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社会システム・プラットフォームとは

今里　直人

概要
　インターネットとモバイルネットワークがヒトとヒト、モノとモノ、ヒトとモノをつなげるIoT/M2M時代を実現した。
ここでは、大きなビジネスの変化が起きている。様々なツールをたった一台で装備したスマートデバイスが普及
し、ネットを介したサービスがいつでもどこでも利用可能となった。消費者の購買行動は急激に変化している。
その中で最新のITを活用して変革を起し、新たなビジネスモデルを展開する事業者が従来の事業者に取って
代わろうとしている。全ての企業は自らITを当たり前に使いこなす、I Tプロバイダーとなるだろう。既に流通業、
製造業といった産業だけでなく、道路・交通といった社会インフラもIoT/M2Mの活用が始まっている。IoT/M2M
の世界では、I Tは情報システム会社やシステム部門が扱うものではなく、ビジネスをドライブする経営者や事業
開発者が自由にコンピューターパワーを使える仕組みが必要となる。
　I Tを駆使した変革を実現するために重要なのはスピードである。仮説を実践し、評価するサイクルを早く回し、
自社の強みを活かし、価値を高めるサービス開発が求められている。このためのプラットフォームは、データ
センターやネットワーク、セキュリティなど高度な専門性と投資が求められるものであり、クラウドでITを活用する
べきである。
　インテックはこの時代に先がけて、社会システム・プラットフォームの提供を開始している。今後更に進化する
社会システムの高次化に向けて、お客さまと共に、新しいビジネスモデルを構築していく。

  1.  はじめに
　これまでインターネットはグローバルなレベルで人と人をつな

ぎ、社会に変革を起してきた。昨今、IoT(Internet of Things)、

M２M(Machine to Machine)というキーワードが示すように、機

械と機械がつながる次の局面を迎えている。これらがもたらす新

しい社会とそれを支えるプラットフォームについて考察したい。

　スマートフォンが登場し、この数年でインターネットの利用環

境が激変している。ソーシャル、モバイル、アナリティックス、クラ

ウド等のキーワードに代表されるように、システムの構造やアプ

リケーションの提供形態は大きく変化した。その結果、多くの企

業が使用しているシステムはレガシーとなり、新しい基盤に対応

する必要に迫られている。しかし、業務アプリケーションの多く

は新しいプラットフォームに対応するだけの「載せ替え」にとど

まっているのではないか。ICTは、日本の企業の生産性向上や新

しい価値創造に本当に寄与できているのだろうか。

　一方、近年日本が高度成長期より得意としてきた小型機器を制

御するエンベデッドテクノロジー(組込みシステム技術)の領域に

おいて、新しいソリューションが生まれてきている。機械と機械が

ネットワークを介してつながる、新しい社会を築くための要素技

術であり、日本が IoT/M２M時代を担っていく期待が高まる。

  2.  IoT/M2M とは
　I oTは「モノのインターネット」とも呼ばれる。その概念は

１９９０年代から存在しており、当初は全てのモノに識別可能な
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図１  IoT の拡大

