
概 要
インテル IT部門では、インテル® IoT プラットフォームを使用して2つの概念実証を実施し、
企業環境におけるモノのインターネット（IoT）のビジネス価値を評価しています。第1の概
念実証では、インテルのオフィスビルにおける資産活用と電力効率に焦点を合わせています。
もう1つの概念実証では、IoTソリューションによってデータセンターの運用効率を向上する
方法を調査しています。どちらの概念実証でも、ソリューションの再利用の容易さ、相互運
用性、拡張性を評価しています。

インテル IT部門では、IoTによって、インテルのビジネス運営における情報テクノロジーの利
用方法が根本的に変わると考えています。IoTでは、センサー、インテル® IoTゲートウェイ、
無線ネットワーク、データおよびストレージという4つの主要な IoTコンポーネントを統合す
ることによって、古くからの問題に対する新しいアプローチが可能になります。IoTを IT環
境に統合することにより、次に示す分野で、価値が得られる可能性があります。

•  柔軟性、俊敏性、拡張性

•  運用コストと資本コスト

•  効率と生産性

IoTテクノロジーはまだ成熟途上であり、テクノロジーには未だギャップが存在しますが、
インテル® IoT プラットフォームは、エッジツークラウドの IoTソリューションを迅速に導入で
きるという点で大きな進歩を遂げています。このプラットフォームは、ゲートウェイを介してセン
サーをクラウドに接続するだけではありません。このプラットフォームでは、運用管理機能、セ
キュリティー、APIの拡張性、分析機能が提供されます。つまり、拡張性と相互運用性を備
えた管理可能で安全なエッジツークラウド・ソリューションに必要なすべてのビルディング・
ブロックが提供されるということです。これにより本番稼動までの時間が加速され、IoTソ
リューションの導入と保守にかかるコストが削減されます。

インテル IT 部門では、IoTによって、
インテルのビジネス運営における情報
テクノロジーの利用方法が根本的に変
わると考えています。
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背 景
1991 年に、Xerox PARC のコンピューター科学者Mark Weiser は次のように述べていま
す。「最も重大なテクノロジーは姿が見えないものです。日常生活の中に織り込まれ、見分
けがつかなくなっているのです」。1 Weiser は、現在のモノのインターネット（IoT）と呼ばれ
ているテクノロジーを想像したわけではないでしょう。しかし、20 年以上も前のWeiser の
インサイトは現在でも通用します。

IoT の特徴は、何十億台ものデバイスがすべてインターネットに接続されていることです（図
1 参照）。これらのデバイスのうち大多数は、完全に日常生活の一部になっているため、ほ
とんど目立ちません。エッジデバイスの演算能力が高まり、互いに接続されるデバイスが増
加するにつれ、IoT を従来の IT 情報システム、ビジネスプロセス、分析と統合する可能性が
高まり、それによって情報テクノロジーの領域は拡大しています。

しかし、これらの接続されたデバイスは、データがなければほとんど価値がありません。そして、
ここに IoTの真のパワーがあります。つまり、データの取得、データの分析、そのデータに対
する対処が重要なのです。デバイスによってインターネットに接続し、高い演算能力へと統
合し、データ分析と意志決定エンジンを使用して、有意な情報を抽出することで、個人、企業、
社会に対する付加価値が得られます。
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図 1. データ取得、データ分析、情報を通じて、モノのインターネットは情報テクノロジーの領域を拡大します。
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¹  Mark Weiser、「The Computer for the 21st Century」、Scientific American 誌：通信に関する特集号（1991 年）。 
http://web.stanford.edu/class/cs240e/papers/weiser.pdf（英語）（1991 年の特集号から転載）
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IoTソリューションには、データを検知し公開する機能、データを管理し系統化する機能、評
価や対処のために分析または予測を実行する機能の装備が不可欠です。これらの機能は
データ・パイプラインのどこにでも（エッジのセンサー上でも、クラウドの奥深くでも）存在さ
せることができ、クラウド内であれば厳密な分析を実行できます。

