
株式会社野村総合研究所
導入時期：2020年9月

協力パートナー：株式会社WHERE

オフィス来訪者や社員の健康を守るため、オフィス内の3密や発熱検知
のソリューションを開始

株式会社グリーンノート
導入時期：2020年8月
ボタンを押してもらい投函をお知らせ。タイミングの把握で出社や行動
を最低限にでき、また即時回収で盗難や機密情報漏洩を防止

株式会社星野リゾート
導入時期：2020年7月

協力パートナー：株式会社MAGLAB

大浴場の混雑状況を人数情報を元に可視化することで、３密を回避し、
安心して過ごせる空間を創出。デバイス開発から運用開始までわずか
6週間で実現

株式会社モリロボ
導入時期：2020年7月

協力パートナー：株式会社 IT工房Z

自動で生地を焼き上げるクレープロボットQの部品の温度を収集し、
故障の予兆を掴んで不意な稼働停止を防ぐ

株式会社サッポロドラッグストアー
導入時期：2020年7月

協力パートナー：AWL株式会社

With/afterコロナにおける店舗のDXを推進し、安心安全のニュー
ノーマルを確立。コスト削減や売上アップを実現

株式会社ソラコム
お問い合わせ    https://soracom.jp/

15,000を超えるお客様が利用する
SORACOM導入事例



導入時期：2020年6月

協力パートナー：オプテックス株式会社

プール水道使用量を電力量に置き換え、検針業務とろ過設備の運転
状態を把握。設置環境が悪いメーターの検針、水質維持管理、異常時
の通知を実現

株式会社フィリップス・ジャパン
導入時期：2020年5月

株式会社東急スポーツオアシス

1秒でも早く救助を始めるために！スマホアプリ”My SOS１”と連携した
IoTデバイスを、SORACOM LTE-M ボタンで作成

冨木医療器株式会社
導入時期：2020年4月

協力パートナー：株式会社金沢エンジニアリングシステムズ

倉庫と搬送用クーラーボックスの温湿度を一元管理し、医療機器や
医療品の保管配送管理ソリューションを作成

株式会社メディカルスイッチ
導入時期：2020年4月
服薬支援ロボットFUKU助が最大1ヶ月分の薬を保管し、服薬時刻に
差し出すだけでなく、服薬記録、在庫、室温をレポート

ドルフィンギターズ
導入時期：2020年4月

協力パートナー：オーナンバ株式会社

店舗や工場で楽器の乾燥対策。温湿度のデータを加湿設備に連携させ、
自動で必要な時にのみミストを出して加湿を制御

株式会社 協和エクシオ
導入時期：2020年4月

協力パートナー：株式会社WHERE

EXBeaconプラットフォームとSORACOMで位置情報を把握し、
カード型タグで従業員1,000名の在席管理や会議室管理を実現



データ変換とデータ送信を可能にする装
置を組み合わせ、簡単な取り付けで制御・
計測機器から出力されるアナログデータ
を変換しクラウドに送信できます。

送られたデータを視覚的に理解しやすく
する SORACOM のダッシュボードサー
ビスは、グラフ化も十分な機能で、想定
顧客が利用しやすい価格で、デザインか
ら作成まで当社の情報システム部のメン
バーだけで作成できました。

冷凍・冷蔵・空調設備は可視化が大変重
要です。リアルタイムで異常を検知でき
たり、遠隔から監視できる安価なシステ
ムはこれからニーズが広まっていくと予
想しています。異常検知ができれば、お
客様からの連絡を待たずにスムーズにメ
ンテナンスに出向けるようになり、ダウ
ンタイムを減らすことができます。当社
はメーカーではなく専門商社ですが、顧
客の困り事やニーズに柔軟に対応するこ
とができるとわかりました。このような
取組みを通じて、お客様に提供できる価
値を拡大していきます。

名光機器株式会社
愛知県に本社を構え、中部圏を営業拠
点とする冷熱機器・自動制御機器の専
門商社。
http://www.meiko-kiki.co.jp/

導入時期
2019 年 5 月

導入の目的
中小企業向けの冷凍冷蔵・空調設備
機器の稼働状況を安価に遠隔監視

遠隔監視は従来の方法では導入に大
規模な投資が必要で、数台規模の小
規模顧客には導入が進まないコス
ト。
フォローが異常が起こった後になり
ダウンタイムが発生する。
ネットワークの導入と運用コストも
課題に。