  3.  IoT/M2M がもたらすビジネスの変化
3.1　全ての産業はITプロバイダーになる
　M２M以前に電子辞書、カーナビ、デジタルカメラなど様々

な電子機器が、従来のメディアを置き換えてきたが、これらは

たった一つのスマートフォンという端末に置き換わった。スマー

トフォンはその利便性により常に所持され、人々は常にネット

IDを割り当て、ネットワーク化することを意味していた。全ての

モノからデータを集め、またネットワークを介してモノを制御す

る技術であり、RFID(無線タグ)や家電製品のネットワーク化な

どがその領域と目されていた。しかし現在もグローバルな流通

でRFIDは普及しているとは言い難く、家電製品のネットワーク

化も進展していない。またM２Mは人と人に加え、機械と機械が

ネットワークを介して情報を交換するモデルである。M２Mは

IoTよりさらに古くからある概念であるが、昨今注目される背景

には、ビッグデータ処理技術、スマートデバイスの普及、ブロー

ドバンドインターネットとモバイルネットワークの高度化という

ICT基盤の進化が状況を変えている。

　機械はインターネットを介してグローバルに、またモバイル

ネットワークを介して、位置(場所)を問わずつながることができ

るようになった。スマートデバイスは、近距離無線通信機能を持

つ小型センサーをインターネットに中継する装置の役割を果た

している。まさにユビキタスネットワークであり、至るところに

機械群を配置することが容易となった。さらにビッグデータ処

理技術によって、膨大な機械群が発するデータを処理・解析す

ることが可能である。

　IoT/M２Mは、技術の進化により概念から実体を伴うものと

なった。

ワークにつながっている。

　消費者は既にネットワーク社会で暮らしており、ショールー

ミング（１）という購買行動に見られるように、今まで既存のビジ

ネスモデルで収益を上げていた企業が、気づかぬうちに市場

を奪われる事態が起きている。これまで店舗でしか購入できな

かったサービスが、ネットワーク上から提供されると店舗でモノ

を買わなくなる。産業や消費を支える銀行でさえ店舗が必要

なのではなく、決済や振り込みといった銀行が提供している金

融サービスとしての機能が必要なのである。今や、こうした機

能は「いつでもどこでも」スマートフォンで利用可能となり、銀

行の店舗ですら人は行かなくなっている[1]。

　この様に、従来から長い間かけて苦労して積み上げてきた「現

在のビジネスモデル」は、これまでの慣習や規制にとらわれずに、

最新の情報技術を取り込んだ「新しいビジネスモデル」によって、

あっという間に取って代わられてしまう。新たなサービスが従来の

サービスを破壊してしまう。アマゾンや楽天に始まり、Facebook

や LINE など SNS の決済チャネル化、ウーバー（２）に代表さ

れるビジネスモデルの変革、金融業界におけるFinTech（３）や製

造業のインダストリー４.０（４）など変革を生み出す潮流は止めら

れない。

　現在のビジネスモデルを破壊され、自らが淘汰されないため

には、自分たちが最新の ITを活用して変革を起こす立場に立た

なければならない。全ての産業は、自社のコアコンピタンスとし

てITを活用する時代に入る。ITは ITプロバイダーから提供され

るものではなく、自らが ITプロバイダーとして最新のITを利活

用できなければならない。

　変革を実現するために重要なのはスピードである。仮説をす

ぐに実践し、評価するサイクルを早く回す。ITを使ってビジネス

の価値をどのように高めて行くことができるか。自社の強みを活

かしたサービス開発が求められている。

図２  新しいビジネスモデルへ
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（1）  商品の購入を検討する際に実際の店舗を訪問し実物を確かめるが、実際の購入はその店舗ではなくオンラインショップから購入するという行為のこと。
（2）  米ウーバー・テクノロジーズ社が運営するオンライン配車サービスのこと。
（3）  FinanceとTechnologyを組み合わせた造語。ここ数年世界的に金融×IT分野で活躍するスタートアップが注目されている。
（4）  ドイツ政府が2011年から推進している第4次産業革命を意味する技術政策のこと。実世界と情報技術を密接に連携させ、自動化された工場により新しい価値やビジネスモデルの実現を目指している。
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3.2　ビジネスをドライブするのは誰か
　IoTの世界は、２０２０年までに５００億台のデバイスがインター