IoTはすでに消費者向け市場に普及しています。例えば、スマートフォンを使用して家庭用
冷暖房システム、散水システム、セキュリティー、照明、プールなどの設備を制御したり、スマー
ト機器にテキストメッセージで指示を送信することができます。しかし、これらはほとんどが
独自システムであり、効果的ではあるものの成熟度に欠け、従来の ITシステムで進化して
きた操作上の特性が不足しています。また、幅広い IoT業界と同様に、現在のスマート・ホー
ム・システムには、現代の企業が必要とする再利用の容易さ、拡張性、相互運用性という基
本的なメリットも不足しています。

インテルでは、共通のハードウェア、ソフトウェア、ツール、システム統合、ネットワークとクラ
ウドのインフラストラクチャーを提供するエンドツーエンドの IoTプラットフォームを実現し
ています。このインフラストラクチャーは、複数の業種にわたる幅広いソリューション体系の
隅々にまで安全なインテリジェンスを提供するソリューションの開発と導入を加速させるた
めに必要です。インテル IT部門では、再利用の容易さ、拡張性、相互運用性に基づいて、
インテル® IoT プラットフォームの価値提案を追求しています。また、従来の ITの利用方法
や IoTテクノロジーの使用に関わる問題に対するソリューションも追求し、IoTによって生産
性を拡大したり、従来の ITシステムとビジネスプロセスを補う環境インテリジェンスを向上
することのできるスマートな利用方法をテストしています。

モノのインターネット：利用方法と利点
インテル IT部門では現在、IoTテクノロジーのパワーを利用してインテルのビジネス環境を
変革する新たな方法を調査しています。IoTを IT環境に統合することによって、柔軟性、俊
敏性、拡張性、運用コストと資本コスト、効率と生産性の分野で価値が得られる可能性があ
ります。

IoTによって、インテルのビジネス運営における情報テクノロジーの利用方法が根本的に変
わるはずです。IoTコンポーネントを従来の ITシステムやビジネスプロセスと統合することに
よって、古くからの問題に対する新しいアプローチが可能になるからです。インテル IT部門
では、企業の情報テクノロジー・システムの進化において IoTは変革をもたらす可能性があ
ると考え、以下に示す分野で IoTベースのイノベーションを追求しています。

•  スマート・ビルディング：エネルギーと環境の管理、会社の資産管理、使用、コスト、消費
電力に関連する資産効率の向上、部屋や施設の使用状況の管理が主な適用例です。

•  データセンターでの利用：エネルギーと環境の管理、物理装置とIT資産の管理、利用率
の向上が主な適用例です。

•  工場での利用：予測的メンテナンス、工場内のデータ伝送、遠隔監視、メンテナンスが主
な適用例です。

•  サプライチェーンの最適化：入庫管理、倉庫保管業務、供給メーカーのセキュリティー管理、
設備稼動率の向上が主な適用例です。

•  モバイルワーカーの生産性：情報支援、モバイル環境での生産性の向上、グループ・コラ
ボレーションが主な適用例です。

インテル® IoT プラットフォームでは業界
横断的な価値（再利用の容易さ、拡張
性、相互運用性）に重点が置かれてい
るため、多種多様なサードパーティーの
各エコシステムにおいては、特定の業
種または用途に対応したソリューション
により深く集中することができます。

3  of  8

www.intel.co.jp/itatintel

IT@Intel White Paper : 企業におけるモノのインターネットの探求

http://www.intel.co.jp/itatintel
http://www.intel.co.jp/


モノのインターネット：課題とテクノロジーのギャップ
IoT の変革のパワーを十分に引き出すためには、まず IoT と業務用システムやコンポーネン
トとの統合に関連する課題に対処する必要があります。また、テクノロジーを成熟させ、テク
ノロジーに存在するギャップを排除する必要もあります。

IoT エコシステム全体では、3 つの主要課題があります。

•  再利用の容易さ：IoT への初期の取り組みでは、通常、特定の目的への最適化が行われ
ていました。つまり、センサーとサポート・ソフトウェアによって、汎用性が制限されていま
した。最適化によってパフォーマンスは高くなりますが、コストと柔軟性が低くなる場合が
あります。IoT の拡大と進化に伴い、複数の応用に使用できるプラットフォームに焦点が
移行しています。しかし、汎用システムは柔軟性を最大にする設計が困難であり、習得に
かかる時間が増加します。

•  相互運用性：最終的には、IoT テクノロジーは、IT システム、運用、ビジネスプロセス、エン
ドユーザー体験とシームレスに連携する必要があります。企業全体にビジネス価値を提
供するには、IoT ソリューションをネットワーク、プロビジョニング、セキュリティー、管理シス
テムと統合する必要があります。

