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はじめに － IT と OT が交わる場所に位置する IoT 
IoT (モノのインターネット) においては、風力発電所、自動車、銅山、病院といった多様な送信元から「モノ」を通じて大

量のデータが連続的に送信されます。データの観点からいえば、IoT は、センサーやデバイスからデータを収集し、その

データから意味を抽出し、そのデータを処理することであると考えることができます。組織の観点からいえば、IoT は、情

報テクノロジー (IT) と運用テクノロジー (OT) が交わる場所であり、そこから IoT の産業への活用が発展していくと考え

ることができます。 

「モノ」から生まれるデータはこれまで IT の制御の範囲外でしたが、現在では、従来の IT データソースと融合されつつ

あります。IT データと OT データの両方からのインサイトを活用するには、コンピューター処理能力をそれらのデータの

送信元と適合させる必要があります。 

センサーデータは、収集して保存し (クラウドまたはデータセンターに)、即座に分析するか、後でバッチ処理できます。あ

るいは、ストリーミングされるセンサーデータをリアルタイムで分析し、異常やパターンを識別して、即剤に対応することが

できます。一方で、データが意味するもの、それらの業務への影響、およびそれらへの対処が必要な期間を把握すること

が課題といえるでしょう。たとえば、月平均気温とタービンのオーバーヒートでは、要求される緊急度が異なります。即座

に対処する必要がある場合は、データの処理と分析をデータセンターから「モノ」の近く、すなわち＝エッジ (=現場) に移

動させることにより、レイテンシを削減できます。エッジは、これまで IT と OT が交わってきた場所でもあります。 

IoT の価値をビジネスに活用する方法 
ESG は最近、IoT への対応を本格的に進めていると公表している大企業 (従業員 1,000 人以上) を代表する 633 人

の IT および情報セキュリティの専門家を対象に調査を行いました。IoT イニシアチブを実施中であると主張する企業は

19%にすぎませんが、今後 24 ヶ月以内に実施する予定の IoT イニシアチブを現在策定中である企業は 39%にのぼり

ます。これは、それらの企業が IoT に関する当座の要件と事例 (ベストプラクティス) に基づくアプローチを把握するプロ

セスに入っていることを意味します。 

IoT にともなう複雑さにもかかわらず、なぜそれほど多くの企業が IoT への対応を進めているのでしょうか。これらの企

業は、運用効率の改善 (回答者の 45%)、顧客サービスの向上および差別化 (39%)、新しい製品およびサービスの開

発 (38%)、新しいビジネスモデルの創出 (26%) といったビジネス価値を即座に得られると考えています 1。ただし、これ

らのメリットを実現するには、接続されたセンサーやシステムからのデータを活用できる効率的な IoT ソリューションを

構築する必要があります。

                                                      
1 出展: ESG Research Report、『2016 IT Spending Intentions Survey』(2016 年 2 月) 
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図 1. モノのインターネットにより予測される影響 

あなたの会社へ与えると予測される IoT の影響を特長付ける場合、最も適切なものを選択してください。 
(回答者の割合、対象者数は 501、複数回答可) 

出典: Enterprise Strategy Group、2016 年 

出典: Enterprise Strategy Group、2016 年 

IoT 設計時の考慮事項: 情報テクノロジーと運用テクノロジー 
以前に作成された ESG のホワイトペーパー『How to Choose an IT Platform to Empower Your Internet of Things』
に詳しく記載されていますが、IoT の 6 つの主要な柱は、接続性、コンピュート、セキュリティ、分析、アプリケーション、

およびサービスです。エンドポイントから最終的な分析へのデータの流れを追うことで、インフラストラクチャの要件に関

する優れた視点を得ることができます。 

データの送信元は、温度、位置、圧力、速度、重量、色、画像などのデータを生成するエンドポイント (またはセンサー) 
です。これらのデータは、たとえば、車両内のモバイル接続から生成されたり、建物内の RFID データまたはバーコード

