
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データ主導型の 

ワークスペース 

IoT と AI がスマート  
ビルディングの可能性を広げる 

スポンサー: 



スポンサーの視点 

 

"スマート ビルディング" という言葉が生

まれたのは 1980 年代、ネットワーキング

と接続性によって、建築環境で行えることに

変化が起きてからです。今日、"スマート" と

いう概念の可能性が広がって、より新しく高

度になるにつれ、"スマート ビルディング" 

もまた新しい意味を持つようになっていま

す。モノのインターネット (IoT) と人工知

能 (AI) は大きな可能性を秘めています。ビ

ルの所有者、運営管理者、および居住者がビ

ルの管理/居住における効率化を図り、コス

ト削減と省エネを達成して、企業の文化と目

標に最適な方法でスペースを編成できるからです。これらのメ

リットはさまざまなスペースでもたらされます。たとえば、病院、

スタジアム、および工場など、すべてがよりスマートになり、こ

れらの建物間および建物が存在する都市間をつなぐ配電網もよ

りスマートになります。 

 

マイクロソフトは、モダン ワークプレイスにおけるアンビエン

ト インテリジェンスについてのビジョンを打ち出しました。た

とえば、AI、IoT、および生産性ツールを融合させて、組織をよ

り生産的でコラボレーティブなワークプレイスにすることです。

しかし、変化するワークプレイス トレンド、新しいリース会計

ルール、およびコストの削減とより持続可能な運用を求める圧力

の高まりを受けて、不動産のエクスペリエンスと管理の方法に変

革をもたらすための IoT と AI の適用にも関心が高まってき

ています。 

 

マイクロソフトは、 Harvard Business Review Analytic 

Services と協力し、スマート スペースの状況について調査する

とともに、意思決定者がスマート スペース テクノロジの採用を

検討する際にどのようなことを考慮に入れるのかについて分析

しました。このレポートでは、組織がよりよいスペースを実現し、

人々のニーズにより適切に対応できるようになる可能性を探り

ます。また、テクノロジがスペースへのインテリジェンスの導入

を単に促す存在ではなく、スペースへのインテリジェンスの導入

を実現する重要な存在であることを立証します。従来、より優れ

た物理スペースの実現方法に関する意思決定では、わかりやすい

メリットである運用効率性やエネルギー効率性の向上が重視さ

れていました。しかしながら、ビジネスの意思決定者は、スペー

スの最新化がもたらす新たなメリット (持続性、スペースの最適

化、居住者エクスペリエンス、従業員の生産性など) についての

認識と関心を高めています。 

 

実施された調査により、組織が依然として、スペースへのインテ

リジェンスの導入を、定量化の難しいメリットをもたらす、複雑

で、時間のかかるプロセスであると考えていることも明らかに

なっています。マイクロソフトは、すべての人々および組織がよ

り多くのことを達成できるようにすべく日々取り組んでいます。

そして、スマート スペースの普及に向けて次に優先すべき取り組

みは、スマート スペースを構築するプロセスを簡素化し、スマー

ト スペースのメリットが素早くもたらせるようにすることです。 

 

2018 年の始めに、マイクロソフトは、今後 4 年間にわたって 

50 億ドルの資金を IoT に投資することを発表しました。マイ

クロソフトの目標は、IoT の工程を簡素化して、すべてのお客様

が、どの段階から開始しても、信頼できる次世代の IoT ソリュー

ションを構築できるようにすることです。この次世代の IoT ソ

リューションとは、デバイスの接続と管理だけでなく、人々、場

所、およびデバイス間の関係とやりとりのモデリングなども行え

るソリューションのことです。 

 

マイクロソフトの新しい Azure Digital Twins サービスは、こ

のモデリングを実現し、接続されたデバイスを IoT の世界でさ

らに一歩前進させるサービスです。ツイン オブジェクト モデル 

(オントロジ) (事前定義されたドメイン固有の概念の定義、カテ

ゴリ、およびセマンティック) により、特定業界向けのドメイン

固有のソリューションのモデル化と構築をより素早く簡単に行

えるようになります。コンテキストに応じたセンサー処理と組み

合わせることで、異なるセンサーからではなく、単一スペースの

コンテキストでデータのクエリを実行できるようになります。こ

れにより、マイクロソフトのパートナーは、繰り返し可能でス

ケーラブルなスペース認識ソリューションを構築する準備が整

います。たとえば、オフィス環境でスペース インテリジェンス

を導入することで、スペースの実際の利用状況に基づいて、空調

システムや部屋予約システムをより適切に管理できるようにな

ります。また、マルチテナント、入れ子式のテナント、およびロー

ル ベースのアクセス制御の組み込みサポートにより、マイクロ

ソフトのパートナーは、ゼロから構築するのではなく、アプリ

ケーション レベルでイノベーションに注力できるようになりま

す。Azure Digital Twins により、パートナーは、スペース イ

ンテリジェンスを活用するソリューションの構築、拡張、管理、

およびセキュリティ保護が可能になります。 

 

