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概要 

機械、コンポーネント、コンテナ、計測機器、車両・船舶、そして人間さえもが日々、

インターネットに接続されたセンサーを通して情報を送信し、指示を受け取り、さら

には受け取った情報に基づいて行動しています。インターネットに接続しているデ

バイスは世界中で 90 億個を超え、その数はさらに増加し続けています。マッキ

ンゼー社は IoT (モノのインターネット) の経済的影響が、2025 年までに年間 3 

兆 9,000 億ドルから 11 兆 1,000 億ドルに及ぶと見込んでいます。組織にとっ

て IoT に効率的に投資し、これをビジネス機会にする可能性は膨大です。 

従来型のデータ管理テクノロジおよびプラットフォームでは、IoT アプリケーション

に求められる高性能な処理能力や規模や特有の要件などに対応することはでき

ません。IoT アプリケーションは、多くの場合、デバイスが非常に高頻度で継続的

に生成する大量の構造化および非構造化データを取り込み、処理し、永続化する

必要があり、同時に、プログラミングによるインテリジェントなアクションを、リアルタ

イムに実行する必要があります。 

一般的なスマート電力メーター アプリケーションは、中小都市であっても毎秒 

10,000 件、1 日当たり 10 億件を超えるイベントを処理しなければなりません。

これを考えると、従来型のデータ管理テクノロジでは、ほとんどの場合こうしたユー

スケースに対応できないことは明らかです。 

IoT アプリケーションには、IoT アプリケーション特有の高スループットや規模とい

う厳しい要件に対応できる、まったく別の種類のデータ プラットフォームが必要で

す。 
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はじめに 

IoT 革命は、組織にとって、ビジネスの変革、新しいサービスの提供、収益の増

大、コストの削減、顧客満足度の向上を図るうえで、これまでにない大きな機会を

もたらします。マッキンゼー社は IoT (モノのインターネット) の経済的影響が、

2025 年までに年間 3 兆 9,000 億ドルから 11 兆 1,000 億ドルに及ぶと見

込んでいます。 

これは、顧客の IoT 要件に対応したサービスを提供できるアプリケーション プロ

バイダにとって、きわめて魅力的なビジネス機会を意味します。専門家は、IoT テ

クノロジおよびアプリケーションがプロバイダにもたらす収益機会が 2025 年まで

には年間 1 兆 7,500 億ドルに達すると予想しています。医療業界だけをとって

みても、IoT テクノロジ プロバイダにもたらされる機会は、2020 年までには年間 

1,000 億ドルを超えると見込まれています。 

より多くの組織が IoT プロジェクトに本格着手して、この技術の新しい用途が考

案、展開されることで、今後数年間に導入および使用例の数と種類は劇的に増加

すると予想されています。 

IoT イニシアチブは、既に多くの業界で目に見えるビジネス価値を提供しています。 

一般的な医療組織は、患者モニター機器や装置など、膨大な数のデバイスから

データの収集が可能です。医療業界の IoT アプリケーションは、治療結果の向

上とともに、組織の運営面での改善ももたらします。例えば、予防保全ではなく、

履歴分析とリアルタイムの測定に基づいた予知保全を促進します。これにより、重

要な機器の故障率を最小化でき、装置や機械の活用率を向上させ、無駄を減ら

すことができます。 

運輸業界では、IoT 導入が既に一般的になっており、一部のアナリストによれば、

この業界の IoT による経済的影響は、2025 年までに 1 兆ドル近くに達すると

言われています。IoT アプリケーションは、組織のフリート マネジメントを最適化

します。これによって遅延の最小化、燃費の最適化、貨物のリアルタイム追跡、事

故率の低減、リアルタイムでの診断と修正、予防保全に代わる予知保全、コンテ

ナやその他モバイル資産の活用などを実現できます。例えばある会社では車両

に搭載されたテレマティクスを活用して、長距離トラック輸送市場における事故率

を 87% 削減しました。世界で 2 番目の規模を誇る輸送会社は、IoT を活用し

て、輸送経路を最適化し、顧客が世界中を移動する貨物をリアルタイムで追跡で

きるようにして、コスト削減を図るとともに顧客サービスの向上を実現しています。 
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小売企業は、IoT を活用して、在庫管理とトレーサビリティをリアルタイムで可能

