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　あらゆるモノがインターネットにつなが
り、そこに新たな価値とビジネスが生まれ
る――近年、大きな注目を集めている
“Internet of Things （IoT）” という概念。
それによって創出される市場は今、まさに
爆発的拡大前夜の状態にあるといわれ、IT

専門調査会社 IDC Japanのレポートによれ
ば、2019年には国内市場だけでも16.4兆
円規模に達すると予測されている※1。IoTに
対する企業の期待は高まるばかりだ。

　その一方で、同じくIDC Japanによる従
業員100名以上の国内企業を対象とした調
査によると、IoTを実際に利用している企業
の割合は、回答全体のわずか4.9％に過ぎ
ない※2。IoTを具体的なビジネスにつなげる
企業の取り組みは、まだまだこれからという
のが実情のようだ。
　そうした中、セールスフォース・ドットコ
ムが提供するソリューションを活用してIoT

の新たなビジネスモデルを確立し、目覚ま

しい成果を上げつつある企業がある。東京
都目黒区に本社を置くサトーホールディン
グス株式会社だ。同社はいかなる構想のも
とに、またどのようにSalesforceを利用して、
IoT事業を実現させたのだろうか？

産業用プリンタメーカー最大手が “Salesforce×IoT” で挑むゲームチェンジ
社員のワークスタイルに変革をもたらし、サービスを異次元のレベルへ引き上げる

“SOSバーチャルカスタマーエンジニア”

●“次の20年” を見据え、世の中のニーズを的確に見極めつつ自
社の優位性やノウハウを活かした新サービスを創出することを
最大の経営課題として掲げていた
●顧客の機器の稼働状況を把握できず、保守・修理などの対応が後
手に回っていた。また人員数が限られる海外では、国内同様の
サービスの提供が難しく、海外進出における課題となっていた
●サポート部門は顧客からの突発的な修理依頼等に対応せざるを
得ず、計画性のある業務遂行が困難だった。また営業部門も製品
の交換時期を正確に把握できず、効果的な活動ができなかった

●機器の状況をリアルタイムに把握し、効率的かつ的確なカス
タマーサポートが可能に。顧客の生産ラインの安定稼働を実
現し、サービスの顧客価値が飛躍的に向上
●クラウドの利用によって、海外の顧客にも国内と同水準のカ
スタマーサポートを提供できるようになり、グローバル市場
を勝ち抜く態勢が整った
●顧客訪問時間が3分の1に激減するなど、フィールドエンジニ
アのワークスタイルの革新を可能にする。タイムリーな営業
活動も可能になり、前年比2倍の販売目標達成も視野に

導入背景 導入効果

サトーホールディングス
株式会社

業種 製造
業種詳細 産業用プリンタおよびサプライ製品等の開発・製造・販売
導入製品 Service Cloud、Heroku、App Cloud
従業員数 4719名（2015年3月31日現在）
活用用途 顧客管理、問合せ・カスタマーサポート

IoT市場は爆発的拡大直前ながら、企業は試行錯誤中
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執行役員 最高マーケティング責任者の小玉昌
央氏。「以前からSalesforceの導入事例を何度
も見聞きして、そのよさを理解していたこと
が、導入の後押しになりました」

　バーコードや RFID などの自動認識技術
を駆使した産業用プリンタのリーディングカ
ンパニーとして名高い同社の歴史は、約 20

年サイクルで事業の主軸を転換するというユ
ニークな形で刻まれてきた。1940 年、竹
材加工機の製造販売業から出発した同社
は、1960 年代前半、店頭で商品に値札等
を簡単に貼りつけられるハンドラベラーおよ
びラベルの製造・販売に軸足を移し、この
分野の先駆者として新たなスタートを切る。
その後、技術や市場の発展に合わせて新製
品を次々に投入する中で、1981 年、世界
初の JAN・POS 用熱転写方式プリンタを
開発。これによって同分野のトップメーカー
としての地位を確立する。さらに、それから
約 20 年後の 2003 年には、自動認識のノ
ウハウを活かした RFID プリンタを日本で初
めて開発し、またしても市場に変革をもたら
した。そのように同社は、市場のニーズを
敏感にくみ取り、試行錯誤しつつも主要ビ
ジネスを巧みにシフト、進化させることによっ
て、今日まで業界を牽引し続けてきたのだ。
　2012 年、そんな同社が “次の 20 年”

