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https://d0.awsstatic.com/events/jp/2016/solutiondays/iot_07.pdf

(1).AWS(Amazon Web Survice) IoT ｿﾘｭｰｼｮﾝ　Day2016

(2).ＭＳ（MicroSoft)　　Aｚｕｒｅ　IoT　Suite

D:\BSB関係\2016年度\第２創業\第二創業ニュース\第７号\１技術・経営革新
\Factry2017大阪\AWS IoT ｿﾘｭｰｼｮﾝ事例.pdf

3/19 BSB松村

https://d0.awsstatic.com/events/jp/2016/solutiondays/iot_07.pdf


クラウドIoTプラットフォーム.xlsx Cloud Iot ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ 2017/9/15

● 事前に構成されたソリューションを利用して

すぐに始められる、ニーズに合わせて調整可能

● IoT ソリューションのセキュリティを向上させる

● 幅広い種類のオペレーティング システムとプロトコル

に対応、アプリケーションを支援

● 何百万台ものデバイスを簡単に接続

● 大量のオペレーショナル データの分析と視覚化

● 既存のシステムやアプリケーションとの統合

● 概念実証から広範な応用まで、どんな規模にも対応

マイクロソフトのＩｏＹＴ（Internet of Your Thing)

デバイス イベント ストレ ビジネス ビッグ 
分析 

データ収集・処理 データ管理と高度なﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ分

情報の活用 リソース管理 
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https://licensecounter.jp/azure/download/azure01_outline.pdf

https://licensecounter.jp/azure/download/azure06_directaccess.pdf

\azure06_outline紹介資料.pdf

\Microsoft_Azure_vs_Amazon_Web_Services徹底比較.pdf

https://licensecounter.jp/azure/download/Microsoft_Azure_vs_Amazon_Web_Services.pdf
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https://licensecounter.jp/azure/download/iaas_merit.pdf

\オンプレミスの IT 基盤を Azure Azure IaaS IaaSでクラウド化_iaas_merit.pdf

https://licensecounter.jp/azure/download/cloud_vs_on-premises.pdf

\クラウド vs オンプレミス徹 底 比 較_cloud_vs_on-premises.pdf

https://licensecounter.jp/azure/download/pakue_cloud.pdf

\失敗しないクラウドの使い方_pakue_cloud.pdf

オンプレミス
【 on-premises 】
自社運用 / ｵﾝﾌﾟ
ﾚ

  オンプレミスと
は、企業の業務
システムなどで、
自社で用意した
設備でソフトウェ
アなどを導入・利
用すること。自社
運用。
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http://www.scsk.jp/sp/usize/

（３）．SCSK　ＵＳＩＺＥ（クラウドサービス・ソリューション）

「USiZE」（ﾕｰｻｲｽﾞ）は、ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ・ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ

の総称で、「Utility（公共＝従量制課金）」と「User」の

両方を意味する「U」と、「SIZE（規模、大きさ）」を結び

つけた造語である。

（2011.10　住商情報システム㈱と㈱CSKが合併、SCSK㈱に商号変更）

＊FISC(ﾌｨｽｸ）は、金融情報システムセンター　or　安全対策基準のこと）
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　SCSKは40年にわたるユ－ザーのシステム開発、インフ

ラ基盤構築・システム運用経験やノウハウをベースに、

クラウドインフラを中心とした全方位のIT商材、サービスを

組み合わせ、ビジネス環境の変化や課題解決を提案、

多種多様なニーズにソリューションを提供する。

　アプリケーション保守～インフラ運営までを一気通貫に

アウトソーシング提供できる。
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　アセスメント～移行～運用・改善まで、ｼｽﾃﾑ導入ﾌﾟﾛｼﾞｪ