にしました。また、買い物客に、スマートかつ適切な商品提供やプロモーションを

提示したり、商品配置の最適化や、動的な価格設定を可能にしています。 

公共サービスおよびエネルギー会社は、スマート メーターおよびスマート グリッ

ドを配備して、エネルギーの供給と需要のバランスをとっています。また、リアルタ

イムで価格を設定したり、サービス中断を識別して修正を行い、接続されたデバイ

スをプログラム制御で調整し、リアルタイムの状態に基づいてオンオフを切り替え

て顧客にとってのコスト節減も可能にしています。 

石油・ガス業界では、沖合の石油掘削装置に数万個のセンサーを搭載し、運用パ

ラメータの監視、機械の保守、システム全体の正常な稼働の確認を行っています。 

工場および作業現場では、IoT アプリケーションを使用して、リアルタイム監視、

予知保全によるコスト削減、故障や作業中断の最小化、事故の防止に利用してい

ます。 

IoT アプリケーションは、今後数年で適用数が劇的に増加すると予測され、その

継続的な成長と革新の機会は引き続き増え続けると予想されます。しかし、多くの

場合、基盤となるテクノロジの限界から、新たな利用方法に対応できていないの

が実情です。例えば、石油・ガス業界では、信頼性、効率、プロセス、ワークフロー

の改善につながる分析に、収集された IoT データの 1% しか活用されていませ

ん。IoT アプリケーション固有の要件に対応するために設計された最新のテクノロ

ジを使用すれば、組織はこの課題を解決できます。 

次のセクションでは、IoT アプリケーションの技術的な要件を考察し、IoT アプリ

ケーションに最適な InterSystems IRIS Data Platform™ の性能について説明し

ます。このインターシステムズによるデータ プラットフォームは、高度な IoT アプ

リケーションの開発、実行、管理を行うためのすべての機能を  1 つのプラット

フォームで提供します。 

IoT アプリケーションのための  

InterSystems IRIS Data Platform 

InterSystems IRIS Data Platform は、IoT 向けアプリケーションのさまざまな厳

しい要件を満たす、最適な包括的マルチモデルおよびマルチワークロードのデー

タ プラットフォームです。単一の一貫性のある統一した環境で IoT アプリケー

ションの開発、実行、維持を行えます。高頻度かつ大量のデータ収集を可能にす

る分散アーキテクチャを備え、エンタープライズ規模のトランザクション型マルチモ

デル データベースの柔軟性と耐久性を提供して、異なるフォーマットのさまざまな

デバイスからデータの収集、処理、永続化が可能です。また、SQL の完全サポー

ト、テキスト処理、ビジネス プロセス統合、標準ベースの開発環境など、統合、イ

ベント処理、組み込み型の分析機能が総合的に実現されています。 
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多種多様なデバイス データおよびフォーマットの接続、取り込み、永続化 

IoT アプリケーションに関連したデータは、異なるベンダーが開発したさまざまな

機能を持つ、異なるデバイスから生成されるため、多くの場合は多種多様となりま

す。基盤となるデータ プラットフォームは、異なる種類の生データを元のフォー

マットで取り込み、処理できなければなりません。また、異種ソース データのすべ

てを元のフォーマットで保持する機能も必要です。多くのアプリケーションが、正常

な範囲を逸脱していることの検知、下流工程のアドホック分析、法的規制の順守、

その他のさまざまな目的でこのデータを必要としているからです。 

 

 

IoT デバイス / センサー 

データ変換 

イベント処理ルール 

プロセス統合 

リアルタイム アナリティクス 
フィードバック / プロセス 

最適化 

アナリティクス 
アクティブ / リアルタイム 

一時的 / 予知的 

SQL 

テキスト 

ダッシュボード 

標
準
ベ
ー
ス
の
時
の
迅
速
な

 

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
開
発
環
境

 

統
合
レ
イ
ヤ

 

マイクロサービス 

マルチモデル データベース 

構造化 / リレーショナル データ 

非構造化データ 

オブジェクト指向データ 

多次元的配列 

インターシステムズ データ プラットフォーム 
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InterSystems IRIS は、デバイスからのデータの利用とデバイスへのデータや命