また、デジタル世界と物理世界のデータを相関させる機能によっ

て、独自の関連性を備えた新たな AI エクスペリエンスが実現さ

れるようになります。それによって、消費者エクスペリエンスを

向上させ、新たな効率性をもたらし、職場、生活、および娯楽の

ためのより優れたスペースを実現する新たな可能性を切り拓く

ことが可能になります。 

 

これは、次のレベルの "スマート" を実現するさまざまな新しい

アプリケーションを開発するための道を開くものとなるでしょう。 

BERT VAN HOOF 

パートナー グループ  

プログラム マネージャー、 

Azure IoT 

マイクロソフト 
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データ主導型のワークスペース 
IoT と AI がスマート ビルディングの可能性を広げる 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しいテクノロジによって所有者、管理者、および居住者がスマート ビルディン

グの適用範囲とメリットを拡大 

スマート ビルディングが世界中に根付いていることは周知の事実です。数多くのデータ収集センサーと高度な

分析を用いて施設管理を最適化するスマート ビルディング戦略の開始を促したのが、エネルギーの利用をより

適切に管理したいという願望でした。実際、Harvard Business Review Analytic Services が世界各地の 405 

名に及ぶ商業不動産の開発者、所有者、および居住者を対象として実施した調査でも、66% のグローバル組

織が、スマート ビルディングの一番のビジネス推進要因はエネルギー管理であると回答しています。 

 

しかしながら、現在、多くのエグゼクティブが、エネルギー管理を単なるスタートとして捉えており、スマー

ト ビルディング テクノロジのより戦略的な役割についても認識しつつあります。早い段階からこのテクノロ

ジを採用している企業では、スペースを動的に割り当てて、従業員のニーズの変化に対応し、利用率を向上さ

せることによって、エネルギー管理を行っています。その結果、ビルの所有者と居住者は、"居住者エクスペリ

エンス" と呼ばれる、拡大しつつあるムーブメントの一環として、データを活用し、従業員のコラボレーショ

ンと生産性を向上させる新しいアプリケーションやサービスを構築することが可能になっています。同様に重

要な点として、こうした未来志向の企業がこれらの目標を達成するツールを見つけ出そうとしていることが挙

げられます。モノのインターネット (IoT) 向けのクラウド サービス、および人工知能 (AI) や機械学習を用

いた高度な分析により、"スマート" の意味が再定義され、新しいユース ケースがサポートされるようになり

つつあります。 

 

新世代のスマート ビルディングを専門とする、アムステルダムに本社を置くテクノロジ不動産企業である 

Edge Technologies の最高技術責任者の Erik Ubels 氏は次のように述べています。「[スマート ビルディン

グ] 機能は、空気の質、照明、騒音レベルに関するリアルタイムのデータを用いて、職場の快適性と生産性を

向上できるよう支援します。これらの機能を用いることで、従業員は手持ちのタスクを完了するのに必要とな

るワークスペースを便利な方法で探すことが可能になります。複雑なスプレッドシート関連の作業に集中した

り、そうした作業の確認を行ったりするために静かな場所を探す場合も、新規プロジェクトに関わる同僚たち

と再び集まって話をするために広々としたスペースを探す場合でも」 

 

スマート ビルディングには新たな可能性が存在しますが、残念なことに、新たな障害も存在します。回答者の 

30% がスマート ビルディング アプリケーションのコストの ROI について評価できないと回答しており、回

答者の 29% が従来のインフラストラクチャとテクノロジにセンサー、IoT、および分析機能を後付けするの

に苦労していると回答しています。さらに、23% が文化や変更管理に関する問題が進捗を妨げていると回答

しています。 

 

しかしながら、少数とはいえ無視できない割合の回答者が、今日のさまざまな課題に対応できる高度なスマー

ト ビルディングの成熟性とスキルを備えていることを示しており、彼らの回答から、成熟性が劣る組織がどの

ように戦略を進めることができるかについて重要な教訓を得ることができます。 

 

ハイライト 

 

66% 
のグローバル組織が、スマート ビルディ

ングの一番のビジネス推進要因はエネル

ギー管理であると回答している 

 

72% 
のエグゼクティブが、スマート ビルディ

ングの一番のビジネス目標は施設 & 運用

コストの削減および収益性の向上である

と回答している 
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重要ポイント 
• グローバル組織の 66% が、スマート ビル