•  拡張性：接続するデバイスの数と種類は、特に企業環境の場合、絶えず変化します。IoT 
ソリューションは、運用（アラートとイベント、セットアップと導入、維持活動）、拡張性のあ
るデータ管理、リソース（ネットワーク、演算、ストレージ）に関して、簡単かつ手ごろな価格
で、拡張および縮小できる必要があります。

これらの課題に対するソリューションを引き続き追求するとともに、ビジネス価値のあるソ
リューションの導入を開始しています。

テクノロジーのギャップについては次の項目を確認しました。インテルの IoT ソリューション
では、これらのギャップに対処する予定です。

•  企業のセキュリティーとプライバシー：デバイスの信頼性、完全性、検証、データ保護、デ
バイスとネットワークのアクセスモデル、データガバナンスとプライバシー保護に対処するデー
タ・ポリシー・モデルに関する問題を確認しました。IoT デバイスは個人所有の場合と会
社所有の場合があるので、データガバナンス、データの最小化、合理的な個人利用につい
てユーザーの合意を形成し、ポリシーを作成する必要があります。

•  企業での安全な無線接続：IoT ソリューションの作成者が直面する接続性の問題には、
無線 LAN統合とノード拡張、センサーベースの無線インフラストラクチャー、ゲートウェイ
があります。これらはセットアップやアクセスポイントとの統合が簡単にできる必要があり
ます。また、センサーには数年間持続するバッテリーが必要です。バッテリーが持続しないと、
大規模な導入ではバッテリーの交換に関連する間接コストが法外な額になります。

•  企業の管理と運用の統合：最適なビジネス価値を提供するためには、IoT ソリューション
はデバイスのプロビジョニングや管理だけでなく、運用やサービス管理と統合する必要が
あります。

•  企業データ管理とAPI：データ管理の分野では、企業の利用に向けたデータ管理、管理
向けのデータサービス、開発者サービスをIoT ソリューションでサポートする必要があります。
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インテル® IoT プラットフォーム
インテルを含め、企業が IoT によりメリットを獲得するチャンスは重要です。インテル IT 部門では、IoT に関連する課題に取り組んでおり、社内の IT 環境への
統合を開始しています。インテル® IoT プラットフォームには、拡張性と相互運用性を備えた管理可能で安全なエッジツークラウド・ソリューションに必要なビ
ルディング・ブロックが含まれており、これによって本番稼動までの時間が加速され、IoT ソリューションの導入と保守にかかるコストが削減されます。

現在このインテル® IoT プラットフォームをテストしています（「概念実証」を参照）。インテル® IoT プラットフォームにより、デバイスを接続して信頼できるデー
タをクラウドに送信する方法について、定義済みの再現可能な基盤を提供できます。その結果、ソリューションの複雑さを解消し、実用的なインテリジェンスと
イノベーションを提供して本番稼動を迅速化できると期待しています。

インテル® IoT プラットフォームは、次の標準化された拡張性のあるモジュール型のインテル® テクノロジーをシームレスに組み合わせることで構成されます。

•  デバイスとゲートウェイ：エッジでは、デバイスとセンサーによってデータが生成されます。ゲートウェイは、物理的にはエッジデバイスとクラウドの間に配置さ
れ、データの集約、データの演算、エッジにおけるデータの制御を行います。ゲートウェイは単なるフィルターではなく、ゲートウェイでエッジ・コンピューティン
グを使用して情報をアクションに変換することができます。例えば、リアルタイムの閉ループ制御では、ゲートウェイで命令をアクチュエーターに送り返すこと
ができます。

•  エッジおよびクラウドの管理：デバイス、セキュリティー、高度なデータ管理によって、大規模な IoT システムを管理および展開する機能がエンドユーザーに
提供されます。Wind River* Edge Management System では、クラウドへの接続が提供され、デバイスの構成、ファイル転送、データの収集、ルールベー
スのデータ分析と応答が容易になります。

•  サービスの作成とAPI：インテル® IoT プラットフォームのユーザーは、インテル® Mashery™ API マネジメント・ツールにアクセスできます。これらのAPI は
社内およびサードパーティーの開発者と共有することができ、サードパーティーの開発者は、導入された IoT ソリューション上に新たな価値を構築すること
ができます。

