京オフィス】 〒101-0024　東京都千代田区神田和泉町 1-4-7 早尾ビル 4F
【名古屋オフィス】052-212-5717 　【東京オフィス】03-5835-5444   
3 億 1,950 万円 
土岐泰之、ジャフコ SV4 共有投資事業有限責任組合（株式会社ジャフコ） 　
SMBC ベンチャーキャピタル株式会社、みずほキャピタル株式会社等 
家族コミュニケーションを豊かにするポータルメディア事業 

/
/
/
/

/
/
/

/

⑤ユニファ株式会社（東京）
https://unifa-e.com/ ユニファ株式会社　代表

土岐 泰之 様

園児見守りAI
「MEEBO」

２．写真サービス「るくみー」の経緯　　

　ユニファ㈱土岐社長はもともと幼稚園業務に関係しており、幼稚園などでの園児の写真事業（撮影・販売）るくみー
を展開していました。
　ただ、写真撮影は手作業であり、園児の世話で忙しい保育士にとって手間がかかるなどの理由で写真販売業務は敬遠
されがちでした。
　また、保護者にとっても購入の際に自分の子供の写真が中々見つけられないなどの不都合がありました。

１）立ち上げ（導入）背景及び課題

IoT CASE STUDY ２）医療・福祉
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　IT やロボットを活用した園内写真業務サービスるくみーPhoto を立ち上げた（2015 年）

　・顔を認識し、写真の撮影からアップロードまで自動化を図り、保育士の手間を省いた。
　・スマホアプリやロボットを導入することでさらに受け入れやすくした。
　・登録された園児の顔を元に顔認識により写真をクラス分けし、保護者が子供の写真をすぐに見つけられるようにした。

●るくみー Photo 事業概要

　ロボットMEEBOを使った園内写真業務の自動化。

　・保育士によるアプリを使った撮影、MEEBOによる写真自動撮影＋データ転送、写真選別の自動化
　　これにより保育士の負担軽減。

　・保護者が子供を見つけやすいように画像認識技術を使い園児を分類。
 
　・特徴及び他社との差別化を図っている部分。

　・写真撮影（一部）ークラス分けー写真チェックーアップロードー保護者提供
　　（案内・販売）まで自動化（他社の自動化は保護者提供部分のみ）。

　・事業展開
　　　2015 年 4月に JPホールディングスなどの大手と契約を開始することなど、
　　その後大手のユーザとの契約が進み、2016 年 9月には当初の約 10倍の
　　1,200 社あまりと契約中。

２）課題の解決方法

MEEBO

３．システム概要　　　　　　　　　

１）立ち上げ（導入）背景及び課題
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●ヴィストン社のロボットを利用　
　・Androido スマホをリモコンとして利用するアプリ開発、リモートによる保育士による写真撮影
　・PUX社の顔認識 FaceUをロボットに実装、これにより園児の顔を自動認識し撮影も可能

●クラウドはAmazon EC2 を利用　
　・クラウド側でも写真のクラス分けにPUX社の顔認識 FaceUを利用

2）開発に伴う技術について

ૼู ரథ ৷ಥ ਹ৷্১

Java ৫ୁ Androido॔উজ৫ টॵॺपे
ॊઌ୶
೫࿒ඝ

Ruby on  Rails ইঞشডشॡ १شং॔উজ -

౿ੳ ॔ঝ०জ६ PUXभ౿ੳFaceU -

টॢଵ৶؞৳ஹ Fluend, Zabbix -

AWS ॖথইছ EC2,S3 Web

५ॺঞش४

DB PostgreSQL

Amazon Elasticache

-

４．導入効果と成功のポイント

●何を抑えるべきか、そのポイントを早く見つけること
・何を選ぶべきかが難しい、そのために社長自ら園に入り調査を実施、また JPホールディングなどのノウハウを活用。
・ロボットのダンス・読み書きなどは予想に反してうけず、これも実際に園での導入で判明

●調査の結果、安心安全などが業界的に感度が非常に高いことに気がついた。
・そのために園では保育士などが非常に手間をかけている
・これが今後のビジネス展開（園内ヘルス IoT サービス）に繋がっている

●ビジネスモデルの創出が重要
・技術と商売との連携が大切。要素技術があって、そこからビジネスを考えるのではなく、何が求められているかを
　見つけ出し、そこからビジネスを考えることが大切
・うまく稼げるモデルの構築、稼げるサイクルを作ることがポイント

1）成功のポイント　
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るくみーでは
●園児の写真・発育情報やヘルスケア情報
　・園内に埋もれていた情報をもとに家族メディア化し市場を広げていく

●パートナー連携が重要
　・当初、独自にすべて開発など行なっていた時期があったが、それでは無理があった

　・コアはどこかの見極めが大切、それ以外（周辺部分）は切り出してパートナー連携が大切

　・MEEBOサービスにおいて技術のオリジナルはほぼない、他社技術の組み合わせ

　Meebo などハードウェア会社との連携が非常に緊密に求められましたが、当初、社内にハードウェアについての知見
がなかったため、メーカ側の説明内容を理解する前提知識不足に悩まされました。
　実際に運用が始まり、不具合が発生した場合、まずハードなのかソフトウェアなのかの切り分けが難しく、実際に現
地に行っての調査が必要になることも多く発生しました。
　

２）苦労したところ

●IT 企業がまず始めるのなら
　・B2Cは分かり易いがとんがった技術が必要
　・B2Bは業界を決めて、そこへとことん入るべし
　・営業が一番難しく重要。パートナー連携が大切、また外部の巻き込み力が重要

５．IoT ビジネスについて

土岐社長の提唱する IoT ビジネスの肝（プレゼン資料より抜粋）

保育現場の人で不足、安心・安全の優先順位の高さ

医療機器メーカー、グローバルメーカーとの業務提携

顧客の現場・課題を深く理解すること

パートナーとの協創：特にハードウェア・メーカーとの組み方は重要

IoT だけでは大きく儲からないケースは多い。稼げるビジネスモデル構築を忘れずに

IoT をキッカケにしたアナログ業界のデジタル革命　　　園からだけでなく、保護者課金市場の開拓
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６．今後の展望

　ユニファ㈱の「保育園内見守り業務のデジタル化支援」は 7月 31日、「IoT 推進ラボ」の IoT を活用した優れたプロジェ
クトを選定・表彰する「第 2回 IoT Lab Selection」グランプリに選ばれました。

「保育園内見守り業務のデジタル化支援」
　土岐社長の安全・安心への感度が園では高いという見極めから生まれた構想。IoT を使い少人数の保育士でも園児を
安全に見守る事ができます。　

　この構想の実現にはMeebo や様々な電子機器からの情報をもとに園児の体調についてアドバイスを与えるAI や的確
な情報を与える電子機器の製作が必要になります。これをもとに園児の写真から始まった事業構想はさらに大きく、園、
家庭、地域、医療を巻き込み大きなサイクルとしてビジネスを形成していくことになります。　

1）今後のビジネス展開
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1. 会社概要

COMPANY INFORMATION

⑥株式会社ワイズ・リーディング（熊本）
http://www.ysreading.co. jp/

患者見守りシステム
「Y’s Keeper」

執行役員 事業開発本部長
永木 賢士 様

事業開発本部
ヘルスケア IT ソリューション課
人工知能研究所 主任研究員

医療情報技師
相馬 章人 様

/
/

/
/
/

名 称
設 立
所 在 地

代 表 者
資 本 金
事 業 内 容

株式会社ワイズ・リーディング
2007 年 7月
【本社】〒861-5514 熊本県熊本市北区飛田 3-10-21　TEL：096-342-7878　FAX: 096-344-0202
【飛田オフィス】〒861-5514 熊本県熊本市北区飛田 3-6-35　中村ビル 2F
【南熊本オフィス・熊本遠隔画像診断センター】
〒860-0812 熊本県熊本市中央区南熊本 3丁目 14-138
くまもと大学連携インキューベータ内　205号　TEL：096-247-8844　FAX: 096-247-8845
中山 善晴
2050 万円
・遠隔画像診断支援
・地域医療連携支援
・放射線科コンサルティング

２．患者見守りシステム 「ワイズキーパー プロジェクト」について

・医用三次元画像解析事業
・病院情報システムコンサルティング
・ソフトウェア開発

プロジェクトの体制について

IoT CASE STUDY ２）医療・福祉
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３．プロジェクト立ち上げの経緯

　共同開発を行った病院では、以前は、RFID を付けた患者がゲートに近づくとアラームが鳴るという患者見守りシステ
ムを導入していました。
　今回の開発にあたっては、見守り業務の負担軽減という病院側のニーズがあり、新しい病棟の新築の目玉として、既
存システムの課題を全てクリアした新しいシステムが必要でした。

１）立ち上げ（導入）背景

　既存システムの発信機やゲートだけでも導入コストが高額になりました。また、アラームが鳴ると周囲の注目を集め
てしまうため、患者の精神的な負担にもなり、行動を萎縮させる結果となっていました。また、スタッフが近くにいる
にもかかわらずアラームが鳴ることで、他スタッフが駆けつけるなど無駄な負担も多かったことなどが上げられます。
　認知症患者の徘徊と言うと、悪いイメージで捉えられてしまいますが、閉じこもっている患者と動いている患者とで
は治り方が違うという見解もあり、自由に徘徊させたいが、患者の安全も守りたいと言う課題もありました。

２）課題

３）課題の解決方法

４）スケジュール

・

・

2015 年　第１期　ビーコンを使用した位置情報の特定機能の開発開始
　　　　　（本稼働前日に熊本震災が起こり、導入が見送られ、仮設の旧病棟での運用となっている。）

2016 年　第２期　顔認証機能の開発開始（ビーコンも小型化）

　新しいセンサーの開発導入や顔認証機能等の独自開発で、導入コストを抑え、患者の位置情報の把握や顔認証による
個人判定、個人毎の行動条件の設定などが行えるようなソリューションを提案しました。

４．システム概要

　病院内に受信機を定点で配置し、送信機を持った患者が入ってはいけない場所に移動した際、アラートを
表示させ危険を知らせてくれるモニタリングシステムです。
http:// labo.ysreading.co. jp/ys-keeper/

１）患者見守りシステム「ワイズキーパー」システム概要
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２）システム構成要素

IoTセンサー種類 発信機 受信機 Webカメラ （サーバー）

用途 個人IDの発信 個人IDの受信
(受信データの選定)

顔検出/顔画像
(静止画の取得)

位置の特定
顔認証

通信方式 Bluetooth 同左 LAN LAN

データ収集方式 BLE-GATTによる
収集

データ蓄積方式 独自実装

データ表示方法 Webブラウザ 同左 同左 同左

データ分析方法 Raspberry Pi
(独自実装)

Raspberry Pi
(独自実装)

Deep Learning
(独自実装)

設置場所 靴 廊下

渡り廊下、階段、

出入り口等
(生活圏には設
置しない)

病院施設内

図３ システム構成要素

Bluetooth Low Energy（BLE）
・発信機（測位間隔：１秒間）
・発信機フォルダ（リストバンド型(第１期)、ペンダント型(第１期) 、靴型(第２期) ）
・受信機（測位範囲：5ｍ程度、測位誤差：2.5ｍ）
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３）開発に伴う技術について

ૼู ரథ ৷ಥ ਹ৷্১؞અ

C/PHP/JavaScUipt/Python ৫ୁ ਭਦਃ؟Cୁ
ढ़ওছ؟Cୁ
كRaspberry Piق
UI؟PHP/JavaScUipt
౿ੳ؟P\thoQ

ৈச৲ऋ৯
ढ़ওছ؟౿ਫ਼লؚड़ش
ॺইज़شढ़५ੰؚଓ
ਫ

PHP/CakePHP ইঞش
ডشॡ

UI

TeQsoUFloZ (ॸথ९ঝইটش)
/OpeQcv

ਃ༊৾ಆ ౿ੳ Deep�LeaUQiQJ
كஆঽৰಎق

M\SQL DataBase ਜ਼઼ੲਾؚ౿ಯૃ ওথংشभຯोद৭

Ubuntu OS १شংਃ

ؙৄஹॊग़জ॔भ೧ृಖ২पेॉਭਦਃभਯु౮ऩढथऎॊञीؚતभ்मँॉऽघऋؚڭ୰༠ँञॉ৺ڬڬگਐ
ऺनؚग़জ॔୯ਸद৺ڬڬڭਐऺनदघ؛
ؙनभોपၴऊऋःॊऊங২दँोयؚતम೪इॊऒधऋदऌऽघ؛

４）導入時費用詳細

人工知能技術（Deep Learning）を使って、顔画像から個人を判別。
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５．導入効果と成功のポイント

　顔認証ができるようになったことで、誰がいつ出て行ったのか、その時の服装や特徴はどうなのかが分かるようになり、
患者を知らない他病棟のスタッフも直ぐに探せるようになりました。
　また、誰が何処にいるか把握できるようになり、安心感を持たれています。定量的にはこれからデータを集めいて行
きます。

１）導入効果

　顔認証の機械学習については、画像処理に長けた技術スキル者にも恵まれて、他社機能を使用せずモデルを独自実装
したことで、運用コストを抑えることができました。
　また、プログラミングだけでなく機器の調整、実験を繰り返して解決策を見出したエンジニアの努力のおかげです。

２）成功のポイント

　位置情報の特定について、当初、iBeacon（アイビーコン）規格を使って距離を判定しようとしていましたが、電波
の反射や設置状況に大きく左右され、予測通りのデータが取れず、精度が上がりませんでした。また、ビーコンの到達
距離が長いものは多くの受信機が無駄なデータを拾ってしまい、微弱な電波のものを選定する必要がありました。
　受信機側での無駄なデータの選定や寄り分けなどを含む独自実装と、発信機の出力と受信機の間隔の調整を繰り返し
た結果、現在では誤差は 1.5m～ 3ｍ内におさめる事が出来ています。
　また、発信機は当初、首から下げることを想定していましたが、外してしまうなどの運用上の課題があり、何処に付
けることが着け心地の違和感がなく、最適なのかを探し出すことも苦労しました。

３）苦労したところ

　熊本機能病院

４）ユーザー様事例

��ਭਦਃभਝ઼૾ய
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６．今後の展望

　インフラを確立できたことで、各種センサーを追加したり、センサーとのやり取りを追加することが可能であるため、
ニーズに応じた高い拡張性を持っています。
　また、当時の受信機内Raspberry Pi（ラズベリー パイ）には、Wifi がなく、LAN工事が必要でしたが、現在メッシュ
ネットワークの導入を検討中であり、インフラ面の充実も期待できます。
　加えて、屋外においての LoRa 等との活用によって、地域での見守りも実現可能となります。

１）システム追加機能

　IoT の取り組みの一環として、IoMTラボ（Internet of Medical Things）（医療機器とヘルスケアの IT システムをオン
ラインのコンピューターネットワークを通じてつなぐ）を立ち上げようとしているところで、医療機関の協力を得ながら、
IoMT製品の開発販売に取り組んで行きます。

２）今後のビジネス展開
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1. 会社概要

COMPANY INFORMATION

ソリューション事業本部　営業部
ソリューション企画グループ長

池田 昌彦 様

/
/
/
/
/
/

社 名
設 立
所 在 地
資 本 金
従 業 員 数
主な事業内容

九電テクノシステムズ株式会社
１９６０年７月２９日
福岡県福岡市南区清水四丁目 19番 18号
３億２，７２２万円
６６４名（平成２８年７月現在）
電気計測機器、その他各種計測機器の開発、製造、整備、調整、販売、ユニット組込、リース、保守管
理および検定申請代行
電力監視・制御システム、情報通信システム、省エネルギーシステムおよび関連機器の開発、製造、販
売、リースおよび保守管理
電気機械器具、一般産業用機械・装置および電子制御装置の開発、製造、販売、リースおよび保守管理
水道用計測機器および関連機器の製造、整備、調整および販売
コンピューターシステム、ソフトウェアおよび関連機器の開発、製造、販売、リースおよび保守管理
電気計器工事、自動検針工事および前各号に関する工事の設計および施工
電気設備に関する保守試験および調査・研究の受託
電気計測機器、その他各種計測機器などの環境リサイクル
発電所関連電気設備の設計・施工・保守管理

①九電テクノシステムズ株式会社（福岡）
http://www.q-tecno.co. jp/

ホームエネルギーマネジメントシステム（HEMS）
「サービスゲートウェイ& eneQube」

IoT CASE STUDY ３）エネルギーマネジメントシステム

２．開発の経緯

　九電テクノシステムズ㈱は、九州電力グループの一員として、電力系統における計測・監視・制御を行う各種機器・
システムの開発・製造・エンジニアリングを通じて九州における電気エネルギーのサポートを中心に事業展開している
企業です。また、長年の電力インフラ事業で培った豊富なノウハウと技術力を活かし、ＢtoＢ向けの電気エネルギーに関
する各種ソリューションサービスも行っています。
　省エネルギーと快適な生活を実現するスマートハウス向けのＩｏＴ装置として、ホーム・エネルギー・マネジメント・
システム（以下、ＨＥＭＳ）を開発しました。
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01

３．ＨＥＭＳ用ＩｏＴ装置の開発

　個人生活においてエネルギーを賢く使う省エネの取組みに加えて、家庭での創エネ（エネルギーを創る）、蓄エネ（エ
ネルギーを蓄える）についてもニーズが高まっている。これらの機能を備えた住宅はスマートハウスと呼ばれており、
当社はこのトレンドに対応するためエネルギーのスマート化を実現するＩｏＴ装置として、平成２７年よりサービスゲー
トウェイとスマート電源タップ（商品名：ｅｎｅＱｕｂｅ（エネキューブ）の開発に着手しました。

　開発にあたっては、ＨＥＭＳが対応できる装置を豊富にするというコンセプトに基づき、国内の共通通信規格であるエ
コーネットライト（ＥＣＨＯＮＥＴ Ｌｉｔｅ）をサービスゲートウェイ及び電源タップのｅｎｅＱｕｂｅに採用するこ
とにしました。この規格を採用することにより、エコーネットコンソーシアムが先行的に標準化を推進している重点８
機器（詳細は 4）項参照）との連携が可能となりました。
　開発にあたっては、サービスゲートウェイとエネキューブの２つの製品を同時にリリースする必要があったため、社
内でプロジェクト体制を構築し、１年半という限られた時間の中で開発からエコーネットライト認証手続きまでを効率
よく進めることに尽力しました。

１）開発コンセプト

４．同社ＨＥＭＳについて

１）システム概要
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　サービスゲートウェイの主な特徴は、①スマートメータのBルートから３０分ごとに配信される電気使用量をスマー
トフォンやタブレットなどの通信端末に表示する機能、②エアコン・照明機器などのエコーネット・ライト規格で標準化
されたHEMS重点８機器に対する監視・制御機能、③OSGi フレームワーク対応によりサービスの追加が容易になって
います。
　具体的には、電気使用量や料金の比較といった電力見える化、エアコンや照明などエコーネット・ライト対応機器の
コントロール、１時間毎の電気使用量や電気の使い過ぎをメールで通知するサービス、ネットワークカメラ（別売り）
による簡易セキュリティの４つのサービスに対応しています。

２）サービスゲートウェイ

　エネキューブは、コンパクトなキューブ型の電源タップです。スマートフォンやタブレットを使って、エネキューブ
に接続した家電機器の電気使用量を確認することができ、Wi-Fi 接続が可能な通信機器 1台で最大 10台までの家電機器
の電気使用量を確認することができます。　
　その他の特徴としては、無線ルーターへの接続を容易にするWPS機能、エコーネット・ライト規格認証により
HEMS機器としてホームネットワークを構築できます。
　その他、前述のサービスゲートウェイとの組み合わせにより、接続された家電機器の使い過ぎメールの配信や電気の
使用状況監視による簡易的な見守りサービスも可能です。

３）スマート電源タップ「ｅｎｅＱｕｂｅ（エネキューブ）」

サービスゲートウェイ外観 エネキューブ外観
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※Ｗｉ－ＳＵＮ方式について
　「Wi-SUN」とはWireless Smart Utility Network の略であり、“SUN”はガスや電気、水道のメーターをスマー
ト化する無線通信システムを意味する「Smart Utility Network」の頭文字を取ったものです。
　Wi-SUN方式は、IEEE 802.15.4g/4e に準拠しており、電池駆動時・電力制限時にも所望サービスエリアを確
保可能な省電力マルチホップ通信を実現できることが特徴です。

（参照元：国立研究開発法人情報通信研究機構、oneM2M ShowcaseTokyo 資料）

Ｂルート対応スマートメータ
（各電力会社が提供）

装置名 内　容

エコーネットライト対応
のＨＥＭＳ重点８機器
（各社が提供）

ネットワークカメラ
（当社システムのオプション品
として提供）

・Ｗｉ－ＳＵＮ方式（Ｂルート）でサービスゲートウェイに計測情報を提供
・提供できるのは、３０分ごとの実測値、現在の実測値・電流値の３種類

・エコーネットコンソーシアムが標準化を先行して進めている重点
  ８機器に対応
・重点８機器は、スマートメータ、太陽光発電、蓄電池、燃料電池、
  ＥＶ／ＰＨＶ、エアコン、照明機器、給湯器

シャープ株式会社エアコン（2014 年製、2015 年製、2016 年製）
なお、動作にはシャープ株式会社製の家電ワイヤレスアダプター
（HW-A01AYまたはHW-CA1）が必要。（詳細はシャープ株式会社
のホームページを参照）
※家電ワイヤレスアダプターHW-A01AY概要
・外形寸法：W80mm×D88.5mm×H23mm
・本体質量：約 148グラム（取付金具別）
・電源：DC5V（家電機器から供給）
・消費電力：約 0.3W（待ち受け時）
・通信方式：無線 LAN2.4GHz 帯 (IEEE802.11b/g/n)

・サーコム・ジャパン㈱製、型式：RC8110J
・ＨＤ画質（７２０Ｐ）をサポート
・暗視・動体検知・無線ＬＡＮに対応

４）当社サービスゲートウェイ対応装置

対
応
製
品
の
一
例
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5．ＨＥＭＳ用ＩｏＴ装置の開発

　サービスゲートウェイとｅｎｅＱｕｂｅともに平成２７年１２月より販売を開始し、ハウスメーカーや建材商社等を
中心に営業展開中です。また、九州電力㈱が平成２８年１月から３月末の期間で実施した電力メーター情報発信サービ
ス（Ｂルートサービス）試験においては、当社のＨＥＭＳ機器が使用されました。