令の送信の両方で、さまざまなプロトコルを使用したあらゆるデバイスへの接続を

シンプルにわかりやすくします。あらゆるデバイスまたはプロトコルに対するインバ

ウンド接続、アウトバウンド接続を確実にするための多様な機能を提供します。ア

ダプタ ライブラリは標準的に提供され、REST、SOAP、HTTPS、JMS など従来

の業界標準、プロトコル、テクノロジはもちろん、MQTT などの新しい IoT 専用プ

ロトコルとの接続とデータ変換を可能にします。また、アプリケーション開発者によ

るカスタム アダプタ (および関連するビジネス ロジック) の迅速な開発が可能で

あるため、実質あらゆるデバイス、あらゆる環境をサポートすることが可能です。 

InterSystems IRIS では実績のあるエンタープライズ規模のトランザクション型マ

ルチモデル データベースを採用しています。このデータベースは、大容量のデー

タを処理し、受け取るデータを最も適切なフォーマットで保管できる柔軟性を備え

ています。以下はそのフォーマットの例です。 

 スキーマに依存しないドキュメント データ モデル： 生のデバイス データ (温

度、速度など) や関連したメタデータ (タイムスタンプ、デバイス ID など) の

保存に最適で、データに対して下流工程でのアドホック分析を実行するうえで

最大の柔軟性を提供します。 

 多次元配列： 任意の数の添字とともに保存できます。 

 リレーショナル データ構造： 適切に構造化されたデータ向けです。 

 オブジェクト指向モデル： 複雑なデータ向けです。データは、いったん単一の統

合データ ディクショナリで記述され、オブジェクト アクセス、ハイパフォーマンス 

SQL、多次元アクセスを使用して利用できるようになります。これらの方法を使

用し同じデータへの同時アクセスが可能です。 

頻繁に発生するデバイス データの取り込み、処理、 

永続化が可能 

IoT アプリケーションは、デバイスによって絶え間なく生み出される大量のデータ

を処理する必要があります。数十万、数百万件のメッセージやトランザクションを

毎秒処理しなければならない場合もあります。従来型のデータベースでは、このよ

うな高頻度のデータ収集には対応できません。ナスダック店頭株式市場で実行さ

れる取引数は一日当たり 1,000 万件未満に過ぎません。一方、小中規模都市

の一般的なスマート電力メーター アプリケーションは、毎日 10 億件を超えるトラ

ンザクションを取り込み、処理しなければなりません。 

InterSystems IRIS は、きわめて高頻度で取り込まれるデータを処理するように

設計されています。これは、IoT 環境に、効率的かつコスト効率良く対応するうえ

で不可欠な要件です。インターシステムズは、数十年にわたり、顧客の厳しい要

件と SLA (Service Level Agreement) を満たすべく、テクノロジのパフォーマンス

と拡張性の最適化を図ってきました。 
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例えば、欧州宇宙機関 (ESA) は、インターシステムズのテクノロジを使用して、

