STEP 3 [ IoT導入] 概念
INPUT

PROCESS

測定したいもの

センサ仕様検討

【サマリー】
IoTを構成する各層について概念を説明する。
データは、装置に接続したセンサを中心とするデバイス層で取得される。取得されたデータは
ゲートウェイ層、ネットワーク層を通じてクラウドコンピューティング層へ送信され、活用可能な
形に解析される。
ゲートウェイ層とネットワーク層の中間で集約・中継を行うフォグ（エッジ）コンピューティング
層を構築するケースもある。

【理論】

OUTPUT
センサの選定

【実際】

IoTは、装置やその周辺で発生する変化をセンサで取得する「デバイス層」、センサの値をデー
タとして送信可能にする「ゲートウェイ層」、データ通信を行う「ネットワーク層」、集められた膨大
データを解析する「クラウドコンピューティング層」に大別することができる。
クラウドコンピューティング層で解析された情報は、アプリケーションで活用され、必要な情報を
再びモノへとフィードバックされる。

活用

ある工場に対し実際にIoTを導入した例が下図のとおりである。

設備稼働状 況

クラウド
サーバー

エッジ
コンピュータ

クラウドコンピューティング層
振動

ネットワーク

工場内設備

通信

ネットワーク層

データ分析

温度

送信

ゲートウェイ層
デバイス層

収集

フォグ
コンピューティング層

クラウド
コンピューティング層

デバイス層

【用語】

【コラム】

フォグ（エッジ）コンピューティング： デバイス層で発生するデータが膨大である場合や、リアル
タイムのフィードバックを必要とする用途では、ゲートウェイ層からクラウドコンピューティング層
にデータを送信する前に、内部に設置したコンピュータで処理を行うように構築するケースがあ
る。内部に設置されたこのコンピュータを「エッジ」と呼び、デバイス層と近い複数のエッジで分散
処理を行う方式をフォグコンピューティングと呼ぶ。

IoTは「モノのインターネット」であるが、モノの状態を収集するためにセンサを使用する。
どのような状態を測定したいかによりセンサデバイスを選定する。センサも発達してきている
ので、測定したいものがあれば、意外な状態も測定できるかもしれない。
生産現場でのIoT化とは、生産工程内でのコストダウン、稼働率向上など生産効率の向上を
最終的な目標とし、効果的なPDCAを実現させるための一つのツールである。継続的に生産
効率の向上を図るためにはPDCAの「C：チェック」から次の「A：アクション」を落とし込むことが
重要であり、IoT導入によって生産情報のリアルタイムでの可視化、データ化を実現させた後、
どのような施策・改善を実施していくかが肝心である。

STEP 3 [ IoT導入] ①センサデバイス - 1
INPUT

PROCESS

測定したいもの

センサ仕様検討

【サマリー】
センサには測定対象と測定量によって様々な種類がある。IoTの自社への導入に当たり、ど
のような情報をどう収集するかを明確にした上で、測定に適したセンサを採用する事が重要で
ある。

【理論】

OUTPUT
センサの選定

【実際】

センサは計測する物理現象種類には以下のものがある。

欲しい情報（物理現象）によって最適なセンサを選ぶ必要がある。
工場内にある設備を例にとると以下の通りである。

センサ名
加速度センサ

どんな情報を読み取るか
速度変化

測定原理
静電容量方式

角速度センサ

物体の回転角度

静電容量方式

圧力センサ

気体・液体の圧力測定

ひずみゲージ抵抗式
静電容量式
シリコンレゾナント式

光センサ

光量の測定

フォトダイオード

地磁気センサ

地磁気を測定し南北の方位を検知

ホール効果

【知りたい情報】
駆動部に発生する熱量
【使用するセンサ】
温度センサ

【知りたい情報】
支持部に発生する振動
【使用するセンサ】
加速度センサ

【用語】
センサ：知ろうとする対象の情報を電気信号に変換する素子のこと。
ある物理量を計測する場合に、その物理量を測定に適した信号に変換する器具の一般名称
である。
ジャイロセンサ: 回転や向きの変化を検知する慣性センサの一種。デジタルカメラの手ぶれ防
止機能や、モーションセンサーのデータ取得、カーナビゲーションの自律航法情報の取得など
の他、最近では携帯用ゲーム機にも搭載されている。

