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要旨 

コスト削減や付加価値の向上に係る期待を背景として，製造業ビジネスにおける IoTの導入が注視され，そのための研究開発や標準化

の事例が増加している．一方で， IoT導入に関する経験の不足がその投資対効果の把握を妨げ，このことが IoT導入上の大きな障壁とな

っている．本稿は， IoT の導入が製造業の提供する製品やサービスのライフサイクルコストに与える影響を定量化することにより，IoT

の導入効果の分析を支援する手法を提案する． 

 

1. 序論 

近年，コスト削減や製品の高付加価値化を目的として製造業ビ

ジネスへの IoT（Internet of Things）技術の導入に対する注目が

急速に高まり，その技術開発や標準化に取り組む企業が増加して

いる．しかしながら，国際的な IoT の普及状況に対比して，日本

の導入実績は米国の半分程度に留まっている[1]．企業における IoT

の導入意向の観点においても，日本は他の先進国と比較して IoT

技術に対する投資額が低いことが確認されている．このように，

日本における IoT 導入は必ずしも順調ではないが，その主な原因

に，IoT 導入による具体的な効果が把握しづらいことが挙げられ

る[1]． これにより，IoT 技術やその導入効果についての十分な知

識や経験を持ち合わせない企業が IoT の導入に踏み切れない実情

がある．すなわち， IoT導入に係る投資対効果を事前に予測でき

れば，その導入障壁を低減することが可能である． 

上記の背景を踏まえ，本研究は製造業の IoT の導入障壁の解消

を目的として， IoTの導入が製品のライフサイクルコスト（Life 

Cycle Cost：LCC）[2]に与える影響を定量化することにより，IoT

の投資対効果の把握を支援する手法を提案する． 

2. 既存研究と本研究のアプローチ 

2.1. IoT 導入支援に関する既存研究 

稗方らは，複雑な船舶運航サービスシステム全体への影響を考

慮した IoT の導入意思決定の支援を目的に，船舶運航サービスに

おける Quality（事故数・故障数），Cost（運航利益），Delivery（遅

延時間）（QCD）の 3 つの観点に基づく IoT 導入効果の評価手法

を提案している[3]．本研究では，導入が検討される 25種類の IoT

技術を対象に，上記の QCD の観点に基づく船舶運航シミュレー

タを構築し，各 IoT技術の導入効果の比較評価を可能とした． 

石黒らは，中小企業への IoT導入支援を目的に，生産現場の IT

環境整備を容易化するシステム構築の基礎的研究を実施している
[4]．本システムは，次世代無線通信ネットワークを使用することで，

IoT のベース技術となる多種多様なセンサからのデータ取得・保

存を可能とし，IoT を導入する際の基礎的なシステムとしての活

用が期待できる． 

 また，小林らは，障害者福祉施設への IoT 導入支援を目的に，

その導入における施設職員の心理的障壁を分析した[5]．その結果，

心理的障壁の 4 つの分類とそれぞれの程度を特定した．例えば，

施設内業務に専念できる IoT の活用方法や自身の体調のモニタリ

ングなど，自身で利活用する IoT には抵抗が小さい一方で，排泄

や寝室など被介護者のプライバシーや人権に関わる IoT の活用に

は抵抗が大きい．そのため，福祉施設への IoT 導入は，介護者の

業務支援からの段階的な導入を推奨している． 

2.2. 既存研究における課題と本研究のアプローチ 

 2.1に述べた既存研究は，IoT導入における技術的，心理的障壁

の解消に取り組んでいる一方で， IoT導入の投資対効果，つまり，

IoT導入に伴う製品の LCCの変動評価は検討されていない．  

そこで本研究では，製造業の IoT 導入が製品の LCC に与える

影響の予測評価を支援することにより，その導入障壁を解消する

ことを目的とする．本研究では，まず，IoTの導入に伴う費用や導

入後に生じるコスト影響を整理する．その後，整理したコスト項

目の因果関係を可視化する因果モデル図を構築し，それに基づく

IoT導入シミュレーションによる定量化と可視化によって，IoT導

入による LCCへの影響を明確化する． 

3. 提案内容 

3.1. 提案手法の全体像 

 本研究では，企業の IoT 導入による投資対効果の定量化及び可

視化による IoT 導入効果の分析支援手法を提案する提案手法を構

成するステップを説明する． 

 

 