高頻度で収集される膨大な衛星データを処理しています。アプリケーションは、1 

基の 8 コア Intel 64 ビット プロセッサ上で稼働し、1 オブジェクト約 600 バイ

トの多様な Java オブジェクト 50 億件を、12 時間 18 分で取り込み、保存して

います。平均すると、1 秒当たり 11 万 2 千のオブジェクトを処理しています。 

InterSystems IRIS は、ハイレベルでの同時アクセスと膨大なデータ量を処理し

ます。オンプレミスおよびクラウド運用の両方で水平方向の拡張が可能で、柔軟

な運用の選択肢を顧客に提供します。水平方向の拡張では、データはノード間で

共有され、高度に最適化されたキャッシング プロトコルを使用して利用可能であ

り、これによりトランザクションの機能と整合性を保ちながら、ノード間のデータ共

有を可能にします。 

多様な異種データを統合し、高度な分析を実行し、 

自動化されたリアルタイムのプロセスを実行 

基盤となるテクノロジ プラットフォーム上では、すべての要約されていない過去の

データに対するあらゆる種類の分析処理に対応するとともに、アナリストやデータ 

サイエンティストが、デバイス データや外部データ セット間の相関関係を識別で

きなければなりません。これにより、分析によって得られた情報をプログラムされ

たワークフローにリアルタイムに統合し、ビジネス プロセスや重大なジャストイン

タイム アクションの実行が可能になります。 

また、調査によれば、IoT アプリケーションがもたらすビジネス価値の 40% から 

60% が多様な IoT アプリケーションおよびシステム間の相互運用性によること

がわかっています。この価値を実現するには、強力な複合アプリケーション構築機

能だけでなく、異なるソースのデータを組み合わせて相関付け、さまざまなデータ

セットに隠された潜在的な洞察を引き出すことができる強力な統合機能が必要で

す。 

InterSystems IRIS は、データベース内の構造化データおよび非構造化データに

対するクエリやアドホック分析の実行および開発の機能を提供し、オブジェクトの

種類に関係なく、データに対して一貫性のある統一したアクセスを可能にします。

複雑なオブジェクト データ構造に対して、きわめて高速にクエリを実行し、多くの

場合、リレーショナル機能しか備えていないデータベースの速度を大きく上回りま

す。マルチモデル データベースならではのパフォーマンス面の利点に加え、ビット

マップ インデックス テクノロジがリアルタイム データに対するクエリ パフォーマ

ンスをさらに向上させています。 

また、アナリストおよびデータ サイエンティストは、予測モデリング、機械学習、

Apache Spark、その他、多種多様な分析ツールを使用して、データ セットのパ

ターン、傾向、相関関係を識別できます。結果として得られた洞察やアルゴリズム

をグラフィカルなモデリング環境を使用して、リアルタイムのビジネス プロセスに

組み込むことができます。さらに、特定の条件に合致したときにプロセスやアクショ

ンを開始することができます。InterSystems IRIS は、リアルタイムのプログラミン

グによるプロセスの作成と管理のための包括的な機能を提供しています。このプ

ロセスはデータベースと同じエンジンにより、データのすぐ近くで実行されるため、

最高の性能を発揮します。 
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また、データのパターンおよび異常をリアルタイムで検出できるため、プログラミン

グによって、修正アクション、プロセス、アラート発行を即座に開始できます。 

主な機能は以下のとおりです。 

 メッセージングおよびイベント処理 

 グラフィカル モデリング環境を備えたビジネス ルール エンジン 

 ビジネス プロセス統合と管理 

 自動的および人的ワークフローをサポートする、適応性に優れたワークフロー 

エンジン 

 インターシステムズ アプリケーション内、および外部アプリケーションで利用 

(あるいは再利用) するための複合アプリケーション開発 

 グラフィカル ダッシュボードやアラートなど、ビジネス アクティビティの監視 

 リアルタイム ビジネス インテリジェンス (データ モデルのドラッグアンドドロッ

プによる作成、リアルタイム ダッシュボード、トランザクション アプリケーション

で情報に基づいてリアルタイムでアクションを起こす機能など) 

 ビジネス プロセスおよびシステム パフォーマンスのリアルタイムでの可視化と

いった、エンドツーエンド管理 

俊敏性 

テクノロジ プラットフォームは、俊敏で開発者にとって使いやすいことが重要です。

組織が新しいアプリケーションを迅速に開発、導入することができ、要件やビジネ

ス ニーズの変化に応じてアプリケーションを容易に再利用できるものが求められ

ます。 

InterSystems IRIS は、IoT アプリケーションの開発、実行、維持のための単一

の統一した環境を提供します。複数の異なるツール、製品、オープンソース プロ

ジェクトを学び、使用し、統合するために要する時間と労力を排除します。 

また、一般的に使用される Eclipse 統合開発環境へのプラグインを提供している

ため、IoT アプリケーションの迅速かつオープンな開発を実現します。 

そして最後に、InterSystems IRIS は、柔軟な運用オプションを提供しており、クラ

ウド運用、オンプレミス運用の両方をサポートしています。 

実績 

車両、船舶、工場、交通システムにおけるデバイスの監視と制御など、多くの IoT 

アプリケーションの故障や停止は、きわめて深刻な影響を生じます。インターシス

テムズのテクノロジは、高可用性と最小のダウンタイムを提供することで、ミッショ

ン クリティカルな環境における能力を実証しており、数々の成功の実績を積んで

きました。 



 InterSystems.com/jp/ 

 

9 
9 

顧客事例 

ナバンティア社 (造船) 