【知りたい情報】
ハンドの位置
【使用するセンサ】
ジャイロセンサ

【知りたい情報】
モーターに流れる電流
【使用するセンサ】
ＣＴセンサ

【コラム】
センサは熱、温度、振動など同じ現象を測定するものであっても、測定原理によって測定
範囲、サイズ、取付方法等多岐に渡る。例えば同じ温度センサでも、取り付け位置によって
は接触式/非接触式のセンサを選択する必要がある。
どのようなセンサを選択すればよいか、専門家に相談する事も重要である。

STEP 3 [ IoT導入] ①センサデバイス - 2
INPUT

PROCESS

測定したいもの

センサ仕様検討

【サマリー】
測定対象と測定量によって様々なセンサがある。IoTの自社への導入に当たり、どのような
情報をどう収集するかを明確にした上で、測定に適したセンサを採用する事が重要である。

【理論】

OUTPUT
センサの選定

【実際】

センサを選定するには以下のプロセスがある。

欲しい情報（物理現象）によって最適なセンサを選ぶ必要がある。
具体的な選定プロセスを以下に示す。

１．測定値の決定
どのような情報を測定したいか？

【１．どのような情報を測定したいか】
⇒使用しているガスの流量

２．センサの種類検討
どのようなセンサを使えばよいか？

【２．どのようなセンサを使えばよいか】
⇒マスフローメーター

３．センサ仕様の決定
センサはどのような仕様が良いか？

【３．センサはどのような仕様がよいか】
⇒流量レンジ
使用しているガスの種類
流量計を設置したいガス管の径

【用語】

【コラム】

マスフローメーター：流体の質量流量を測る流量計のこと。主に半導体やフラットパネルディス
プレイなどの高精度な流量計測・制御を要求される分野で使用されているが、最近では工場
設備、実験設備等のあらゆるプロセス、装置に幅広く使用されている。加えて、流量制御まで
行うものをマスフローコントローターという。

どのようなセンサを必要とするかを考える前に、どのような情報を取得したいかを考える必
要がある。
そのためには、① IoTを導入する事で生産面でどのようなメリットを得たいか（目標の設
定） ② 今何が問題として起こっているのか？課題は何か？（現状把握） ③ どうしてその
ような事が起こっているのか（原因分析） を整理し、問題解決に向けた最適なデータを取得
できるためのセンサを導入する必要がある。

STEP 3 [ IoT導入] ②ゲートウェイ
INPUT

【サマリー】
通信モジュールのないセンサの信号を集め、インターネットを中継する
ゲートウェイを経由することで、多くのセンサを効率的に接続することができる。

【理論】

センサのデータ

OUTPUT

PROCESS
データ集約

ゲートウェイ使用有無

センサ単体通信

ゲートウェイ選定

【実際】

IoTでは各センサがそれぞれ通信モジュールをもつことも可能だが、電波状況や回線、
そしてコストの問題より各センサに通信モジュールを持たせる事がない場合も出てくる。
ゲートウェイとは各センサの情報を主に有線ケーブルや省電力の電波通信にて集約し、
一括してサーバと通信する機器のことである。
TCP/IP通信におけるルーターをイメージすると分かり易い。

デバイスの通信モジュールの有無によりゲートウェイの必要性が決まる。

１．センサのデータを集約できるか？

２．ゲートウェイを導入するメリットは
あるか？

３．どのようなゲートウェイを選択するか？

【用語】
通信モジュール： 対象に組み込むことで、その対象物の稼働状況、位置情報などを取得し、
効率的に管理することができる小型の通信端末
ゲートウェイ： コンピュータネットワークをプロトコルの異なるネットワークと接続する
ルーター： 異なるプロコトルを接続する中継器 IPレベルでの転送を行う