ディングの一番のビジネス推進要因はエネ

ルギー管理であると回答している 

• エグゼクティブの 72% が、スマート ビル

ディングの一番のビジネス目標は施設 & 運

用コストの削減および収益性の向上である

と回答している 

• 46% が、スマート ビルディング戦略が商業

不動産市場において競合他社との差別化要

因になると強く確信している 

• 回答者の 30% が、スマート ビルディングの 

ROI について評価できないと回答している 

• 32% が、ROI 期間が 12 か月を超えると回

答している 

• 39% が、モノのインターネット向けのクラウ

ド サービスに投資する予定である 

• 39% が、クラウド ベースの AI プラット

フォームに資金を割り当てる予定である 

• 24% が、施設のリアルタイム分析を実現す

るデジタル ツインのテクノロジを新たに導

入する予定である 

 

新たな可能性 
このレポートでは、スマート ビルディングのイ

ニシアチブを、データ収集センサーと分析機能を

用いて、施設のコスト、エネルギーの利用、イン

フラストラクチャのメンテナンス、および物理ス

ペースの利用をより適切に管理するためのイニ

シアチブとして定義しています。調査に参加した

グローバル エグゼクティブは、私たちの定義に

おける "運用重視のユース ケース" (コストやエ

ネルギーに関連するユース ケース) に精通して

います。たとえば、エグゼクティブの 72% が、

スマート ビルディングの一番のビジネス目標は

施設 & 運用コストの削減および収益性の向上で

あると回答しています (図 1)。同様に、66% が、

エネルギー管理を一番の動機として挙げていま

す。 

 

センサー ベースのアプローチを当初から支えて

いるのがこれらの基本的なビジネス推進要因で

あり、近い将来これが変化する兆候は見られませ

ん。エネルギーのコスト削減効果は計測して、簡

単に数量化することが可能であり、それがスマー

ト ビルディング プロジェクトの信頼感につな

がっています。シアトルに本社を置く商業不動産

業界のフルサービス  プロバイダーである 

MacDonald-Miller Facility Solutions, Inc. のビ

ルディング パフォーマンス担当バイス プレジ

デントである Perry England 氏は次のように述

べています。「弊社も、エネルギーのパフォーマ

ンスと居住者の快適性との間には直接的な相関

性があると確信しています」 

スマート テクノロジは、ビルのライフサイクル

の早い段階においても導入されています。PCL 

Construction は、建設プロセスにおいてセン

サーと分析機能を活用して品質を管理するアプ

リケーションを開発しました。たとえば、乾式壁

を設置するために、作業員は、継ぎ目部分にテー

プを貼り、ジョイント コンパウンドを塗ります

が、これらの資材は、過酷な環境条件下で劣化す

ることもあるため、PCL はリスクが生じた場合に

アラートを送信する一時センサーを取り付けて

います。アルバータ州のエドモントンにある PCL 

Construction の先進テクノロジ サービス担当

マネージャーである Chris Palmer 氏は次のよ

うに述べています。「建設時に問題を監視し、未

然に素早く修正することで、潜在的な損害を防ぎ、

手直しを減らして、その先の顧客の保証請求をゼ

ロにすることができます。これにより、建築の品

質と顧客満足度を向上できるだけなく、コストも

削減されます。1 つの部屋の手直しを無くすだけ

でも、最大 3 万ドルのコストを削減できます」 

 

多くのエグゼクティブは、このような強固な収益

重視の基盤を用意し、内部の運用をサポートする

だけにとどまらない方法でスマート ビルディン

グの守備範囲を広げる準備を整えています。テナ

ント エクスペリエンスは、エネルギー管理の結

果として自然に実現されるものであり、将来の開

発に関する洞察を提供します。たとえば、8 人用

の会議室が、8 人いる時にちょうど適温となるよ

うに冷房が自動設定されていて、3 人または 4 

人しかいない場合、その会議室は非常に寒くなっ

てしまいます。 

 

図 1 

"スマート化" の明確な動機付け 
スマート ビルディングに投資する際に最も重要となるビジネス目標は何ですか。 

[上位 5 つの回答を示しています (複数回答可)] 

施設 & 運用コストの削減および収益性の向上 

より効率的なエネルギー利用の管理 

フロア計画の最適化/物理スペースの利用率向上 

従業員の生産性向上 

持続性に関するポリシーや規制への準拠 

出典: HARVARD BUSINESS REVIEW ANALYTIC SERVICES の調査 (2018 年 7 月) 
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England 氏は次のように述べています。「特定の

時点に部屋に何人いるか認識できるシステムを

導入することで、スペースの快適性を向上できる

と同時に、全体的なエネルギー利用量を削減でき

ます」 

 

組織がスマート ビルディング戦略への投資を強化

したいと考える理由の 1 つとして、商業不動産企

業の競争力強化の支援が挙げられます。実際、ビル

の所有者、管理者、または居住者の約半数 (46%) 