•  分析とデータベース：インテルでは IoT 開発者向けキットに対するクラウド分析サポートを拡大して、インテル® Galileo ボードとインテル® Edison モジュー
ルに加えて、インテル® IoT ゲートウェイ開発キットシリーズを含めようとしています。エッジにおける演算とクラウド分析とを組み合わせることで、IoT アプリケー
ション開発者は傾向と異常を検出して、リアルタイムのインサイトを取得し、操作を合理化することができます。

•  エンドツーエンドのセキュリティー：インテル® IoT プラットフォームの特長は、エッジからクラウドまで緊密に統合されたハードウェアとソフトウェアのセキュリ
ティー、ならびに不変のハードウェア ID、セキュアブート、接続デバイス・エージェントのホワイトリスト、監視ソフトウェア、データ保護、ポリシー管理です。

インテル® IoT プラットフォームに基づくIoT ソリューションでは、データを最初に収集してシステムに取り込むエッジで、ローカルにデータの演算および管理を
開始できるため、既存のデバイスのインテリジェンスはさらに高まります。データが IoT ソリューションの中を移動する間に、他のデータ、システム、インフラスト
ラクチャーとシームレスに統合することができます。エッジで演算を開始し、必要なデータだけを移動してクラウドで追加の処理を行ったり、リアルタイムでエン
ドユーザーと共有することで、大きなメリットが得られます。エッジで処理を行うことにより、データの移動と格納にかかるコストの低減、エッジ以降のデータ処
理における演算速度の向上など、複数のメリットが考えられます。演算場所とデータの移動は、エッジツークラウドの IoT システムをサポートするよう設計され
たセキュリティー基盤に基づきます。

インテル® IoT プラットフォームの詳細については、http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/internet-of-things/overview.htmlを参照してくだ
さい。

モノとデバイスの接続
センサーでデータを取得、
マシンで処理

エッジにおけるインテリジェンス
データのフィルタリング
エッジでの分析の実行
データによるデバイスへの情報提供と指示

データをインサイトに変換
データの処理と格納
クラウドでの分析の実行
デバイスとポリシーの管理
ネットワークの管理

エンドツーエンドのセキュリティー
安全なハードウェア、ソフトウェア、データ
安全なデバイス管理
安全なポリシー管理
拡張性のある演算の保護

データの可視化と 
インサイトの価値化
使用可能な情報の提供
操作の自動化
サービスの作成

クラウド管理

データセンター

分析とAPI

ストレージ

ゲートウェイ
　  ハードウェアの検証
　  ソフトウェアの検証
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概念実証
インテル IT 部門ではインテル ® IoT プラットフォームを使用して、企業環境における IoT の
ビジネス価値を明らかにする2 つの概念実証（PoC）を実施しています。これらのPoC によ
り、企業ですぐに使用できる IoT ソリューションを構築するために何が必要かについて、理
解が深まっています。第1 のPoC では、インテルのオフィスビルにおける資産活用と電力効
率に焦点を合わせています。もう1 つのPoC では、IoT ソリューションによってデータセンター
の運用を向上する方法を調査しています。どちらのPoC でも、インテル® IoT プラットフォー
ムを使用してソリューションの再利用の容易さ、相互運用性、拡張性を評価する一方で、新
たな IT 利用方法や従来の IT 利用方法を解決する IoT の可能性を実証しています。

スマート・ビルディング：空室状況
使用状況の検出と予測はスマート・ビルディング・ソリューションの必須コンポーネントです。
これによって、ユーザーの快適さとニーズをサポートしながら電力効率を向上できるからです。

IoT をインテルのビル内で活用する方法について調査するにあたり、現在のPoC（図2 参照）
では、会議室の空室状況に焦点を絞りました。会議室はインテルでは需要の高い資産です。
会議室を予約するオンラインシステムはありますが、スケジュールだけを見ても、実際にその
部屋が使用されているかどうかは分かりませんでした。そのため、会社の資産およびエネル
ギーやリソースを効率的に使用できず、従業員の時間も失われていました。空室状況に関
するPoC では、複数のセンサー（動き、温度、照明、音声）を使用して、会議室が実際に使
用されているかどうかを検出します（従業員のプライバシーは侵害しません）。