データを持つ生産システムや資材運搬機器、あるいは WiFi または有線接続された固定製造装置から生成されたりし

ます。データのタイプは、実際のところ、それらを生成 (場合によっては変換/転換) したアプリケーションによって変わり

ます。たとえば、温度データは、異常な測定値に関するアラームに変換される場合があります。データが経路に沿って

移動すると、新しいデータが作成される場合があります。たとえば、中間分析で平均値が計算されたり、データが他のセ

ンサーからのデータと統合されてデータポイントが作成されたりします。そのため、データの流れは、従来の IT シナリオ 
(パーソナルコンピューターなどのエンドポイントからデータセンターやインターネットへ) で期待されるように送信元から

送信先へ直線的に移動するものではありません。 

従来の IT とは異なり、IoT 設計では、情報テクノロジー (IT) と運用テクノロジー (OT) の両方に対処する必要がありま

す。IT と OT が交わる場所には、企業に新しい価値をもたらす重要な機会が存在します。IT と OT を結合することで、

製造工程、鉄道網の調整、ジェットエンジンのメンテナンスなどの運用を見直して、効率性と信頼性に関する深いインサ

イトを得ることができます。そのような機会が増えることで、IT と OT の相互接続がさらに促進されます。 

IT と OT の特性は、ビジネス所有者、主要機能、テクノロジーライフサイクル、信頼性要件、分析ニーズ、テクノロジー

が実装される物理環境といった多数の側面にわたって異なるため、企業は IT と OT を統合するために多数の課題を解

決する必要があります。コンピュートに関して言えば、対象 (なにを)、理由 (なぜ)、方法 (どのように)、時 (いつ)、場所 
(どこで) に関する考え方を変える必要があります。 

エッジからクラウドまで IoT のデータ処理を拡張すべき場合 
IoT の普及とともに、データの処理は、データセンターだけではなく、あらゆる場所で行わせるようになっています。デー

タの処理機能はエンドポイント (計算処理能力を持つセンサー) やネットワークのエッジにも存在し、そこでデータセン

ターに送信する前にデータが処理されています。そのため、データセンターのみに焦点を合わせた従来の考え方を IoT
に適用することはできません。 

39% 

38% 

26% 

運用効率を改善するために役立つ。 

提供する顧客サービスの向上および差別化に役立つ。 

新しい革新的な製品およびサービスの開発に役立つ。 

まったく新しいビジネスモデルの創出に役立つ。 

45% 

http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA6-3383ENW.pdf
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前述のように、企業は、「何を」、「なぜ」、「どのように」、「いつ」、「どこで」 IoT を活用しようとするのか、という問いに答

えることによって、IoT データ処理に関するアプローチを見直してみる必要があります。 

• 「何を」 (対象) : どのビジネスプロセスを改善しようとしていますか。どのタイプのデータが必要で、ど

のタイプのデータが収集可能でしょうか。保存する必要のないデータは、どれでしょうか。 

• 「なぜ」 (理由) : なぜデータが必要なのですか。たとえば、情報を使用して、物理世界 (すなわち、OT
環境) のプロセスを作動させたり、インサイトを得るためにデータを分析したりするためでしょうか。 

• 「どのように」 (方法) : 解決しようとしている問題に対処するには、コンピューティングリソース (電力、

効率性など) をどのように適用することが最良ですか。 

• 「いつ」 (時) : データをいつ収集、分析、および処理して、対処する必要がありますか。 

• 「どこで」 (場所) : どこにコンピューティングリソースを配置することが最良ですか。 

「場所」の質問が最後であるのは、多くの場合、その前の 4 つの質問に答えることによって、データ処理を実行する場所 
(企業のデータセンター内であれ、クラウドであれ、エッジであれ) が決まるためです。これらは大まかな質問ですが、詳

細な考慮事項が答えを絞り込むために役立つ可能性があります。IoT アーキテクチャー内のデータ処理機能に関する

これらの問いに答えるには、次のようないくつかの決め手を考慮する必要があります。 

• レイテンシと時間: これは、即時性の問題に帰着します。どのような頻度でデータを収集する必要があ

りますか。また、より重要な点として、どのような頻度でデータをビジネスプロセスに関するインサイト

に変換する必要がありますか。データ収集および分析は、月から、週、日、時間、秒 (あるいはミリ秒) 
にいたる各単位の期間ごとに大きく異なる可能性があります。たとえば、企業は、センサーデータを使