スペインの海軍向け大手造船会社、ナバンティア社は、次世代の船舶管理システ

ム、統合プラットフォーム管理システム (IPMS) を開発、導入して自社の差別化

を図っています。この IPMS の要となるのが、IoT ソフトウェア アプリケーション

の COMPLEX であり、同社とその開発パートナーである Arisnova 社がイン

ターシステムズのテクノロジを使用して構築しました。COMPLEX は、船舶の制

御と監視などの標準的な機能を、ダメージ コントロール、保守、船上訓練などの

高度な機能と統合しました。 

ナバンティア社は、従来型のリレーショナル データベースと SCADA システムに

代わるものとして、インターシステムズに注目しました。より複雑なデータ モデル、

より柔軟なアーキテクチャ、より高速なパフォーマンスを IPMS に提供するため

です。IPMS は、多様なセンサー、船舶設備、システム関係、プロセス ワークフ

ロー、多種の情報 (静的、動的、リアルタイム、アクティブ、履歴など) に対応しな

ければならないからです。 

インターシステムズのテクノロジを基盤に構築された COMPLEX は、65,000 件

の異なる信号を管理しています。また ナバンティア社は、IPMS プロジェクトの追

加開発期間を 80% 短縮できました。徹底したアプリケーション再利用が可能

だったからです。 
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オプタラート社 (運輸) 

疲労は、特に、道路輸送や鉱業において、労働災害の主な原因となっています。

オーストラリア政府の統計によると、大きな衝突事故による保険金請求の半数以

上に疲労が関係しており、露天採掘業界で発生しているトラック輸送時の事故の

ほぼ 3 分の 2 が運転者の疲労に直接関わっています。 

オプタラート社は、疲労管理技術における世界的なリーダーであり、インターシス

テムズのテクノロジを使用して、運転者の目とまぶたの動きを追跡することで事故

率を低減しています。アプリケーションの開発にあたり同社が直面した主要な課題

は、収集したデータの膨大な量でした。目の動きやその他の事象 (車両のエンジ

ンのオンオフなど) に関する生のデータを記録するために、一時間当たりユー

ザーごとに約 2MB のストレージが必要です。この数字は、貨物室の温度や標高

などの追加情報が将来記録されることになると、さらに増えることが見込まれまし

た。車両間でライブ データ フィードをやり取りすることで、アプリケーションは、運

転手が疲労するとリアルタイムでアラートを生成できます。 

オプタラート社は、インターシステムズのテクノロジが現在の要件と規模に適切に

対応できるだけでなく、アプリケーションの継続的な発展、進化に応じて、将来的

に増加するデータ収集率やストレージ要件にも引き続き対応できると確信してい

ます。 

 



 InterSystems.com/jp/ 

 

11 
11 

結論 

IoT は、組織にとってこれまでにないビジネスの変革のチャンスをもたらします。し

かし、従来型のデータ管理テクノロジおよびプラットフォームでは、IoT アプリケー

ションに関わる高スループットや規模など固有の要件に対応できません。 

InterSystems IRIS は、IoT アプリケーションに最適な、包括的なマルチモデル 

データ プラットフォームです。高性能な IoT アプリケーションを単一の一貫性の

ある統合した環境で開発、実行、維持するために不可欠な機能を提供する完全な

プラットフォームです。膨大なデータ収集頻度と量をサポートできる分散アーキテ

クチャを備え、エンタープライズ規模のトランザクション型マルチモデル  データ

ベースの柔軟性と永続性を提供して、異なるフォーマットのさまざまなデバイスか

らのデータ処理を可能とします。また、SQL の完全サポート、テキスト処理、標準

ベースの開発環境など、統合、イベント処理、組み込み型の分析機能を総合的に

提供します。 

インターシステムズの技術は、世界中のきわめて重要なアプリケーションを駆動す

るエンジンとして活用されています。インターシステムズは、医療、金融、行政、そ

の他人々の生命と暮らしに大きな影響を与える業界で、大切なことを支える力と

なっています。1978 年に設立され、米国マサチューセッツ州ケンブリッジに本社

を置く、株式非公開企業です。世界各地に拠点を展開し、80 を超える国々の多く

の人々に日々使われているソフトウェア製品を提供しています。 

詳細については、InterSystems.com/IRIS を参照してください。 
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