【コラム】
ゲートウェイを設置する上で、どのデータが重要で、どのデータがそうでないかは、生産現
場によって異なる。それを判断して、必要なデータだけをクラウドに送るようにネットワークを
構築する必要がある。どれくらいのデータ量を読み込んでくるかというデータ分析での観点か
らも、そのようなデータ選別の仕組みは必須と言える。

STEP 3 [ IoT導入] ③通信モジュール
INPUT

【サマリー】
さまざまな製品に組み込むことで、製品の稼働状況、位置情報などを取得し、効率的に情報
伝達することができる小型の通信端末。

有線方式と無線方式がある。通信の安定性の点では有線方式が優れているが、無線の届く
エリア内であれば、無線方式の方が多くのデバイスを接続できる、異動や増設が容易にであ
る点など利点が多い。

PROCESS

OUTPUT

情報

通信速度

有線通信

データ

通信容量

無線通信

電源
可搬性

【理論】

【実際】

通信モジュールはセンサで取得した情報をサーバ（クラウド）に伝達する役割を持つ。
通信容量、速度、可搬性により有線通信か無線通信を選択する。
無線の届くエリアかつ可搬性が必要な場合では無線方式を選択する。ゲートウェイな
ど通信の安定性が必要かつ情報量が多い場合は有線通信を選択する方が良いが、配
線可否などの制約条件により無線通信を選択する必要がある場合もある。

通信端末には有線通信、無線通信があり、情報量や可搬性などから選択する必要
がある。

１．無線の届く範囲か？可搬性の必要は
あるか？

２．通信の安定性は必要か？通信容量はどう
か？

３．情報伝達には無線通信を選択するか？有線
通信を選択するか？

【用語】

【コラム】
無線通信のメリットは、配置や移設の柔軟性にある。
特に、既存の設備に後から追加でIoTを導入する場合には、追加で配線工事を実施するよ
りも圧倒的に安価に導入できる事が多い。無線通信には様々な規格があり、設置場所や電
力消費、給電方法、送受信するデータの量などにあわせて、適切な規格を選択する事が重
要となる。

STEP 3 [ IoT導入] ③-1日本の電波使用状況
INPUT

【サマリー】
無線通信は電波を用いて通信を行う。
電波周波数により電波の性質は異なる。
IoTにおいて無線通信で情報伝達をする場合、700MHz〜2.5GHzおよび5GHzの電波を使用
する。

情報伝達

PROCESS
電波の伝わり方

OUTPUT
通信方式

情報量
通信速度

【理論】
無線通信は電波を用いて通信を行い、電波周波数により電波の性質は異なる。
電波の伝わり方は高周波になるほどは直進し、降雨で弱められ、低周波では障害物
の後ろに回り込む性質を持つ。
伝送できる情報量は高周波になるほど大きい。
利用技術の難易度は高周波になるほど難しい。
また、電波は使用する用途によって分かれており、IoTにおける情報伝達に使用する周
波数帯は700MHz〜2.5GHzのUHFおよび5GHzのマイクロ波を使用する。

【用語】
UHF （極超短波・UHF=Ultra High Frequency：300MHz - 3GHzの周波数の電波

【実際】
日本の電波周波数帯

【コラム】
電波法は日本国内で電波を扱う際の法律で、海外では異なる。
免許の必要なものと免許不要のものがある。下記は免許不要のものの一例。
■特定小電力無線機（特定の用途のもの）
・2.4GHz帯の無線機器。LANやWi-Fi、Bluetoothなど、 5GHz帯の無線機器。Wi-Fiなどで利
用する。ただし屋外利用は禁止されている。
・920GHz帯の無線機器。センサネットワークや Wi-SUNで利用される事が多い。省エネで
通信範囲が広いため、少ない通信量でデータをやり取りするIoTで注目されている。