が、スマート ビルディング戦略の成功がそれぞれ

の市場において競合他社との差別化要因になるこ

とに "強く同意" しています。結果として、エグゼ

クティブは、今後 3 年間にわたってスマート ビ

ルディングへの新たな投資を行う正当な根拠とな

るビジネス推進要因について明確な考えを持つよ

うになっています。半数以上 (51%) が、従業員

の生産性とビル運用の効率性を向上できる新たな

可能性を感じています (図 2)。 

 

居住者の生産性は、コンサルティング企業の JLL 

が最初に考案した 3/30/300 モデルと呼ばれる

業界全体のベンチマークにも関わってきます。基

本的に、このモデルは、ビルの所有者が通常 1 平

方フィートあたり年間で公共料金に約 3 ドル、

賃貸料に 30 ドル、従業員関連のコストとして 

300 ドル支払っていることを示しています。この

モデルによると、居住者に対する投資を行う (例: 

居住者の生産性を向上させる) ことで、公共料金

の節約 (従来の定量化できるスマート ビルディ

ングのユース ケース) に勝る相対収益を実現で

きるそうです。このモデルの具体的な数値が正し

いかどうかについて業界のベテランが議論を交

わしたとしても、"3" の相対的な財務面での影響

については多くの人々が的確であると認めてい

ます。オーストラリアのシドニーに本社を置くス

マート ビルディング ソリューション向けのデ

ジタル ツイン作成企業である Willow, Inc. の

最高経営責任者の Joshua Ridley 氏は次のよう

に述べています。「業界の取り組みは "3" に関

するオペレーションに大きな焦点が置かれてい

ます。そうすべきでないと言っているわけではあ

りませんが、"300" が示す内容、すなわち居住者

エクスペリエンスの第一波、ならびに従業員のつ

ながり、活気、および生産性の向上による、従業

員にとってよい環境の実現方法についても話し

合うべきだと思います」 

 

未来志向型のエグゼクティブが期待している可

能性は、居住者エクスペリエンスだけではありま

せん。また、(エンタープライズ アプローチを策

定しているか、既にエンタープライズ アプロー

チを採用している) スマート ビルディング領域

のリーダーは、新たな市場を取り込める可能性を

感じています。圧倒的大多数 (82%) のリーダー

が、オフィスや居住施設だけにとどまらず、工場、

病院、小売店、スポーツ スタジアム、学校、お

よびその他のさまざまな種類の組織がテクノロ

ジを幅広く採用するようになると回答していま

す。たとえば、メーカーでは、センサーと高度な

分析の利用を強化することにより、生産ラインで

新たな問題が発生した場合にアラートを生成し

て、品質管理や信頼性に関する問題が起きるのを

未然に防ぐことが可能になります。同様に、病院、

小売店、およびスポーツ チームも、サービスの

利用に同意している患者や支援者に高度にパー

ソナライズされた情報やオファーを送信するこ

とが可能になります。この記述に "強く同意" す

る全回答者の 56% が、十分に活用されていない

非効率的なワークスペースを放置しておくと財

政的にも厳しくなるため、今後 3 年間にわたっ

てスマート ビルディングの需要も高まっていく

だろうと回答しています。 

 

この需要が高まっている要因の 1 つとして、現

在業界を悩ませている、コストがかかる空きス

ペースへの対応が挙げられます。全回答者の 4 

分の 1 が、顧客のオフィスや工場のスペースの 

26% 以上が常に空いていると回答しています。 

十分に活用されて 

いない非効率的な

ワークスペースを 

放置しておくと 

財政的にも厳しく 

なるため、今後  

3 年間にわたって

スマート  

ビルディングの 

需要が高まっていく 

図 2 

投資の推進要因 
スマート ビルディングへの新たな投資を促すビジネス推進要因は何ですか。 

[上位 5 つの回答を示しています (複数回答可)] 

コストの削減 

エネルギー利用の管理 

生産性向上 

フロア計画の最適化/スペース利用率の向上 

データ収集システムとビル管理システムの相互接続 

出典: HARVARD BUSINESS REVIEW ANALYTIC SERVICES の調査 (2018 年 7 月) 
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CBRE の最高デジタルおよび技術責任者である Sandeep Davé 氏は次のように述べ

ています。「弊社の多くのお客様は、スマートな次世代のワークプレイス エクスペリ

エンスを実現することが、適切な人材の関心を引き付け、適切な人材をつなぎ止め、

最新のデジタル化されたワークプレイスに対する彼らの期待に応えるうえで必要不可

欠であることを認識しています」 
 

 

 