ネットに接続されると予想されている[２]。インターネットにセン

サーがつながることで、何が変わるのか。すでにグローバルなレ

ベルでいくつもの成果が出始めている。以下に事例を列挙する。

(1)　製造業

　工場の製造ラインには至るところにセンサーが設置され

ている。明るさや室温などの作業環境を２４時間休みなく、適

切にコントロールし、電力量を制御することで経済的で安全

な作業環境を維持している。また作業員の行動を把握し、生

産工程上の無駄を省き、効率化を行っている。これらは全て

データで把握し管理されている[３]。

(２) 自動車業

　現在の自動車は、車載コンピューターとエンジンその他に

無数に設置されたセンサーにより、燃料効率を制御したり、

自車の状況をリアルタイムにコンソールに表示したりするこ

とができる。また、Bluetoothにより、車とスマートフォンやタ

ブレットが連携できる。さらに、Wi-Fiにより車と車がネット

ワークでつながり(車々間通信)、走行中の車がインターネット

上の様々な情報にアクセスできるようになった。周りとつな

がる「協調型」自動運転の実現も近い[４]。 

(３) 流通業

　ショッピングセンターでは、「特定の商品を購入する前に、

どんな商品と比較したか」「どのような経路で欲しい商品を

手に取ったか」など顧客の嗜好や購買行動を分析する。店舗

の入り口などに置かれたカメラやセンサーで来店顧客を識別

し、購買行動を「見える化」する。仮に何も買わずに帰ったと

しても、オンラインで適切な商品をリコメンデーションするこ

ともできる[５]。

　IoT/M２M時代では、どのような環境においても「センサーが持

つアドレス」によって位置が識別され、状態の把握が可能となる。

この仕組みは、橋やトンネル、道路、ビルなど構造物の老朽化など

社会的な課題への対策としても期待できる。例えば、全国には橋

(橋梁数)は約７０万橋ある。このうち、建設後５０年を超えた橋梁

(２ｍ以上)の割合は、現在は１８％(約１２.６万橋)であるが、１０年後

には４３％(約３０万橋)、２０年後には６７％(約４７万橋)へと増加す

る。また、これらの内７割以上は市町村道にある[６]。橋梁の整備

は地方公共団体(自治体)が担わなくてはならないが、経費負担

に耐えられない。従って、全てを人間が目視で検査するのではな

く、センサーネットワークを常設し振動や歪み等を監視して保全を

行う「ソーシャル・デバイス」といった仕組みが注目されている。

　IoT/M２Mの世界でビジネスをドライブするのは、ユーザー企

業そのものである。ITは情報システム会社やシステム部門が扱う

ものではなく、マーケティング部門や企画部門が扱うものになる。

ビジネスをドライブするのは経営者であり、事業開発者である。

こうした役割の人たちが自由にコンピューターパワーを使える仕

組みが必要だ。

  4.  IoT/M2M時代のITの活用

4.1  クラウドでITを利用する
　新しいITを次々に使い、新しいビジネスを展開する必要があ

る。いわばITは新しいビジネス展開のための燃料といえる。こ

の燃料は、物理的なデータセンター、電源設備、空調設備、サー

バーシステム、ネットワーク、オペレーティングシステム、ミドル

ウェア、アプリケーションシステム、システム運用などによって構

成される。これらを準備するには相応の専門性と、投資(経費)が

必要であった。ここ数年、クラウドコンピューティングが進化し

た。今や、コンピューターパワーを使いたいときに、全てを自前

で購入し、構築する必要はない。所有から利用へ、クラウドでIT

を利用すれば良い。

　但し、セキュリティ対策には注意が必要である。クラウドはオー

プンである一方、そのサービスには高い信頼性が求められてい

る。セキュリティに関しては日々新たに発生する脅威との戦いで

ある。IoT/M２Mを支えるセンサーネットワークのセキュリティは

今後、大きな課題となるであろう。一般のPCやサーバーのウィ

ルス対策ソフトウェアはパターンファイルを持ち、ウィルスを検索

しているが、小型のセンサーにはそのパワーも容量もない。イン

テックは、こうした問題に対するソリューションを準備している。

4.2  インテックが提供する社会システム・
　　  プラットフォーム
　今後はICTを使って付加価値をつけていくことがより重要と

なる。そのためには、ビジネスの環境とその領域における専門知

識、ITのリソースの３つが必要である。インテックは専門知識を

有するお客さまにITリソースを提供し、共にビジネスモデルを

変革し、新しいビジネス領域を開拓していきたいと考えている。

　ここでインテックが提供を開始した、IoT/M２M関連のプラット

フォームサービスについて紹介したい。全て、PaaS(Platform 

as a Service)として提供されるサービスであり、すぐにIoT/
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M２M関連の自社サービスの開発や、実証実験などを開始した