用して発電装置内の機器などの「モノ」を物理的に制御している場合があります (たとえば、特定の測

定値によって、デバイスの設定を調整する必要があることを認識します)。この場合は、データを迅速

に収集し、分析して、対処する必要があります。そのような要件を満たすデータ分析を実現するには、

情報をデータセンターやクラウドコンピューティング環境に返信することによって生まれるレイテンシを

削減するために、ITとOTの境界に近い場所にデータ処理機能を配置しなければならない場合があり

ます。境界上でのデータ統合およびゲートウェイの使用は、IoT環境における一般的なアプローチで

す。 

• 帯域幅: どのタイプのデータをどれくらい処理しているかは、帯域幅にとって大きな意味を持ちます。

大量のデータ (画像やビデオなど) をクラウドまたはデータセンターに送信するために必要な接続速

度は、OT環境で利用できなかったり、莫大なコストを必要としたりする場合があります。エッジに近い

場所に配置されたコンピューティングリソースでデータをコンパイルしたりフィルタリングしたりすること

で、帯域幅に関する課題を軽減することができます。 

• 品質: 一部の分析 (2値応答など) は簡単かつ迅速に実行できます。たとえば、バルブの開閉の識別

はこれに該当します。一方で、より大量のデータセットを分析する必要がある場合もあります。たとえ

ば、産業環境全体の機器の長期的な動作や財務実績がこれに該当します。多くの場合、分析/インサ

イトの深さと即時性の間で品質を両立させることはできません。分析の深さが必要であり、インサイト

の深さと即時性の品質は両立しません。分析の深さが重要であり、インサイトの即時性が重要でない

場合は、データセンターまたはクラウドにコンピューティングリソースを配置する方が適しています。時

間の経過とともに、IoTへの取り組みが洗練されてくると、企業では品質の深さと即時性の両方の

ニーズが高まり、より強力なコンピューティングリソースを境界上に配置するようになる場合がありま

す。 

• セキュリティおよびコンプライアンス: IoTシステムのセキュリティは、その性質上、分散型になります。

そのため、セキュリティには、デバイス、情報交換、管理/制御、データ分散、ストレージ、およびネット
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ワークを含んだエンドツーエンドのアプローチが必要になります。多数の新しいエンドポイントを多様

なネットワークに接続すると、攻撃対象となる領域が増えるため、ネットワークのエッジにある上にあ

る程度のセキュリティリソースを配置することが必要です。さらに、ミッションクリティカルなOTデバイス

をネットワークに接続することは、サイバーセキュリティ上の新しい脅威を発生させます。 
ここには、コンプライアンスも関係します。場合によっては、業界の規制や地域の法律によって、デー

タを特定の地域で保持することが求められ、データ転送が禁止されることもあります。 

特定のユースケースごとに、データ処理を実行する場所が異なり、多くの場合、分散アーキテクチャーが必要です。

データ処理は、エッジ、ゲートウェイ、およびデータセンターのデバイスでカプセル化することができます (図 2 を参照)。
あるリソース要求が永続的であったとしても、別の要求は永続的ですが一部の要求は一時的であるため、優れた効率

性を実現するにはリソース割り当ての最適化が求められますが、同時にピーク時の負荷にも引き続き対応できなけれ

ばなりません。ビッグデータクラスターは、多くの場合、処理がメモリおよびストレージと緊密に結合されており、システム

の要求を持たすには、適切なバランスを見極める必要があります。データセンターとクラウドの両方でこのバランスを取

る必要がありますが、エッジ、すなわち IT と OT が交わる場所においても、このバランスを取る必要性が高まりつつあり

ます。 

図 2. モノのインターネットのネットワークのデータフロー 

 
出典: Enterprise Strategy Group、2016 年 

IoT のコンピューティングリソースに関して正しい判断を下す 
IoT 環境では、関連するモノのシステムが必要とする迅速さで処理を実行する必要があります。一部のプロセス (電力

網でエネルギーの生産負荷と消費のバランスを取ることなど) では、停電や機器の損傷のリスクがあるため、瞬時の処

理が必要になります。他のプロセス (特定の組立ラインにおける毎日または毎月の総生産量に関するレポートなど) で
は、一刻を争うものではない場合もあります。データ分析、データ移動、およびデータ管理についていえば、すべての