ｸﾄにおけるすべてのフェーズを、ワンストップで対応する。

クラウドは、単にｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞﾘｿｰｽを提供するだけでは

なく、クラウドをベースとした継続的改善活動を実現する

運用マネジメント体制を構築し、ユーザーのｲﾝﾌﾗﾗｲﾌｻｲｸ

ﾙにおける管理負荷を大幅に軽減する。

SCSKでワンストップ対応 

移行 
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SCSKのサービスラインナップ
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２．IoT基盤「NEC the WISE IoT Platform」を確立
https://iotnews.jp/archives/33812

NECは、昨年7月に発表したIoTアーキテクチャ5層モデル(注1)に
基づく製品群の整備を進め、IoT基盤「NEC the WISE IoT
Platform」として確立した。

『NEC the WISE IoT Platform』は、顧客の実証環境立ち上げから
本番環境への迅速な移行を実現するため、(1)効率的なデータ収
集基盤とAIなどの先進の分析エンジンの活用、(2)ビルディングブ
ロック構造による素早いシステム構築、(3)セキュアで堅牢性の高
いシステム構築が可能なIoT基盤。また、技術的に検証され機能
開発が迅速に行われるOSS(オープンソースソフトウェア)を採用
することにより、オープン性が高く最新技術を適用したソフトウェ
アを広い範囲で活用できるという。
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高効率なデータ収集基盤と最先端AI技術の活用

さらに今回、同IoT基盤を用いて、企業や社会インフラなど幅広い
業種・業態に活用できるIoTソリューション群も拡充したという。

センサーやデバイスから収集したデータは、IoTデータ収集基盤
でデータベース毎に整形して蓄積し、各AIエンジンに合わせて分
析しやすいフォーマットに変換することで、効率的かつ高速に
データを処理することができる。

AIエンジンは、NECの最先端AI技術群「NEC the WISE」をはじめ、
他社のAIエンジンとともに構成要素として組み込まれ、さまざまな
目的に応じて自由に組み合わせて使うことが可能。

IoTシステムに必要な機能群(ソフトウェア、AIエンジン、サービ
ス、APIなど)を、それぞれビルディングブロックとして提供。これら
のブロックは目的に応じて自由に選択し、IoTアーキテクチャの各
層に配置することができる。そのため、新規ビジネスの立ち上げ
に伴う実証環境としての活用や事業のスモールスタートのみなら
ず、将来の事業成長や環境変化に合わせて迅速かつ柔軟に機
能を追加・変更しやすい構造になっている。さらに、顧客の構築
環境下(オンプレミス)に加え、必要に応じてNECのクラウドやパー
トナークラウドなど複数のクラウドサービスにもビルディングブロッ
クを配置できる構造であるため、システム要件に対して柔軟に対
応することができる。

今回確立した『NEC the WISE IoT Platform』の主な特長は以下
の通り。

実証から本番まで、シームレスなシステム構築・移行が可能なビ
ルディングブロック構造

なお、ビルディングブロックの開発においては、技術検証や迅速
な機能拡充に優れるオープンソースを積極的に活用し、最新技
術を適用したソフトウェアを広い範囲で活用できる。
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セキュアで堅牢性の高いシステム構築

今回、『NEC the WISE IoT Platform』をベースに提供する、製造
業・流通業・物流業といった企業向けIoTソリューション、および、
セーフティ・モビリティといった社会インフラ向けIoTソリューション
を拡充する。具体的には、流通業向けソリューションの店舗管
理、セーフティ向けソリューションの行動解析、都市インフラ向け
ソリューションのインフラ監視等、新たに6種のIoT関連ソリュー
ションの販売を、今年度下期以降に順次、開始する予定としてい
る。

また、同IoT基盤とともに、顧客との共創ワークショップやコンサル
ティングサービスなどを通じ、事業の効率化や経営の革新に貢献
するビジネスインフラを構築することで、高い価値を創出できる
IoTソリューションを提供していくという。

NECが長年培ったミッションクリティカルなシステム構築の経験を
IoTシステムに適用することで、L1からL5までのシステム全体を
安全に連携させ、脆弱性管理やマルウェア対策などのサイバー
セキュリティ対策による堅牢なシステムを提供。