成功を妨げる障害 
しかしながら、スマート ビルディング市場は成

長を実現する態勢が整っていますが、成功は保証

されていません。エグゼクティブは、さまざまな

課題を克服する必要があります。たとえば、新た

な投資を行うためのビジネス ケースの定量化は

依然として難しく、回答者の 30% が、これらの

アプリケーションのコストの ROI について評価

できないと回答しています (図 3)。しかしなが

ら、成熟したスマート ビルディングの運用にメ

リットが存在することは明らかです。エンタープ

ライズ戦略が存在している企業のうち、投資利益

率の定量化において同様の課題に直面している

のはわずか 14% です。一方、リーダーの 26% 

が ROI の大半またはすべての要素について正確

に評価できると回答しています。ROI に関する他

の障害として、投資回収期間が挙げられます。全

回答者の約 3 分の 1 (32%) が、通常、投資資

金を回収するまでに 13 ～ 24 か月かかると回

答しており、ほぼ同数 (31%) が 25 か月以上か

かると回答しています。また、ほぼ同数 (30%) 

が、投資回収期間がわからないと回答しています。 

注目すべき点は、リーダーは他者よりも投資回収

期間について正確に評価できる一方で、その期間

を短縮する方法を見出していないことです。理由

の 1 つとして、従来の領域については投資回収

期間の定量化が簡単である (運用コストやエネ

ルギー コストの削減については確かなデータを

入手できる) のに対して、競争力や居住者の生産

性など、より新しく、より戦略的なアプリケー

ションのメリットについては評価がより困難で

あることが考えられます。それでも、前進するこ

とを止めていない組織もあります。ロサンゼルス

に本社を置くグローバル商業不動産サービス プ

ロバイダーである CBRE のグローバル ワーク

プレイス ソリューションを担当する最高デジタ

ルおよび技術責任者である Sandeep Davé 氏は

次のように述べています。「弊社の多くのお客様

は、スマートな次世代のワークプレイス エクス

ペリエンスを実現することが、適切な人材の関心

を引き付け、適切な人材をつなぎ止め、最新のデ

ジタル化されたワークプレイスに対する彼らの

期待に応えるうえで必要不可欠であることを認

識しています」 

 

スマート オフィス機能に関連する新しい事業部

門を立ち上げたオフィス家具のサプライヤーで

ある Steelcase は、スペースについて悩みを抱

えていた成長企業と提携しました。エグゼクティ

ブは、テレプレゼンス システムやビデオ会議シ

ステムなどの専用テクノロジを備えた会議室や

スペースがいつも使用中であるという不満を耳

にしていました。Steelcase の戦略、調査、およ

びデジタル変革担当のバイス プレジデントであ

る Sara Armbruster 氏は次のように述べてい

ます。「彼らは、コストがかかる拡張プロジェク

トを立ち上げようとしていました」 

 

しかしながら、同社は、部屋の占有率や人通りの

パターンに関するリアルタイムの情報を収集す

るセンサーを事前に取り付けていました。 

 

図 3 

投資家は辛抱強くあることが求められる 

出典: HARVARD BUSINESS REVIEW ANALYTIC SERVICES の調査 (2018 年 7 月) 

スマート ビルディングの  

ROI を定量化することは難しく... 

...ROI 期間が 1 年を超える 

可能性もある 

ROI について 

評価する能力 

ROI  

期間 

ROI の一部の要素について評価できる 

現時点で ROI について評価できない 

ROI の大半またはすべての要素について 

正確に評価できる 

12 か月以内 

13 ～ 24 か月 

25 か月以上 

わからない 
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そのデータを分析したところ、驚くべき結果が得

られました。ワークスペース全体の使用率がわず

か  35% 程 度 に 過 ぎ な か った の で す 。

Armbruster 氏は次のように述べています。「現

在の全従業員を収容するのには十分すぎる程の

延床面積であるにも関わらず、従業員がスペース

を探すのに苦労していたことがデータによって

明らかになりました。その理由は空いているス

ペースがないからではなく、それがビルの違う区

域にあって従業員がそれに気付いていないだけ

でした」 

 

同社は、センサーのデータと分析機能を活用して、

既存のスペースを再構成し、いくつかの大規模な

会議室を小規模な会議スペースや独立スペース

に構成し直しました。 

 

その後、同社は、ホワイトボードやビデオ会議シ

ステムなどの適切な設備を備えた適切な規模の

空きスペースを探して予約できるモバイル アプ

リを展開しました。Armbruster 氏は、これらの

措置を講じることで、従業員のニーズにより適切

に対応できるようになると同時に、これまでに全

体的な利用率が 35% から 51% まで上昇した

と述べています。 

 

スマート ビルディングの実現を妨げる他の障害

として、全回答者の 29% が挙げている、従来の

インフラストラクチャとテクノロジへの後付け

に関する課題があります (図 4)。また、23% が

企業文化や変更管理に関する問題を挙げていま

す。注目すべき点は、スマート ビルディング プ

ロジェクトの資金不足を課題として挙げている

回答者の割合が、上記を課題として挙げている回

答者の割合よりも低いことです。 

取締役会および経営幹部メンバーは、確かなビジ

ネス ケースが提示されれば、十分なリソースの

調達を許可する準備ができていることは明らか

です。 

 