1）導入状況

　住宅向け省エネルギーの分野では、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（以下、ＺＥＨ）が注目されています。これは、
自然エネルギーの活用と断熱強化及び高効率機器の活用による省エネルギーを組み合わせることで、年間の一次エネル
ギー消費量が概ねゼロまたは正味でゼロになる住宅のことです。
　政府の第四次エネルギー基本計画では、住宅については２０２０年までに標準的な新築住宅でＺＥＨを実現する目標
を掲げています。また、オフィスビル等の建築物についてもＺＥＨと同様に正味ゼロ化の目標が示されています。
　住宅のＺＥＨ化実現のためにはきめ細かなエネルギーの監視や宅内装置の制御が必要となるため、それに対応できる
ＨＥＭＳ機器のバージョンアップが今後のテーマと考えており、併せて生活の利便性向上や安全安心な暮らしを実現す
るためのヘルスケアやセキュリティといったサービスへの対応も求められます。その具体的な取り組みとして、電気錠、
電動シャッター・窓、床暖房の制御ができる新型サービスゲートウェイを平成２９年４月から販売予定です。

2）今後の展開

※「ECHONET Lite」 はエコーネットコンソーシアムの登録商標です。
※OSGi とは、Open Services Gateway initiative の略で、遠隔から管理できる Java ベースのサービス
　プラットフォームです。
※「ｅｎｅＱｕｂｅ」「エネキューブ」は、九電テクノシステムズ㈱の登録商標です。
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1. 会社概要

COMPANY INFORMATION

取締役 管理本部長 兼 
営業企画部長 兼 特販営業統括部長

高橋 弘史 様

管理本部 営業企画部
営業企画グループ

上野 正志 様

/
/
/
/
/
/
/
/

/

社 名
設 立
所 在 地
代 表
資 本 金
社 員 数
株 主
役 員

事 業 内 容

ダイキンHVAC ソリューション東京株式会社 
昭和 47 年 11 月 22 日
東京都渋谷区代々木 2丁目 2番 1号 小田急サザンタワー 14 階 
取締役社長　赤間　悟 
3 億 3千万円
従業員数：529 名（平成 28 年 4月 1日現在）
ダイキン工業株式会社（全額出資） 
取締役　森本 教 　取締役　長瀬 旭 　取締役　髙橋 弘史 　取締役　清水 博樹 　取締役　鈴木 雄二 
取締役　難波 正行 　取締役　長島 隆雄 　取締役　秋元 壮一 　監査役（非常勤）　福永 健治 
空調冷凍機器・装置の販売及び設計・施工 　一般住宅用空調機器の販売及び設備工事 　店舗オフィス、
ビル用空調機器の販売及び設備工事 　産業用空調機器の販売及び設備工事 　大型・小型冷凍冷蔵庫
機器の販売及び設備工事

②ダイキンHVACソリューション東京株式会社（東京）
http://www.daikin-hvac-tokyo.co. jp/

IoT エアコン
「あんしんスカイエア」

２．あんしんスカイエアについて

IoT CASE STUDY ３）エネルギーマネジメントシステム
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３．”あんしんスカイエア”立ち上げの経緯

『あんしんスカイエア』は、ダイキン工業株式会社の業務用エアコン『スカイエアシリーズ』と、
IoT 技術を用いた遠隔監視、運転状況の見える化サービス、7年間の修理保証をセットにした商
品です。｠

通常使用における故障に対しての保証です。消耗品の交換や洗浄等の保守サービスは実費が必要です。 (8 年
目以降 ) は修理費は有料となります。 1 日わずか約 35円で 7年間修理費無料。P63形×2台 /件の場合。1
日あたりに換算した 1台分の金額です。

消費電力量　最大 70%削減　当社試算 : 当社インバーター機SZYCJ140K と SSRC140B との比較。更新前
空調機がメンテナンスを行っていない場合の経年劣化 ( 汚れ等 )、 1 年間フィルター清掃しない場合の目詰ま
りによる電力量悪化を推定し試算したもの。 SSRC140B の消費電力量はEco 全自動モード、OSCAR( オス
カー ) 制御、フィルター自動清掃の効果を反映したもの。JIS B8616:2015( 東京・店舗 ) に基づく「APF
(2015) 算出」における年間消費電力量の削減において。

業務用エアコンにおいて

2015 年実施お客様満足度アンケートより

　まず、最初に作ったのは「安心保証リース」というリースを組み合わせた商品です。7年間のリース契約を行って、
無償修理のサポート形態をとりました。こうすることで、ユーザー様と直接繋がることができ、リース期間中に様々な
ご提案のお話ができるようになりました。しかし、7年間という長期契約があるため、期間中の機器故障は避けて通れ
ない問題があります。そこでサポート料込みでサポートを行う仕組みを構築しました。ユーザー様と当社における実利
のバランスをとった解決策をとりましたが、故障はできるだけ避けたく、事前の故障が把握できる対策を取りたいと考
えました。

３）課題の解決方法

※1

　

※2

　

※3

※4　

　2011 年の東日本震災後、電力の逼迫状況から東京電力㈱より節電対策のご相談があったことがきっかけです。一般
的に業務電力の約 40％を空調関連の消費が占めていたため、ユーザー様のエアコン使用をセーブできるシステムを構
築できないかというお話が始まりでした。当時は電力供給力の低下という危機的状況でしたが、節電運動が活発になる
とともに電力消費量がある程度抑制された状況となりました。そのため、システムの構築は実現しませんでしたが、こ
のような経験を経て、ユーザー様と繋がるビジネスに関心を持ちました。

　設備業界の多くは、ユーザー様からお声をかけていただくことで、始めて繋がるケースが一般的です。それは、業務
エアコンというのは、販売代理店や建設事業社からの販路が多く、なかなか直接エアコン会社との接点がない状況のた
めです。また、ユーザ―様には、中小企業・商店・個人経営の方や学習塾などが多いため、定期的なメンテナンスを行っ
ているところは少なく、何か異常な動きがあった場合も、ご連絡をいただいてからしか伺うことができない状況でした。
　これまで、商品の売り切り形が多かった中で、少しでも既存のユーザー様の状況を改善したい思いがあったため、ユー
ザー様と繋がるビジネスモデルの構築を進める必要がありました。

１）立ち上げ（導入）背景

２）課題
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　そこで、もう 1つのソリューションを組み合わせました。それは、「DAIKIN D-irect」というエアコンの使用状況をモ
ニタリングできるサービスです。室内機に専用アダプターをつけて、インターネット回線を通じて、設定温度や消費電
力などを確認できる“見える化”が行えるWeb サービスです。
　ただし、このWeb サービスは、ユーザー様のネットワーク環境へ接続する必要があったため、「社内 LANに接続し
たくない」という声がありました。それは、トラフィックの問題として、余計な通信を監視したくないという思いがあっ
たためです。そこで別の通信網で接続すれば問題ないのではと考え、そこからKDDI の LTE モジュール「KYM11」を
使おうという話になりました。
　これら、「安心保証リース」「DAIKIN D-irect」「KYM11」などの既存商品を組み合わせ、寄せ集めて作ったのが“あ
んしんスカイエア”の始まりです。

４．システム概要

１）システム概要

２）システム構成要素

IoT७থ१شரథ ੌ૬৹ਃ७থ१

৷ಥ ઈૡ૾யभઽૐ؞ଵ৶

ৢਦ্ૄ LTE 75Mbit/sؚ25Mbit/sৣقॉؚॉك

ॹشॱઽૐ্ૄ KDDI ॡছक़ॻউছॵॺইज़ش१شঅ५
(KCPS)

ॹشॱ؞ীෲ্ૄ ॲॖय़থੵઙૄভ Web१شঅ५
َDAIKIN D-irectُ

ॹشॱં্১ Webঈছक़२

؟�nँ॒ख॒५ढ़ॖग़॔n३५ॸਏ

ઌ؟��
/7(ঔ४গشঝ�.<0��
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　ユーザー様のエアコンはダイキンが常に遠隔監視しています。最新の異常検知機能を搭載しているので、エアコンに
異常が発生したら、故障情報をユーザー様と販売店へメールでお知らせします。検知後すぐに通知されるので故障情報
のやり取りが減り、修理のお問合せ対応・修理作業が短縮できます。そのため、「エアコンが壊れて営業ができない」と
いったユーザー様の営業損失を最小限に抑えることができました。なお、万一故障しても、ご契約期間内は修理が無償（※
消耗品の交換や洗浄などの保守サービスは有償）となるため、修理費の負担を気にすることなく、ユーザー様に安心感
を与えることができました。
　また、エアコンの運転状況が、グラフで見やすく表示されるので使い方のムダがすぐに分かります。いつでもどこか
らでも細かくスケジュールで設定変更が可能ですのでムダの改善を図ることができます。例えば、メンテナンス不足に
よる経年劣化やフィルター目詰まり等の予兆・傾向を発見することができ、電力量悪化の原因を改善することができます。
結果、最大 70%の消費電力を削減することができます。

　エアコンで過去トラブルがあったユーザー様には、ほぼ即決でご契約いただくほど好評を得ています。通常、故障し
ていると修理費がかかるため、「修理を呼びたくない／呼べない」といった状況になりますが、夏場の暑い時期だったり
すると店舗営業などでは死活問題となります。これまでユーザ―様からのご依頼により繋がることができましたが、こ
れからは通信で常に繋がる新しいサービスに重要性を感じています。今回は、既存の商品をうまく組み合わせて、ユーザー
様のニーズにマッチした商品をご提案できたと考えています。

５．導入効果と成功のポイント

１）導入効果

２）成功のポイント
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①導入背景
　ある程度営業が軌道に乗った後にエアコンが壊れて修理、となると大きいお金が出て行ってしまう不安がありました。
「あんしんスカイエア」についてお話しを聞く中で、様々なサポートサービスと修理保証に興味がもてました。

②導入効果
　急なエアコン故障が起き、10万円単位で出費が必要となる場合にもメールで故障が分かり、すぐに修理に来てくれ
故障費は無料。購入後でも、故障時には修理が早く修理保証がある安心感が得られたことが良かったです。

　ユーザー様と繋がれる環境を通して、新環境へのビジネスチャンスと捉えているため、さらに次につなげていきたい
と考えています。将来は、オープン化や標準化も視野に入れていく。ガラパゴス化は避けたいので他メーカーも活用で
きる仕組みとしていきたい。これからもビジネスモデルをどんどん変えていき、ダイキンのエアコンが世界に広く普及
することを目指していきます。

４）ユーザー様事例

経営形態：飲食店
住所：横浜市港南区

経営形態　：製版会社
住所　　　：東京都文京区
　

６．今後の展望

　“あんしんスカイエア”の企画段階には、大変苦労しました。当時、IoT というキーワードはなく、M2Mという構想
の中で商品化を進めてきました。そのため、ユーザー様と繋がる部分を認めてもらうために、約 5年間かけて企画を進
めました。企画時は様々な構想があったものの、昨年はスモール規模の商品化として見直しを行い、また昨今の IoT の
流れもあったため、社内で認めてもらえることができました。

３）苦労したところ
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1. 会社概要

COMPANY INFORMATION

　ビルコミュニケーションシステム®（以下、「ビルコミ」という）とは、建物内のサーバをクラウドに移行し、高度なネッ
トワーク技術とオープンな技術を組み合わせることで、継続的に高付加価値のサービスを受けられるようにする仕組み
です。
　従来、個別に運用されていた建物内の空調や照明、各種センサーなどの設備システムをネットワークで接続し、それ
らの情報を統合してクラウド上の情報やサービスとも統合するプラットフォームであり、竹中工務店による登録商標で
す。

環境エンジニアリング本部
エネルギーソリューション企画グループ　課長

茂手木 直也 様（写真左）

情報エンジニアリング本部
粕谷 貴司 様（写真右）

/
/
/
/
/

社 名
本 社 所 在 地
資 本 金
従 業 員 数
売 上 高

株式会社竹中工務店 
大阪市中央区本町 
500 億円（2016 年 3月現在） 
7,473 人（2016 年 1月現在）
1兆 2,843 億円（2015 年度連結） 

IoT 対応ビル管理システム
「ビルコミュニケーションシステム®」

２．「ビルコミュニケーションシステム（ビルコミ）」について

③株式会社竹中工務店（東京）
http://www.takenaka.co. jp/

َ؟���অঝ॥গॽॣش३ঙথ३५ॸُॖওش४قৱમ؟রੵਜك
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１）背景・課題

َ؟���অঝ॥ُ१شঅ५قৱમ؟রੵਜك

３．立ち上げ経緯

　従来、建物設備システムは閉鎖的な
ネットワーク内で構成されており、そ
の通信にはメーカー独自のプロトコル
の利用が多かったです。
　2010 年以降、IoT、クラウド技術
など ICT の技術革新と普及により、
従来クローズドシステムであった建物
設備システムが外部に接続され、新た
なサービスが生まれてきました。

ӂӡҿӌҳӈӠҴҼ
(M2Mق

كॡছक़ॻق
१شঅ५
ভ

१شঅ५ كҹӐҿҶӈق
१شঅ५
ভ

كҹӡҿҶӈق
१شঅ५
ভ

অঝ
ड़شॼش

ॸॼথॺ
१شঅ५

१شঅ५ਹ৷મ
৳ஹీ৺ऩन

१شঅ५ਹ৷મ
৳ஹీ৺ऩन

ड़شউথ
ॹشॱ

ビッグデータ、オープンデータ、ソーシャルメディアの活用

　ビル管理システムを取り巻く社会背景として、昨今の高齢化や少子化の影響により、ビル管理に関わる人材の確保が
困難になっており、自動化や遠隔監視・集約化への対応が求められています。
　また、電力システム改革が進む中、電力自由化や省エネ、快適性向上等の新たなニーズに今までのビル管理システム
では対応できなくなり、システムの柔軟性やリアルタイム性など高度な処理が必要になってきました。
　こうして顕在化するビル設備へのセキュリティリスクへの対応や、ビル設備に付帯するサーバ機器の陳腐化等へ対応
する必要性が求められることになりました。

２）経緯

　このような社会背景を受けて、㈱竹中工務店では上記課題を解決すべく「ビルコミ」を開発し、2014 年にから提供
開始しました。その後、人工知能を活用した負荷予測やリアルタイム制御システムの開発等を進め、プロジェクトに適
用しています。
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１）ビルコミプラットフォーム概要

　ビル設備の一部をクラウド化し、セキュアなネットワークでクラウドと接続しています。
　また、 MQTT,IEEE1888 などのオープンな技術を適用しています。

４．システム概要

２）システム構成要素

　IaaS、PaaS（システム最適化）、SaaS（多様性・柔軟性）を各システム特性に合わせて適用し、運用・監視コストの
最適化を図っています。
　IaaS では、遠隔制御やモニタリングを行い、PaaS では、データ保管・分析や機械学習を実施しています。
　SaaS 環境では、３次元CADの立体的な図面を使用した管理システムを提供しています。
　各ビルに設置してあるゲートウェイにて各種センサのデータを取集し、MQTTにてクラウド上にデータを転送してい
ます。
　負荷予測に関してはAzure ML を使用しています。
　リアルタイムデータの表示などは、AWS上の Kibana を使用し、可視化しています。
　※ElasticSearch Service も使用
　ビッグデータ解析には、従来は“ApacheHadoop”によるバッチ処理を行う必要がありましたが、データを一旦蓄積
する必要があるため、リアルタイム処理結果を得ることが困難でした。
　本システムでは、リアルタイム処理が重要になるため、”ApacheStorm”を使用しリアルタイムに流れてくる大量のビッ
グデータをクラウド上で処理しています。

����অঝ॥উছॵॺইज़شਏقৱમ؟রੵਜك
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データ収集・サマリ 負荷予測システム

・

・

・

環境複合センサにて、各フロアの温度・湿度・照度・表面温度のデー
タを収集

多様な環境を個人個人に最適なものとするために自分の環境をカ
スタマイズするツール※AppleWatch より

個人の代謝量や快適性申告に合わせ、空調を 連動して制御

IoT७থ१شரథ য७থ१؞ആဒ২७থ१ क़ख़॔ছঈঝഈଜ

ৢਦ্ૄ EnOcean(9�0MHz) BlueTooth

ॹشॱઽૐ্ૄ ren.Gateway
ڀ MQTTঈটشढ़

3）使用しているセンサ
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5）ビルコミを支えるプラットフォーム

　センサーデータの収集・ビル内の照明や空調を制御する建物設備システムとは、独自のゲートウェイ装置
(ren.GateWay) を使用しています。VPN回線を通じ”MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)”など IoT システ
ム向きのプロトコルを使用しています。
　機械学習による負荷予測システムは、”Azure Machine Learning”を使用しています。
　「ビルコミ」にて複数棟の管理になった際に、データ量が急増し、Azure ML へのデータ転送量が増え、処理時間がか
かり利用料も高騰しました。対策としてAzure ML の手前に中間DBを構築し不要なデータを整理することで、Azure 
ML へのデータ転送量の削減を行い、コストダウンに成功しました。

4）データの可視化

　データ可視化のために検索エンジンサーバソフト”Elasticsearch”と監視ツール”Kibana””Grafana”を活用し、独
自のダッシュボードを構築しました。
　当初は、IaaS のサービスにて利用していましたが、保守・管理の効率化を図るために、”Amazon ElasticSearch 
Service”に切り替えました。

����.LEDQD��(ODVWLF6HDUFKقৱમ؟রੵਜك

����ड़থॹঐথॻ౪३५ॸଡਛقৱમ؟রੵਜك
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79



　「ビルコミ」では単一ベンダーでの構築だけではなく、複数のパートナ・サービスを利用しています。
　負荷予測システムでは、Azure を使用し、ダッシュボードなどに関しては、AWSを使用しています。
　また、SaaS・PaaS を中心にシステムに取り入れることで、多様性・柔軟性を持ったシステムを構築することが可能
になりました。

१شঅ५ ૼู ਹ৷্১
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Azure

Azure MachLneLearnLng “ॽগشছঝॿॵॺডشॡ”ઞ৷
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Azure�WeEJoEV AzureMLभग़থॻএॖথॺप॔ॡ७५खؚਃ༊৾ಆ॑ڭڰৰষ

Amazon
WeE
6ervLceV

AW6 (.LEanaपथઞ৷) ॲॵ३গشॻ (জ॔ঝॱॖॹشॱ૭ଳ৲)
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１） I.SEM（アイセム、I. Smart Energy Management）

　「I.SEM」とは、㈱竹中工務店が開発した、建物の負荷予測、熱源を含む各種機器の最適運転計画、分散電源やデマン
ドレスポンスのリアルタイム制御をミックスし、計画通りの電力デマンドを達成するエネルギーマネジメントシステム
であり、関連会社㈱ TAKイーヴァックの新砂本社ビル（東京都江東区）に導入しています。
　この「I.SEM」の負荷予測システム（パーソナル対応デマンドレスポンスを加味）、最適運転計画システム、およびリ
アルタイム制御システムといったマネジメント機能を「ビルコミ」プラットフォーム上に構築しています。

５．プロジェクト事例

予測・統計モデル②

予測・統計モデル③

予測・統計モデル①
入力

・
・
・

出力

Azure
Blob Storage 機械学習

入力

実績データ

予測結果データ

SQL Server

天気予報データ

検証した予測対象

① 建物消費電力
② 空調消費電力
③ 空調負荷
④ PV発電量
⑤ 全体消費電力

Azure ML API

計測･計量
システム

照明
システム

空調
システム

○○
システム

建物設備システム
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MSEG （エムセグ）：
Multi -source Energy Gateway

電気自動車

発電機

太陽光発電

負荷予測システム 最適
運転計画
システム

商用電源

リアルタイム
制御システムパーソナルDR

蓄電池

PCS

3つのソフトシステム

デジタル
サイネージ 様々な電源を統合して最適

な電力を建物に供給する機
能を持つ、パッケージ化さ
れたハードシステム

クラウドプラットフォーム
（ビルコミ®）

　「I.SEM」では、負荷予測精度の向上、システム堅牢制の向上のためにAzure ML を採用し、リアルタイムの充放電制
御により、電力の 30分同時同量制御を実現しています。

����َ,�6(0ُਏقৱમ؟রੵਜك

����َ,�6(0ُએقৱમ؟রੵਜك

30 分単位に計画比±3%以内の
消費（30分同時同量制御）を実現
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２）導入効果

　電力単価の高い時間の購入制御、割安な電力メニューへの対応、事前に想定した買電計画どおりのデマンド調整等を
実現。電力自由化後に想定される多様な料金体系への対応を可能にし、電力コストを低減できます。
　また、停電時には、太陽光発電や発電機の電力を建物に供給することが可能で、ＢＣＰ・ＬＣＰ対策としても有効です。

１）ビルコミ３D

６．今後の展開

　㈱竹中工務店では、「ビルコミ」をさらに発展させ、 BIM（Building Information Modeling) と融合してビル設備の制御
を行う「ビルコミ３D」や、人工知能のトレンド技術活用による多様なニーズへの対応を行う「ビルコミAI」といった
取り組みを行っています。　　

　３Dデータを使ってゲームエンジンからビル設備制御を行うのもで、３Dを使った直感的な設備制御が可能になって
います。ゲームエンジンの「Unity」や「Autodesk Stingray」に対応しており、立体音響（SDM: Software Defined 
Media）との連携を実現しています。
　ハッカソンを開催し、コンテンツの普及を推進しています。

２）今後の取り組み

　㈱竹中工務店は、自社ビルで知見を得られるなどのゼネコンである強みを活かし、「ビルコミ」というクラウドや人
工知能の技術を建物設備にフィードバックすることができるプラットフォームを普及させることにより、街区・コミュ
ニティレベルでのエネルギーの最適化、安心・安全の確保や賑わいを創出するサステナブルなスマートコミュニティの
実現を目指しています。
　そのために、今後も「ビルコミ」を介した様々なパートナとのコラボレーションを加速させ、サービス開発を行う予
定です。

����َ,�6(0ُਏقৱમ؟রੵਜك
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急成長するクラウドインテグレータ

1. 会社概要

COMPANY INFORMATION社 名
設 立
所 在 地
社 員 数
在 席 国 籍 数
資 本 金
主 要 株 主

グループ企業

/
/
/
/
/
/
/

/

株式会社 ウフル
2006 年 2月 10日 
東京 ( 本社 )、大阪、仙台、札幌 
180 名 ( グループ合計 )
7 カ国 (China,France,India,Japan,Korea,New Zealand,USA,) 　※2017 年 1月 23日時点
6億 6千 5百 32万 6千円
三井物産株式会社 Salesforce.com,Inc. 
株式会社電通デジタルホールディングス NEC
ソリューションイノベータ
株式会社システムフォレスト Near Uhuru 株式会社 (Near Uhuru K.K.)｠