また、IoTシステムにつながる機器を開発するパートナー企業もセ
キュアな環境として利用することができる。
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(注1) NECの考えるIoTアーキテクチャ　5層モデル

今回拡充されたNECのIoTソリューションメニュー
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３．IoT向けクラウドサービスが相次ぎ登場

　IoTシステムを簡単に構築することを狙ったサービスが、

大手のIT企業や電機メーカーによって、発表されている。

　中小のFAやPAユーザに、ＩｏＴシステムの導入が進まな

かった、ユーザー側の理由は、①セキュリティ面のリスク、

②投資効果が見えない、および③クラウドの活用などの

学習が難しい、の３つである。

　この問題解決に、ＩＴ企業や大手の電機・制御メーカーが

ＩｏＴシステム構築を容易にするクラウドサービス提案を、

次々に発表した。

http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/mag/15/031100038/031100002/?n_cid=nbptec_t
ecml

15/19 BSB松村

http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/mag/15/031100038/031100002/?n_cid=nbptec_tecml
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/mag/15/031100038/031100002/?n_cid=nbptec_tecml


クラウドIoTプラットフォーム.xlsx IoTシステム市場動向 2017/4/11

　これら各社のIoTプラットフォームは、大手のオフィス業

務の変革に貢献し、ＩＯＴの黎明期を形成した。第４次産業

改革に向けて、2016年度には、遅れている中小の産業現

場のデジタル化（センサー活用）を支援する新たなサービ

スも登場し、全産業にわたるビジネス分野に、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝや

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末など、手軽に導入出来るところから、ＩｏＴシス

テムが発進し、普及期に入ったと言える。2025年の第４次

産業革命は達成されるであろう。

　各社の「IoTプラットフォーム」が用意する機能はおおむ

ね同様である（次ページ図）。先ず、広域ネットワークの下

位にあるセンサーノードや各種の機器を、クラウドサービ

スに接続するエッジコンピューティング機能。エッジ側の機

器は独自方式を含む多様なネットワークに繋がることが

想定されるため、通常は間にゲートウエーを用意して、ク

ラウドとの通信を橋渡しする。接続できる端末をあらかじ

め認定したり、端末を接続するためのソフトウエア開発キ
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ット（SDK）を用意したりする企業も多い。

　IoTプラットフォームはクラウド上で動作し、デバイスやゲ

ートウエーからデータを収集して、クラウド上で動作する

解析サービスなどで利用できるようにする。

別表２は、ＩＴ企業、大手電機プラットフォーマー10社を、日経が調

査・比較したものであるが、その強みは、本レポートから、

裏付けられるが、先ずはＩｏＴシステム導入による、2025年

のビジネスモデルを策定し、必要な設備・プロセスのデー

タ収集・蓄積から始めるべきである。

　また、プラットフォーマー各社は、オープンプラットフォー

ムの業界標準の策定に関与するべく、ＭＳとＧＥの既存サ

ービスを基本に「ＩｏＴビジネス共創ラボラボ」を設立した。

　アルプス電気やオムロンなど制御機器メーカーは、セン

サーシステムのＩｏＴ対応商品開発を、推進している。
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　アルプス電気が発売した「IoT Smart Module開発キット」

がそれである。

日・米のＩｏＴプラットフォーム事業戦略には、違いがある。

　別表２と、本レポートに示したＩｏＴプラットフォーマーの事

業戦略と適用事例で、この違いは理解できる。

　設備やプロセスの自動化は、それなりに進められている

が、工場全体あるいは企業全体の生産性向上を課題とす

るとき、生産管理・品質データの不足が顕著である。我が

75％の用途のカバーを目指すセンサーシステムを開発
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国の産業の強みは、FAやＰＡにおける現場技術である。

　日本の大手電機メーカーのＩｏＴプラットフォーム開発部

門との連携により、将来のビジネス戦略策定に取り組ん

で欲しい。
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