STEP1：分析範囲の定義 

 IoT 導入による投資対効果の分析には，IoT を導入する対象の

ビジネスモデルを明確化し，影響を受ける LCC を特定する必要

がある．そこで，初めに分析対象とするビジネスモデルの形態，

ライフサイクルフェーズを定義する． 

STEP2：IoT 化により変動するコスト項目の特定 

 本ステップでは，STEP1 で定義した分析対象の調査を通して，

製品使用に発生する稼働費用やメンテナンス・修理等の運用時に

発生する人件費などを項目ごとに整理する．それに基づき，IoTの

導入に伴い影響を受けるコスト項目を特定する．これにより，シ

ミュレーションに入力するコスト項目を特定する． 

STEP3：因果モデルの構築 

 次に，STEP2で整理したコスト項目を構成する変数項目とそれ

らの因果関係を整理した因果モデルを構築する． 

 因果モデルの構築においては，因果ループ図（Causal-Loop 

Diagram：CLD）[6]の記法を採用する．因果ループ図とは，シス

テム内の構成要素間の因果関係と時間遅れを含むフィードバッ

ク・ループを直観的に記述・説明するための手法である．図 1に

社会システムにおける人口変化の構造を CLD によりモデル化し

た例を示す．CLDでは構成要素間の関係を正と負の因果関係によ

り記述する．またこれらの因果関係が時間遅れ的な影響を示す場

合は，矢印上に二重線を記述することで表現する．図 1 に示す

CLDは「出生」が増加すると「人口」の増加に繋がり（正の因果

関係），「死亡」が増加すると「人口」の減少に繋がる（負の因果

関係）という関係を表している．さらに「人口」が増加すると時

間遅れ的に「出生」が増加するという関係（自己強化型ループ）

と「人口」が増加すると時間遅れ的に「死亡」の数も増加すると

いう関係（バランス型ループ）も表している．  

 次に，本ステップでは，構築した因果モデル図を構成する各コ

スト項目の評価式を整理する．例えば，図 1における「人口」は

「出生数―死亡数」と表す．尚，本稿は，コスト構成要素間の因

果関係のみを分析対象とするため，時間遅れの影響は考慮しない． 

 

 
図 1 因果ループ図の例 

 

STEP4：IoT 導入の費用対効果の評価 

 本ステップでは，STEP3で構築した因果モデルと評価式を用い

て，シミュレーションを実施し，IoT導入による LCCへの影響を

評価する．本シミュレータは，Microsoft Excel により実装し，

STEP2で特定したコスト項目の値を入力することで，IoT導入前

後の LCCの変動をグラフ出力する． 

4. 事例適用 

4.1. 事例概要 

 本研究では，河川の溶存酸素量が多い表層水をポンプで引き込

み，水の流動攪拌により水質浄化を行う製品「水質浄化装置」の

IoT導入事例に対して提案手法を適用した．本装置は，24時間連

続稼働や定期メンテナンスによる運用コストの肥大や，故障時の

復旧までの長時間に及ぶダウンタイムの発生等の問題から，IoT

の導入により装置運用コストの改善が求められている事例である． 
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4.2. 適用結果 

STEP1：分析範囲の定義 

 本ステップでは，分析範囲の定義を行った．本事例では，導入

地域は「吞川（東京都大田区）における導入事例」，ビジネスモデ

ルは「製品販売及び定期メンテナンスと故障時修理サービスの提

供」の場合を対象とした．その上で，分析対象のライフサイクル

フェーズを，「保守・運用」段階と定義した． 

STEP2：IoT化により変動するコスト項目の特定 

 本ステップでは，企業へのインタビューに基づくデータ収集を

行い，対象製品の運用コストと IoT の導入の影響を受けるコスト

を整理した．その結果，IoT 導入により影響を受ける運用コスト

の構成要素として，「修理費」，「定期メンテナンス費」，「人件費」，

「電気料金」を特定した．そして，IoT導入により新たに発生する

コストとして，「IoTユニット投資費用」と「運用データ収集のた

めのクラウド使用料」を特定した．また，IoT導入により変動する

コストとして，「修理費」，「定期メンテナンス費」，「人件費」を特

定した． 

STEP3：因果モデルの構築 

STEP2で整理したコストに基づき，図 2に示す因果モデルを構

築した．例えば，「定期メンテナンス費」に着目すると，「定期点

検回数」と「人件費（モニタリング確認）」の増加は，「定期メン

テナンス費」の増加に繋がるが，「IoT導入」により，「定期点検回

数」と「人件費（モニタリング確認）」が減少し，結果的に「定期

メンテナンス費」が削減される関係を表現している．尚，破線の

項目は IoT を導入した際に新たに発生するコスト，また，それを

構成する変数項目を示す． 

また，作成した因果モデルを基に作成した各コスト項目の評価

式の一部を表 1 に示す．例えば「修理費」の評価式は「部品代＋

現場人件費（故障確認・修理）＋工場人件費（原因究明）」となる． 

 