①株式会社ウフル（東京）
http://uhuru.co. jp/

「IoT コンサルティング」
「IoT フレームワーク」など

IoT CASE STUDY ４）IoT インテグレータ

執行役員 IoT
イノベーションセンター 

General Manager 
杉山 恒司 様

執行役員CTO
古城 篤 様
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　ビジネスの想起から全体像の策定、展開に至るまで、”デジタルビジネス”の包括的 な支援が可
能です。

2. ウフルの事業ドメインと IoT 事業の位置づけ

3. ウフルの強み

84



［IoT で次世代の経営基盤の確立を支援］
　同社は IoTの事業化に向けて上流のコンサルティングの支援からPoC（Proof of Concept）フェーズでの実証実験から、
本格的な事業化に向けた事業開発支援まで一気通貫でサポートする体制を用意しています。

IoT 適用範囲のスコーピング、ビジネスプランニング
　上流のビジネス構想策定フェーズではお客様のご要望、課題などから、目指すべき独自のあるべき姿と具体的な
改革テーマを導出し、効果を着実に刈り取ることができるビジネス計画の策定を支援。

クラウド活用により初期投資を抑え、スピーディな実証
　ビジネスの実現可能性を検証するPoC（Proof of Concept）フェーズでは既存のクラウドサービスを活用するこ
とで、変化するニーズに対応したプロトタイピングを実現。低コスト且つスピーディに環境構築を行うことが可能。

事業化後の展開も一気通貫でご支援
　マーケティング／システム構築など事業化の段階で必要となる様々なご支援を提供可能。

◆

◆

◆

4. ウフルにおける IoT ビジネスの取り組み

１） IoT/M2Mサービスを構築する上で ”必要な各種知見を上流～下流まてで一気通貫で 提゙供

IoT イノベーションセンターが全体をコーディネート

コンサルタント部隊：
大手コンサルファーム出身者

アーキテクト部隊：
先端企業技術部門出身者

エンジニア部隊：
Sier 出身者

クリエイター部隊：
大手広告代理店出身者
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　コンサルティングに「IoT の知見」「戦略～導入までのトータル支援」「自らの改革経験」といった同社ならではの
ケイパビリティを加え、今後を含めたプロジェクト全体を包括的に支援可能。

着手や推進が遅れがちな企業において、意思決定早期化のための訴求資料作成、
経営者・現場の説得支援、ユースケース紹介などでご支援します。

1. 意思決定早期化支援

弊社の豊富なネットワークからビジネスモデルと実現を見据えた協業座組をご支
援します。

2. 協業・パートナーリング推進  

既存の枠組みにとらわれない、新しいビジネスモデル策定のアドバイザリー業務
を有償にて提供します。

3. ビジネスモデル策定の
　 アドバイザリー

セミナー、講演、執筆、メディア露出、教育などを通じて IoT やデジタル化によっ
て実現する夢と未来の姿を伝え、市場と人材を創造する活動を行います。

4. 夢と未来を語る啓発活動

標準化・プラットフォーム化を促進するために、有効な団体やコミュニティを形
成し、相互のビジネスを拡大する支援を行います。5. 団体・コミュニティ活動

２） IoT イノベーションセンターの支援サービス（例）

３）ウフルのコンサルティングサ－ビスのアプローチとケイパビリティ

86



　主要なクラウドサービス (API)、データベース、 ソーシャルメディアなどのアイコンをつなげるだけでデータ連携を実
現する サービスです。つなげたデータフローはユーザ間で共有することにより「IoT の集合知」となる同社独自開発サー
ビスです。

１）enebular（エネブラー）

２）enebular（エネブラー）でできること

５．ウフル自社サービス enebular について
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　主要なクラウドサービス (API)、データベース、 ソーシャルメディ
アなどのアイコンをつなげるだけでデータ連携を実現するサービス
です。つなげたデータフローはユーザ間で共有することにより
「IoT の集合知」となる同社独自開発サービスです。

風車タービンに設置された発電量、風速などのセンサーデー
タを Treasure Data Service に集約
Salesforce App Cloud で構築した業務アプリケーションに分
析データを連携し、風車運転状況を可視化
enebular を利用して、データの収集から保管、表示までの連
携実装を実現

３）enebular を中心とした相互連携 IoT 実現パック例

１）風力発電事業に IoT モニタリングシステムを導入

２） Office IoT への取り組み

６．ウフル社の IoT 事例

◆

◆

◆

　㈱ウフルでは、オフィスの課題を解決するた
めに IoT を活用したPoCを実施しています。
例えば、共有備品管理においては、備品と社員
にビーコンを取り付け、オフィス内部に受信機
を設置、リアルタイムで位置がわかるようにし
ました。これによって貸し出し品と、利用して
いる社員の位置を特定できます。将来的には、
データ分析を行い、共有備品の数量の最適化に
つなげることを予定しています。
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・テクノロジー選定方法
　　新しい技術とレガシーな技術を組み合わせて使う視点。
　　特に新しい技術は積極的に自ら体験し、筋がよいものか見極める姿勢が必要。

・人材採用
　　妥協せず各分野の最高ランクのスペシャリストを集める。　

・開発体制
　　ゴールや納期、やり方を決め打ちするのではなく、目的に合致するのであれば手段は変更することも厭わない
　柔軟な体制が必要。

１）IoT ビジネスでの成功のポイント

・自社が得意ではないデバイス側の開発に手を出してプロジェクトが炎上
　　→デバイス側の開発者を採用。

・PoC以降のビジネスプランを考えていないプロジェクトがPoC後に停滞
　　→ビジネスプランニングをできるメンバーを採用。

２）苦労したところ

７．成功のポイントと苦労したところ

　これまでに連携してきたSalesforce などのクラウドサービスに加え、LINE などの生産性革新ツール、LoRaWANな
どの IoT サービスとの連携を強化する計画です。

１）システム追加機能

　「自走可能な地方創生」を目指し、地場の企業との連携を深め、ビジネスを展開していきたいと考えております。

２）今後のビジネス展開

　各地域の実情に即した経営課題に対し、適切なソリューションを提供するためには、現場現実を理解する必要がある
と考えています。そのため、PoC(Proof Of Concept) を実施する場を提供していただける企業や、共に新しい分野に挑
戦していただける企業を募っております。

３）今後の課題

８．今後の展望
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1. 会社概要

COMPANY INFORMATION/
/
/
/

/
/
/

社 名
設 立
代 表 者
所 在 地

資 本 金
売 　 上
従 業 員 数

株式会社神戸デジタルラボ (http://www.kdl.co.jp/)
1995 年 10月
代表取締役　永吉一郎
【本社】〒650-0034　神戸市中央区京町 72番 新クレセントビル
TEL.078-327-2280( 代表 )｠｠｠FAX.078-327-2278 
【東京オフィス】〒150-0022　東京都渋谷区恵比寿南 1-1-1 ヒューマックス恵比寿ビル
TEL. 03-6871-9400
2 億 995 万円
17.0 億円（2016 年 9月期）
167名（2017 年 1月現在）

②株式会社神戸デジタルラボ （兵庫）
http://www.kdl .co. jp/

「Cloud Switch API」
「トイレ空き状況監視」など

代表取締役
永吉 一郎 様

新事業創造係 IoT 班
取締役 係長 班長
村岡 正和 様

＜サービスマップ＞

IoT CASE STUDY ４）IoT インテグレータ
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２．神戸デジタルラボの強み

３．IoT への取り組み

　「IoT」とは、「Internet of Things」の略で私たちの身の回りにあ
る生活家電や自動車、さらに世の中のあらゆる "モノ " がインター
ネットにつながり、情報のやり取りをすることを意味します。  

　例えば、スマートフォンから録画予約できるテレビ、帰宅時間に
合わせて温度設定できるエアコン、消費カロリーや心拍数をはかっ
てくれるリストバンド、リアルタイムで運行状況がわかるバスなど、
身近なところでもすでに IoT は活用されています。 
　一見、インターネットにつなげても意味がないように思えるモノ
でも、センサーなどを用いてモノから情報を取得し、そのデータを
インターネット経由でクラウドに蓄積、分析、フィードバックする
ことで、離れた場所からでもモノの状態がわかったり、モノを操作
したり、最適な状態で動作させることができます。  

　㈱神戸デジタルラボ（KDL） IoT 班では、これまでKDLがシステム開発企業として長年蓄積してきたノウハウを活用し、
そこにセンサーなどのハードウェア開発を加えることによって、様々な試みを行っています。ここでは、KDLが考える
IoT とその未来をご紹介します。

新事業創造係［IoT 班の設置（2016 年 4月）］

91



①立ち上げの背景
　既存のシステム開発業市場が全体的に縮小していく中で、弊社として既存事業だけでなく、新しい分野へ事業拡大を
していく必要性が高まってきました。その中で、IoT という新しい産業分野へのアプローチに挑戦していくことで、弊
社にはなかった開発能力・人材を獲得し、且つクラウド開発、セキュリティといった弊社の既存技術を IoT 市場に投下
する機会を得るため、IoT 専門のチームを設立するに至りました。
　さらに、社員のモチベーションと仕事に対する意欲を高く醸成するために、思いついたアイデアから事業を創出でき
ることを容易にするための部署である新事業創造係を設け、社内クラブ活動を奨励。開発者が自主的に行うクラブ活動
から新事業を想像するための道を整備しています。

お客様窓口が非 IT 部門となる傾向が強い
ニーズ・要求条件が非常に多様でシステムデザインパターンを統一できず設計、開発コストを削減しにくい
ハードウェアからクラウド、アプリケーションまでの一貫した知識に基いてシステム全体を設計できる人材が
必要にも関わらずそのような人材の獲得は困難　
現時点で開発、運用ノウハウがほとんどなく、事前に運用ベースでの品質保証をしにくい

IoT システム開発は既存のSI と違い、以下のような課題があると考えています。
1.
2.
3.

4.

②課題

③課題の解決方法
　あえて IoT システム全体を担保するのではなく、IoT システムの中のクラウドの部分を担保することにより、IoT 市
場の中で弊社の強みを最大限に発揮できるビジネスモデルを構築しました。
　クラウド以外の部分については他者との共同開発を前提にすることで、パートナー企業と連携した開発・販売体制
を敷いています。結果的にパートナー企業の営業リソースも活用できるので、班長含め 3名という少人数のチームに
も関わらず幅広いお引き合いをいただいています。

１）IoT 班の活動と実績
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２）主に使用しているシステム構成要素

３）開発に伴う技術について

IoT७থ१شரథ জشॻ५ॖॵॳؚਗ਼७থ१ؚಓৡ७থ१ؚதఠ
ణ७থ१ऩनقउभओਏपૢगथ୦दुઞ
ःऽघك

৷ಥ उभओਏपૢगऽघ

ৢਦ্ૄ Wir, Bluetooth, NFC, ரLPWA ऩन

ॹشॱઽૐ্ૄ ॡছक़ॻAPIؚமৢਦभৃ়मGateway॑৫
खGateway৽दॡছक़ॻAPIधৢਦघॊ

ॹشॱ্ૄ AWS, MS Azure, heroku, Saleseforce, kintone

ऩनق३५ॸਝੑपૢगॊك

ॹشॱં্১ PC, ঔংॖঝؚ१ॖॿش४ؚં௧৷ॹংॖ५
كઔছথউऩनق

ॹشॱীෲ্১ ಹऩਃ༊৾ಆؚಽ৾ಆؚႨஆঽૼ

ரథ ৷ಥ

৫ୁ PHP, Ruby, Scala, JavaScript, Arduino, C#, Python

ইঞشডشॡ Rails, CakePHP, node.js etc.

৫ॖথইছ GitHub, Backlog

　世界の IoT 市場の拡大を加速させる IoT プラットフォーム「Cloud Switch API」の事業化。
　組込系エンジニア、Web 系エンジニア／デザイナーなどの IoT プレイヤーを支援する仕組みの提供。

１）IoT ラボセレクションへの提案［Cloud Switch API］

３．IoT への取り組み
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　スマートグラスで目前に教習用ビデオを流すことにより、ハンズフリーで様々な作業講習を行うことが可能になり
ます。

２）ハンズフリービデオ講習［スマートグラス］
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3）トイレ空き状況監視［小型開閉センサー］
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4）雷被害予防システム［雷リストバンド］

＜雷リストバンド＞

◆詳細
・雷雲までの距離　40km～直上を検知
・検知時の雷雲までの距離を表示
・毎秒雷雲の動きをセンシング
・検知時にディスプレイとランプにてお知らせ
・電源投入時にキャリブレーションを行なうため、　
　より正確な雷雲の位置を特定
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　弊社が参画しているスーパーセンシングフォーラムにおいて、雷リストバンドを元にコンセプト
デザインされたものが公式サイトに取り上げられています。

　フォーラムではメディア関係者も多く参加されており、KDDI での展示会や住宅設備EXPOにて
取り上げられています。

＜雷観測リストバンド＞
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1. 会社概要

COMPANY INFORMATION

①トレジャーデータ株式会社（東京）
https://www.treasuredata.com/jp/

「クラウド型
 データマネージメントサービス」

IoT CASE STUDY

マーケティングディレクター
堀内 健后 様

５）データ解析

/
/
/

/

/
/
/
/
/

クラウド型プライベートDMP（データマネージメントプラットフォーム）
およびデータマネージメントサービス

２．事業概要

　トレジャーデータ㈱は、クラウドやOSSなど先進技術をフルに活用したクラウド型のデータマネージメントサービ
ス「トレジャーデータサービス」を 2012 年より提供を開始しています。2016 年には、同サービスを使ったデジタルマー
ケティング向け「TREASURE DMP」というプライベートDMPソリューションを発表しました。
　日々のビジネスで大量に発生する、ログデータ、たとえばWeb・アプリのログ、広告配信ログ、センサーデータなど
のデバイスログなどの時系列データをリアルタイムにクラウドに収集、利活用しやすい形でスケーラブルに保管・分析・
連携が可能となっています。
　SaaS 形式のフルマネージドサービスであり、顧客企業はデータの分析と活用だけに集中することが可能で、システ
ムの導入・運用・他システムへの連携などに対する投資の大幅な削減を実現しています。同時に、データ集計、分析、
セミリアルタイムでのデータ更新などにより、迅速な経営判断の実現を可能としました。活用シーンとしては以下に述
べる３つが主流となっています。

本 社 名
設 立
所 在 地

Founder＆CEO
事 業 内 容
従 業 員
日 本 法 人
設 立
住 所
代 表 者

Treasure Data, Inc.
2011 年 12月
2565 Leghorn St. Mountain View, CA 94043 United States
ソウルオフィス：#3046, 30F, ASEM Tower 517 Yeondong-daero, 
Gangnam-gu Seoul 135-798, Korea
芳川 裕誠 
データマネージメント事業
1２0名
トレジャーデータ株式会社
2012 年 11月
東京都千代田区丸の内 2-4-1 丸の内ビルディング 34F代表者：三橋 秀行
三橋 秀行
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　レポーティングから統計解析・機械学習に至るまで、 データ分析を活かして経営をサポートしビジネスを加速させる
には、 データだけでなく様々なスキルの人材、 ツールが必要となります。ログデータの収集から保管・分析を迷うこと
なく、一気通貫にサービスとして利用できるのはトレシャーデータサービスの強みです。また、収集したデータは
Hivemall という機械学習のライブラリを使うことによって分析、あるいは他の分析ツールとの連携が容易にできます。

１）データ分析・BI 領域

　トレジャーデータサービスは、最終製品から利用ログを収集、製品企画や予防保全などの新しい取り組みに活用する
ための基盤となっています。
　モノがインターネットに繋がることにより、ユーザーが製品をどのように利用しているのかを、センサーから取れる
データで分析し、分析結果を次世代製品にフィードバックして製品の改善を実施します。業務機器であれば、大量デー
タの分析によりパーツ交換やメンテナンスの時期の把握、ノンストップ稼働の実現、保守サービスの向上など様々な分
野での活用が進んでいます。

２）IoT 向けデータ基盤領域

　マーケティングの領域では、顧客企業がその先にいる生活者の思考を知り製品を設計したり、コミュニケーションを
とることが必須になります。広告ログ、Web サイトの閲覧履歴、モバイルアプリのアクションログ、さらに位置情報な
どリアル行動のログを収集し統合することが可能になるプライベートDMPを活用して顧客企業は、DMP上のネットと
リアルの行動ログから興味関心を捉え、適切なセグメントに対してコミュニケーションをとっていくという統合マーケ
ティングを実践しています。

３）デジタルマーケティング領域
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( ア ) Web/ アプリのログ分析
　内部施策として、Web/ アプリのログ分析があります。デジタルの世界は、多くのユーザーが使えば使うほどログの
量は膨大に増えていきます。TREASURE DMPは、秒間 100万件にも及ぶログデータを書き込むことができ、また、
80兆件を超える大量のログデータを保管し、数々の分析者が分析している基盤となり、分析者が安心して分析に集中す
る事が可能です。ゲームや、サービスアプリ、キャンペーンアプリ、オムニチャネルのソリューションに至るまで様々
な場所に点在している多くのデータを分析するための基盤として活用されています。

( イ ) アドテク・マーケティングオートメーション連携
　進化の早いアドテク業界はデータ活用が最も進んでいる業界の 1つであり、プライベートDMPの基盤として活用さ
れることの多いトレジャーデータサービスは、広告ログやWeb ログを蓄積、媒体や広告主へのレポーティングに活用さ
れています。また、プライベートDMPとして活用することにより、広告などの配信システムへのデータの受け渡しが
容易で、同様に、マーケティングオートメーションとの連携では、マーケターは手間のかかるツール間のオペレーショ
ンに忙殺されることなく、主業務であるマーケティング施策の実施に集中することが可能になります。 

２．事例

＜課題＞
・車載器販売だけでなくサービス提供できるビジネスモデルの提供
・顧客の要望に合わせたスピーディな提供を実現するためにクラウドを活用
・実現化したシステム
・3Gを活用し、リアルタイムでデータをクラウドに収集、蓄積
・大量データの分析、BI システムとの連携を実現

＜効果＞
・短期間でのシステム提供を実現
・新規ビジネス創設への足がかりに

　１）テレマティクスシステム
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＜課題＞
・頻繁な故障による、保守コストの急増
・競争力向上のため、プリンターを販売に負荷した
　サービスの実現
・既存ネットワークへの負荷の考慮
・実現化したシステム
・3Gを活用し、既存ネットワークとは別系統で、
・データをクラウドに収集、蓄積
・監視センターで分析することで傾向を把握

＜効果＞
3Dプリンターをノンストップで活用することがで
きるようになり、機会損失や余計な事務作業を削
減することを実現

＜課題＞
・スピーディなシステム提供の実現
・機械学習基盤など将来的なシステムの拡張
・実現化したシステム
・リアルタイムでデータをクラウドに収集、蓄積、モニタリング
・大量データの分析、BI システムとの連携
・機械学習基盤の構築 ( 予定 )

＜効果＞
・短期間・低コストでのシステム化
・新規ビジネス創設への足がかりに

３）農業センサー監視

２）３Dプリンターの予防保守
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＜効果＞
・早期の来店者分析サービスの実現
・Treasure Data の連携先とのビジネス
  コミュニケーションを実現

＜課題＞
・自社開発システムの高負荷な保守の負荷低減
・アプリデータなど従来取得できなかったログの容易な収集
・実現化したシステム
・SaaS 活用によるマネージドサービスにより運用負荷の
大幅低減
・Smartphone SDKの活用により容易にデータ取得
・各種ツールによるマイグレーションコストの低減

＜効果＞
・性能情報をすばやく製品改善・サポートに反映
・アプリ利用ログから新たなマーケティング展開
  が可能に

４）ウェアラブルデバイスデータの分析

＜課題＞
・高コストの自社開発システムの構築・運用が困難
・複雑な他システムへの連携
・実現化したシステム
・SaaS 活用によるマネージドサービスにより、
  開発・運用負荷の大幅低減
・Smartphone SDKの活用により容易にデータ取得
・外部システムとの容易な連携性を実現

５）位置情報（ビーコン・GPS）による店舗来店分析
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4．成功のポイントと苦労したところ

　顧客企業の必要とするサービスからのデータインポート、データアウトプットを重視した開発、ビジネス連携の強化。
　情報システム部門に拘らず、実際のサービスユーザーである製品部門やマーケティング部門へのシフト。

１）ビジネス上での成功のポイント

　ユーザーのクラウドサービスへの抵抗感。サービス利用者の教育。

２）苦労したところ

5．今後の展望

　ユーザービリティの向上のために各種UI 機能（ダッシュボード機能や、セグメント分析用画面）の強化、リソース
の有効活用機能を検討中。

１）システム追加機能

　 「ライブ・データ・マネージメント（Live Data Management）」領域に注力し、世界中の事業会社にとって喫緊の課
題となっているデジタルトランスフォーメーション、特にデジタルマーケティング領域や IoT 領域におけるデータの利
活用に関して、新たなビジネスを創出。

２）今後のビジネス展開

　ユーザーにとってより利用しやすく安定したサービスの提供。

３）今後の課題
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1. 会社概要

COMPANY INFORMATION/
/

/
/
/
/
/

商 号
所 在 地

事 業 内 容
代 表 者
設 立
資 本 金
従 業 員 数

オプテックス株式会社 （オプテックスグループ）
【本社】　〒520-0101 滋賀県大津市雄琴 5-8-12｠　TEL：077-579-8000（代表） 
【東京営業所】　〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-14-1 新宿グリーンタワービル 19F｠
TEL：03-3344-7005 
各種センサの企画・製造、販売など
代表取締役社長　上村　透
1979 年 ( 昭和 54年 )5 月 25日
3億 5,000 万円
連結従業員数　1,648 人（2016 年 9月 30日現在）