いときに「安く・早く」利用できるのが特徴である。

(1) EINS WAVE

　EINS WAVEは、首都圏、北陸、関西の３地域の電力会社

との協業で実現した高機能データセンターを仮想LANで

接続することで、ひとつのデータセンターとして機能させて

いる。各拠点で仮想サーバーやバックアップなどのIT基盤

サービスとなるIaaS(Infrastructure as a Service)と、電

子証明書発行やID認証などクラウドを安全に利用するため

のサービスPaaS、EDI (Electronic Data Interchange：

電子データ交換)をはじめ各種アプリケーションを実装した

SaaS(Software as a Service)を提供し、さらに二重化し

た独自開発の運用イノベーションで一元的に管理する国内初

の高可用な広域仮想クラウドサービスである。

　北陸の富山DCは、国内でも屈指の安定地盤(今後３０年で

震度６強以上の揺れの発生確率は６%以下[７])上に設置された

データセンターであり、災害対策の拠点として利用されている。

(２) IoT向け共通プラットフォーム

　社会システムのスマート化にともなう技術課題を解決す

るために以下の特徴を持つIoT向け共通プラットフォームを

図３  インテックの社会システム・プラットフォーム

提供している。

● プラットフォーム全体がスケーラブルに進化するソフトウェ

　アアーキテクチャ

● センサーやソーシャルデータ等、逐次入力されるストリー

　ムデータをリアルタイムに処理

● 様々な種類のデータを融合する機構の提供

● 学習型のフィードバックループに基づく処理機構の提供

　これらの機能により、大量のデバイスからのデータの収

集・管理を行い、近い将来の予測、異常検知といった対応が

可能となる[８]。

(３) 統合位置情報プラットフォーム i-LOP

　統合位置情報プラットフォーム i-LOP[９]は、GPS、Wi-

Fi、非可聴音(音波)、BLE(Bluetooth Low Energy)などの複

数の位置測位技術をアプリケーションから簡単にかつシームレ

スに扱うことができる、クラウド上に構築されたプラットフォー

ムサービスである。i -LOPを活用することで、位置情報サービス

の開発を容易に行うことができ、開発コストを削減する。

　また、新しい測位技術への対応はi-LOP側で行われるた

め、サービス提供事業者側での対応は必要なく、機会損失の

削減や、対応負荷の軽減につなげることが可能である。

i-TRe

交通 ICT・まちづくり

i-LOP

環境未来都市（富山市） 充電ステーション スマートモビリティ テレマティクス

EMS（エネルギーマネジメント）次世代自動車

ビックデータ分析基盤 位置情報プラットフォーム

ビックデータの柔軟な分析・利用環境 位置情報サービスの開発

首都圏DC地区

北陸DC地区

関西DC地区

ヘルスケア（医療・介護） アグリビジネス・6次産業化

いきいきシニア倍増計画 植物工場

高度かつ安心な DC 間ネットワーク（EINS WAVE）
※DC=データセンター

ヘルスケア
プラットフォーム

アグリICT

食の安心・安全

IoT 向け共通プラットフォーム
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　経済産業省は、２０１０年に出した情報経済革新戦略の中で

「 IT による産業の高次化と社会システムの革新」について次

のように述べている [1０]。

　「これまでの『ヒトとヒトとのネットワークの時代』を超え、

モノとセンサーがネットワークで繋がることによって、『あらゆ

るモノとモノ、モノとヒトが結びつく社会』への革新が始まって

いる。」「これらの未来像は、『Internet of Things』、『ユビキ

タス社会』といったコンセプトでこれまで提唱されてきたところ

であるが、情報インフラコストの劇的低減を背景に、いよいよ

現実化のフェイズを迎えている。」その戦略の一つとして、「あ

らゆる産業・社会システムが高次化した課題解決型社会システ

ム『スマートコミュニティ』を大胆にイメージし、これの実現に

向けた体制整備、技術開発、標準化、制度環境整備を進める。」

　インテックも３年前に、新しい ICT を駆使し産業と社会シス

テムの高次化に向けた「２０２０年ビジョン」を掲げ、取り組んで

いる。農業分野では、ICT により付加価値を付けた植物工場、

流通業ではトレーサビリティ、ヘルスケア分野では健康情報を

扱うサービスなどを提供開始した。また、インテック発祥の地

である富山市は内閣府より「環境未来都市」[11] に選定されて

おり、ここで行われているコンパクトシティ関連プロジェクト等

に参画している。

　今後、あらゆる業界が ICT を利用する。産業、医療、教育、

文化など多くの分野において、情報通信技術をあたりまえに使

う時代になる。産業と社会システムは、ITを積極的に活用する

ことで高次化されていく。

　インテックは「社会がスマートで豊かになるためにICTをどう

活用するか」を考える会社である。IoT/M２Mの時代を迎え、ま

すます広がるコンピューター・ユーティリティーの世界において

安心安全なプラットフォームを提供していく。

本論文には他社の社名、商号、商標および登録商標が含まれます。
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