導入の効果
リアルタイムに日々変化する制御・
計測機器のデータを、機器利用者も
閲覧が可能に。
顧客のクレーム前に異常時に対応が
でき、メンテナンス対応の質向上。

特別顧問　岩田 洋祐氏

ご利用のサービス

SORACOMの利用で、販売商品に
安価な遠隔監視ソリューションを付加

IoT 導入の背景

スーパーマーケットや店舗、農業や水産
業で使われる業務用の冷凍冷蔵冷暖房・
空調設備機器の商社ですが、設備停止時
にはお客様ビジネスへの影響も大きく、
納品後もモニタリングする必要性があり
ました。機器の遠隔監視自体は大手スー
パーマーケットでは約 40 年前から取り
組まれてきましたが大規模な投資が必要
で、小規模のお客様には導入は進んでい
ませんでした。定期訪問か異常時に連絡
をいただいてから駆けつける他なく、安
価に稼働状態を監視する方法を模索して
いました。

情報の可視化にあたっては、店舗毎に
ネットワーク環境が必要ですが機器の側
に通信回線が来ていなかったり、回線そ
のものを引くことができない環境もあり
ました。そんな中 SORACOM を通じて、
安価に携帯電話と同じ無線が使えるマイ
コン、簡単に接続できる各種センサーの
キットGrove IoT スターターキットを知
りました。
また SORACOM のパートナー、株式会
社 KYOSOが提供するアナログセンサの

システム部門だけで、センサー情報
と連携したダッシュボードを構築。

長年の夢、遠隔監視ソリューション
を中小規模設備のお客様へ安価に提
供できた。

データ通信サービス　
　SORACOM Air for セルラー plan-D
データ収集・蓄積サービス
　SORACOM Harvest 
ダッシュボード作成・共有サービス　
　SORACOM Lagoon

株式会社ソラコム
お問い合わせ    https://soracom.jp/

本文中の情報は全てインタビュー当時のものです。

課題

協力パートナー
株式会社 KYOSO
https://iot.kyoto/



2019 年 4 月からパイロットユーザーを
対象に現場で実証実験を開始しました
が、設置場所に電源がないケースが予想
以上に多くありました。またフィルタ交
換サイクルは 1 ～ 3 年周期と長期に渡
り、モバイルバッテリーでの代替が難し
いため、省電力機器と省電力データ通信
サービスを使い、現在は状況の可視化と
アラート通知を試験運用しています。

数多くの試作を通じて、まずは現場ニー
ズに応じた必要最低限の機能を提供しま
した。ハードウェアを自社で開発せず、
既製品を採用。作らず、無理に背伸びせ
ず、合わせ技で早く展開することも推進
のポイントでした。

IoT は、人が行きたくない場所、モチベー
ションの低い作業や管理など、ユーザー
視点で突き詰めると IT 化とは縁のなかっ
た過酷な環境だからこそやる価値があり
ます。現状は課題に対応する必要最低限
の機能ですが、将来はエア・コンプレッ
サメーカーが提供する IoT サービスとの
連携や、蓄積したデータの活用で、配送
の自動化や需要予測に取り組んでいきま
す。

JOHNAN株式会社
受託製造ソリューションの提供や知見
を活かしヘルスケア、環境改善を基軸
とした 独自の製品・サービス開発にも
意欲的に取り組む
https://www.johnan.com/

導入時期
2019 年 4 月

導入の目的
ドレン水処理装置のフィルタ交換時
期の検知。
ユーザー任せにしない装置の状態把
握。

安全に運用していくために定期点検
とフィルタ交換が必要だが、ユー
ザーに依存しているため、適切な交
換サイクルがまわっていない。
交換時期に気づかず装置を放置する
とオーバーフローを起こすことがあ
る。
導入の効果
遠隔から装置の定期点検ができる。
フィルタの状況の可視化、フィルタ
交換時期の自動アラート通知。

経営企画本部 経営戦略部
ICT 推進課  課長
広瀬 圭一 氏

ご利用のサービス

SORACOMの利用で、設置した装置の
遠隔点検やフィルタ交換通知を実現

IoT 導入の背景

主力商品のひとつドレン水処理装置は、
工場のエア・コンプレッサから排水を処
理する装置です。設置後、安全に運用す
るために定期点検とフィルタ交換を要し
ますが、定期点検はユーザーに依存して
おり、適切な交換サイクルが回っていま
せんでした。設置場所は夏場だと室温が
40 度を超えることもあり、ユーザーに
はモチベーションの低い作業です。交換
時期に気づかない場合はオーバーフロー
を起こすこともあり、事業として抜本的
な改善が必要でした。