インテル IT 部門は、この空室状況に関するPoC の結果を使用することで、インテル ® IoT 
プラットフォームによって、複数のスマート・ビルディングの利用方法に対して再利用が可能
で、拡張性と相互運用性のある共通リファレンス設計を実現できることを実証し、さらには
ITの柔軟性、俊敏性、拡張性、運用コストと資本コストの効率性を示そうとしています。スマー
トデバイスを使用してリアルタイムに IoT 対応のスマート・ビルディング・サービスと情報の
やり取りができることにより、従業員の生産性が向上すると予測しています。

IoT アプリケーションの 
ビルへの適用：利点
•  電力効率：照明の明るさ、HVAC（空調）シス
テム、散水、水道使用量の調節は、インテリ
ジェントなセンサーの使用によってビルの電力
効率を改善する方法のほんの一例です。

•  社員の生産性：位置に基づいた情報の提供
により、従業員が必要なリソースを即座に探し
出したり、必要とするデータに接続することが
できます。

•  ビルの運用の統合：リアルタイムの情報をビ
ルシステムに統合することによって、ビルを効
率的に運用することができます。例えば、エレ
ベーターの運転を最適化して移動時間を最小
にしたり、ロビーの売店でさまざまな情報を提
供したり、駐車場では空き状況や空きスペー
スの情報を提供することができます。

•  ビル利用者の満足度：従業員は、リアルタイム
で、フィットネス・センターのマシンが空いてい
るかどうか、カフェテリアがどの程度混んでい
るか、または、シャトル便が現在どこを走行して
いるかを知ることができます。別の IoT アプリ
ケーションでは、従業員が働くオフィスの照明
や温度を調節することができます。

図 2. 会議室に配置された複数のセンサーによって、部屋が使用中であることをリアルタイムで確認できます。

Open Rooms @ Intel
Site Site 1

Building A

Available Rooms

Floor 3

AB03-301-14 Open and Free
Conference Room

AB03-306-6 Booked but Free
Conference Room

AB03-309 In Use
Phone Booth

1

2

3

4

A B C D E F G H IAB03-306-6
Conference Room

6-person capacity

This room has been reserved but 
no one is in the room

intelspaces.intelinternal.com
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スマート・データセンター：運用効率
データセンターは、空調の温度、気圧差、相対湿度、電力需要、空気の質、サーバールーム
や特定のスペースにアクセスする人数など、細かいデータを収集するには絶好の環境です。
こうした詳細データを集約して物理的環境の全体図を描き、役立てることができます。この
ようなデータは、冷却装置や電力設備自体の表示、または、ビル管理システム（BMS）によ
りローカルに入手することは不可能ではありません。しかし、これらのシステムはメーカーが
異なる場合や、世代の異なる装置で下位互換性のない場合があります。さらに、ほとんどの
BMS が独占的システムであり、既存のセンサーからデータを収集するには高価なライセン
スまたは料金が必要です。BMS からデータを入手できない場合、手動でデータを収集しレ
ポートする必要があり、システム効率の調整が一時的かつ手動であるにもかかわらず、ロー
カルサポートが必要になります。このような制約から、データセンターでは、IoT テクノロジー
によってデータセンターの運用効率を向上し運用コストを削減できる導入シナリオを調査し
ています。

現在は、PoC を実施して、無線センサーをデータセンター全体に配置して情報を収集する
方法を検証しています（図3 および表1 参照）。この情報を使用して、冷却装置に対する
調整を手動で行うか、ファンの回転速度や冷却水バルブに対する変更をBMS から自動で
行うことにより、部屋の機械系インフラストラクチャーを管理しています。収集したデータは
インテル® データセンター・マネージャー・ユーティリティーと統合する予定です。これにより
可視化とビジネス・インテリジェンスが拡大されます。空室状況に関するPoC の作業と同
様に、IoT テクノロジー向けの再利用可能で拡張性と相互運用性のあるデータセンター・リ
ファレンス設計の基盤を構築中です。

図 3. データセンター全体に配置された無線センサーに
より、運用効率を向上できます。

Power Usage
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Humidity
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DATA CENTER 1, LOCATION