  
図 2 水質浄化装置の因果モデル図 

 

表 1 各コスト項目の評価式の一部 

コスト（年） 評価式 

運用コスト 減価償却費＋定期メンテナンス費＋

電気料金＋修理費＋クラウド使用料 

定期メンテナンス費 (メンテナンス費／月)×12 

電気料金 (平均電気料金／月)×12 

修理費 部品代＋現場人件費(故障確認・修理)

＋工場人件費(原因究明) 

工場人件費(原因究明) (工場人件費/回)×(故障回数) 

人件費 

(モニタリング確認) 

(人件費/時間)×(作業時間/月)×12 

 
 

STEP4： IoT 導入の費用対効果の評価 

 本ステップでは，STEP3で整理した評価式からなるシミュレー

タをMicrosoft Excelを用いて実装し，IoT導入が LCCに与える

影響を算出，可視化した．本シミュレーションでは，STEP2で行

った実務家へのインタビュー結果を基に，故障回数など IoT 導入

による変動が予測される変数を操作し，IoT 導入後のコストを算

出した．その結果，IoT導入により，保守・運用コストの 31％を

削減可能であると評価した．IoT 導入による各コスト項目の変動

と導入後の運用コストの内訳を図 3に示す．  

 
図 3 導入前後のコストの変動と導入後のコスト内訳 

5. 考察 

本稿では，製造業における IoT導入障壁の解消を目的に，IoT導

入効果の分析手法を提案し，実際の IoT 事業への適用を行った．

提案手法は，因果モデルを用いた対象 LCCの項目整理により，当

該 LCC の構成要素とその因果関係の明確化を可能とした．適用

事例では，IoT 導入により，センサによる遠隔の機器管理が可能

になり，これまで従業員が目視で実施していたモニタリングに係

る人件費が削減されるなど，IoT導入が LCCの削減に繋がる根拠

を論理的に把握可能とした．実際に，本事業に関わる実務家から

「コストデータの収集及び数値化により，今まで自社で把握して

いなかったコストの把握が可能となった」という評価が得られた． 

また，本稿で構築したシミュレータは，製造業の IoT化が LCC

に与える影響を算出可能とした．シミュレーションにおける故障

回数やモニタリング確認時間などの入力変数は，適用事例や IoT

の導入シナリオに応じてチューニングすることが可能である．こ

れにより，様々な条件下における IoT導入の投資対効果が分析し，

IoT 導入の是非の検討が可能となる．すなわち本提案手法は，製

造業ビジネスの IoT 導入の意思決定を支援可能とする上で一定の

有効性を有すると言える． 

続いて本手法の汎用性を考察する．本稿では，国内事例を対象

に提案手法を適用したが，導入する地域や国の気候や規則の違い

によって，IoT 導入により影響を受けるコスト項目や IoT 機器の

導入費は異なる．例えば，対象事例における国内の製品保証期間

が 1年に設定されているのに対し，韓国では 3年に設定されてい

る．加えて，韓国では機器に使用する材料に対する貿易規制など

の理由により，機器の構成を変更する必要が生じている．一方で，

今回構成したシミュレータは上記を考慮した構成としていない．

また，提案手法では，不確実な環境要因に対する考慮が不足して

いる．例えば，対象とした水質浄化装置は，悪天候などの影響に

より，故障に至るケースが存在するが，このような不確実な事象

への対処の遅延も，装置の運用コストを増大させる一因となる．

今後は，シミュレーション用モデルのカスタマイズ性の向上と，

不確実事象の取り扱いに関する手法の統合により，より高い汎用

性を有するシミュレータの構築に継続して取り組む． 

6. 結論 

本稿では，IoT の導入が製造業の提供する製品やサービスのラ

イフサイクルコストに与える影響の定量化により，IoT の導入の

投資対効果の評価を支援する手法を提案した．事例適用により，

製造業における IoT 導入障壁の低減という目的に対する本手法の

有効性を示した． 
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