を見据え、注目し始めたのが IoT だ。執行
役員 最高マーケティング責任者（CMO）
の小玉昌央氏はこう語る。
　「これまで弊社は一貫して、プリンタやタ
グを使って情報とモノとを結びつけて追跡
可能にする、いわば “産業社会の黒子” の
ような役割を果たしてきました。それを踏ま
え、近く到来するであろう IoT時代において、
弊社に何ができるのか？　そう考えて導き出
した結論は、やはり長年生業としてきた、
情報とモノのすき間の “最後の 1cm” を埋
める仕事をさらに進化させることでした。
　ただしそれは、既存の自社製品ありき、
あるいは IoT ありきのものであってはならな
い。まずはお客様の求めているものを正しく
見極めることこそが大切です。その上で、
自動認識技術をはじめ、これまでに培った
ノウハウを活かして、製品やサービスの顧
客価値をさらに高めていく。IoT化自体は目
的ではない。時代やニーズの変化に合わせ、
自分たちの力で既成概念を覆す “ゲームチェ
ンジ” の手段として IoTを活用できると考え
たのです」（小玉氏）

既存のビジネスを “進化” させる手段としてIoTを選択

　IoT 導入についての経営陣の決断は速く、
その後押しは強力だった。それを受け、全
社を挙げて IoTで顧客価値向上を図る方法
が模索された結果、約半年間の産みの苦し
みはあったものの、ついに自信を持って提供
できる新サービスにたどり着くことができた。
　同社のビジネスは、プリンタに代表され
るハードウェアおよびサプライ製品、それを
運用・管理するソフトウェアと保守サポート
という 4 つのカテゴリーで構成され、それ
らをワンストップで提供できることが最大の
強みになっている。その優位性をいっそう

強化する方策として、クラウドを利用して顧
客のプリンタの状況を24時間見守るリモー
トメンテナンスサービス「SATO Online 

Services（SOS）」が生み出されたのだ。
　その概要は次の通りだ。まず、プリンタ
内部に組み込まれた各種センサーが、通電
時間や回転体の使用距離、カッターの裁断
回数など、顧客が使用しているプリンタの稼
働状況に関する情報を取得。それらのデー
タは、インターネットを通じて Salesforce

に蓄積されていく。それによって同社のカス
タマーエンジニアは、社内のパソコンやモバ

イルを使い、Salesforce の管理画面で顧客
のプリンタの状況を一元的に常時モニタリン
グし、安定稼動を維持する業務を効率的か
つ最適なタイミングで行えるようになる。カ
スタマーサポートユニット長の長尾博史氏は
いう。

　「従来、弊社のカスタマーエンジニアは、
たとえば現場のプリンタが耐久限度を超え
て故障してしまった場合、お客様からご連
絡を受けてから修理に伺っていました。つ
まり、弊社がお客様のプリンタの状態を把
握できないことが要因となって、一時的に
お客様の生産ラインが止まり、ご迷惑をお
かけしてしまっていたのです。ましてや海外
のお客様となると、広い国土に配置できる
カスタマーエンジニアの数は限られます。い
かにしてグローバルレベルで国内と同様の
サポートサービスを提供するかが海外進出
における課題でした。
　SOS で実現できるのは、あたかもお客様

の現場に “バーチャルカスタマーエンジニア”
が常駐しているかのようなサポート体制で
す。SOS によって、お客様のプリンタの状
態情報から故障の兆候を事前に察知し、実
際に壊れてしまう前に訪問してメンテナンス
したり、故障しないための情報をお客様に
提供したりといった “攻めのサポート” が可
能になります。もちろん、クラウドを利用し
ているので、海外のお客様にも国内とほぼ
同レベルのサービスを提供できます。サー
ビスの顧客価値をさらに高めるという IoT

導入の最大の目標を達成し、グローバル市
場で勝ち抜いていくのに必要な態勢が整っ
たわけです」（長尾氏）

Salesforce× IoT で顧客のプリンタ状態情報を管理しサポート業務を革新！

サトーホールディングス株式会社
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　加えて SOSは、それを提供する側にも多
大な変化とメリットをもたらす、と長尾氏は
いう。
　「まず変わるのは、私たちカスタマーエン
ジニアのワークスタイルです。予防点検な
どでこちらから先手を打つことが可能であ
り、機器の故障や突然の呼び出しをほぼゼ
ロにできることで、お客様を訪問する時間
を一気に 3 分の 1にまで減らし、計画性と
余裕を持った活動ができるようになります」
（長尾氏）
　さらに、SOS 対応プリンタの市場占有率
が順調に上がっていけば、5年後にはサポー
ト部門全体の業務効率は 25～ 30％高ま
り、現在の半分の人員でサポート業務をま
かなえるようになると試算しているという。
　一方、営業面に与える好影響も甚大だ。
従来、プリンタに代表される同社のハード
製品は、販売後どのように使われているか
が見えにくかったため、製品の交換時期に
合わせて営業活動を行うのが難しく、他社
製品に買い換えられてしまうリスクがあっ