また、調査により、文化や変更管理に関する問題

の主な原因の 1 つが明らかになっています。既

存の IT 担当者およびスキル セットを用いて、

スマート ビルディングのイニシアチブを簡単に

素早く実施できることに "強く同意する" と回答

しているのは全調査回答者のわずか 10% に過

ぎません。ほぼ同数の割合のビルの所有者と居住

者がこの評価を共有しています。どちらのグルー

プも、スマート ビルディングの専門知識とソ

リューションを備えた不動産管理企業と連携す

ることで問題に対処することが可能です。企業は、

必要な専門知識を持つ人材のトレーニングや採

用を実施するだけでなく、確かなコミュニケー

ション戦略を用いて変更に関する問題に対処す

る必要があります。Armbruster 氏は次のように

述べています。「スマート ビルディング機能を

追加するプロセス全体を通じて、組織が従業員と

どの程度関わり合うかが重要になってきます。企

業が新たな職場環境に移行したり、センサーを取

り付けたり、既存のスペースを再構成したりする

理由について定期的に話し合うようにします。そ

のプロセス全体を通して従業員に発言する機会

を与えることが肝心です」 

 

プライバシーに関する 
懸念に正面から取り組む 
スマート ビルディングの実現が進むにつれて、

おそらく従業員が最も懸念するようになる問題

の 1 つがプライバシーです。 

人々が作業したり、集まったりする場所や、人々

がビルの中に入ったり、ビルの外に出たりする

時を記録するセンサーは、煩わしい職場環境を

直ちに想起させてしまうおそれがあります。

Steelcase の戦略、調査、およびデジタル変革

を担当するバイス プレジデントである Sara 

Armbruster 氏は次のように述べています。「有

意義な洞察をもたらす豊富なデータの収集と個

人のプライバシーを侵害しないようにする配慮

のバランスが重要になります」 

この懸念は、匿名データのみを記録することで

部分的に解消できます。つまり、スマート ビル

ディング プラットフォームに会議室や作業ク

ラスターのデスクを利用している人数を追跡さ

せると同時に、それらを利用している個人を識

別しにくくします。しかし、それだけでは十分

とは言えないかもしれません。企業は、どのよ

うな情報がどういった理由で収集されているの

かを従業員が把握できるように、早い段階から

頻繁に従業員とコミュニケーションを取ること

も必要になります。また、一部のスタッフ メン

バーには、スマート ビルディング システムに

個人情報を提供することに同意した方がよい場

合もある理由を説明する必要もあります。 

たとえば、ワークスペースを占有している個人を

センサーに識別させることで、その個人の周辺の

環境条件をその個人の好みに合うように調整す

ることが可能になります。このような同意オプ

ションを備えたイニシアチブには、必ず、"忘れ

られる権利" を含めておく必要があります。つま

り、その個人がシステムによって識別されたくな

いと思うようになった場合に個人情報が削除さ

れるようにしておく必要があります。 

不動産業界の一部のサービスは、ライドシェア 

サービスと比較されます。Davé 氏は次のように

述べています。「センサーは私たちがどこに行く

のか、どこで買い物をしたいのか把握していま

す。しかし、私たちはセンサーがもたらす価値を

享受できるので、センサーによってこれらの情報

が収集されても構わないと感じています」 

 

 

 

 

 

 

図 4 

スマート ビルディングのプロジェクトを妨げている要因 
スマート ビルディングのイニシアチブにおいて組織が直面している最も大きな課題 

[複数回答可] 

従来のインフラストラクチャとテクノロジへの後付け 

文化/変更管理に関する問題 

資金不足 

個々のシステム間のデータ共有の難しさ 

スマート ビルディングのプロジェクトの "スケーリング" の難しさ 

出典: HARVARD BUSINESS REVIEW ANALYTIC SERVICES の調査 (2018 年 7 月) 
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クラウドで IoT や AI の機能を実行することで、ビルの所有者と管理者は、必要な

ハードウェアやソフトウェアの作成およびメンテナンスを行わずに済みます。 
 

 

 

 