STEP 3 [ IoT導入] ③-2 無線通信
INPUT

【サマリー】
無線通信は通信方式により特徴があるので、使う場所、場合によって選択する必要がある。
センサから直接通信する場合には低消費電力、少量データ通信、
ゲートウェイから通信する場合、大量高速データ通信ができるものを選ぶ。

情報伝達

PROCESS
電波の伝わり方

OUTPUT
通信方式

情報量
通信速度

【理論】

【実際】

無線通信は通信方式により、電力消費、通信速度、到達距離に特徴がある。なので、使用
用途によって選択する必要がある。
ゲートウェイから無線通信する場合は、2.4GHz、5GHzの周波数帯のWi-FiやBluetoothの近
距離、高速通信を選択する。通信距離が長距離の高速通信が必要な場合は700MHz〜
2.5GHz帯のLTEなどの携帯電話電波を選択する。
センサから直接通信する場合は電池等のバッテリ駆動になる場合が多い。そのため低消費
電力通信を選択する。
屋外か屋内か、など基地局までの距離によっても、通信方式を選択する必要がある。

使う場所、場合によって最適な通信方式を選ぶ必要がある。

１．無線通信を使う場所は屋内か屋外か？高速
通信の必要があるか？
低消費電力である必要があるか？

２．通信方式を選択する。

【用語】

【コラム】

LTE： Long Term Evolution、携帯電話の通信規格

無線通信の規格は様々であり、専門家でもどの規格を採用するかの判断で意見が別れ
る事が多い。また、実際に設置した後で通信の妨げとなる干渉が発見されるケースも少なく
ない。そのため、いきなり大量の機器を導入するのではなく、小規模な導入から段階的にス
タートしていく事や、類似の環境で実績のある通信方式を採用する事が重要である。
通信トラブルは根本原因の特定が難しい場合もあり、場合によっては、設置場所や設置
機器の変更を含めて、データ取得の設計を見直すことも必要となる。

STEP 3 [ IoT導入] ④ 制御装置
INPUT

【サマリー】
ゲートウェイと同意義と考えてよい。センサから電気信号を集めコンピュータが読めるデータ
に変更、クラウドサーバと通信し、データを送る。

【理論】

センサのデータ

PROCESS

OUTPUT

デジタルデータへの変換

制御装置の選定

通信の選定

制御装置の開発

【実際】

制御装置はセンサから取得した情報をサーバに蓄積出来るデジタルデータに変換を行い、
サーバに通信によりデータを伝達する役割をもつ。
Raspberry Pi（ラズベリーパイ）等安価のボードコンピューター、Arduino（アルドゥイーノ）等の
汎用SBC（シングルボードコンピューター）がある。両者ともIoTシステムに使用することもでき
るが、試作用、教育用途である。パッケージとして販売し、量販する場合は独自SBCを組むこ
とも検討する。

代表的な機器

代表的なSBC

代表的なボードコンピュータ

１．データを変換する必要があるか？

２．通信モジュールを選定する。

SBC（シングルコンピュータ）

Arduino（アルドゥイーノ）

Raspberry Pi（ラズベリーパイ）

1枚の回路基板上にCPU・メモリー・
ストレージ・入出力を

試作用の組み込みシステム
専用の開発ソフトウェアが用意され
ている。

英Raspberry Pi財団が教育用途とし
て開発したボードコンピュータ

３．制御装置を選定するか？
制御装置を開発する？

【用語】
SBC：むき出しの一枚のプリント基板の上に、必要なものに絞ったCPUと周辺部品、入出力イン
タフェースとコネクタを付けただけの極めて簡素なコンピュータ

【コラム】
シングルボードコンピュータ」と呼ばれているようなコンセプトの商品が出始めたのは200x
年代後半であり、2008年にBeagleBoardが登場している（BeagleBoardはその後も改良や低
価格化され、2014年現在も現役である）。
シングルボードコンピュータが広く認知されるようになったのは、2012年登場のRaspberry
Piの大ヒットによる。Raspberry Piは2014年6月までに300万セットを販売したと発表している。