①オプテックス株式会社（東京）
http://www.optex.co. jp/

「各種 IoT センサー」

IoT CASE STUDY ６）IoT センサー

２．技術情報

３．様々なセンサ技術

●遠赤外線センサ
放射されている、物体の持つ
エネルギーをキャッチ。

●3次元距離画像技術
人間光や次期環境に左右されない、
世界最先端の 3次元距離画像技術。

●近赤外線センサ
光の反射や透過により、
物体を素早く検出。

●人追跡技術
高精度に「人」のみを追跡。防犯面
以外にも、様々な付加価値を創出。

●非接触温度センサ
対象を傷つけず、衛生的・効率的な
温度管理を実現。

●調光技術
人を科学する技術から生まれる
光の調節。

●水質計測技術
多彩な光計測技術の応用により、様々な
用途での水質計測・モニタリングを実現。

●加速度センサ
急ハンドルや急ブレーキだけを
正確に検知する技術。
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http://www.optex.co.jp/product/index.html

４．製品情報
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　様々な用途や場所でご利用いただける製品の最新事例をご紹介します。
　http://www.optex.co. jp/cases/index.html

５．活用事例
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　センサの付加価値を高めることで、新たなビジネス価値やソリューションを創造します。

６．オプテックスの IoT への考え方
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　アライアンス型ソリューションをパートナーに提供し、サービスを構築することをメインのモデ
ルとしています。（端末機器のみの提供も行います）

７．オプテックスのビジネスモデル 

崣嵛崝 崛崵崗崟嵏嵛 崣嵛崝DB
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８．オプテックス IoT ビジネスの展望
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1. 会社概要

COMPANY INFORMATION/
/
/
/
/
/
/

社 名
本 社 所 在 地
連 絡 先
設 立
資 本 金
代 表 者
従 業 員 数
事 業 内 容

②日本マイクロソフト株式会社（東京）
https://news.microsoft .com/ja- jp/

「Azure Certified for IoT デバイス 」

２．Microsoft Azure Certified for IoT デバイス カタログ

　デバイス カタログは、Azure IoT Hub へのシームレスな接続が既にテスト済みである、Certified for IoT デバイスを
紹介するパブリック Web カタログです。
　デバイス カタログを使用して IoT プロジェクトに適したハードウェアを検出できます。

https://catalog.azureiotsuite.com/

要件に応じた検索 フィルター処理した結果は、業種、センサー、互換性、オペレーティング システム、プログ
ラミング言語など、IoT プロジェクトのニーズに基づいています。

製造元連絡先 デバイス製造元へ直接アクセスし、デモや詳細を要求します。

Azure に接続する テスト済みのデバイスを具体的な手順で使用して、デバイスを Azure IoT に接続します。

Certified for IoT パートナー 100 以上の IoT ハードウェア製造元が現在、Certified for IoT プログラムでマイク
ロソフトと提携しており、自社デバイスを紹介しています。

・

・

・

・

日本マイクロソフト株式会社
〒108-0075 東京都港区港南 2-16-3 品川グランドセントラルタワー
Telephone: 03-4332-5300 
1986 年 2 月 
4 億 9950 万円 
代表取締役社長　平野 拓也
2,096 名（2016 年 7 月 1 日現在）
ソフトウエアおよびクラウドサービス、デバイスの営業・マーケティング

IoT CASE STUDY ６）IoT センサー
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３．検索絞り込み項目
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４．検索結果（例）

例１）絞り込み項目 　テスト済みの互換センサー、GPS、利用可能地域 : ワールドワイド

例２）絞り込み項目　　業界認定、業界 : 電力 + 公共施設
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1. 会社概要

COMPANY INFORMATION
/
/
/
/

会 社 名
代表取締役社長
資 本 金
所 在 地

株式会社ソラコム｜SORACOM, INC.
玉川憲｜Ken Tamagawa
37 億 2755 万 4044 円（資本準備金含む）
本社：〒158-0094 東京都世田谷区玉川四丁目 5番 6号 尾嶋ビル 3F
赤坂オフィス：〒107-0052 東京都港区赤坂 1丁目 9番 13号 三会堂ビル 8F
・パロアルト：Soracom Global, Inc.
・コペンハーゲン：Soracom DK ApS
・シンガポール：SORACOM INTERNATIONAL, PTE. LTD.

株式会社ソラコム｜SORACOM, INC.（東京） 
https://soracom.jp/

IoT 通信プラットフォーム
「SORACOM」

IoT CASE STUDY ７）IoT 通信

２．サービスの概要
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３．サービス立上げの目的

５．サービスの概要

４．問題、課題、課題解決のための施策

　クラウド、デバイス、機械学習などの周辺技術の成熟と導入コストの低減により、IoT はどなたでも活用をはじめら
れるようになってきています。しかし、IoT に不可欠な、インターネットとモノをつなぐための「通信」は、初期費用
や固定契約など IoT 用途で気軽に「試せる」方法が足りませんでした。
　「SORACOM」は、「リーズナブルに誰でもはじめられる」、「クラウドと直結し、セキュアで迅速なシステム構築・
運用ができる」IoT 通信プラットフォームです。

１）サービス説明

　IoT 通信をもっと手軽に使いやすくお客様に提供することで、より多くの企業や個人に IoT をご活用いただけるよ
うにします。

　IoT 通信プラットフォーム「SORACOM」は、IoT 通信とクラウドを融合した新しいプラットフォームです。
※以下数値は、2017 年 3月現在
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６．サービスの効果と成功のポイント

「SORACOM Beam」データ転送支援
デバイスに負荷のかかるデータの暗号化、プロトコル変換や、ルーティング設定などをクラウド側で肩代わりし、
セキュアでスムーズなデータ転送を実現します。

「SORACOM Funnel」クラウドリソースアダプタ
クラウドサービスの認証をSORACOMで肩代 わりし、クラウドサービスに直接データを送信します。
Amazon Kinesis、Amazon Kinesis Firehose に対応。

◆

◆

◆「SORACOM Direct」専用線接続
クラウド上のSORCOMとクラウド・オンプレミス・データセンターなどのお客様システムを専用線により閉域網
接続できます。

　2015 年 9月 30日のサービス提供を開始してからでお客様の数は 5,000 を超え、製造業や流通業など様々な業界に
わたり、大企業だけではなく、中小中堅企業、ベンチャー企業など企業規模を問わず「SORACOM」をご利用いただい
ています。

　IoT データ通信サービス「SORACOM Air for セルラー」は、2015 年 9月に開始したサービスで、データ通信SIMカー
ドを用い、スマートフォンと同じセルラー通信を、1枚～、1日～、IoT/M2M用途に最適化されたリーズナブルな料金
プランで、IoT 通信を使いやすく提供します。お客様は、通販でSIMを必要なときに必要な枚数調達し、Web コンソー
ルによりご自身で通信の開始、解約など一括管理・操作いただけます。
　また、暗号化などデータ転送を支援する「SORACOM Beam」、閉域網によるセキュアなプライベートネットワーク
接続を支援する「SORACOM Canal」 、クラウド連携を容易にする「SORACOM Funnel」などのサービスも提供しており、
お客様のスピーディでセキュアな IoT/M2Mシステム構築を支援します。

２）サービスの内容

３）アプリケーションサービス

４）ネットワークサービス

１）効果
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２）成功のポイント
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１）十勝バス㈱様
　十勝バス㈱が利用するリアルタイムバスロケーションサービスにおいて、SORACOMの SIMカードをご利用いただ
いたことで、月々の通信にかかる費用が以前の 1/10 程度になったと伺っています。

２）Japan Taxi ㈱様
　タクシー後部座席の広告用サイネージにSORACOMのSIMカードをご利用頂いています。ここでは、以前はタクシー
運転手がSDカードなどで差し換えていた広告コンテンツ配信をSORACOMの API を利用し、プログラムで自動化。
日中にバージョン管理を行い、深夜のSORACOMの通信コストの安い時間帯に最新の広告コンテンツを配信していま
す。

３）東急プラザ様
　会員にポイント付与するキャンペーン端末にSORACOMの SIMカードをご利用いただきました。閉域網接続サービ
スSORACOM Canal をご利用いただき、SIMカードを用いて、セキュアに業務システムとの連携にご利用頂いています。

４）更なる事例
　https://soracom.jp/case_studies/

７．苦労したこと

８．ユーザー様の声

　IoT システムは専門分野の組み合わせで、導入の難易度が高いシステムです。ソラコムでは、パートナーエコシステ
ム「SORACOMパートナースペース」により、IoT システム構築に必要なデバイス、ソリューション、ネットワーク、
インテグレーションを提供する企業のパートナーネットワークを運営し、すでに 270社が参加。お客様は IoT システ
ム実績のある企業に相談可能です。
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１）機能拡充
　SORACOMはソフトウェアサービスであり、お客様の要望を聞きながら、IoT システム構築に必要と思われる機能を
拡充、随時機能追加していきます。2015 年 9月のサービス開始から、すでに 9つの新サービス、30回以上の新機能
追加を行っています。

２）ビジネス展開
　「SORACOM Air for セルラー」はすでにグローバル対応版を提供開始しており、それぞれの国の通信キャリアとの契
約なしに、SORACOMの 1枚の SIMカードで、120の国と地域でご利用いただけます。また、コネクティビティの種
類として、セルラーにつづき、LoRaWANにも「SORACOM」プラットフォームが対応しました。

９．今後の展望
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1. 会社概要

COMPANY INFORMATION/
/
/
/

/

/

/

/

社 名
設 立
資 本 金
本 社 所 在 地

東京オフィス

札幌オフィス

役 員

事 業 内 容

トライポッドワークス株式会社（TripodWorks CO.,LTD）
2005 年 11月 21日
74,775,000 円
〒980-0811 仙台市青葉区一番町 1-1-41　カメイ仙台中央ビル 7F 
Phone：022-227-5680( 代表 )｠｠Fax：022-227-5685
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 1-8-3 室町 NSビル 5F 
Phone：03-6265-1890
〒060-0031 札幌市中央区北 1条東 2-5-8　第 2遠藤ビル　SCOOP内 
Phone：011-206-1081｠｠Fax：011-218-2030
代表取締役社長　佐々木 賢一 
代表取締役常務　菊池 務
取締役　山口　至 取締役　熊谷 巧（非常勤）
＜東北イノベーションキャピタル株式会社　代表取締役社長＞ 
監査役　佐々木 卓也
＜セキュリティソリューション事業＞
　ネットワークセキュリティ技術の開発
　セキュリティソリューション製品の開発、販売
　□ ファイル転送 /共有
　□ ダイレクトアクセス 
　□ IP 統合ソリューション 
　□エンドポイント対策
＜画像を軸としたＩｏＴサービス事業＞
　IP カメラによる業種向け映像解析サービスの提供
　ドローン、各種 IoT デバイス関連の技術開発
＜サービス事業＞
　IT プロフェッショナルサービス
　製品サポートサービス
　クラウドサービス

□ 誤送信防止
□ 統合セキュリティ (UTM) 
□ Web フィルタリング 

①トライポッドワークス株式会社（宮城）
https://www.tr ipodworks.co. jp/

「ドローン活用」など

IoT CASE STUDY

代表取締役社長
佐々木 賢一 様

８）ドローン
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２．トライポッドワークス㈱のミッション

３．「ドローンを活用 先進 IoT プラットフォーム事業」立上げの経緯

　ハードウェアとソフトウェアの価値を融合し「かんたん」「あんしん」の IT ソリューションをお客様に使いこなして
もらうこと。これをトライポッドワークスのミッションとされています。
　テクノロジーの発展と共に、IT は重要な社会基盤の一つとなりました。ハードウェアの性能は急速に高まり、ソフト
ウェアがもたらす機能は信じられないほど豊富になり、IT は社会活動を支える道具として無くてはならないものと考え
られています。
　しかしどうでしょう。IT は使いやすい道具と言えるでしょうか？
 　特に企業向けシステムにおいては、ハードウェアとソフトウェアのインテグレーション、カスタマイズ、メンテナ
ンスなど、道具を作ったり維持したりすることに労力を費やし、尚かつ使い勝手も悪い、と言うような悪夢のような状
況に陥っていないでしょうか。
　トライポッドワークス㈱の佐々木社長は、お客様のそのような状況を改善すべく、企業向けソフトウェアをハードウェ
アと融合して提供しようと考えており、ハードとソフトの価値を融合することで、高機能で信頼性の高い IT サービスを、
シンプルで安全に使いこなせる道具としてリーズナブルに提供することができます。
　トライポッドワークスの製品コンセプトは、"Simple and Secure"。引き続き、多くの企業がうまく使いこなせる道
具を開発し、今までにない新しいカタチに仕立て、お客様に満足感をお届けしたいとの考えです。

　空の産業革命を起こすドローンテクノロジー。それは、空飛ぶ IoT デバイスが切り拓く新たな IT フロンティアであり、
デジタルトランスフォーメーションの実現です。
　ドローンテクノロジーでは「空間のデータ化」に期待が寄せられています。航空機や人工衛星など高高度からのセン
シング技術はすでにありますが、低高度（人の目線以上、航空機の低空飛行レベル以下）の未開拓空間を移動しながら
きめ細かくセンシングできるようになったのはドローンの出現によるものと言ってよいでしょう。
　ドローンは、あらゆる産業に変革を起こす可能性を秘めていますが、活用は未だ研究段階にあり、産業化できていま
せん。それを実現するためには幾つか解決していかなければならない課題があるようです。
　トライポッドワークス㈱ではその課題解決への取組みと、現時点で行えるドローン活用事業を同時並行して取組みな
がら、近い将来に訪れる「ドローン活用」の環境整備と空間データ化技術の劇的進化に備えて本事業を立ち上げから推
進に取組んでいます。
　　　　

１）立ち上げ（導入）背景
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　ドローンに対する期待が大きいせいか、話題性があり、時には世間を騒がせるなど注目されている割には、実際にドロー
ンを間近で見た人は少なく、操縦した経験者となれば極端に少ない。 それは社会への浸透が進んでおらず、実証実験止
まりとなっているためと考えられます。
　一方、ドローン活用に取組まれている業界、企業では課題が明らかになってきています。

　将来は 5GHz 帯 (5.7GHz 帯 ) 高品質画像伝送用、携帯電話網 ( 将来の 5G規格 ) などが検討されており、空間の高精
度 (4K) データ化が進むインフラが整備されていきます。 
　携帯電話の電波は地上向けに発せられており、上空に向けた電波発信には環境調査が必要です。

◆手動運転から自動運転
　ドローン活用のひとつに右写真の大規模設備を一定
期日ごとに同一映 像を撮影し、その画像を重ね合せ
ることで、亀裂や、土石の流出などをより早く察知す
ることができます。 
　その場合、手動運転飛行で撮影し た画像が、毎回
ずれるようでは、 画像による比較精度が低下するなど
の問題が生じます。 
　一方、自動運転で、誤差の無い撮 影ができれば、
比較的精度が向上し、実運用への道が開かれます。 
　そのことで河川湾岸自然災害、工場設備、高所作業
など適用分野は広がります。 

◆遠隔操縦の無線通信
　ホビーから商用へ移り変わるドローン。  

◆国、関係機関への届出、承認
　国土交通省無人航空機の飛行ルールを参照 ( http://www.mlit .go. jp/koku/koku_tk10_000003.html)
 　無人航空機は下記の図の通り、A、B、C以外の空域では許可を受ける必要があります。

２）課題
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　IoT デバイスとしてのドローンが産業化するために一番重要なこと。

◆現状操作のオペレータ（操縦者）育成
　現状、無人運転制御プログラム開発、インフラなどの全ての課題解決ができていない以上、当面、ドローン飛行操縦
者育成が欠かせません。 狂いの無い飛行操縦、風に対する対応、様々な撮影シーンに対応した停止、低速移動、高速移
動、風によるブレ補正などの操縦テクニックが求められます。

◆自動運転制御プログラム開発環境
　ドローン開発用のドローンコード（OSS:Open Source Software) は産業用ドローン開発の中核となる技術と考えら
れており、技術者育成と同時にドローン制御アプリ研究が課題です。（陸上の自動車自動運転技術開発の課題と類似し
た要件が考えられます）

・機体制御　・垂直離着陸（VTOL)　・自動航行　・衝突回避　・映像収集  など
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３）課題の解決方法

122



４．システム概要

１）ドローン活用 システム概要　
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　ドローンを国内農業分野で活用することは現状困難であると考えます。農家では数多くの変数（植物の状況、環境

変化など）を確認しており、数値化も困難な場合が多いので、無理に実現しようとしても本質がずれてしまうことが
多くなります。
　今後、担い手不足の農業分野でのドローンの普及を促すためには、あらゆる項目の数値化（データ化）を可能とす
るプロに近い目がシステムに必要になります。
　農薬を散布するドローンはすでに進んでいますが制約は非常に多いです（農薬を積む、散布する）。

　一方世界各地の大規模農業地ではドローンを使った精密農業と省力化が進められています。
　ドローンに様々なセンサーやカメラを搭載し、圃場を定期的に自動飛行し、異常を検知する仕組みです。
　しかし日本の小規模圃場であれば見渡せば済む、圃場が点在しているなどの農地整備上から効果が期待できません。
地域一帯での共同利用等が可能であれば、広範囲監視等の活用メリットも考えられます。

５．導入効果と成功のポイント

１）農業分野へのドローン活用　
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1. 会社概要

COMPANY INFORMATION
/
/
/
/
/
/
/
/

社 名
代表取締役社長
本 社 所 在 地
設 立
資 本 金
業 種
活 用 分 野
テクノロジー

株式会社トルビズオン
増本 衛
福岡市中央区大名 2-4-22 新日本ビル 3F
2014 年 4月 14日
200 万円
ドローン・コンサルティング、映像制作、映像解析
インフラ点検、測量
ドローン

②株式会社トルビズオン（福岡）
http://www.truebizon.com/

「ドローン活用」

代表取締役社長
増本 衛 様

　福岡を根拠地として、ドローンソリューションに特化したコンサルティングを行う㈱トルビズオン。ドローンが社会
一般に知られるようになってまだ日は浅いですが、その市場は急拡大しています。鉄道・高速道路・電力・建築などの
インフラ企業、農業・林業・漁業などの一次産業、エンターテイメント、報道、レースなどのサービス業、ほとんど全
ての産業で活用される可能性を秘めています。

２．ドローン事業概の概要

１）ドローンが切り開く第四次産業革命

空からの視点があらゆる産業を変革する

IoT CASE STUDY ８）ドローン
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　そのインパクトもあってか、今やドローンは農業革命、産業革命、情報革命に次ぐ、空の三次元空間を解放した「第
四次産業革命」とも言われ始めています。
　ドローン以前にも、空を活用したソリューションは数多く存在しました。まず思い当たるのは飛行機、ヘリコプター
のようないわゆる航空機です。しかし、ドローンはその別名を無人航空機（UAV）と呼ばれるように、手動での操縦者
を必ずしも必要としません。GPSや各種センサーデータの機能を備えており、遠隔からの操作を可能にしています。
　また、あらゆるものがインターネットに繋がる IoT・ビッグデータ時代において、空からの三次元情報を収集するの
に都合がよいのがドローンです。自動飛行の機能により、今までは収集困難であったデータも容易に取得することがで
きます。これらの特徴を持つドローン産業には、測量、精密農業、点検などの複数の産業分野において、コスト及び労
働時間を大幅にカットし、新たな市場を開拓するイノベーションが期待されています。

　㈱トルビズオンはドローンの可能性にいち早く着目し、九州の地でドローン・コンサルティングをスタートしました。
九州に本拠地を構えた理由は、ドローンを飛ばしやすいフィールドがあるからです。東京、大阪などの大都市圏（人口
密集エリア）では、2015 年 12月に施行された改正航空法よる規制を受け、容易にドローンを飛ばすことができません。

　そんな中、2016 年 4月、熊本地震が起きました。前年度より首相
官邸や祭り会場への落下事件により存在を危険視されていたドローン
に挽回のチャンスが訪れました。㈱トルビズオンは高速道路会社との
連携で、寸断された被災地の道路のデータを上空から取得して、3D
データを作成しました。
　この取り組みはマスコミにより、大きく報道され、世間にその存在
を知られることとなりました。同社はその後、災害時のドローン活用
の可能性に目覚め、空撮ビジネスからドローンソリューション、及び
ドローンオペレーションの教育事業へと大きく舵を切りました。

２）事業立ち上げの経緯

震災でのドローン活用が発端　　新たなソリューションへ乗り出す

　それに比べ、九州では都市圏から 1時間も離れれば、飛行可能なフィールドが数多く存在します。まだ、各産業にお
いてどのような目的で使えるのかも分からないドローンを、実業に落とし込んでいくためには実証実験が欠かせません。
大都市圏と比較して「実験フィールドに近い」という強みを生かすことでドローンの飛行実験を重ね、そのノウハウを
蓄積しました。

※関連URL：https://youtu.be/8PMAAjQeI8M　http://techable. jp/archives/41693

湯布院 IC̃別府 IC間、震災現場のドローンソリューション
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世界からソリューションを導入　　ハード、ソフトを組み合わせた教育事業
　㈱トルビズオンはグローバル創業特区である福岡市の創業支援で活
動し、世界各国のスタートアップイベント等に参加することで、深圳・
ボルドー・サンフランシスコ・ヘルシンキ・台湾など、世界各地でドロー
ンの先端技術を持つスタートアップと連携し、ビジネスを加速させま
した。
　ハードウェアについては中国深圳のDJI と正規代理店契約を締結し、
ソフトウェアに関してはフランスのPix4Dやサンフランシスコの
Drone Deploy のサービスを導入しました。
　また、台湾やボルドーにおいては、既存のプレイヤーが手をつけて
いないソリューションを提供するスタートアップを探し、業務提携を
進めています。
　同社は世界に存在するこれらのソリューションを統合し、自動操縦
やデータ分析を含んだドローンオペレーションの教育プログラム
DoMAC (Drone Operation Master Course) を開発しました。

３．事業の具体的な内容
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●自動操縦
　DJIが開発したGS Proを使用します。システムに飛行パターンをプログラムすることにより、日々の点検ルートをルー
ティン化することが可能になります。今後は自動操縦のアプリの種類も増加し、物流、環境調査、森林管理など、様々
な分野で活躍することが予測されます。

●データ分析
　Pix4D等の３Dモデル作成ソフトを導入することにより、点群データからの三次元測量を行います。これらのソフト
は土木分野での大幅なコストダウンや業務効率化を可能とするため、建築、インフラ関連のビジネスでの需要が見込め
ます。
　このように顧客企業の産業に特化して教育プログラムをカスタマイズすることにより、現場で活かせるスキルセット
を提供しています。

　また、同社社長の増本氏は、九州に足場を置くドローン企業として、ここに世界に通用するドローン産業を構築した
いという強い思いから、「九州ドローンコンソーシアム」を立ち上げました。