クラウドがイノベーションを
サポート 
さまざまな課題が存在する中で、グローバル エ

グゼクティブは、課題を克服するのに役立つ新た

なテクノロジに注目しています。今後 3 年間で

どのようなテクノロジを新たに採用する予定で

あるかを尋ねたところ、すべての回答のうちで最

も多かったのが (42%) 予測メンテナンスのた

めの分析でした。これは、スマート ビルディン

グ機能による運用およびエネルギー管理の最適

化の価値を既に認めている企業で必然的に見ら

れる "前進" を示しています (図 5)。 

しかしながら、アプローチがより戦略的な方向に

向かっている兆候も見られます。39% が IoT 向

けのクラウド サービスを新たに採用する予定で

あり、同じ割合の回答者がクラウド ベースの AI 

プラットフォームに資金を割り当てる予定です。

これら 2 つは、極めて補完的なサービス オファ

リングです。リーダーのサブグループは AI の採

用についてより前向きであり、50% がこの領域

への投資を最優先事項として挙げていました。ク

ラウドで IoT や AI の機能を実行することで、

ビルの所有者と管理者は、必要なハードウェアや

ソフトウェアを作成したりメンテナンスしたり

せずに済みます。また、スマート ビルディング

の実現がセンサーの追加によって拡大した場合、

または新しいビジネス モデルをサポートするよ

うになった場合、新たな処理サービスや分析サー

ビスを契約することも可能です。 

 

エグゼクティブがクラウドの IoT や AI に力を

入れるのには明確な理由があります。全回答者の 

3 分の 1 強 (34%)、およびリーダー グループ

の 46% が、これらのソリューションによって収

益とビジネス機会が大幅に増大すると考えてい

ます。具体的には、全回答者の 59% が、IoT お

よび AI テクノロジを用い、スペースの割り当て

を改善して利用率を向上させる予定です。リー

ダーのグループは、この領域に力を入れようとし

ており、71% がワークスペースを最適化するう

えで IoT や AI を利用するメリットがあると考

えています。 

 

また、クラウド サービスにより、スマート ビル

ディング ソリューションのプロバイダーは、オ

ンプレミスのソフトウェア開発ツールのメンテ

ナンスではなく、コア ビジネスに集中すること

が可能になります。たとえば、Willow の CEO で

ある Ridley 氏は、彼の会社が使用するクラウド 

プラットフォームは、関連するサード パーティ 

アプリケーション向けの事前構成されたイン

ターフェイスとともに、迅速なソフトウェア開発

を実現するさまざまなツールを備えていると述

べています。 

 

重要な他のテクノロジ領域の例として、施設や都

市のリアルタイムの視覚化および分析を実現す

るデジタル ツインの利用が挙げられます。ワー

クスペースやビル設備のこれらのデジタルの 3D 

レプリカは、センサーのデータを用いて、照明の

状態、温度、エレベーターやセキュリティ シス

テムのレイアウト、および他の現実世界の要素を

示します。 

 

図 5 

テクノロジ ロードマップの実現 
企業がスマート ビルディングを実現するために今後 3 年のうちに新たに採用することを 

予定しているテクノロジ 

[上位 10 個の回答を示しています (複数回答可)] 

出典: HARVARD BUSINESS REVIEW ANALYTIC SERVICES の調査 (2018 年 7 月) 

予測メンテナンスのための分析 

IoT センサー 

IoT 向けのクラウド サービス 

人工知能に関するクラウド サービス 

ビル管理システム 

行動探知機/占有管理ソフトウェア 

3D モデリング ソフトウェア 

仮想現実/拡張学習 

アクセス制御/セキュリティ システム 

施設や都市のリアルタイム分析を実現するデジタル ツイン 

ワイヤレスおよび/またはファイバー ネットワーク 
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デジタル ツインにより、人々がワークスペース

との関わり方を理解することで、環境を最適化す

る方法を提案することが可能になります。Ridley 

氏は次のように述べています。「データ、IoT、

および AI から実用的な洞察を導き出す建築環

境向けのデジタル ツインは、スマート ビルディ

ングに革命的なイノベーションをもたらすのに

必要なテクノロジです」 

全回答者の 24% が、施設や都市のリアルタイム

分析を実現するデジタル ツインのテクノロジを 

2021 年までに新たに採用する予定です (図 5)。 

 

理由は何でしょうか。デジタル ツインは、わか

りやすいビジュアル形式でこれらすべての情報

を提供することで、スペースがどのように使用さ

れているか、およびフロア計画や設備のどこに非

効率性が生じているかを管理者が把握できるよ

う支援します。実際、リーダーの 78% が、リア

ルタイムなスペースの表現によって施設管理の

大幅な改善を実現できると回答しています。たと

えば、地域の規制によって防火ダンパーの点検が

必要となった場合に、施設の管理者にアラートを

送信するようにデジタル ツインのソフトウェア

を作成することもできます。ツインは、検査の継

続的記録 (検査の実施担当者や監査証跡の提供

時期など) を維持管理できます。 

 