開発の知識もなくパッケージ化された
サービスを探しましたが、投資対効果が
わかりにくく、さらに専門特化した装置
向けとなるとなかなか見合うサービスは
見つかりませんでした。そんな中
SORACOM のハンズオンセミナーを体
験し、低コストで素早く可視化が実現し、
これなら自分で作れるという実感が得ら
れました。動くものを見せることで、社
内の関心が高まり、事業部と開発してい
くことになりました。着想から約 4 ヶ月
間、検証と改良を繰り返す中で難しい部
分は SORACOM のパートナー株式会社
KYOSO と共に試作開発を進めました。

セオリーがないなら、動く試作品で
検証と改善を繰り返す。

安心して継続的にご利用いただける
製品・サービスにしていきたい。

データ通信サービス　
　SORACOM Air for セルラー plan-D
省電力データ通信サービス
　SORACOM Air for Sigfox 
クラウドリソースアダプタ　
　SORACOM Funnel 
データ収集・蓄積サービス
　SORACOM Harvest
ダッシュボード作成・共有サービス　　
　SORACOM Lagoon

株式会社ソラコム
お問い合わせ    https://soracom.jp/

本文中の情報は全てインタビュー当時のものです。

課題

協力パートナー
株式会社 KYOSO
https://iot.kyoto/



タンク蓋部に取り付けた距離センサーで
燃料残量を把握します。また、ヒーター
制御盤から設備異常信号を取得し送信し
ます。施設園芸の現場は基本的にネット
ワークや電源がないため、省電力無線通
信を採用し、電池駆動を実現しました。
社員がデータを確認するダッシュボード
やアラート通知の仕組みも SORACOM
を利用。クラウドの知識がなくてもブラ
ウザ上の操作だけで、一覧性のあるダッ
シュボードを作ることができました。

見回りを行っていた全７０基にこれらを
適用した結果、週２回の見回りはゼロに
なり、燃料配給担当は残量を心配するス
トレスから解放されました。
またリアルタイムに燃料残量がわかるた
め、配給の優先順位を明確に決めること
ができるようになりました。顧客に先ん
じてトラブルを把握し、電話でのお知ら
せと状況確認ができるようになり、メン
テナンス対応の質を向上させました。

社長からも「IoT を他業務にも展開しよ
う」というメッセージがあり、IoT を用
いた社内業務改善が始まっています。

株式会社 相愛
施設園芸が盛んな高知で、木質ペレッ
トを燃料とする加温ヒーターを開発
し、森林資源をエネルギーとして活用
する持続可能な循環型社会の構築を目
指す。
https://www.soai-net.co.jp/

導入時期
2019 年 9 月

導入の目的
県内約 70 箇所の加温ヒーター見回
り業務の効率化

木質ペレット燃料配給担当は週２
回、車で顧客の加温ヒーターを見回
り、燃料残量を目視確認する必要が
あった。
設備異常は顧客からの電話連絡に
頼っていた。

導入の効果
全顧客の燃料残量がリアルタイムに
わかる。
見回り業務のデスクワーク化。
配給の優先順位を明確に決定。
従業員をストレスから解放。
設備トラブルへの迅速な対応。

事業部 測量・地理空間情報課 主任
須佐美 俊和氏

ご利用のサービス

SORACOMの利用で、週 2回の残量確認
業務を完全に自動化

IoT 導入の背景

高知県では温暖な気候を活かし、冬場に
ナスやピーマン等の栽培が盛んに行われ
ており、ビニールハウス内を温める手段
として加温ヒーターが用いられていま
す。相愛は豊富な森林資源を燃料として
活用できる木質ペレット加温ヒーターを
開発し、県内に点在する約７ 0 基への燃
料配給と設備メンテナンスを行っていま
す。
担当は顧客の燃料を決して切らさないた
め、週２回現場を訪問しタンク内の燃料
残量を目視確認する必要がありました。
また、設備異常は顧客からの電話連絡に
頼っており、異常発見が遅れることがあ
りました。これらの問題を解決するため、
IoＴを活用したプロジェクトを立ち上げ
ました。