九州ドローンコンソーシアムを軸に九州発のドローン産業育成にも貢献

XNXRND�'�&��+3ेॉਬ৷(پ
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　当コンソーシアムは Fukuoka DC（福岡地域戦略推進協議会）を本部とし、2016 年 9月に設立、現在のメンバーは
㈱トルビズオン、西日本高速道路㈱（NEXCO西日本）、九州通信ネットワーク㈱（QTNet）、麻生商事㈱、FASエコエ
ナジー㈱、DJI Japan ㈱、㈱オプティム、国際航業㈱、計測検査㈱の 9社から成ります。
　団体の目的は大きく分けて、以下の二つです。

①実証実験の実施及び事業化
②防災・減災体制の構築

　①は法規制の緩和も視野にいれた実証実験であり、グローバル創業特区である福岡市の支援を得ながら、ドローンに
関連する規制緩和を対象に活動しています。具体的な実証実験としては、トルビズオンとQTNet との間で、省電力無
線 LoRaWANの新技術とドローンを組み合わせたソリューションの企画を行い、これを実験しました。なお、実施にあ
たっては総務省総合通信局とやりとりをするなどし、コンプライアンスを守りながら取り組みました。

　②は、熊本地震をきっかけとしてスタートしました。地震などの災害発生時に、地域社会からの要請のもと、地場の
インフラ企業からドローンオペレーターの応援派遣を可能とする体制を構築するというものです。具体例としては、
NEXCO西日本グループがトルビズオンのドローン教育プログラムを受け、社内でオペレーターを積極的に養成し始め
ています。参加ユーザからは、「今後は震災時のインフラ復旧のためにドローンを積極的に活用していきたい」という
声も出ています。コンソーシアム参画事業者にドローンオペレーターが育てば、各企業の強みを活かした連携体制も今
後構築されていくことが予想されます。

４．今後の展望

　以上のように、世界の技術を絶えず導入しながら、地域のインフラ企業と強い結びつきを構築し、「本当に使えるドロー
ンオペレーター」を九州に実装するのがトルビズオンの狙いです。最近流行りのドローン教習所では、都内の閉じられ
た空間で画一的なトレーニングを実施するところも多く、現場では使えないペーパードライバーを量産しています。し
かし同社のプログラムDoMACでは、フィールドトレーニングを重視し、クライアント企業とともに二人三脚でオリジ
ナルのドローンオペレーションを開発していきます。
　一度作れば、これらのオペレーションを業界のスタンダードにすることも可能であり、自動操縦などとも組み合わせ
ればシステム・プラットホームへの展開を実現できます。このように、同社は九州だからこそ可能な「強み」を活かし
ながら、ドローンの社会実装を進めていく予定です。

㈱トルビズオンの強みと目指す未来

129



1. 会社概要

COMPANY INFORMATION

２．IoTNEWS代表の紹介

小泉 耕二
　1973 年生まれ、大阪大学基礎工学部を卒業後、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）やCap 
Gemini Ernst & Young（現クニエ）、テックファーム株式会社などを経て、株式会社アールジーンを創業、現在に至る。
　著作に、「2時間でわかる　図解 IoT ビジネス入門（あさ出版）」がある。
　雑誌・新聞への寄稿やテレビ出演、各種イベント、プライベートセミナーでの登壇も行っている。

/
/
/
/
/
/

/

社 名

所 在 地

代 表 取 締 役

資 本 金

取 引 先

事 業 概 要

株式会社アールジーン

〒 150-0002 渋谷区渋谷 1-6-4 the Neat 青山ビル　5F

小泉 耕二

10,000,000 円

株式会社アド・キャブレター、イオンマーケティング株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、

株式会社エム･フィールド、株式会社オズ、株式会社オレンジページ、生活共同組合コープさっぽろ、

株式会社ぐるなび、ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社、株式会社電通、株式会社徳間

書店、株式会社毎日コミュニケーションズ、株式会社マガボン、ヤフー株式会社、株式会社よしも

とクリエイティブ・エージェンシー、株式会社よみうりランド、ライオン株式会社、株式会社ロッ

キング・オン・ホールディングス　他多数

2005 年 10月創業　様々な企業の戦略や、インターネットビジネスの立ち上げ、IoT ビジネスの立

ち上げに関するコンサルティング事業及び、IoTNEWSを通したメディア事業を行っている。

①株式会社アールジーン（東京）
http://www.r-gene.co. jp/

「IoTNEWS」

IoT CASE STUDY

代表取締役社長
小泉 耕二 様

9）IoT 関連情報サイト
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URL　https://iotnews.jp/

３．IoTNEWSの理念　

４．IoTNEWSの掲載内容

５．IoTNEWSサイト（一部）

　「イマジネーションをかきたて、仲間づくりを促進する」をテーマに、具体的にモノやサービスを作っている企業を
取材し、IoT を自社の事業に取り込みたいと考える企業のために知恵の提供を行っています。
　単純に IoT といっても、モノをインターネットにつなげば良いということではありません。センサーの低価格化や、
省電力化、クラウドサービスの発展や機械学習などのAI 関連技術の向上などからみた技術的進歩から見ると必然とい
えます。
　一方で、少子高齢化に代表される、労働力不足の問題や、グローバリゼーション、イノベーティブな製品やサービス
が望まれる中、多くの情報の中から必要な知見を得ることは簡単ではありません。
　そこで、IoTNEWSは、世界に点在する多くの情報の中から、事業に役立つ情報を集め、独自の分析のもと、知恵を
提供しています。

　IoTNEWSでは大きく、「ニュース」「インタビュー・レポート」「IoT をゼロベースで考える（オピニオン）」「イベン
ト情報」に分かれます。
　ニュースは、様々な情報をいろいろなところから集めなくてもよいように、様々なニュースソースをキュレーション
しています。
　インタビューは、IoT 関連商品やサービスを作った当事者を取材し、なぜそれが必要であったのか？何ができるのか？
今後どう考えているのか？という観点を中心に紐解くことで、他社のサービスでも参考になる情報を発信しています。
　レポートは、各種イベントなどを取材したことを独自の知見を交えてレポートしています。
　IoT をゼロベースで考えるには、多くの情報をゼロベースで整理した上で、概念化し、知恵のレベルに高めていきます。
　これらの内容を、「AI」「製造」「店舗・オフィス」「スマートホーム」「スマートシティー」「コネクテッドカー」「ドロー
ン」「ロボット」「要素技術」「セキュリティ」「キャリア」と幾つかのカテゴリに分けて情報を提供することで、過去の
情報へのアクセシビリティも考慮しています。
　特に、インタビュー記事は、有名企業の方から、スタートアップまで幅広く取材をしています。
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4. IoT の要素技術

Internet of Things

１）IoTの階層構造

　

① ４階層の役割

　IoTを活用した仕組みを考える際には、「デバイス」「ネットワーク」「クラウド」の大きく３つの階層に分けて示さ
れることが多いですが、ここでは、「クラウド」の部分をさらに「IoTプラットフォーム」と「アプリケーション」の２
つに分けた、４階層で説明します。

�,R7�भమಽଡୗقਃચશীథقكك
ল๕؟ाङऺਓ৹ਪَ,R7ق,QWHUQHW�RI�7KLQJVكभਠ૾धனُाङऺੲਾଢ଼ेॉ

◆ センサ
　IoT におけるセンサは、IoT デバイスの内部や周囲の様々な物理的・化学的な特性(温 度、湿度、加速度、位置、pH
など)をデジタル化・データ化するための装置で、計測 対象とする状態や必要な精度に応じて多種多様なセンサが利用さ
れます。
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Internet of Things

　

◆ ネットワーク
　センサが収集したデータをインターネットに送信するための機能を提供する通信・ネ ットワークで、無線、固定の
 2 つに分類されます。
　無線ネットワークでは、RFID(数 mm～数 m)、Zigbee(30m 程度)、Bluetooth(数 m～100m)などの短距離向けの WPA
N12、 Wi-Fi がデファクトスタンダードとなっている中距離向け WLAN、通信キャリアの 2G/3G/4G 回線を利用した
長距離向け WWAN14、固定ネットワークでは ADSL、FTTH や 電力線を用いた PLCがあり、通信距離、通信速度、
消費電力などの各通信規格の特性に 応じて使い分けがなされています。

◆ IoT プラットフォーム
　IoT プラットフォームは、1)IoT デバイスのネットワーク接続等に関わる「コネクティビティ・プラットフォーム」 
2)データ収集・処理等に関わる「サービスプラットフォーム」の大きく 2 つに分けられます。

◆ アプリケーション
　IoT のシステム構成におけるアプリケーションは、製造業、ヘルスケア、エネルギー、 自動車、金融、小売等、各
産業や用途に応じた固有の機能を提供するものです。
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表　対象物によるセンサー分類

２）センサー

　まずは、センサーに関して説明します。
　センサーの種類を読み取る対象物で分類した表を以下に示します。

লன؟,R7पઞॎोॊ७থ१شभரథधঅ४ॿ५॑েाলघણ৷হ

KWWS���VPDUWKRS�RNL�FRP�FRQWHQWV������������KWPO
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本事例集で使われているセンサーは、以下のとおりです。
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「直接通信方式」
　IoTデバイスそのものが直接インターネットに接続する方式です。
　通信するのに1台のIoTデバイスを用意すればよく、TCPやUDPを使って開発できます。
　固定回線や3G/4Gの回線を利用するが、費用面を考えれば、3G回線を利用するのが現実的です。
　次に挙げる「デバイスゲートウェイ方式」に比べ、費用と消費電力は不利ですが、カバーする範囲が広いことが利点
です。

「デバイスゲートウェイ方式」
　IoTデバイスには必要最低限のセンサーなどの機能を載せ、消費電力の少ない通信方式を採用するのがデバイスゲート
ウェイ方式です。
　モノとして利用するIoTデバイスは、インターネットへのゲートウェイとなる機器とIPを使わずに、BluetoothやZigBee
などで接続して通信します。
　　

３）ネットワーク

　次に、ネットワークに関して説明します。
　「Inetrnet of Things」と言われる通り、センサデバイスにて読み取った情報をインターネット経由で収集しますが、
IoTデバイスとインターネットとの接続方法には、「直接通信方式」と「デバイスゲートウェイ方式」があります。
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① M2M無線通信規格

�ਏऩۂڮۂ૮ৢਦૠત
ল๕؟ाङऺਓ৹ਪَ,R7ق,QWHUQHW�RI�7KLQJVكभਠ૾धனُाङऺੲਾଢ଼ेॉ

　以下に、主なM2M無線通信規格を一覧します。 WWANは直接インターネットに接続される「直接通信方式」、
WPANとWLANはIoTゲートウェイ経由でインターネットに接続される「デバイスゲートウェイ方式」です。

② WPN通信規格の比較（Zigbee,Z-Wave,Bluetooth）

　WPNでよく使われているZigbee、Z-Wave、Bluetoothの特徴を記載します。

　◆ Zigbee
　　ZigBeeはスリープ時の待機電力がとても小さく、また復帰時間も非常に短いことから、ある一定間隔を空けてデー
　タ送信を行うような無線システムや最大65,536台同時接続が可能なネットワーク容量を活かして、複数のセンサー情
　報を同時に収集するようなシステムに向きます。

　◆ Z-Wave
　　低電力、長時間運用を要求する装置のために設計された低電力RF通信技術で、照明コントローラやさまざまなセン
　サなどホームオートメーション製品向けに設計されています。通信は、最大100kbit/sの小さなデータパケット通信、
　信頼性が高く、低レイテンシに最適化されています。また、使用する周波数帯は920Mhz帯のため、無線LANや電子　
　レンジなどとの干渉もなく、障害物などを回り込むため通信し易いです。

　◆ Bluetooth
　　Bluetooth機器を流用できる点が最大の特徴で、通信相手機器としてスマートフォンやPC、携帯電話を利用するの　
　であればアプリケーション開発だけで済みます。
　　また、通信距離の長さや干渉への強さは、より正確なデータ通信が必要となる、計測データや各種センサー情報の
　無線通信に向いており、Bluetoothの周波数ホッピング方式は周囲の無線機器へ与える影響も小さくなることから、各
　種無線機器が混在するような環境でのデータ通信に優位性を発揮します。
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③ LPWA通信規格の比較

ؙমदোੋाؚোऋৄऽोॊऩ/3:$ૠત
ল๕؟াॸঞ॥গॽॣش३ঙথ����ফ��াಀऊैગౣૐभअइૡൗ

　BluetoothやZigbeeの電波は遠くまで飛ばない、Wi-Fiは消費電力が大きい、3G/LTEはコストが高い、という問題が
あり、近年は、LPWA（Low Power Wide Area）に注目が集まっています。
　LPWAは、通信速度は100bps～数10kbpsと、3G/LTEと比較すると非常に遅いですが、低コスト、省電力、広範囲の
エリアをカバーできます。
　中でも注目は、SIGFOX、LoRaWAN、NB-IoTです。

SIGFOX、LoRaWAN、NB-IoTそれぞれの特徴を記載します。

・破格の安さとグローバル展開力があります
・1日2回通信するデバイスが100万台以上あれば、1回線あたりの通信料金は年100円です
・日本を含む25カ国の主要都市で同一のネットワークとクラウドを利用できます
・通信速度は100bpsのみで、データの流れはデバイス側からクラウドへのアップロードだけです

◆ SIGFOX

・Wi-Fiのように必要な場所に自由にネットワークを構築できます
・仕様は、約400社が参加するLoRaアライアンスでオープンに策定されています
・日本ではまだ、LoRaWANのネットワークを広範なエリアで敷設し、月額課金などでサービス提供する事業者は
　ありません

◆ LoRaWAN

・モバイルキャリアがすでに有するLTEの基地局をベースにネットワークを展開するため、早期に全国規模でカバ
　ーできるポテンシャルがあります

◆ NB-IoT
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ؙমदன৫ऋৄऽोॊ/3:$भ�্ૄभ१شঅ५ॖওش४

ল๕6&&.؟ৱમ॑ुधपਛ

④ 広域、狭域の違いによる方式選択

どのネットワークを選択するかが運用において重要になります。

◆ 広い範囲をカバーしなければならない場合　
　直接通信方式の3Gを利用するのが、一番、手軽にできるのではないでしょうか。
　この場合、デバイスに3G通信モジュールを組み込み、通信キャリアのSIMを挿入して通信します。通信キャリアは
MVNO事業者からIoT向けのサービスが提供されています。中でもIoTに特化したMVNO事業者であるソラコムの
SORACOM Airは非常に低価格で提供されており、利用数を増やしています。
　デバイスゲートウェイ方式にする場合は、通信を中継するアクセスポイントを多数設置する必要があり、特に屋外
であれば、ネットワークの構築は難しくなります。

◆ 狭い範囲でよい場合
　低デバイスゲートウェイ方式を利用することで、通信方式は、環境を考慮して最適なものを選択することになりま
す。
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・IoTデバイスから、ネットワークを通してデータを収集し、蓄積する
・ 蓄積したデータを解析、分析する
・ 分析した結果、アクション（表示、他システム連携など）を行う

　　

４）IoTプラットフォーム

　中小企業がIoT事業に取り組む際には、より簡単に、低価格でサービス構築ができることがポイントなります。
IoTによるサービスを考える場合、流れとしては、以下となります。

　https://www.microsoft.com/ja-jp/cloud-platform/products-Microsoft-Azure-IoT-Service.aspx

　IoTプラットフォームとして必要な以下のコンポーネントが、一通り準備されています。　　
　　・データ収集
　　・データ加工
　　・データ保管
　　・データ分析
　　・デバイス制御

　リモート監視や資産管理、予兆保守といった汎用的な IoT シナリオを実現する事前構成済みのソリューションが
利用可能です。

　＜サービスの一覧＞
　　・IoT Hub
　　　　　接続、監視、制御 何百万件もの IoT 資産

　　・Notification Hub
　　　　　迅速にメッセージを送信する スケーラブルなプッシュ通知エンジン

　　・Machine Learning
　　　　　強力なクラウド ベースの予測 分析ツール

　　・PowerBI
　　　　　データをリッチな視覚表現に変換

　　・Stream Analytics
　　　　　何百万台もの IoT デバイスからの データ ストリームをリアルタイムで処理

① 代表的なIoTプラットフォーム

　◆ Azure IoT Suite （マイクロソフト）

　この流れを個別に開発することは、費用面、タイムリーな提供という観点からも、現実的ではありません。現在、
様々な企業から、IoTにてサービスを提供する企業向けに、この流れを簡単に利用できることを目的にIoTプラ
ットフォームといわれるサービスがクラウドサービスとして提供されています。このプラットフォームサービスを利
用することで、タイムリーに、しかも高付加価値な機能を加えてIoTサービスを提供することが出来ます。
　しかし、IoTプラットフォームは、非常に多くのサービスが存在していること、また、サポートしている範囲や
デバイスがさまざまであることから、利用しようと思っても、どれを使っていいのかわからないのが現状です。
　そのため、中小企業で参考となる、利用しやすいIoTプラットフォームをいくつか紹介します。
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https://developer.android.com/things/index.html
　・Android APIやグーグルのサービスを利用して、IoTのためのスマートデバイスを短時間で構築できるプラットフォ
　　ーム

　・アンドロイドベースのIoTプラットフォーム「Brillo」に、Android Studio、Android SDK、Google Playのサービス
　　Googleクラウドなどを統合

　・同社の IoTコミュニケーション・プラットフォームである「Weave」のサポートも近く実現する予定

　・対応済みハードウェアとしては、Intel Edison、NXP Pico、Raspberry Pi 3などが、Android Thingsを利用可能
　　で、他メーカーも支持を表明

　◆ AndroidThings（Google）

　◆ AWS IoT（Amazon Web Services）

https://aws.amazon.com/jp/iot/

　AWSのリソース、特徴を使ってIoTデバイスからデータをAWSクラウドにつなぐ部分、デバイスの管理の部分を
セキュアにつなぐ手助けをするサービスです。
　特徴は以下の通りです。

　・AWS IoT デバイス SDK
　　　　ハードウェアデバイスやモバイルアプリケーションを簡単に、すばやく接続できるようサポートする SDK

　・デバイスゲートウェイ
　　　　デバイスと AWS IoT との間の安全かつ効率的な通信を実現

　・認証と認可
　　　　接続するすべてのポイントでの相互認証と暗号化を提供

　・レジストリ
　　　　デバイスの ID が確定され、デバイスの属性や機能といったメタデータを追跡可能

　・デバイスのシャドウ
　　　　永続的な仮想バージョンを作成可能

　・ルールエンジン
　　　　インフラストラクチャの管理を一切必要とせずに、接続されたデバイスによって生成されるデータを収集し、処理し、分析し、

　　　　データに基づいたアクションを実行するアプリケーションを構築することが可能

　接続されたデバイスのローカルのコンピューティング、メッセージング、およびデータキャッシュを安全な方法
で実行できるようにするソフトウェアである AWS Greengrass、 Amazon Dash Button ハードウェアをベースに
したプログラミング可能なボタンである AWS IoT ボタンも準備されています。
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　◆ SORACOM　（ソラコム）

　◆ myThings Developers（Yahoo! JAPAN）

　myThingsプラットフォームを活用し、事業者や個人開発者が独自のサービスを生み出すことのできるツール
です。
　myThingsは、さまざまなウェブサービス・IoTプロダクトを繋げる、IoT時代のサービスプラットフォームです。

＜特徴＞
　・様々なサービスのAPIの仕様の把握、利用申請が不要です。
　・myThingsプラットフォームを利用するだけで40種類以上のサービスやIoTデバイスとリンクできます。
　　（2016年12月現在）
　・新たに作成したサービスを一般公開し、多くの人に利用してもらう事ができます。

＜活用例＞
　・家の中の多様なデバイスと、地域情報を組み合わせたサービス。例えば、マンションでお天気情報を伝える
　　ドアモニターを設置し、居住者の生活をサポート
　・プロダクトのボタンを押すことで、登録しておいた商品を自動でLOHACOのカートへ
　・選択した地域の防災情報をプロダクトがお知らせ

　IoT プラットフォーム SORACOM は、 MVNO としてデータ通信 SIM を提供しています。
　モバイル通信とクラウドを一貫して提供しています。

　＜提供しているサービス＞

　　・Air
　　　　　SORACOM Air は、IoT デバイス向けデータ通信 SIM "Air SIM" を提供し、Web コンソール/API で一元管理/監視を提供

　　　　　するサービス

　　・Air LoRaWAN
　　　　　LoRaWAN を使用した IoT 向けのデータ通信を提供するサービス

　　・Beam
　　　　　IoT デバイスにかかる暗号化等の高負荷処理や接続先の設定を、クラウドにオフロードできるサービス

　　・Canal
　　　　　Amazon Web Services(AWS)上に構築したお客様の仮想プライベートクラウド環境と SORACOM プラットフォームを直接

　　　　　接続するプライベート接続サービス

　　・Direct
　　　　　SORACOMからAmazon Web Services (以下、AWS) 外部のお客様のシステムを専用線で接続するサービス

　　・Door
　　　　　SORACOM からお客様のシステムを仮想専用線で接続するサービス

　　・Endorse (PublicBeta:PB)
　　　　　Air SIM を使用しているデバイスに対して、SORACOM が認証プロバイダーとしてデバイスを認証するサービス

　　・Funnel (PB)
　　　　　デバイスからのデータを特定のクラウドサービスに直接転送するクラウドリソースアダプター

　　・Gate (PB)
　　　　　SORACOM Air で接続された IoT デバイスとのデバイス LAN 接続サービスを提供するサービス

　　・Harvest (PB)
　　　　　IoTデバイスからのデータを収集、蓄積するサービス
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　モノとネットワークでデータを送受信するための通信環境、データの保存や処理に必要なシステムを一体で提供
するIoTのプラットフォームです。
　モノに組み込むための「さくらの通信モジュール」と同社のデータセンターを、安全性を確保するためのLTE閉域網
で接続し、ストレージ、データベースなどのバックエンドシステム、外部のクラウドやアプリケーションサービスと
API連携システムを一体型で統合的に提供しています。

＜以下のサービスと連携可能＞

　・Bluemix　（日本アイ・ビー・エム株式会社）
　・AWS IoT　（アマゾン ウェブ サービス）
　・myThings　（Yahoo! JAPAN）
　・Milkcocoa　（株式会社ウフル）
　・BOT TREE for IoT　（株式会社ZEALS）

http://www.kccs.co. jp/sigfox/index.html

　・LPWA*の代表格ソリューション
　　　LPWA（Low Power Wide Area、省電力広域ネットワーク）センサや各種データ測定に適した
　　無線通信技術の総称。低消費電力かつ長距離伝送を可能とするため、注目・期待されている。