もっとつながる未来 

スマート ビルディングの有力な実践者が現れる

中、テクノロジによって所有者、管理者、および

テナントにさまざまな潜在的メリットがもたら

されています。しかしながら、それらの成果が得

られる保証はありません。企業は、従来のテクノ

ロジや変更管理に関するいくつかの重要な課題

に対処する必要があります。また、シニア リー

ダーは、投資に対する正当な根拠を示す定量化で

きる完全なデータが一式揃っていない場合でも、

新たな投資を積極的に許可し、投資資金が完全に

回収されるまでおそらく 1 年以上は辛抱強く待

つ必要があります。しかしながら、満足のいく結

果が得られるまでに、必ずしも時間がかかるわけ

ではありません。短期間のうちに運用コストが削

減されるだけでなく、コネクテッド テクノロジ

を用いてより効率的かつ快適に働けるようにな

ることで、従業員の生産性が向上する兆候が現れ

る可能性もあります。 

そして、スマート ビルディングを支持する人た

ちのビジョンを指針とすれば、今日のスマート 

オフィスによって、近い将来によりインタラク

ティブでコラボレーティブなコミュニティおよ

び地域が実現するかもしれません。 

 

England 氏は、企業が電力会社と情報を交換して、

電気の需要を管理し、可能な場合は深夜割引料金

を利用できるようにする地域のイニシアチブを

引き合いに出して、次のように述べています。「ビ

ルが他のビルや市営サービスとつながり始める

ことで、間違いなく大きなことが実現されます。

国内中および世界中にこれを示す例が見られま

す。しかしながら、実際に私たちがその可能性を

目の当たりにするためには、そのアプローチが幅

広く採用されることが必要となるでしょう」 

 

その時が来るまで、先見の明のある企業は、自社

および従業員がこうした未来 ("一度に 1 つの

センサー") に対応するための準備を整えていま

す。 

 

次世代の "スマート" 
モノのインターネットと人工知能におけるテクノロジのイノベーションにより、スマート ビルディング

戦略を従来のユース ケース以外にまで拡大できる新たな可能性が生まれるようになります。たとえば、

近い将来、以下のようなことが可能になります。 

生産性を実現する AI と自動化: 居住者は、音声認識機能を用いて、自分の好みに合うように環境条件

を調整したり、「この会議室のビデオ会議システムが故障している」と音声で伝えたりすることが可能

になります。AI アシスタントは、問題が発生している部屋を認識し、ワーク オーダーを生成して、い

つ問題が解決しそうかを素早く回答します。また、アシスタントは、同様の設備を備えている別の部屋

に人々を誘導することも可能になります。 

部屋のスケジューリングの自動化: 従業員は、スマートフォンやノート PC に表示されるオフィスのス

ペースのビジュアル表現を用いて、現在空いているスペース、それらのスペースを利用している人数、

それぞれの場所にある設備について把握したり、スペースを予約したりすることが可能になります。 

ビルへのアクセス: 承認された従業員およびパートナーは、モバイル デバイスの QR コード、顔認証、

またはソフトウェア ベースの資格情報を組み合わせて使用し、無くしたり盗まれたりする可能性がある

従来の CAC (Common Access Card) なしでメイン ビルディングや制限エリア内に入ることが可能

になります。 

接続されたキャンパス: スマートフォンのアプリに接続して、運転している車両の大きさや種類に適し

た、空いている駐車スペースまで誘導してもらうことが可能になります。ビル内では、適切なデスクや

ワークスペースを選択できるようになり、自分の好みに合うように周囲の照明や温度が自動的に調整さ

れるようになります。ビデオ会議の開始時になると、参加する必要のあるメンバーがキャンパスや他の

施設のどこにいても、ビルでそれらの参加者の居場所が特定され、それらの参加者をログインさせるこ

とが可能になります。 

公共の安全および緊急管理: 火災、侵入者、その他の危機的な状況が起こった場合でも、センサー ベー

スのデータと分析機能により、職員は、人々を出口や避難場所へと安全に誘導することが可能になりま

す。 
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方法および参加者のプロファイル 
Harvard Business Review の読者の中から合計で 405 人の回答者を選出しました。 

この中には、雑誌/e ニュースレターの読者、お客様、および HBR.org のユーザーが含まれています。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四捨五入により合計値が 100% にならない場合もあります。

組織の規模 

10,000 人以上 5,000 ～ 9,999 人 1,000 ～ 4,999 人 500 ～ 999 人 

役職 

エグゼクティブ/

最高幹部 

中間管理職 その他 

主な業界セクター 

テクノロジ 通信/エネルギー/

公益事業 

ビジネス/ 

専門サービス 

教育 製造 医療/製薬/ 

ライフ  

サイエンス 

行政機関/ 

非営利組織 

他のセクターは 

それぞれ回答者の 

5% 以下 

職務 

一般/経営管理 販売/事業開発/ 

顧客サービス 

IT/ソフトウェア 

エンジニアリング 

エンジニアリング 

他の職務はそれぞれ

回答者の 7% 以下 

地域 

北アメリカ ヨーロッパ アジア太平洋 中東/アフリカ その他 



 

 

 



 

 

連絡先: 

 

 

 