システム全体構成を決めかねていた状況
を打破したのが SORACOM のワーク
ショップで、体験を通じ、自分でもでき
るという実感が得られました。講師が「作
らない、利用する」と言ったのが心に残っ
ています。見回りを自動化したいだけで、
それ以上の過剰品質は不要です。一から
作らず、既存の機器やサービスを徹底的
に利用することにしました。

oＴはもちろん、デバイス開発もク
ラウドも初めての経験だった。

見回りの自動化以上は必要ない！　
開発せずに既存のサービスだけで作
り上げる。

低消費電力データ通信
　SORACOM Air for Sigfox
低消費電力データ通信
　SORACOM Air for セルラー LTE-M
データ収集・蓄積サービス　
　SORACOM Harvest
ダッシュボード作成・共有サービス　　
　SORACOM Lagoon

株式会社ソラコム
お問い合わせ    https://soracom.jp/

本文中の情報は全てインタビュー当時のものです。

課題



テナントビルの軒先にカメラを設置し、
電源を供給するだけで、交通量調査を始
めることができるようになりました。
365 日、毎日継続して同じロジックで判
断される交通量データというものは実は
これまでありませんでした。AI カメラに
よる精緻かつ継続的な調査は、複数のデー
タを用いて、地域内のデータをまとめ行
動導線調査などの新たなデータソースを
創出し、さらなるデータ活用の可能性を
秘めています。

プロジェクトの始まりは通行量調査でし
たが、取得できるデータを順次拡張して
いく計画です。例えば原宿であれば、持っ
ているファッション雑貨や洋服の色の
データが取得できれば、マーケティング
に活用できます。ビル保安の観点からは、
侵入者の検知や落書きのような迷惑行動
の検知など、ビルの周りで起きている出
来事を検知するニーズも見えてきました。
今はまだないデータを AI で分析すること
で、新たな社会の有り方や成長に貢献し
ていきます。

Intelligence Design 株式会社

AI をまだデジタル化が進んでいない業
界でも当たり前に使えるように社会実
装する、AI のプロフェッショナル
https://i-d.ai/

導入時期
2019 年 11 月

導入の目的
人手のオペレーションに依存する交
通量調査を AI でデジタル化。

カウント要員の人件費等のコストに
加え、人が見て主観で判断するため
データの誤差が発生する。

導入の効果
交通量調査のデジタル化だけでな
く、これまでなかった毎日継続して
同じ判断ロジックを使った交通量
データが取得できた。

取締役 CSO  竹野 雄尋氏
取締役 COO 末廣 大和氏
Architect Designer 小峰 良輔氏

ご利用のサービス

人手と主観に依存する交通量調査が、
AI x IoT カメラで進化

S+Camera Basic 導入の背景

交通量調査は店舗の出店計画やビルテナ
ント募集で使われるデータですが、調査
員を派遣して通行人をカウントしたり、
アンケートをとる方法で行われます。今
まで人手をかけて実施されていましたが、
人件費や準備にかかるコストだけでなく、
人が見て主観で判断するためデータの誤
差という課題がありました。
当社ではカメラを用いて画像解析やデー
タ取得する AI アルゴリズムを開発しまし
たが、お客様が簡単に使えるようにする
ため、必要な技術をパッケージ化しまし
た。しかし始めてみると、カメラの初期
設定や設置、アルゴリズムの更新、得ら
れたデータの管理など、アルゴリズム以
外にも多くの課題がありました。

SORACOM のサービスをフルに活用し
たことで、システム構築のスピードが上
がりました。本来はカメラ毎にユニーク
ID や証明書を登録する手間もかかります
が、SORACOM の予め用意されたサー
ビスは必要な部分だけ組み合わせて使え
るので、開発に関するリソースを割かず
に、本来集中すべき業務に注力すること
ができました。

SORACOMをフル活用し、
社内リソースは AI 開発に集中

これまでになかった、主観を含まな
い精緻かつ継続的なデータの取得へ

エッジ処理カメラ　S+ Camera Basic
大容量アップロード用データ通信サービス
　SORACOM Air for セルラー plan-DU
データ蓄積・収集サービス　
　SORACOM Harvest Data/ Files
ダッシュボード作成・共有サービス　
　SORACOM Lagoon
デバイス管理サービス　
　SORACOM Inventory
エッジコンピューティングサービス　
　SORACOM Mosaic
オンデマンドリモートアクセス　　
　SORACOM Napter

株式会社ソラコム
お問い合わせ    https://soracom.jp/

本文中の情報は全てインタビュー当時のものです。

課題

カメラを起点に、ビルの業務をデジ
タル化、新たな価値想像へ
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