　・IoTにおいて課題となっていた通信コスト・電源供給・カバーエリアを解決
　　　1年間の1回線（デバイス）当たりの通信費用は100円レベルから用意
　　　低消費電力であり電池で約5年間運用が可能
　　　2020年に人口カバー率95%以上を予定

　・「通信速度100bps」「上りのみ」のデータ収集用に特化したネットワーク

　・対応するモジュールやクラウドサービスはSIGFOX準拠の各社から提供

　◆ さくらの IoT Platform（さくらインターネット）

　◆ SIGFOX（京セラコミュニケーションシステム）
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http://iot .ni f ty.com/iot-platform/

　ニフティクラウドのシステムプラットフォーム上に、IoTで必要となるさまざまなパーツが用意されています。
　モノから得たデータによりビジネスプロセスを自動化し効率性を向上させたり、データ分析をマーケティングに生
かし、収益拡大につなげたりするなど、IoTを活用したビジネス革新に取り組む企業をシステム面から支援するクラウ
ドサービスです。

＜主なサービス＞

　・Device Hub：ニフティクラウド IoTデバイスハブ
　　　　デバイスのクラウド接続を容易にするニフティクラウドのIoTコンポーネント

　・Protocol：ニフティクラウド MQTT
　　　　IoT・M2M向けの「軽量」なメッセージ配信プロトコルである「MQTT」のブローカーサーバー部分をクラウドで提供

　・Machine Learning：ニフティクラウド Machine Learning
　　　　高度な専門性を必要とする機械学習における、「データの前処理」「モデル構築」「APIを用いたアプリ適用」を容易に実施

　・Visualization：ニフティクラウド Data Visualizer
　　　　IoTデバイスや業務システムなどから生み出されるビッグデータを「見える化」し、アクションの「自動化」につなげるクラウド型

　　　　BI（Business Intelligence）ツール

　・Script：ニフティクラウド スクリプト
　　　　クラウド上にJavaScriptで記述されたスクリプトを作成し、コントロールパネルやAPIからスクリプトの実行ができるサービス

　・Mobile Application：ニフティクラウド mobile backend
　　　　スマートフォンアプリでよく利用される汎用的な機能をクラウドから提供するサービス

　・Development：ニフティクラウド C4SA
　　　　ニフティが提供するアプリケーション開発プラットフォーム

　・Timer：ニフティクラウド タイマー
　　　　定期的なジョブを実行するのに必要なタイマー機能を提供するクラウドサービス

　・Computing：ニフティクラウド
　　　　国内有数のインターネットサービス「@nifty」を支えるインフラ基盤を、インターネットを通じて必要な時に必要な分だけ利用できる

　　　　パブリック型クラウドサービス

http://www-03.ibm.com/software/products/ja/internet-of- things-platform

　IoTデバイスからの価値創出をシンプルにする、クラウド・ベースのフルマネージド・サービスです。
　デバイスの登録、接続、制御、そしてIoTから得られたデータの迅速な視覚化と保管の機能が用意されています。
　BM Bluemixプラットフォームと組み合わせることで、単純でありながら強力な、アプリケーションによるデバイス
とデータへのアクセスが実現できます。
　分析アプリケーション、視覚化ダッシュボード、モバイル・アプリ、さらにはアプリケーションをスピーディーに
作成することが可能です。

＜主な機能＞

　・接続　　　モノを簡単に登録して接続可能
　・収集　　　モノからのデータを収集し、その時系列ビューを管理可能
　・組み立て　IBM Bluemixとともに使用すると、IoTのイベントを視覚的に組み立てて論理フローを作成可能
　・管理　　　高度な拡張性を備えたサービスで、接続とサブスクリプションを管理可能

　◆ Nifty Cloud IoT プラットフォーム　（ニフティ）

　◆ IBM Watson IoT Platform（IBM）

148



http://jp.fuj i tsu.com/solut ions/cloud/paas/iot-platform/

　人やモノからの多様なセンサーデータを収集・蓄積し、アプリケーションと連携したリアルタイムなイベント
処理を実行するIoT専用のプラットフォームサービスです。
　多様なデータ形式に対応するNoSQL-DBを採用し、豊富なクエリーやイベント処理を実行するAPIを提供して
います。

＜主な特徴＞
　・大量データの高速処理/パフォーマンス最適化
　　　　IoT Platformの「ダイナミックリソースコントローラー」機能により、センサーから収集した膨大なデータを安定してリアル

　　　　タイムに処理することが可能

　・多様なセンサーやデバイスに対応
　　　　従来のHTTP-RESTに加え、通信負荷やバッテリー消費の少ないIoT向けの軽量プロトコル「MQTT」を標準でサポートし、多様な

　　　　センサーやデバイスを活用可能

　・収集データを複数企業で安全に活用
　　　　専用ダッシュボードから、センサーデータのレコードへのアクセス権限を設定することが可能

　・ユビキタスウェア連携もサポート
　　　　IoTパッケージ「FUJITSU IoT Solution UBIQUITOUSWARE」（以下、ユビキタスウェア）のコアモジュールや、各種ミドルウェア

　　　　との連携機能を提供

https://www.intec.co. jp/service/detai l/iotplatform/

　社会システムに代表される今後のICTシステムに必要となる、人・物・環境に関する膨大なデータを受付け、
これらのデータからリアルタイムに外部世界の状態を検知し、状態に応じて必要とされる処理を実行できる
サービスAPIを提供するPaaSです。

＜主な機能＞
　・データ収集と蓄積
　　　　APIを利用することで簡単にデータを集めることが可能

　・リアルタイムのデータ処理
　　　　本プラットフォームでは収集しているデータに対してリアルタイムに処理を実行する事が可能

　・蓄積データの可視化や配信
　　　　収集・蓄積したデータはプラットフォームの管理画面よりグラフ化したり、データ配信用のAPIを利用して別のアプリケーションに

　　　　連携することが可能

http://www.kccs.co. jp/ict/mobile-pi l ina/

WiMAX 2＋・LTE・3G・PHSなどを適材適所に活用し、迅速かつコストを抑えてIoT / M2Mシステムを構築できる
ネットワークソリューションです。

＜各種ソリューションパッケージも準備 ＞
　・建設現場や公共インフラなどの映像監視システムを提供する「監視カメラパッケージ」
　・業務用車両、農場などの温度監視システムを提供する「温度監視パッケージ」
　・交通機関・駅や店舗などのデジタルコンテンツ配信システムを提供する「サイネージパッケージ」

　◆ FUJITSU Cloud Service K5 IoT Platform　（富士通）

　◆ IoT向け共通プラットフォーム（インテック）

　◆ IoT / M2M向けモバイル通信サービス「Pilina」（京セラコミュニケーションシステムKCCS）
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https://al lseenal l iance.org/opportunit ies/developers

　コネクテッドデバイス同士のスムーズな機器連携を実現するためのフレームワークです。

　　・家庭内にあるデバイスの情報をわざわざクラウドを経由してデータ活用するのではなく、近接した機器同士が
　　　連携することでサービスが提供可能

　　・メーカーや製品による違いを吸収し、IoT機器を相互に接続できる

　　・遠隔制御やクラウドサービスとの連携を実現するために、家庭の外のネットワークと接続する「AllJoynゲート
　　　ウェイ・エージェント」も用意

https://zonoff.com/

　コネクティッドホーム(スマートホーム)のプロダクトを開発するためのプラットフォームです。

　＜スマートホームに必要な以下のソフトウェアを包括的に提供＞
　　・IoTデバイスのソフトウェア
　　・IoTデバイスの管理を行うクラウドのソフトウェア
　　・データの解析を行うクラウドのソフトウェア
　　・IoTデバイスをコントロールするWebサービス
　　・モバイルアプリのソフトウェア

以下で、それぞれに関して、詳しく紹介します。

② メジャーなAzure IoT SuiteとAWS IoTの比較

Azure	  IoT	  Suite AWS	  IoT

デバイス用SDK .NetࠊCࠊNode.jsࠊJAVA CࠊNode.jsࠊArduino

プロトコル HTTP,AMQP,MQTT HTTP,MQTT

クラウド側入口 IoTHub DeviceGateway

メッセージ処理 Stream	  Analy cs Rules	  Engine

バックエンド Azure	  SQL	  DatabaseࠊAzure	  

Storage
Amazon	  DynamoDBࠊAmazon	  S3

データ解析＆ビュー AzureMLࠊHDInsightࠊ
PowerBI

Amazon	  Machine	  LearningࠊAmazon

EMRࠊAmazon QuickSight

　◆ AllJoyn（Allseen Alianse OSS）

　◆ Zonoff（Zonoff, Inc.）
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◆ Azure IoT Suite
　
　　・「Azure IoT Suite」は、各種 Azureサービスを組み合わせて、一般的な IoTシナリオを構築済み IoTプラット
　　　フォームとして提供されています。
　　・デフォルトでは、「エンジンの障害予測」と「湿度の計測」が提供されており、デバイスを変更したり、取得
　　　する情報を変更することで、オリジナルの IoTプラットフォームを作成できます。
　　・構成図を以下に示します。

左図は「予測的なメンテナンス」を選択、上は「リモート監
視」を選択した場合です。

・デフォルトで準備されているソリューション

それぞれを選択すると、数分でソリューションに
必要なサービスが作成、連携され、すぐにアプリ
ケーションを利用できます。
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◆ AWS IoT
　
　・「AWS IoT」は、Amazon IoT リソースのすべてにアクセスして管理するためのウェブベースのインターフェ
　　イスである「AWS マネジメントコンソール」からすべてが始まります。
　・プログラムから AWS IoT へのアクセスは、AWS CLI と AWS SDK にて有効化し、ハードウェアデバイス、
　　センサー、モバイルアプリケーション、モノを接続するには、AWS IoT デバイス SDK を使用します。
　・構成図を以下に示します。

　できたソリューションを自社のアプリケーションにカスタマイズする方法は、以下を参考にして学習することが
できます。

https://www.microsoft .com/ja- jp/cloud-platform/products-Microsoft-Azure- IoT-Service.aspx

　・Azure IoT Suite 自習書シリーズ 初級編 ‒ リモート監視の事前構成済みソリューションの資料
　・IoT ハンズオン トレーニング
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　モノの作成、証明書の関連付け、メッセージの発行、およびアクションの定義を AWS マネジメントコンソールを使
用して簡単に、安全に実行できます。

◆ AWS マネジメントコンソール
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５）アプリケーション

　４番目のアプリケーションが、実際に利用者が使う部分であり、「センサー」「ネットワーク」「IoTプラットフォ
ーム」を活用して集められた情報を確認し、分析結果をもとに様々な判断を行うこととなります。
　通常は、事業者が必要とする機能を独自に開発することになるが、データ分析や分析結果の表示などの簡易化するた
めのサービスもIoTプラットフォームに含まれていることが多いため、出来る限りそれらを活用するのが望ましいです。
　また、Azure IoTプラットフォームなどで準備されているソリューションで、必要な機能と近いものがあれば、それを
ベースにすることもできます。

　・データ分析の方法としては、データの中から特定のデータを抽出して活用する場合と、大量のデータからある特徴
　　を抽出し、その特徴と合致すると思われるものを選ぶような場合が考えられます。

　・前者では、処理速度が重要になりますが、後者では処理速度と合わせて、特徴を抽出することや合致するものを解
　　析する処理がより重要になります。

　・以下に代表的な大量データ処理を行うサービスを一覧します。

① データ分析

サービス名 特　徴

Azure HDInsight クラウドによって機能強化されたHadoop ディストリビューションで、
エンタープライズ向けの大規模データ分散処理サービスを提供

Amazon EMR
管理された Hadoop フレームワークが提供され、動的にスケーリング
可能な Amazon EC2 インスタンスで大量のデータを、簡単、高速、
高コスト効率な方法で処理可能

Google Cloud Dataproc Apache Hadoop、Apache Spark、Apache Pig、Apache Hive のサービス
であり、これを使って大きいデータセットを低コストで簡単に処理可能

IBM Bluemix
Analytics for Hadoop

ビッグデータ・セットの分析アプリケーションを開発するための使い
やすいインターフェースを備えた、Hadoop ベースのクラスターを提供
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　後者に関して、特徴を抽出し、合致しているかどうかを判断させるためには、機械学習（Machine Learning）を活
用するのが一般的になってきましたが、自分たちで機械学習をさせるプログラムを開発するのは非常に大変なことです。
　IoTプラットフォームには、この機械学習をさせるプログラムが予めサービスとして準備されているものもあります。
以下に代表的な機械学習を行うサービスを一覧します。

　その他に、BIサービスも準備されており、分析結果を簡単にグラフ表示する機能も備えているものが多くあります。
ダッシュボード機能により、多くの情報を一度に可視化することもできます。
　以下に、代表的なBIサービスを一覧します。

② BIサービス

サービス名 特　徴

サービス名 特　徴

AzureML データ分析だけでなく、画像や音声の解析も可能

Azure PowerBI

Amazon QuickSight

Google Data Studio

Watson Analytics

AmazonML Amazon の既存のサービスとの連携が可能

Google Prediction API Google Cloud Platform との連携が可能

IBM Bluemix Watson 人工知能Watson の一般開発者向けサービス

データを分析し、洞察を共有するビジネス分析ツール。 ダッシュボードを使
うことで、どのデバイスからでも、リアルタイムで更新される重要な指標を 
1 か所で確認できるので、ビジネス ユーザーはビジネスの全体像をすぐに把
握することができる。

高速なクラウド BI サービス。簡単に情報を可視化する事が出来、アドホッ
ク分析を実行して素早くデータから気付きを得る助けとなる。Amazon 
QuickSight を使う事でシームレスに AWSのデータソースと連携し、組織内
のユーザーに情報を展開する事ができる。

様々なデータを 1つのダッシュボードで可視化・分析できる無料ツールで、
操作はパワーポイントやGoogle Slide と同じ感覚で可能。

自分でデータからパターンや意味を素早く見つけるために使用できる、デー
タの分析と視覚化のためのスマートなサービス。ガイド付きデータの検出、
自動化された予測分析、自然言語対話などのコグニティブ機能により、人間
と会話するようにデータと対話して、自分が理解できる回答を得ることが可能。
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③ 可視化ツール

　データの可視化としてはBIサービスにグラフ化やダッシュボードの仕組みが準備されているためそれを利用すること
も出来ますが、可視化に特化したサービスもあり、BIサービスに標準に備わっている機能よりも高い機能を備えたサー
ビスも存在します。
　以下の２つが代表的なサービスです。

◆ Kibana
https://www.elast ic.co/jp/products/kibana

　Elastic社が提供するログデータ解析/可視化ツールです。

　　・基本的に、リアルタイム検索エンジン「Elasticsearch」とセットで使われる。Elasticsearchの検索機能を活用
　　　し、時系列/属性別にデータを切り出して、表/グラフ形式で、グラフィカルで分かりやすい表示が出来る。リア
　　　ルタイム分析も可能で、パワフルなログ解析機能を提供。
　　・Amazon IoTには、Kibanaを組み込んだ「Amazon Elasticsearch Service」が準備されている。

Kibanaの画面

◆ Tableau
https://www.tableau.com/

　データを視覚的に理解できるよう支援するツールです。

　　・高速分析と超高速処理ビジネスインテリジェンスを実現し、視覚化、ダッシュボードの作成をノンプラミング
　　　で簡単に行うことが出来る。
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Tableauの画面

６）ピア・ツー・ピア接続

　最後に、メンテナンスのためにシェルにアクセスしたい場合やピアツーピアで接続したいという場合に利用できるサ
ービスを紹介します。
　IoTプラットフォームで紹介したソラコムから提供されている「SORACOM Gate」を使うことで、デバイスに割り振
るプライベート IP アドレスレンジを指定、もしくは、デバイスが使用している Air SIM の IMSI を指定して固定プライ
ベート IP アドレスを割り振ることで可能になります。
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5. Iot開発を容易にする技術

Internet of Things

　第４項で紹介されているようにIoTのサービス・製品のための技術は様々で揃ってきました。しかしながら、実際に
いざ始めようとするとどこから始めたらよいのか戸惑われることも多いかと考えます。
　そこでこの章ではIoT開発を始めるのに役立つ、容易に始めることのできる開発方法をご紹介します。

　ここでご紹介する技術の一部は福岡県内の企業、団体が提供するものです。

　・IoTに適した開発言語mrubyとIoTフレームワークPlato（プラトン）
　　　　SCSK九州（株）、九州工業大学、㈱ネットワーク応用通信研究所（NACL）まつもとゆきひろ様
　　　　有明高等専門学校

　・仮想IoTデバイス　MockMock
            Fusic㈱

　・機械学習ビッグデータ処理　MAGELLAN BLOCKS
            ㈱グルーブノーツ

　IoT開発はセンサーなどのデバイスを用い、それらをハードウェアに組み込みそこからのデータをサーバに送信すると
いう手法が一般的です。これらの開発には組み込み開発でよく使われるC言語などが用いられます。C言語は少ないメ
モリなどのリソースで動作する組み込み向けの言語で幅広く用いられています。ただしIT企業では一般的ではないかも
しれません。IoT開発を始めるのにまずC言語の習得から始めるというのではなかなか大変です。そこでmrubyをご紹介
します。mrubyはRubyというWeb系言語を組み込み開発でも使えるように小さいリソース
でも動作するように提要した言語です。
　mrubyは経済産業省のサポートを得て「平成22年度　地域イノベーション創出研究開発
事業」「軽量Rubyを用いた組込みプラットフォームの研究・開発」において2年の歳月を
かけて開発されました。
　Rubyそのものは1995年にまつもとゆきひろ氏が発表したオブジェクト指向言語です。まつもと氏はMatz（マツ）と
いう愛称で世界中で親しまれています。同様にRubyも世界で最も人気のあるプログラミング言語トップ10に選ばれる
ほど人気の高い言語です。
　Rubyの特長は書きやすく読みやすく、習得しやすいところにあります。書きやすい、すなわちコード量が少ないため、
生産性が高く（開発工数はJavaの1/5、コード数は1/2と言われていています）、さらにバグなどの不具合の軽減も期
待できます。
　このRubyの書きやすさそのままに組み込み開発で使えるようにしたのがmrubyです。mrubyはミニマムRubyの略です。
日本語名で軽量Rubyと呼ばれることもあります。mrubyは以下のような特徴を持っています。

◆ ISO, JIS規格のRubyに準ずる言語仕様 

　・本家Rubyと同様に使えます

１）開発言語mruby と IoT フレームワーク Plato（プラトン）

① mrubyの特徴
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　例）サーバに文字列を10回送信するコードの比較

　一見してmrubyの方がC言語に比べてコード数が少ないことが見ていただけると思います。
　この例ではTCP/IPで通信するためにTCPSocketというクラスを使用しています。RubyでTCPSocketを使用するため
にはrequire 'socket'｠を呼び出す必要がありますが、mrubyでは事前にライブラリを追加することでrequireなしで使用す
ることができます。また、rescueはRubyと同様に例外処理であり、簡潔に記述できます。

＜高い生産性＞

・短いコード
・簡潔な記述
・ポインタ操作なし
・メンテナンス性が高い

・コードが長くなりがち
・処理が複雑になりがち
・危険なポインタ操作
・メンテナンス性が低い

#include <stdio.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <string.h>

int main(void)
{
  int sock;
  int i;
  struct sockaddr_in svaddr;
  const char msg[] = "Hello!!";

  if ((sock = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP)) < 0) {
    puts("socket() failed.");
    return 1;
  }
  memset(&svaddr, 0, sizeof(svaddr));
  svaddr.sin_family = AF_INET;
  svaddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("192.168.1.1");
  svaddr.sin_port = htons(30000);
  if (connect(sock, (struct sockaddr*)&svaddr,
      sizeof(svaddr)) < 0) {
    puts("connect() failed.");
    exit(2);
  }

  for (i=0; i<10; i++) {
    if (send(sock, msg, strlen(msg), 0) != 
        strlen(msg)) {
      puts("send() failed.");
      exit(3);
    }
  }
close(sock);
  return 0;
}

begin
  sock = TCPSocket.open("192.168.1.1", 30000)
  10.times {
    sock.write("Hello!!")
  }
  sock.close
rescue => e
  p e
end

C言語
(35行)

MRUBY
(9行)

◆コンパクトな処理系「mrubyVM」 
　　 ・mrubyコンパイラが出力するバイトコードを実行 
　　 ・VMさえ動作すればどんな環境でも動作可能 Windows, Mac, Linux, ITRON, Android, iOS ... 
　　 ・Non-OSでも動作
◆C/C++言語との高い親和性 ‒ 組込みシステムの資産が再利用可能 ‒ アプリケーションにmrubyを組込み可能 
◆オープンソース　商用利用しやすいMITライセンスでソース公開の必要がありません
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　mrubyのインストールには以下のものが必要です。

　・Cコンパイラ（gcc推奨）
　・Bison（yacc上位互換のパーサジェネレータ）
　・Ruby（本家Ruby）

　Windowsユーザーならば、Cコンパイラは無償版のMicrosoft Visual Studio 2013 Expressが利用できます。
「Express2013 for windows desktop」をダウンロードしておきましょう。
　https://www.visualstudio.com/ja- jp/products/visual-studio-express-vs.aspx

mrubyは現在安定板としてmruby　v1.2.0デバッガ対応版が公開中（2017年3月現在）で、

「mrubyコミュニティー」と http://mruby.org
「軽量Rubyフォーラム」、http://forum.mruby.org
それに「GitHub] https://github.com/mruby/mruby
からダウンロード可能です。

◆インストールの仕方

Gitツールをインストールしていれば

$ git clone 　https://github.com/mruby/mruby.git

Zip形式でのインストラーも用意されていますのでそちらでもインストール可能です。

上記コマンドでmrubyディレクトリが作成されますのでmrubyディレクトリに移動して、makeを実行します。
$ cd mruby $ make

Visual Studioを利用するWindowsユーザーはVisual Studioツールから“開発者コマンドプロンプト for VS2013”を開
き、下記を実行します。