STEP 3 [ IoT導入] ⑤サーバ
INPUT

【サマリー】
データの蓄積、データ分析を行う。
自社サーバであるオンプレミス、クラウド上のサーバであるクラウドサービスがある。

PROCESS

データの蓄積

SaaSの使用検討

データの解析

PaaSの使用検討

OUTPUT
サーバの選定

自社サーバの使用検討

【理論】

【実際】

サーバはデータの蓄積するストレージ機能及び、データ分析を行うアプリケーション機
能をもつ。
自社内にハードウェアのサーバを置くオンプレミスと予めストレージ機能とアプリケー
ションが使える状態にしたクラウドサービスであるPaaS(パース Platform as a Service)
のどちらかを選択する。
工場の稼働状況の見える化を行うなどの汎用的なアプリケーションの場合はPaaSにア
プリケーションも予めサービスとして用意されたSaaS（サース Software as a Service ）
もある。

自社サーバ（オンプレミス）とクラウドサービス(PaaS)の比較

１．汎用サービスSaaSの使用は可能か？

２．自社サーバとクラウドサービスPaaSの
比較を行う。

３．SaaSを選択するか？PaaSを選択する？
自社サーバ（オンプレミス）を選択するか？

【用語】
オンプレミス：情報システムのハードウェアを使用者（通常は企業）が自社保有物件やデータセ
ンター等の設備内に設置・導入し、それらのリソースを主体的に管理する運用形態。自社運用
（型）とも訳される

【コラム】
IaaS（イァース Infrastructure as a Service）とPaaSの違い
運用管理する範囲、ユーザーが選択できるOSやミドルウェアの自由度がIaaSとPaaSで異
なる。IaaSはあくまでストレージなどのインフラを提供するサービス。一方のPaaSは実行環
境の土台を提供するサービスであり、プログラム開発に当たっての動作環境を提供する。

STEP 3 [ IoT導入] ⑥ データベース
INPUT

【サマリー】
データベース（Database, DB)とは
データの蓄積や検索が容易にできるように整理された情報の集まりを言う。
ゲートウェイからネットワークを経由したセンサデータをある時間ごとにDBに蓄積するのが、
IoTでセンサをデータを活用するのに適している。
RDBMS（関係モデルデータベース）とNoSQL（非関係性データベース）がある。使用用途に
応じて使い分ける。

【理論】
DB（データベース Database）とはデータ、情報の集まりであり、サーバの中の一つの機能と
してある。データの蓄積や検索が用意に出来るように整理された情報の集まりである。
DBにはRDBMS（関係モデルデータベース）とNoSQL（非関係性データベース）がある。使用
用途に応じて使い分ける。

データの蓄積

OUTPUT

PROCESS
サーバ選定

DB選定

【実際】
DBの例

IoTにおいては
① ゲートウェイやセンサ本体より通信によりネットワークを経由したデジタル変換されたセン
サのデータを蓄積する。
IoTにおいては時間ごとにデータを蓄積すると解析しやすい場合が多い。
②

蓄積されたデータよりアプリケーションが特定条件にて検索し取り出されたデータを解析、
表示を行う。
例えばこのように蓄積する。
日時

温度

湿度

加速度

1月30日 10:30:00

10.0℃

40.0%

0.1G

1月30日 10:30:01

10.1℃

40.1%

0.3G

1月30日 10:30:02

10.3℃

40.0%

0.0G

1月30日 10:30:03

10.5℃

40.2%

0.2G

1月30日 10:30:04

10.8℃

40.1%

0.1G

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

【用語】

【コラム】

RDBMS（Relational Database Management System・関係モデルデータベース）:
SQLという言語を使ってデータを出し入れする。データを複数のテーブル（表）に分割し、それ
ぞれの関係性を定義することでデータを格納する方式。MS AccessやOracle、SQL Server、
PostgreSQLなどがあげられる。