IoT 処理は、すべてのサイトにわたって最適なポイントで実行される必要があります。コンピューティングリソースの配置

場所を最適化することにより、データの統合、処理、および実現化を、必要なときに必要な場所で実行できるようになり

ます。 

全体的な処理能力とパフォーマンスは明らかに重要ですが、他にも重要な要因があります。データの観点からいえば、

これらの要因にはデータ取得機能とデータ保護が含まれます。エッジに配備されるサーバーについては、その形状や

仕様が産業の環境 (製造、石油/ガスなど) に大きく関与するため、OT 環境の要件を満たすためにコンピューティングリ
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ソースの耐久性を高め、堅牢化することが必要です。エネルギー消費は、コストの観点からだけではなく、利用可能な

電力リソースの観点からも要因となる場合があります。最後に、管理機能とライフサイクルの IoT 環境における重要性

も高まりつつあります。中央データセンターから離れた遠隔地の境界上に配置される可能性のあるコンピューティングリ

ソースを管理する機能は、ほとんどの IoT 展開で必要です。また、コンピューティングリソースのライフサイクルも、OT
環境の産業機器のライフサイクルと厳密に適合したものであることが求められます。 
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まとめ 
IoT は、IT と OT の交わる場所、あるいはデジタル世界と物理世界の交わる場所であるといえます。これは、運用効率

性の改善、顧客サービスの向上および差別化、新しい製品およびサービスの開発、新しいビジネスモデルの創出と

いった形でビジネス価値を生み出す巨大な変革の可能性を秘めています。ただし、IoT への取り組みは IT イニシアチ

ブは、その性質上、2 つの異なる要因のためにビジネス上の新たな課題も生み出します。1 つ目の要因は、物理環境全

体に広く配置される無数のセンサーやデバイスにより、本質的に、大規模で分散した環境になりがちであることです。2
つ目の要因は、情報テクノロジー (IT) と運用テクノロジー (OT) の統合が必要となることです。 

これらの事実をふまえると、企業は、エンドツーエンドの戦略、つまりデータセンターから境界を介してエンドポイントに

至るネットワーク全体のコンピュート、接続性、セキュリティ、分析、アプリケーション、およびサービスを網羅した戦略を

立てて IoT 利用環境を設計する必要があります。これを達成するために、企業は、セキュリティ、コンピュート、分析など

の概念を中央に集約するだけでは実現できず、むしろ、企業のデータセンター内、クラウド、およびエッジを含む IoT 環

境全体にこれらの機能のすべてを配置する、より洗練されたアプローチが不可欠であると認識する必要があります。 

IoT のパワーを効率的に活用するには、データ要件の対象、理由、方法、時、場所に関する問いに答える必要があり、

その答えにより、コンピューティングリソースおよびアーキテクチャーに関する指針を得ることもできます。IT と OT の間

のギャップを埋めるために、コンピュート戦略を策定する際には、各テクノロジーリーダーが協力して事前にビジネス要

件を把握しておく必要があります。IoT のデータ処理に関する重要な検討事項には、コンピュートのパフォーマンスと信

頼性、データの分析と保護、形状と堅牢性、ライフサイクルと管理機能などが含まれます。最後に、IoT への取り組みが

時間をかけて進化するものであることと、将来に向けたプランニングが重要であることを認識する必要があります。ロー

ドマップを作成する際に、初期の小規模な IoT 実装で開始するだけではなく、今後発生する可能性のあるニーズの拡

張も検証することによって、将来の要件を見据えた設計が可能になります。 

データをビジネス価値に変換する IoT の取り組みには、IT と OT の両方について、特にネットワークのエッジを視野に

入れた新しい考え方が必要です。当然のことながら、エッジは、IT と OT がまさに交わる場所であり、物理世界の情報

がデータに転換される重要な接点です。データを送信元の近くで処理することによりインサイトを得るまでの時間を最大

限に短縮できることから、エッジは、もはや単なる管理対象ではなく、非常に重要な場所となっています。 
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