>ruby minirake.
　ビルドが完了すると下記の構成で作成されます。
bin/mrbc　　mrubyコンパイラ
bin/mruby　　mrubyインタプリタ
bin/mirb　　Interactive mruby
bin/mrdb　　mrubyデバッガ
build/host/lib/libmruby.a　　mrubyライブラリ

詳しくはMonoistに掲載されているmruby概論をごらんください。使い方など分かりやすく説明されています。
http://monoist .atmarkit .co. jp/mn/series/2056/

② mrubyを使ってみる　インストール
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　IoT開発にはセンサーなどのデバイス知識、ネットワーク、クラウドでのデータ蓄積、分析など様々なスキルが必要で
す。
　このフレームワークはIoT開発の最初の部分、センサーからの値を取ってネットワークにあげるまでをシナリオに沿っ
て答えていくことでmrubyのプラグラムコードを自動生成します。これによってIoT開発の取りかかりを素早く行え、製
品試作をすぐに始めることが可能です。
　Plato（プラトン）はNEDO助成事業「組込みシステムの高効率開発を可能とする開発 フレームワークの研究開発」に
て開発されました。(̃2017/2) (九州工業大学、有明工業高等専門学校、SCSK九州による産学連携プロジェクト) 

　・マイコンボードとシームレスに繋がる統合開発環境の提供 
　　　オープンソースで提供
　・組込み向けIoTセキュリティ機能の提供 
　　　ライセンス形式で提供
　・その他：オプションボード
　　　White-Tiger（右下写真）センサと通信モジュール搭載済み

◆ mrubyによるIoT製品開発の効率化 
　　　組込み向けデバイスクラスライブラリの提供 
　　　BLE、Wi-Fi、ZigBeeなど様々な通信方式にも対応 
　　　典型的なアプリケーションの雛形を自動生成 (Railsのように) 
　　　シミュレータによるPC上でのシミュレーション 

◆ 使えるセンサ、NWモジュール、I/O
　　　• 汎用IO  デジタル/アナログIO、UART、I2C、SPI 
　　　• センサ  温度、湿度、照度 
　　　• 通信デバイス 
 　• BLE 
 　• Wi-Fi 
 　• ZigBee
 　• Ethernet 
　　　これらのセンサと通信デバイスはWhite-Tigerに乗って
　　　いるものを使うと一段と容易に開発できます。
 　• ファイルシステム 
 　• RTC 

◆ Plato IDE （開発環境・エディター）
 　Visual Studio Codeベースの開発環境 (マルチ環境に対応) 
 　アプリ構成、使用ライブラリをGUIで指定 
 　アプリケーションのコンパイル 
 　アプリケーションのシミュレーション実行 
 　マイコンへのプログラム書き込み 

①“Plato”で提供しているもの

２）IoT　フレームワーク　Plato（プラトン）

ड़উ३ঙথشॻ�:KLWH�7LJHU
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　Platoのメニュー内容をご紹介します。

　Platoのメニューはシナリオに沿って答えていくだけで簡単にアプリが自動生成できる”シンプル”メニューと自分で
ライブラリなどの追加が行える”カスタム”メニューから成り立っています。　　

シンプルメニューを起動します。

各項目の説明です。

・アプリケーション名
　　作成するアプリの名称

・ターゲットボード
　　作成したアプリを動作させるマイコンボードを選択します。

現在の対応ボードは
　　・enzi(Manycolors社製　mrubyがそのまま動作するボード、福岡）
　　・Rasoberry Pi
　　・GR-PEACH 　ルネサス製ボード
　　・QSIP  富士通九州ネットワークネクノロジーズ

・オプションボード
　　White-Tigerはセンサなどが搭載されたボードです。

・アプリケーションタイプ
　　IoTでよく使われる内容を選べるようになっています。

・ネットワークデバイス
　　標準的な通信モジュールが利用可能です。

② Platoのメニュー構成について
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各項目の説明です。

・○秒周期でセンサ値を取得する
　センサから値を読み取る周期（間隔）を1秒単位で指定し
ます。

・トリガ条件 
　処理を実行するきっかけ（トリガ条件）を指定します。
　例では温度が30℃以上になった場合 を設定しています。
　温度、湿度、照度を様々な条件で組み合わせる事が可能
です。

・アクション
　トリガ条件が成立した時に実行する内容を指定します。 
例ではWhite-Tigerボードの8番ピン（enziボードのD8ピン）
がONになるように 「選んだポートをONする」を選択して
います。
　これは例えばトリガー条件になった場合にこのポートを
「ON」にすることでFANの電源を入れたりすることができ
ます。
　その他IFTTT(Webサービス）に連携したり、トリガーを
きっかけにサーバにデータを送ったり、後でコードを追加
できるようにテキストボックスも用意されています。

　またトリガー条件の発生中に何分か起きで実行できるよ
うなアクションも用意されています。

・Createボタンでプログラムが自動生成され
Visual Studio Codeがが立ち上がります。

　「センサ値をトリガにデータを処理する」を選択すると次のような設定画面になります。

◆「センサ値をトリガにデータを処理する」メニューついて
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各項目の説明です。

・○秒周期でセンサ値を取得する
　センサから値を読み取る周期（間隔）を1秒単位で指定し
ます。

・○分周期でデータを送信する
　各種センサから読み取ったデータをネットワークに送信
する周期（間隔）を１分単位で指定します。 

・送信データ
　送信するデータを指定します。 ここでは、温度、湿度、
照度それぞれの平均値を送信することにします。 以下の３
項目を順に選択して「追加」ボタンをクリックして下さい
 温度 ℃ の平均値
 湿度 ％ の平均値
 照度 lx の平均値
 
・アクション
　データ送信時に実行する内容を指定します。 無料で利用
可能なIoTサービス「IFTTT」やMAGELLAN BLOCKS
(グルーブノーツ社）のIoTボードにも接続可能です。 

右図はBlocks接続用の必要項目入力画面です。

・Createボタンでプログラムが自動生成され
Visual Studio Codeがが立ち上がります。 

「サーバにデータを送信する」を選択すると次のような設定画面になります。

◆「サーバにデータを送信する」メニューついて
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③ Platoの入手について

　Platoはオープンソース　ソフトウェアです。以下のサイトよりダウンロード可能です。

　http://plato.cl ick　　Plato専用サイト
　http://forum.mruby.org  NPO軽量Rubyフォーラム

　Platoのインストールに関しては各サイトの内容に従ってください。

　対応OS　
　　・Windows: Windows7,.8,10     *Vista以前は対応外
　　・Mac  OS X
　　・Linux

④ Platoの体験できるファブラボ

　Platoは福岡県内のファブラボにて実際に触ってその使いやすさを実感していただけます。

　各ファブラボでは以下の内容を体験いただけます。

　　・温度が30℃以上になったらUSB 扇風機を回す　M2M体験
　　・センサの値をインターネットに送信し、グラフ表示をする　IoT体験

　場所：
　　・FABBIT 小倉
　　　　福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14－3 あるあるCity 2号館3階
　　　　http://fabbit . in/

　　・タカハイノベーションパーク（飯塚）
　　　　http://www.t ipi izuka.com/
　　　　問い合わせ： 0948-80-5396（受付時間：平日9時～17時） 
　
　　・グルーブノーツ　福岡天神
　　　　福岡県福岡市中央区今泉1丁目19番22号天神CLASS 3F
　　　　http://www.groovenauts. jp/

　展示時間等、詳細については各ファブラボにお問い合わせください。
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　IoT開発においてWebアプリケーションの動作検証や負荷検証をする際、「デバイスが開発中で存在しない」「デバイ
スの大量確保が難しい」などの理由で思いどおりに作業が進まないことがあります。
　mockmockでは、クラウド上に仮想デバイス（mock）を作成し、サーバーに疑似データを送信します。
　実際のデバイスとは違い、短時間で作成可能で、数や動作も思いのままに操作できるのが特徴です。
　mockmockを利用することで、動作検証や負荷検証が手軽に実施できるようになり、開発効率の向上やシステムの信頼
性向上が見込めます。
　特に実際の運用時を想定した大規模なテストを仮想的に行えるメリットがあります。
　mockmockの開発にはmrubyが使われています。

　心拍数や呼吸数の遠隔監視を行うという仮想案件での設定例を示します。
　mockmockは通信機能のある仮想デバイスを作成するサービスです。送信されたデータの表示や蓄積にはクラウドサー
ビスの利用が便利です。ここでは、クラウドサービスであるAmazonWebServicesのIoTプラットフォーム「AWS IoT」
に向けて、HTTPS通信でデータを送ります。（なお、操作画面はβ版のものです。正式版リリースの際に変わる可能性
があります。2017.3現在）　
　
1.アカウント登録　
　mockmockのサイトよりアカウント登録をします。登録自体は無料です。無料利用枠も用意されています。
　https://mock-mock.com/ja

2.プロジェクト登録
　上記のWebサイトにログインし、プロジェクトを作ることでmockmockを使えます。例のように入力します。

３）疑似データで IoT 開発を加速するmockmock

① mockmockの使い方
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プロジェクト登録手続き
　AWS IoTに向けてデータを送る想定なので、AWS IoTで取得した証明書を設定します。

①***_certificate.pem.crtを設定

②***_private.pem.keyを設定

③root.pemを設定

3.グループ登録
　mockグループの登録をします。さらにこのグループで使うデータの雛形を作成します。

グループ名 : group01
データ送信先パス : /topics/[ID]
リクエストメソッド : POST
データ送信間隔 : 10

テンプレートを追加します
テンプレート名 : 例　template01
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詳細ボタンでデータタイプなどの追加を行います

ココをクリックで行追加

4.データテンプレートを編集して必要なデータを送れるようにします。

入力値例です
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5.バリュージェネレータを作成します。
　mockmockでは、バリュージェネレータによって時系列で変化する値を定義できます。現在はグラフによる定義のみで

すが、今後追加されていく予定です。

新規作成ボタン

上限・下限値など決定します
　　100/0/120

グラフは任意の形に
編集できます
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　mockmockは通信機能のある仮想デバイスです。データの表示や分析にはAWS IoTなどの利用をお勧めします。

　以下のブログにAWS IoTを使った例が有りますので参考にして下さい。

　http://dev.classmethod. jp/cloud/aws/introduce-of-mockmock-to-aws-iot/

6.mock（仮想デバイス）を作成します。

プロジェクトからグループを選びます

mock数を決定します。更新ボタンで設定が反映されます。

② mockmockデータの表示・蓄積について
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　BLOCKSは専門知識やプログラミング知識を必要としないで、Google Cloud Platform (GCP) で提供される各種サー
ビスを簡単に使えるようにしたものです。BLOCKSで提供されるサービスは以下の３つです。

　・IoTボード：様々なデバイスからデータを集める機能が実現できるサービス
　・MLボード：専門知識を必要とせずノンプログラミングで手軽に機械学習が利用できるサービス
　・BigDataボード：ノンプログラミングで、さまざまなデータを処理するシステムが構築・実行・運用できるサービス

　●BLOCKS利用にはGoogle Cloud Platformの登録が必須です。
　　https://www.magellanic-clouds.com/blocks/engineersblog/gcp/magellan-blocks-gcp-entry1/

　●BLOCKSの始め方
      各ボードの使い方が説明されています。
　　この項目の２で紹介されているIoTフレームワークPlatoを使ってセンサー値をIoTボードに送ることが可能です。
　　https://www.magellanic-clouds.com/blocks/guide/blocks/

４）機械学習・ビッグデータ処理　MAGELLAN BLOCKS( グルーブノーツ社）

　IoTデバイスからのデータをAWSクラウドに安全に送信し、AWSクラウド上の機能を使って収集・処理・分析・実行
することを容易に実現するクラウドサービス。AWSがもつ70以上のサービスと組み合わせることが可能です。
（サービスの概要は本レポートの４.IoTの要素技術を参照してください）

　AWS IoTを素早く始めるためのSDKやスターターキットが用意されています。

◆ AWS IoTデバイスSDK
　　Embedded CやJavaScript、Aruduino Yun, Python, Android, iOSを使ったSDKです。
　　ソース取得ができ、Developerガイドも豊富です。
　　https://aws.amazon.com/jp/iot/sdk/

◆ AWSスターターキット
　　マイコンボード、センサー、アクチュエーター、SDKと入門ガイドが含まれたキットです。
　　https://aws.amazon.com/jp/iot-platform/gett ing-started/#kits

　上記のEdisonスターターキットを利用して照度センサーのデータをAWSへ送信、AWS IoTでルールに基づいて
NoSQLデータベースDynamoDBへデータ保存、さらに閾値を下回った場合E-mailアラートを送信する仕組みのハンズ
オンが公開されています。
http://awsiot-handson-fundamentals. readthedocs. io/ja/latest/01.html

５）Iot インフラ構築を容易にする技術の紹介

① AWS IoT
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　IoT向けWebサービスで、概要は以下のとおりです。

　●IF This Then That 「もしコレになったらアレする」が実現できる無料サービス

　●This (コレ) と That (アレ) を「レシピ」として登録
　　様々なWebサービスを利用可能

　●iOS, Androidでも利用可能

　実際にIFTTTを使いGoogleドライブを利用してセンサーからのデータをグラフ表示する設定をご紹介します。
　フレームワークPlatoからIFTTTにデータを送ります。IFTTTは受け取ったデータをGoogleドライブに転送します。
　Googleドライブでは転送されたデータをスプレッドシートに保存し、グラフ表示します。

1. IFTTTのユーザ登録は必須ですのでまず登録を
　完了しておきます。

2. アプレットの新規作成をします。

3. レシピを登録します。
　 レシピとはIFTTTの用語で行いたい処理を指します。
　 Maker Webhooksを使います。
　 検索フィールドを使うと探しやすいです。

4. Maker Webhooksをクリックし、イベント名を入力し、トリガーを作成します。

5. 次にアクション（何をする）を登録します。

6. Googleへの接続を許可し、Google Driveの機能からスプレッド
　 シートの設定を選びます。

Google Driveを選びます。

② IFTTT（イフト）
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７. スプレッドシートの設定をし、アクションの作成を行います。

９. PlatoのIFTTT接続メニューを使います。

8. アクションが作成されます。
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③ Azure IoT Suite

　汎用的な IoT シナリオを実現するクラウド ベースの事前定義済みソリューションで、リモート監視や資産管理、予兆
保守といったシナリオが用意されています。
（サービスの概要は本レポートの４．IoTの要素技術を参照してください）

　特徴として
　・既存のデバイスや機器が利用できる。
　・拡張可能なIoTシナリオにより、すぐに開始できる

　Azure IoT 認定デバイスが紹介されています。
　　BeagleBone、Inrtel Edison, Rasoberry Piといった認定デバイスのリストです。
　　https://azure.microsoft .com/ja- jp/suites/iot-suite/

　実際の導入に関するチュートリアルが多く用意されています。

　・Internet of Things キット　ハンズオン　トレーニング
　　本物のセンサー搭載ハードウェア（.NET Micro Framework）やWindows 10 IoT Coreデバイスなどとクラウド
    （Microsoft Azure）で、ソフトウェアをVisual Studioで開発しながら、体系的に開発スキルを獲得
　　http://ms-iotki thol- jp.github. io/
　・Azure IoT Suite 自習書シリーズ初級編　ー　リモート監視の事前校正済みソリューション
　　https://www.microsoft .com/ja- jp/cloud-platform/products-Microsoft-Azure- IoT-Service.aspx
　・オンライン学習コンテンツ
　　http://ms-iotki thol- jp.github. io/LetsBegin.htm
　・事前構成済みソリューション利用チュートリアル
　　https://docs.microsoft .com/ja- jp/azure/iot-suite/iot-suite-getstarted-preconfigured-solut ions

④ IBM Bluemix

　BluemixはIBMのCloud FoundryをベースにしたPaaSです。開発環境と実行環境がクラウド上に用意されています。
対応している開発言語はJava, JavaScript, Swift, Ruby, Python, Perl, PHPなどで主だった開発言語はほとんど対応して
います。
　その上で使えるサービスは140種類以上、Watsonなども利用可能です。
　Bluemix開発者向けのDeveloperWorksが用意されています。そこではテーマ別のチュートリアルが用意されています。

　例として
　・IoTデバイスからGPSデータを取得して使用するPHPアプリを作成する
　・携帯電話をIoTデバイスに変身させる、など
　　https://www.ibm.com/developerworks/jp/bluemix/tutor ial .html

　料金体系など詳しい解説はこちら。
　　http://qi i ta.com/zuhito/items/86e7ad47d14937d3e9b6
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弁護士法人　ALAW＆GOODLOOP
弁護士　吉井 和明 様

6. IoT をめぐる現在の法的環境について

1　RFIDJOURNAL 2009.6.22 記事 <http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986>
2　デジタル大辞泉「IoT」
＜https://kotobank.jp/word/IoT-676428#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89＞
3　特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則 5条 2項 1号では、「インターネット・オブ・シングスの実現（インターネットに多様
かつ多数の物が接続され、及びそれらの物から送信され、又はそれらの物に送信される大量の情報の円滑な流通が国民生活及び経済
活動の基盤となる社会の実現をいう。）」と定義されている。また、平成 28年 12月成立した「官民データ活用推進法では、同法にお
ける「インターネット・オブ・シングス活用関連技術」について、「インターネットに多様かつ多数の物が接続されて、それらの物か
ら送信され、又はそれらの物に送信される大量の情報の活用に関する技術であって、当該情報の活用による付加価値の創出によって、
事業者の経営の能率及び生産性の向上、新たな事業の創出並びに就業の機会の増大をもたらし、もって国民生活の向上及び国民経済
の健全な発展に寄与するもの」と定義する ( 下線部は共通部分 )。間接的な定義であるが、参考となる。

　IoT（Internet of Things）は、1999 年当時、Procter & Gamble（P&G）にいたKevin Ashton が P&Gのサプライチェー
ン管理へRFID を活用することに関して使った言葉と言われている１。
  しかし、その後、この言葉は、「あらゆる物がインターネットを通じてつながることによって実現する新たなサービス、
ビジネスモデル、またはそれを可能とする要素技術の総称2」などと相当広い意味に用いられるようになっている3。
　このような状況は、当初バズワードと言われながら、今では用語として定着したクラウド・コンピューティングにも
似たようなところがある。もっとも、およそ物とインターネットがつながるものをすべて含むということであれば、そ
の意味は限りなく広がり、その範囲はクラウド・コンピューティングの比ではないかもしれない。そこで、IoT そのも
のについての法的環境整備や法的解釈はあまり意味を持たず、結局のところ、IoT の用途ごと、ケースごとに応じて、
法的問題点を分析したうえで、それぞれ解決するしかないということになる。
　もっとも、IoT 全体について、共通の要素は存在し、また、その用途をある程度のグループに分けた場合にも、グルー
プごとに共通の要素を抽出し得るとも考えられる。
　それらの要素の抽出、及び個別の要素に関して、既存の法律で対応できるのか、できるとすれば、どのように解釈し
ていくのか、できないとすれば、どのような法的環境を整えていくべきなのかが盛んに議論されているのが現状であり、
未だ流動的である。
　これらに関しては、各省庁での検討も数多く行われおり、本稿では、これらの検討を横断的に分析し、IoT をめぐる
現在の法的環境を浮き彫りにすることを目標としたい。

　IoT をめぐる法的環境を考える上で、そもそも、IoT における、どのような事象が問題となるかを検討する必要がある。

２）IoT の法的環境を考える上で考慮すべき事象について

１）はじめに

Internet of Things
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　これに関しては、IoT の仕組みに関して分解して考えると、大まかには、①IoT 端末に関して生ずるもの、②IoT 端末か
ら処理を行うサーバー等への通信に関して生ずるもの、③処理を行うサーバー等処理装置やサービスに関して生ずるもの
の３つに分けられるように思われる。
　このうち、①IoT 端末に関して生ずる問題としては、データのやり取りによる誤作動を含む、当該端末の物理的安全性
の問題、挙動などの悪用の問題、電波政策の問題、知的財産権の問題が挙げられる。なお、ここでの物理的安全性に関
しては、情報分野におけるセキュリティの思想だけでは通用せず、セーフティの考え方が必要であるとされる4。
　②通信に関して生ずる問題としては、情報セキュリティ（完全性、可用性、機密性）、通信の秘密、プライバシーの問
題が考えられる。
　③処理装置やサービスに関して生ずる問題としては、ビッグデータの問題としての情報処理や情報流通の問題、さら
にAI にまつわる問題も含まれ得る。
　なお、これ以外にも、利用の用途に応じて、各種業法などの取り締まり法規との抵触に関する問題が生じ得るし、シ
ステムの構築全体の問題として、システム開発における諸問題が生じ得る。

３）IoT 端末（Things）に関する法的環境について

　 IoT 端末の物理的安全性としては、IoT 端末自体の不具合によるもののほか、サービス側からのデータにおける不具
合により生じた誤作動も考えられる5。
　また、長期間使用されている IoT 端末に対して、何らかの外部からの攻撃が加えられ、これにより乗っ取られて踏み
台と化し、これにより、他の端末に攻撃が加えられ、あるいはデータを漏えいするなどと言ったことが考えられる6。
　加えて、データの残された端末や、データ通信可能な端末が安易に廃棄されたことにより、端末内の情報が漏えいす
るといったこともあり得るだろう7。
　このように、機器自体の安全性が問題となったことにより、IoT 端末メーカーや、システム・サービス事業者がユー
ザーに対して責任を負うことが想定されるほか、これらにより第三者に損害が生じた場合には、端末利用者自体が、そ
の管理者として、第三者に対して責任を取られる可能性もある。
　ここでの重要な点として、IoT において、Things の安全性は、Internet 側におけるセキュリティの考え方とは根本的
に異なっているということである。
　すなわち、Things の物理的な安全性においては、情報セキュリティにおけるベストエフォート、あるいはリスクマネー
ジメントのような考え方とは異なり、基本的にリスクを織り込んだ設計を行うようなことはできない。
　この点は、情報セキュリティの思考になれた Internet 側としては意識を転換し、Safety by Design の思想を取り入れ
ていく必要があるといえる。