RDBMSは複雑な主に業務システムのデータを格納するための方式として発展してきた。
そのため、データの更新や参照において一貫性を確保するための機構や、SQLを用いて複
雑な条件を指定してデータを抽出する機構が組み込まれている。一方で、IoTのように連続
的に発生する膨大なデータを蓄積する用途においては、NoSQLが利用される事も多い。
NoSQLでは、複雑な関係モデルによるデータ処理をしない代わりに、高速に大量のデータ
を処理することを実現している。

NoSQL(Not only SQL):
SQL言語を使わずにデータを操作する。特に、並列処理や大量データ処理においてパフォーマン
スを発揮する。

STEP 3 [ IoT導入] ⑦-1 データ分析
INPUT

【サマリー】
データ分析には
①データの可視化②データ解析③予測
がある。
データの分析を適切に行うためには、分析の目的に合わせて、取得するデータの種類やサ
ンプリング頻度を設計する必要がある。
近年では、分析・予測にAIを活用する事例も増えている。

【理論】

蓄積データ

OUTPUT

PROCESS
データ分析

データの可視化
データ解析
予測

【実際】

サーバのDBに蓄積したデータはデータ分析を行ってこそ価値がある。データ分析は
①データの可視化②データ解析③予測
のステップを追って行う。
解析と予測を効果的に行うためには、目的に合わせて必要なデータが取得できるよう
データの種類やサンプリング頻度などを適切に設計する必要がある。これら分析結果よ
り新しい付加価値を創出する。

データ分析例

１．データの可視化は行ったか？

２．データ解析の方法は正しいか？

３．予測、新しい付加価値を創出する分析が行
えているか？

【コラム①】
IoTが対象とするデータは膨大です。センサの値を単純に毎秒保存し続けるだけも1日で
数GBのデータ量になる場合があります。コンピュータの性能が向上し安価に大量のデータ
が処理できるようになったとはいえ、分析の目的に合わせたデータの取得が重要となります。
一方で、AI（ディープラーニング）を活用する事で、人間には抽出できなかった特徴を抽出
できる場合もあり、データ分析においてもAIの活用が進んでいます。

【コラム②】
データ分析は様々の手法があるが、一例を紹介する。
・アソシエーション分析 ・バスケット分析 ・クロス集計分析 ・決定木分析 ・因子分析
・ABC分析 ・クラスター分析 ・ジスティック回帰分析 ・線形回帰分析 ・主成分分析
・グレイモデル ・独立性の検定 ・軽量時系列分析

STEP 3 [ IoT導入] ⑦-2 AI
INPUT

PROCESS

OUTPUT

データ分析

自社AI開発

分析精度向上

【サマリー】
AI(Artificial Intelligence)：人工知能をデータ分析、予測の為に活用する事で、人間では分析
できない量のデータを活用する事が可能となる。
近年の主流はディープラーニングと呼ばれる手法で、機械学習とその学習パターンをコン
ピュータ自身で探りだす事ができる。

【理論】

SaaS AIサービス

【実際】

AI(Artificial Intelligence)：人工知能をデータ分析、予測の為に活用する事で、人間で
は分析できない膨大な量のデータを活用する事が可能となる。近年では、機械学習とそ
の学習パターンもコンピュータ自身で探りだすディープラーニングが主流となった。
SaaSやクラウドサービスとして、安価で簡単に使える汎用的なAIサービスが数多く登
場しており、必ずしも自社専用のAIを独自開発する必要は無くなっている。

AI(Artificial Intelligence)：人工知能

１．データ分析の精度は高いか？

２．SaaS等の汎用AIサービスは使用できる
か？自社AI開発をおこなうか？

３．AI学習により精度は高くなったか？

【用語】
ディープラーニング：ディープラーニングは、深層学習とも呼ばれ、近年のAIブームの中心とも言
える手法である。人間の神経細胞(ニューロン)の仕組みを模したシステムであるニューラルネッ
トワークをベースにしており、多層のニューラルネットワークを用いることで、これまでできなかっ
た分析が可能となった。分析対象の特徴を自動的に学習するため、従来のように人間の手で特
徴を定義する事を必要としない。