1

2 3

内部環境

機 械

外部環境

表1. データセンターでは無線センサーを使用して情報を収集できます

センサー 用 途

機 械 CRAC ユニットの効率、需要、実際の出力容量を特定します。

冷却水バルブ位置 ユニットの流量の概算値と需要を特定します。

電力（配電レベル） 個々のデバイスの表示と比較して部屋全体の需要を特定し、電気的な位相バランスが適切に維持されて
いるかどうかを決定する参照値を提供します。

内部環境 空気の量 電力需要などの参照値と比較する場合に、その部屋が電力需要と釣り合っているかどうかを決定します。

空気の質 エアサイド・エコノマイザー・ソリューションとともに使用し、特定の季節、または1 日のうち異なる時刻に
存在してコンピューター機器の長期的な劣化を引き起こす可能性のある空気中の特定の化学物質や微
粒子を識別します。

使用状況 因果関係に基づいてビルの資産またはスペースの利用状況を判断します。例えば、持続的な動きを認識
することによって使用状況を判別する部屋内の動作センサーまたはワークステーション・センサーなど。

静的な気圧 特定のサーバー・ワークロードに対して最も効率的な給気ソリューションを可能にします。

温度（ラックの正面と上部） デバイス給気温度を簡単に参照することができ、ホットアイルからコールドアイルへの空気の流れを確認で
きます。温度マップを作成して、全体の冷却効率を求め、部屋の中で故障の起こりやすい箇所を見つけ出
すこともできます。

外部環境 相対湿度 コンピューター・メーカーの環境要件を満たすための参照値として使用します。

測候所 冷却設備の効率およびウェットサイドまたはエアサイドのエコノマイザーを使用する機能に対する入力が得
られます。

冷却塔のファンとポンプの速度 データセンターの冷却需要と気象条件に関する入力が得られます。
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次のステップ
IT部門ではインテル全体への IoTソリューションの導入を開始しており、IoTソリューション
によって、従業員の生産性の向上、環境意識の向上、従来の運用コストと資本コストの支出
機会への対処、IoT対応の最新 ITシステムに関する新たなアプリケーションの開発などの
機会が得られることに期待を寄せています。来年にかけては、IoTの取り組みを次の範囲ま
で拡大する予定です。

•  ITサービスのPlatform as a Serviceプロバイダーとの統合

•  エッジ管理システムの導入

•  自動意思決定支援に向けた IoTデータの社内データセンター管理ツールへの統合

•  セキュリティーとプライバシーの強化

•  パブリック/プライベート/ハイブリッド・クラウドによるIoTサービスのホスティングの実現

まとめ
インテル ® IoT プラットフォームを基盤として使用することにより、IoTテクノロジーのパワー
を利用して、効率性と生産性の高い企業環境を構築する新たな方法の追求が可能になり
ます。会議室の空室状況やデータセンターの運用に向けて実施しているPoCによって、再
利用可能で相互運用性と拡張性のある安全な IoTソリューションを導入する方法が確立さ
れます。エッジに配置されたデバイスやセンサーからデータを取得し、クラウドでそのデータ
を集約および分析することによって、インテルにとって大きな価値をもたらすインサイトが得
られると期待しています。

IT@Intel

IT@IntelはITプロフェッショナル、マネージャー、
エグゼクティブが、インテル IT部門のスタッフ
や数多くの業界 ITリーダーを通じ、今日の困
難な IT課題に対して成果を発揮してきたツー
ル、手法、戦略、ベスト・プラクティスについて詳
しく知るための情報源です。詳細については、
http://www.intel.co.jp/itatintel/ を参照
してください。あるいはインテルまでお問い合わ
せください。

関連情報

関連トピックの情報については、http://www.
intel.co.jp/itatintel/ を参照してください。
•  ホワイトペーパー「Creating Business 

Va l u e  t h r o u g h  C o n t e x t - A w a r e 
Computing」（英語）

•  ホワイトペーパー「エンタープライズ・ビジネ
ス・インテリジェンスおよびビッグデータのク
ラウドへの拡張」

•  ホワイトペーパー「Getting a Headstart 
on Location-based Ser vices in the 
Enterprise」（英語）

•  音声番組「Creating Business Value 
through Context-Aware Computing」
（英語）

インテル IT部門のベスト・プラクティスの詳細については、 
http://www.intel.co.jp/itatintel/ を参照してください。
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