
Microsoft IoT による
インテリジェント エッジ
ソリューションの構築
日本マイクロソフト株式会社 IoTデバイス本部
プリンシパルソリューションスペシャリスト 村林智

日本マイクロソフト株式会社クラウド&エンタープライズビジネス本部
ディベロッパー戦略部エバンジェリスト 太田寛



革新者 初期採用層 前期追随層 後期追随層 遅滞層

"溝"

IoT

800 億個
2025 年までに接続される
"モノ" - IDC

4,570 億ドル
2020 年までに成長する
グローバル IoT市場 - Gartner

180 ゼタバイト
2025 年までに増加する
デジタルデータ - IDC

IoT 革命は今起きている

テクノロジ導入のライフサイクル



自動車

公共の安全

活躍中のイノベーション: 実際の IoT ユース ケース



データ + 
インテリジェンス

製品の変革

顧客対応

従業員支援

運用最適化

IoT が実現するデジタル フィードバック ループ



創出される
価値チャレンジ

テクノロジー
習得への
チャレンジ

投資への
チャレンジ

デジタル
トランスフォーメション
へのチャレンジ

新たなスキル

環境の構築、
既存システムへの統合

大きな先行投資



マイクロソフトは IoT をシンプルにします



 デバイスからクラウドまでセキュリティで保護されたスケーラブルな
ソリューションを構築

 デバイスを大規模にプロビジョニング

 デバイスを大規模にセキュリティ保護

 デバイスを大規模に管理

 IoT デバイスから洞察を獲得

 デバイス上でクラウド サービスを実行

 IoT から利益を享受

マイクロソフトは IoT をシンプルにします

これらのことを、より簡単に、シンプルに





マイクロソフトは IoT をシンプルにします

Microsoft Dynamics 365

+
Azure IoT Central



工場の安全





シナリオ #1: 危険な状況の通知

実
現
され

る価
値

非常通知



シナリオ #1: 危険な状況の通知

Azure IoT Central Microsoft Dynamics 365ボタン
- トリガーデバイス



Seeed ReButton

http://www.seeedstudio.com

IoT 開発キット
 プッシュボタン

 複数回クリックのシナリオに対応

 インジケーター (RGB LED) 搭載

 Wi-Fi 対応

 Grove センサー により拡張可能

http://www.seeedstudio.com/


シナリオ #2: 異常音量検出

実
現
され

る価
値

非常通知 異常音量アラート



PaaS vs. SaaS

SaaS

PaaS

同じ Azure IoT プラットフォーム サービスを土台として構築

IoT Central の豊富な拡張可能ポイント
IoT ソリューションのニーズの連続的なサポート



シナリオ #2:異常音量検出

IoT Hub

Azure Stream Analytics

Time Series Insights

モノ 洞察 アクション
• 作業員に危険を通知
• シグナルを点灯
• モバイルデバイスに通知送信
• リアルタイム レポート
• 運用およびコンプライアンスに関する
レポート

Power BI

センサー

IoT Edge ゲートウェイ

通知デバイス



Power BI / Time Series Insight
データ取得 ~ 蓄積 ~ 発見 ~ 検知

① 音、温度、湿度を計測する
② リアルタイムモニタリングをする
③ 音を鳴らす
④ 異常検知する
⑤ データが蓄積される

⑥ 蓄積されたデータからパターンを発見する
⑦ 発見したパターンの条件を定義する
⑧ 条件を仕込んで新たな異常検知を定義する

取得
Stream

蓄積
BigData

発見
Analytics

Insight

自動化
AI



蓄積したデータを活用して出来る事

温故知新

過去のデータをみて可視
化することで知見を表面
化する

異常・現象のパターンの発見

現象の仮説を立て、その条
件をパターン化する

異常検知の条件として設
定する（AI化）

異常発生の予知



シナリオ #3: 保護装備の着用遵守の確認

実
現
され

る価
値

非常通知 異常音量アラート 保護装備の警告



シナリオ #3: 保護装備の着用遵守の確認
モノ 洞察

• エッジでの機械学習

• 視覚の人工知能

アクション
• 運用およびコンプライアンスに関する
レポート

カメラ

- 映像データ

エッジ処理デバイス

- 映像ストリーム
処理



オフラインモードのサポート
初期設定時には接続必要
 その後はオフラインで処理可能
クラウドから管理
 すべての管理を遠隔地から可能に
状態や、エラー処理等をランタイムが担う

IoT Edge
ローカル処理
 レイテンシーを最小限
 リアルタイム演算
 ネットワーク帯域・コスト
 プライバシー、インテレクチュアルプロパティ
子デバイスを含めて実装
親子関係を設定
オフラインストレージサポート



デバイス
シミュレーションリモート監視 コネクテッド

ファクトリ 予測メンテナンス

エネルギー スマート ビルディング/
ホーム

セキュリティと
監視

交通/輸送と
物流医療 小売

バーティカル IP



アクセラレータから構築されるソリューションの解剖

アーキテクチャ
コンポーネント

特殊化
コンポーネント

機能
コンポーネント

お客様のニーズに応じた
パートナーによるカスタマイズ -
ソリューションの差別化要因

基礎の上に構築され、
ソリューションまたはユース ケースに

特有の機能を実現

あらゆる IoT ソリューションの
インフラストラクチャ -
ソリューションや用途に
特有でない汎用の機能
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