【コラム】
人工知能の社会応用
三井住友銀行ではコールセンターで人間のサポートをするIBMのWatson を導入している。
以前はオペレーターが顧客の問い合わせ内容を理解して、回答内容を資料から探し出すた
め、対応時間はオペレーターの経験に大きく依存していた。
Watsonの導入では、顧客とオペレーターの会話を瞬時にテキスト化し、問い合わせ内容
に合致する回答候補をWatsonがすぐにオペレーターへ提示する仕組みを構築。新人オペ
レータの負担が減り離職率が48％減少した。

STEP 3 [ IoT導入] ⑧ セキュリティー （暗号化）
INPUT

【サマリー】
IoT機器の情報（データ）を管理する場合には、悪意のある攻撃者からデータを守るためにセ
キュリティーを持たせる必要がある。
セキュリティーを持たせる場合、機密性（confidentiality）、完全性（Integrity)、可用性
（Availability)の情報セキュリティ三大要素を維持する必要がある。

【理論】

データの蓄積

PROCESS
セキュリティー

OUTPUT
三大要素を維持

【実際】

IoT機器の情報（データ）を管理する場合には、悪意のある攻撃者からデータを守るために
暗号化などでセキュリティーを持たせる必要がある。
各センサによって取得したデータに対して、アクセスを許可されたもののみがアクセスできる
機密性（confidentiality） 、センサデータと取得するデータが一致しており正確である完全性
（Integrity) 、許可された物が必要な時に必要な情報を取り出せる可用性（Availability)を維持
する必要があり、これを情報セキュリティーの三大要素という。

情報セキュリティーの三大要素

１．脆弱性対策などのセキュリティーを行った
か？

２．情報セキュリティーの三大要素は維持できて
いるか？

【用語】
暗号化： データの内容を他人には分からなくするための方法

【コラム】
暗号化の仕組み
まず、元のデータを暗号のシステムを使い暗号化します。この時に暗号鍵と呼ばれるデー
タを使用する。このような仕組みで暗号化をすると、元のデータは、まったく違うデータにな
る。 暗号化されたデータは、同じように暗号のシステムを使い元のデータに戻す。これを復
号と呼び、この際に暗号化の時と同じように暗号鍵を使って行う。

STEP 3 [ IoT導入] ⑨ データ活用
INPUT

【サマリー】
蓄積したデータの分析し活用することで様々な効果をもたらす。

データ分析

レベル１. 見える化
レベル２. 改善
レベル３. 新たな付加価値創出

【理論】
蓄積したデータを分析したのち、活用することでこそIoTの効果がある。次のレベルの
順にデータ分析の活用を行う。

OUTPUT

PROCESS
分析データの活用

見える化
改善
付加価値の創出

【実際】
データ活用の例

レベル1.見える化
人手で行えていたデータ収集をセンサにより自動収集する事で、データ可視
化（見える化）が簡単に行える。
レベル２. 改善
見える化する事や、従来収集していなかったデータをセンサで自動収集し、
新たなデータより、今まで見えなかった課題が把握でき、既存業務の改善を
行う。
レベル３. 新たな付加価値創出
見える化されたデータをAI等を使用しながら分析し、さらに他の情報などと組
み合わせた新たな手法により新たな付加価値を創出する。

【用語】
プラットフォーム：膨大なIoTデータを収集し、ストックして、サービス化する基盤の部分である。機
能として①データを収集する配管のような役割②大量のデータを蓄積する貯蔵庫の役割③サービ
ス化するためのソフトウェアを乗せる役割（アプリケーションの開発環境）の3つが挙げられる。

【コラム】
分析の結果の表示、異常の表示など見える化するデバイスはスマートフォンやタブレット
などのスマートデバイスを使用する場合がほとんどである。スマートデバイスの普及率が高
まってきていることもIoTが普及する一役を買っている。