① 端末自体の安全性

4　 内閣サイバーセキュリティーセンター「安全な IoT システムのためのセキュリティに関する一般的枠組」
＜http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/iot_framework2016.pdf＞では、「モノが接続されることから、IT と物理的システムが融
合したシステムとして捉える必要があり、同システムが提供するサービスには、従来の情報セキュリティの確保に加え、新たに安全
確保が重要となる。」としているが、同趣旨と捉えられる。
5　2012 年には、USのセキュリティ研究者であるBarbaby Jack により、ペースメーカーをハックし、830Vの電流を送ることが
出来るといった報告もなされている
＜http://www.computerworld.com/article/2492453/malware-vulnerabilities/pacemaker-hack-can-deliver-deadly-830-volt-jolt.html＞
6　総務省・経産省・IoT 推進コンソーシアム「IoT セキュリティガイドラインVer1.0（案）」＜
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/data_ryutsuseibi/dai2/siryou2.pdf＞（以下、「IoT セキュリティガイドライン案」
という。）P.54 参照
7　端末の廃棄による漏えいは、これ自体は、IoT の問題といえるかは微妙であるが、電子機器の廃棄において、このような事件は現
に発生しており、多数のユーザーの利用により、発生し得るリスクとしては、検討すべき内容といえる。
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　IoT 端末の挙動などを悪用される可能性がある。
　例えば、総務省・AI ネットワーク化検討会議「ＡＩネットワーク化の影響とリスク ― 智連社会（WINS ウインズ ）
の実現に向けた課題 ―（報告書 2016）」（以下、「AI ネットワーク化検討会議報告書 2016」という。）のP37では、親
しみのある見た目の人型ロボットが、オレオレ詐欺の「受け子」や「出し子」など人間の代替物として犯罪に悪用され
るリスクが挙げられているが、ロボットに限らず、IoT 端末を違法行為に役立てるために利用されるケースは考えられる。

② 挙動などの悪用 8

8　IoT セキュリティガイドライン案P.16 では、海外では、不満を持った退職者が遠隔から自動車の管理サービスを不正操作し、自
動車を発進できなくしたり、ホーンを鳴らしたりする事件や、銀行が管理するATMの物理鍵を複製し、その鍵を用いてATMの保守
扉を開けてウイルスを感染させた上で、ATMの USB端子にモバイルデバイスをつなげて現金を払い出させる事件などの海外での事
案を紹介し、内部不正への対策が必要とする。
9  当該第三者が損害の賠償を求める場合、当該第三者は、自身の損害を回復できる可能性の高い方法を採るであろうから、実際には、
回収可能性の高い当事者に対し請求を行う、あるいは当事者全員に対して、損害を求めるなどするであろうから、第三者にとって当
事者選択の困難は存在しない。ここでの問題は、専ら、IoT を利用する側、提供する側において、どの程度のリスクを負うことを予
測すればよいかということである。
10　総務省「IoT・ビッグデータ時代に向けた 新たな情報通信政策の在り方について 第三次中間答申」
＜http://www.soumu.go.jp/main_content/000461289.pdf＞P.5

　IoT においては、IoT 端末の所有者・管理者、IoT 端末の製造者、サービスの提供者など、多数の当事者が様々な役割
を果たしている。
　このように多数の当事者が関わる法律関係では、各当事者の責任の考え方も複雑になる。
　例えば、IoT 端末の誤作動により、第三者に損害が及んだ場合、その損害について責任を負うのは、どの範囲の当事
者なのか、どこまで責任を求償することができるのか、損害を被った第三者は、誰に責任を問うことが出来るのかとい
うことを考えた場合に9、簡単に答えが出るものではないことは容易に想像がつく。

③ 責任の所在

　IoT システムにおける大容量、低遅延、多数同時接続を実現する 5G商用サービスを 2020 年に提供できるよう、標
準化や 2017 年からは、総合的な実証実験を実施するとされている10。
　今後、IoT に適した電波政策がとられるに従い、それに見合った環境も整備されていくことが予想される。

④ 電波政策

　知的財産権・データの帰属については、いくつかの課題がある。
　IoT におけるデータの流通と当該データやライセンスの帰属の問題、及び、AI と結びついた場合に、これにより生成
されたデータの利用等に関する権利の制度的整備である。

⑤ 知的財産権・データの帰属
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　前者に関しては、専ら、データの使用に関するライセンスの定め方や、利用条件、NDA（秘密保持条項）の定め方など、
契約により解決するべきものと考えられるが11、データの内容により保護が難しい場合もあり、また、それが保護され
るかどうかは、データの価値評価を必要とするため、一義的に判断することが困難な面がある。将来的に何らかの法的
手当てを行うことで、取扱い方を明確化することもあり得るかもしれない。
　後者に関しては、知的財産としての新たな権利の創設、不正競争防止法の営業秘密としての保護、モデル契約条項に
よる整理等が検討されている、とされている12。また、一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所による平成
28年度特許庁産業財産権制度問題調査研究書「AI を活用した創作や 3Dプリンティング用データの産業財産権法上の
保護の在り方に関する調査研究報告書ⅶ以下では13、「(ⅱ)AI を活用した創作に関する法的論点」において、「自然人の
発明であると認定する材料として、課題設定、解決手段候補選択、実効性評価のいずれかを人が行っていることが挙げ
られ、発明の着想・具体化を人が行っていることも、判断材料となり得る」としたうえで、これらの判断材料をどのよ
うに評価すべきかは、検討が必要であるとし、AI を活用した場合であっても、発明に関与した人の寄与度を個別に判断し、
その発明に係る権利の帰属を決定していくことになると考えられる」とする。
　当然ながら、これらの知的財産の帰属は、法的解釈を必要とするものであり、しかも、まだ定見をみないものである
から、上記報告書記載の材料が判断のために用いることのできる唯一の事実ではなく、また、権利の帰属の考え方も種々
あろうが、一つの考え方として参考になると思われる。

４）通信に関する法的環境について

　電気通信であるため、この場面では、従来の情報セキュリティ（気密性、完全性、可用性）の確保が問題となる。
　とられるべき施策がとられていなかった場合には、法的責任が生じ得る点でも、一般的な通信と同じである。
　もっとも、通信の誤りや遅延等が IoT 端末の誤作動につながり、物理的な危険を生じさせる可能性があることは上述
のとおりであり、その面では通信といっても、IoT 端末と一体となり、その安全性を確保する必要があるといえる。

① 情報セキュリティ

11　総務省・経済産業省・IoT 推進コンソーシアム「新たなデータ流通取引に関する検討事例集Ver1.0」（2017.3）＜
http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170310002/20170310002-1.pdf＞では、「機器製造事業者が工場に設置したセンサー
から取得した機器の稼働データを分析し、自社サービス（効率的な運転のアドバイスや予防保全等）で利用するとともに、第三者へ
販売するモデル」における「センサーから取得した機器の稼働データの利用権」について、センサーにより取得したデータ自体がプ
ライバシー侵害などにつながらない単なるデータである場合で、「工場から委託を受けて、センサーを設置し、事業を実施するのであ
れば、委託契約を結ぶ際、データの利用条件についても改めて契約を結びなお」し、「秘密保持契約ではなくノウハウのライセンス契
約 や著作者人格権の不行使特約の規定を参考にするとよい。」としている。
12　 「データ流通環境整備検討会　AI、IoT 時代におけるデータ活用ワーキンググループ中間とりまとめ」P21。
13　 http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2016_05.pdf

　同じく、ここでは、一般的な電気通信と同じく、通信の秘密の確保が必要となる。

② 通信の秘密
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５）処理装置・サービスに関する法的環境について

　個人情報保護法制に関しては事業者の設置主体により適用法が異なるという問題がある14。
　また、センサーなどで取得した情報が個人情報に当たる場合、それを第三者に提供するには、原則として本人の同意
が必要となる（個人情報保護法２３条１項）。
　この本人の同意を不要とするためには、統計情報として（提供者側でも復元できないようにする程度に）個人情報該
当性を全く失わせてしまうか、改正後の個人情報保護法（本執筆時点では未施行）において、導入された匿名加工情報（個
人情報保護法９条２項、各運用について同法３６条から３９条）とするなどの方法がある15。
　個人情報該当性に関しては、例えば、カメラなどで取得した顔画像を認識し、これを数値化したものなどについては、
個人情報の一内容である個人識別符号として取り扱われることとなる点に注意が必要である16。
　さらに、改正個人情報保護法では、新しい概念として、要配慮個人情報が入ったが、これに当たる場合には、原則本
人の同意なしに取得することができないこととされており（同法１７条）、オプトアウトによる提供もできないこととさ
れているため（同法２３条２項）、要配慮個人情報を取り扱う業種における IoT の活用には、注意が必要となる。
　個人情報保護法制に関しては、何が個人情報に当たるのか、要配慮個人上に当たるのかの判断が必ずしも容易とはい
えず、所管する個人情報保護委員会において、事業者側の懸案を適切に吸い上げ、判断材料を提供していくことが必要
となろう。
　また、これら個人情報を含むデータを定型化し、技術上の流通可能性を高め、あるいは、本人の意思を反映しつつ流
通を促進する観点から、PDS（Personal Data Store）、情報銀行などが検討されている。
　このうち、PDS（Personal Data Store）とは、個人が自らのデータを蓄積・管理・活用（第三者への提供の制限を含
む）するための仕組みであり17、情報銀行とは、個人からの預託により、個人に代わりデータを蓄積・管理・活用（第
三者提供を含む）し、個人に便益を還元する事業者である18。
　これらは、いずれも本人による第三者提供の同意を前提とした仕組みとして位置づけられており、このような制度が
整備されることにより、これら情報の流通が促進されることが期待される。もっとも、情報銀行のような第三者に自身
の個人情報を預けることについては、それにより生ずるリスクの分析が不十分で、法制度としての慎重な判断が必要な
ほか、これを躊躇する者がそれなりに出る可能性があり、まだ議論はスタートラインに立ったばかりといえるだろう。

① 個人情報

14  「データ流通環境整備検討会・AI、IoT 時代におけるデータ活用ワーキンググループ中間とりまとめ（案）」（以下、「AI、IoTWG
中間とりまとめ案」という。）P6＜
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/data_ryutsuseibi/detakatsuyo_wg_dai9/siryou1.pdf＞。例えば、病院の場合、
国立病院であれば、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、私立病院であれば、個人情報保護法が適用法となる。関連情
報について後述。
15　匿名加工の方法について、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（匿名加工情報編）」＜
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/guidelines04.pdf＞、同「個人情報保護委員会事務局レポート：匿名加工　パーソナルデータの利活
用促進と消費者の信頼性確保の両立に向けて」参照＜http://www.ppc.go.jp/files/pdf/report_office.pdf＞。
16　なお、カメラ画像の取扱に関しては、ガイドラインがリリースされている（総務省・経済産業省・IoT 推進コンソーシアム「カ
メラ画像利活用ガイドブック」＜http://www.meti.go.jp/press/2016/01/20170131002/20170131002-1.pdf＞）
17　英国ビジネス・イノベーション・技術省「The midata Innovation Opportunity」< 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/262271/bis-13-1314-the_midata-innovation-opp
ortunity-v2.pdf > にて記載
18　COCON（産業競争力懇談会）「IoT 時代におけるプライバシーとイノベーションの両立」にて提言
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　AI ネットワーク化検討会議報告書 2016P34、37では、法制度、権利利益に関するリスクとして、事故のリスク、犯
罪のリスク、消費者等の権利利益に関するリスク、人間の尊厳と個人の自立に関するリスク、民主主義と統治機構に関
するリスクが挙げられている。
　このうち、事故のリスク、犯罪のリスク、消費者等の権利利益に関するリスクに関しては、IoT において、AI 技術を
利用した場合でも、生じ得る問題であり、法的環境における課題でもある。

② AI にまつわる問題

６）その他関連する法的環境について

　ここでは、今回の調査対象となった各分野における法的環境を適示する。
　まず、IoT において、各業界において利用する道具などが Things となった場合、各業法との抵触が問題となり得る。
　例えば、畜産においては、と畜場の設置に関して、と畜場法があり、これにより、と畜場の設置の許可がなされているが、
と畜場の衛生管理は、同法６条・同法施行規則３条により定められている。IoT を導入したからといって、それだけで
問題となるわけではないが、IoT による設定ミスなどに気づかず、長期間放置するなどということがあれば、問題が生
じ得ることになる。
　医療・福祉分野に関しては、IoT のサービスや端末が医機法にいう医療機器に当たってしまう場合も生じ得るであろ
うし、その業務の性質上、個人情報保護法における要配慮個人情報を取り扱う可能性も、他の業界よりも多くなるもの
と考えられる。
　また、福祉分野に関しては、入所している本人において、自身で完全な合意を行うことが難しいことも考えられ、そ
の場合には、同人の法定代理人の許可を得る必要が出てくることも想定される。
　なお、医療に関しては、データの流通の観点から、運営主体の違いにより、個人情報保護法制における適用法が異なり、
取扱いも差異が出てしまうとの指摘があるが、これに関しては、設置主体の相違に関わらず医療情報を統一的な仕組み
により収集し、一体的に管理・匿名化を行い、利用につなげていく新たな基盤（「医療情報匿名加工・提供期間（仮称）」）
に関する検討が進められているとのことである19。

① 各種業界における法的環境

19　AI、IoTWG中間とりまとめ案P22

　ドローンに関しては、既に航空法の改正や、小型無人機等飛行禁止法により、飛行方法に関する規制は形成されてき
ている。
　もっとも、ドローンと地表の所有権との法的関係は、未だ明確とはいえず、ドローン同士の事故、ドローンの人身事
故などが生じた場合の法的処理に関しても、自動車事故のように、道路交通法規により細かなルールが決まっており、
事例も豊富に存在するものと異なり、明確化には今後の事例の蓄積を必要とすることが予想されるところでもある。
　また、航空法の下でのドローンの利用にはかなりの制限があり、ドローンの利用範囲の拡大に伴い、どのように法環
境を整備するかさらに検討される可能性がある。

② ドローン
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　IoT においては、端末利用者、端末製造者、IoT システム・サービス提供者など、様々なプレイヤーが存在し、当事者
が複数となるにつれて、法律関係も複雑化している。
　また、従来のソフトウェアとしてのシステムだけの開発と異なり、希望するシステムを実現するためには、用途に合
わせた端末の取捨選択や、端末とやり取りするデータの種類、内容、形式などを含め、様々な調整が必要となり、また、
様々な業種において、様々な形態のサービスが利用されることになることから、利用する側の様々な専門性を十分に反
映させる必要があり、これまで以上に関係者間での調整が必要となる。その意味では、プロジェクトマネジメント義務
と協力義務の関係を含め、システム開発契約においては、さらに慎重な対応が求められるものと考えられる。
　さらに、上記のような多数当事者の関係するサービスである以上、それぞれの役割分担、責任分担は重要であり、こ
れを明確に取り決め、相互理解を深める必要があるといえるであろう20。

③ システム開発契約における諸問題

　IoT と保険とのかかわりについては、２つの場面が考えられる。
　一つは、IoT を利用した保険商品の開発、もう一つは、IoT のための保険商品の開発である。
　前者に関しては、例えば、ヘルスケア関係の IoT では、端末から得られた本人の健康状態に関する情報を利用し、適
切な保険商品を提供し、保険会社におけるリスクを低減させることで、合理的な条件での保険を提供するものである21。
　後者に関しては、IoT の内容・用途が多様であり、そのリスクもそこまで明確ではないことから、これからのことと
思われるが、現状でも、サイバー攻撃保険が IoT 機器に拡大されるなどの動きはある様子である22。

７）結語

　以上みてきたように、IoTといっても、これまでの Internet、Thingsとは全く別の法律が直ちに必要になるわけではなく、
現在ある法環境により、対処できる部分も多くある。
　もっとも、それでは足りない部分や、現在の環境では円滑さを欠くものもあり、法制度を作った場合の影響なども考
慮に入れつつ、今後も検討が行われるものと思われる。
　また、法解釈についても、これからの蓄積が必要なものが多く、また分野が多岐にわたるため、個別の検討が必要と
なるだろう。
　このように、IoT をめぐる法的環境は、未整備な部分が多いが、ある程度の法的環境が整っている領域もある。その
ような領域では、その法的環境を最大限生かし、イノベーションを進展させていく必要があると思われる。
　さらに、IoT においては、IT や ICT の延長として捉えられている向きもあるが、特に、物の動静に関して、情報セキュ
リティの観点だけでなく、安全性の観点からの考察も必要となる。この点については、いわゆる制御系の業界において
蓄積されたノウハウを必要とする場面が多いに出てくるものと予想されるところである。

以上

④ 保険制度

20　参考として、IoT セキュリティガイドライン案P.53
21　情報処理推進機構ニューヨークだより８月・八山幸司「米国における IoT（モノのインターネット）に関する取り組みの現状」
P6では、USの例として、「保険業界は、IoT によってコスト削減や業務効率化、保険加入者のリスク査定を向上できると考え、一部
の保険会社は既に、IoT 機器を使った従量基盤保険（usage-based insurance:UBI）という商品を提供している。UBI では、IoT 機器
を使って保険加入者の行動を追跡し、より安全またはより健康的な行動に対し、保険掛け金の割引や何らかの得点を提供するという
ものである」と報告されている。
22　日本経済新聞ウェブサイト 2017.01.25 記事「サイバー攻撃保険を拡充　ＩｏＴ機器対象に 損保各社、休業補償も」
＜http://www.nikkei.com/article/DGXLASGC14H02_V20C17A1EE8000/＞
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　本事業は、当協会（一般社団法人福岡県情報サービス産業協会：FISA）の事業目的のひとつの「情報サービス関連の

調査研究」の一環として取り組んだものです。

　事業実施にあたっては、会員企業・団体から有志を募り、プロジェクトチームを結成しました（メンバー表は巻末参照）。

　正式受託（1月 16日）から 3か月未満の短期間の事業であったと同時に、新しい分野である「IoT 関連」は、当然

ながら前例が少なく、試行錯誤の中で事業を進めていくしかありませんでした。

　ヒアリング先（事例）は、プロジェクトメンバーや人的つながりの情報からピックアップしました。なおかつ、他の

IoT 事例資料となるべく重複しないようにも留意しました。

　ヒアリングは、プロジェクトメンバー 2名 1組を基本として、対象企業・団体（地元九州から東名阪、遠くは北海道・

福井と広域）に訪問させていただきました。

　最初の出会いは直接訪問ですが、その後は遠方であっても、情報提供・メンバー間の意見交換等はSNSなどで代替

可能できる時代です。プロジェクトメンバー全員の積極的な行動とSNSなどの活用で、短期間での調査研究事業を完

遂することができました。

　本事業を通じて、リアルな場で多くの人々が出会い、多くのことに気づきを得たことで、目的の一つである IoT とい

う新しい技術領域で、社会・経済を変革していくことが可能になっていくという期待感が大きくなりました。

　本事業の成果を次に活かすべく、4月以降も、本事例集の内容紹介を中心に活動を積極的かつ継続的に進めて参ります。

　具体的には、報告会を始め、ヒアリング調査企業・団体様をお招きしてのセミナー・勉強会などの開催や IoT 関連の

技術やサービスの研修会を開催します。

　このような活動を継続実施することで、FISA 会員企業の新たな顧客創造・新たなビジネスチャンスの創出などがで

きます。また、メーカー依存型から脱却し、県内でユーザ企業とのビジネスマッチングができることで、「福岡発の IoT

活用モデル」でさらなる成長につながっていくものと期待しております。

　最後に、お忙しい中ヒアリングを快くお引き受けいただいた先進事例提供先の皆様、ヒアリング先を多数ご紹介いた

だいたモバイルコンピューティング推進コンソーシアム（MCPC）様、寄稿いただいた各分野の専門家の方々、本事業

を企画・発注いただいた福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議様、皆様に心から御礼申し上げます。

今まで IoT は、情報としての認識程度でしたが、先進事例のヒアリングに参加して想像以上に実現化が進んでいる
事に衝撃を受けました。
何よりも感じたことは、IoT プレイヤーといえども根本にあるのは「世の中を何とかしたい」という熱い想いだとい
うことでした。
IoT だけではなく IT ですら、「目的達成のための手段でしかない」ということを再確認した次第です。

・

・

プロジェクトメンバーからの編集後記

◆ 気づきや学びなど

7. おわりに

Internet of Things
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◆ 出会いなど

◆ 今後の自社ビジネスにどう活かすか

IoT がいつごろから取りざたされているのか、今まで IoT に無頓着であった私には知る由もありませんでした。
昨年あたりからそのワードが飛び交い始めた所に、本事業への呼びかけでした。私はそれに応じ、初めて IoT を身
近に捉えることとなりました。
先行事例の取材先のホームページや関連情報を拝見して、意外にも身近なところで取組が進んでいることに驚きま
した。
IoT は固有で専用に開発された技術で、専門家が対応するイメージを持っていました。
個々に見てみると、センサーなどのハードウェア技術・電子機器への電力供給技術・インターネット等の通信技術・
データ蓄積・Web などを活用した情報配信・それを利用するモバイルデバイス等など、各々の機能が組み合わさり
繋がったものが IoT みたいだとぼんやりとイメージが湧いてきました。
今回、ユーザ企業２社を訪問し、話をお聞きしました。どちらも数年前から IoT 等の先進技術を活用し、実務を行
われていました。
正直、我々のかなり先を行かれている気がしました。昨今「IoT」という言葉が世間を騒がせていますが、既にそれ
は特別なものではなく、ユーザ企業の課題を解決するソリューションの一部であることに、改めて気づきました。
今後も技術の進歩は想像を超えて進展するので、我々 IT 企業は、常に新しい技術にアンテナを立てつつ、技術を補
完するプレイヤーと協業しながら、顧客の課題解決のための最適なソリューションを提供していかなければならな
いと感じました。

今回の事業を通じて、多くの同業界の方々との交流の機会を得ることができました。
特に、ヒアリング先の社長様には、気さくに事例を説明いただきました。中でも、何事にも実践してから考える、
非常にスピード感のある進め方に刺激を受けました。
ヒアリング先の社長様並びに同社をご紹介いただいた社長様も、介護の分野に問題点を感じ、熱い意気を持ち、一
方では冷静に活動しておられました。介護の問題は、地方でも変わりなくむしろ深刻です。今回出会った方々のよ
うな熱い想いは、地方にも必要だと感じました
今回の取材でドローンについてお話を伺いました。ドローンと言えば、飛ばしてはいけないところに飛ばしてニュー
スに取り上げられる事がしばしばあり、良い印象を持っていませんでした。ところが、事例をお聞きしたことで、
印象がガラリと変わりました。

・

・

・

・

・

・

・

自社の新しいビジネスモデルの機会として活用していきたいと思います。
介護分野、医療分野への協業を第一に考えます。
事務所内 IoT で、色々発想して提案してみたいと思います。
IoT のニーズを調べてみたいと思います。

・
・
・
・
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