た。しかし、SOS によってそうした問題は
過去のものとなる。交換のタイミングを把
握した上でのタイムリーな営業が可能にな
るからだ。
　「今までは、インフラコストがいくら、保
守サービスは 1 年単位でいくらという売り
方でしたが、SOS によって『今後 5 年間、
お客様の現場を支えます』という、次につ
ながる売り方ができるようになりました。
2015 年 8月に初の SOS 対応プリンタをリ
リースしたばかりですが、お客様の反応も
非常によく、大きな手応えを感じています」
（小玉氏）
　SOS 対応プリンタの今年度の国内におけ
る目標販売台数は 1 万台。これは、前年
度のほぼ 2 倍に当たるきわめて野心的な数
字だが、小玉氏はその達成に自信を見せる。
「確かに、非常に意欲的な目標ではあります
が、無謀なチャレンジだとは思っていません。
それだけの数字を掲げるのにふさわしい製
品とサービスを準備できたと考えています」
（小玉氏）

エンジニアの顧客訪問時間が3分の1に激減、前年比2倍の販売目標達成も視野に
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みはあったものの、ついに自信を持って提供
できる新サービスにたどり着くことができた。
　同社のビジネスは、プリンタに代表され
るハードウェアおよびサプライ製品、それを
運用・管理するソフトウェアと保守サポート
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て故障してしまった場合、お客様からご連
絡を受けてから修理に伺っていました。つ
まり、弊社がお客様のプリンタの状態を把
握できないことが要因となって、一時的に
お客様の生産ラインが止まり、ご迷惑をお
かけしてしまっていたのです。ましてや海外
のお客様となると、広い国土に配置できる
カスタマーエンジニアの数は限られます。い
かにしてグローバルレベルで国内と同様の
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態情報から故障の兆候を事前に察知し、実
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したり、故障しないための情報をお客様に
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カスタマーサポートユニット長の長尾博史
氏。「当初抱いていたセキュリティなどに関
する不安は、セールスフォース・ドットコム
の方と一緒に開発を進める中で完全に払拭さ
れました」

サトーホールディングス株式会社
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　SOS という次世代を担うに足るサービス
を軌道に乗せた同社が、IoT に寄せる今後
への期待はさらに膨らむ。製造・輸送・販
売の現場における正確なスモールデータを
収集して信頼できるプラットフォームを作り
上げ、最適化した形で情報を見られるよう
になれば、物流に関わるすべての企業と
IoT のメリットを共有し、連携できるように
なるはず。それこそが同社の進むべき道だ、
と小玉氏は力説する。
　「弊社にできるのは、情報を正確に把握
してトレーサビリティを実現すること。今ま
ではなかなか陽の目を見ない黒子的な仕事
でしたが、Salesforce と IoT によって、そ
の価値を認めてもらえる時代が近づいてき
ていると感じています」（小玉氏）
　では、同社の今後にとってきわめて重要
な意味を持つ IoT 化のパートナーとして、
Salesforce を選んだ理由は何だったのだろ
うか？
　「まず、クラウドの先駆者として、データ
を取り扱うスピードやシステムの使いやす
さ、セキュリティの堅牢性など、あらゆる面
ですばらしい力を持っていること。それから、

やはり新しいチャレンジはリスクを伴うので、
クラウドなら比較的少ない初期投資で始め
られ、うまくいかなければ後戻りできる点も
魅力的でした。
　加えて、単に情報とモノをつなぐだけでな
く、その先のお客様とつながる “Internet 

of Customers（IoC）”というセールスフォー
ス・ドットコムの提唱している考え方が、弊
社の求めるところと一致していたことも大き
かった。そうした思想のもとに構築され、
全世界で利用されているプラットフォームな
ら、将来、IoT を通じてさまざまな企業と
連携し、価値観を共有していく際にも信頼
して使えますからね」（小玉氏）
　多くの企業が IoT のビジネスモデル構築
に頭を悩ませる中、Salesforce を活用して
いち早くそれを実現させた同社。その秘訣
について小玉氏は、「投資対効果のみにとら
われることなく、お客様のニーズや自社の優
位性といった原点に立ち返ること。そうすれ
ば IoT化への道は自ずと見えてくるはず」と
語る。その思いを胸に、同社は今後も IoT

のパイオニアとして道を切り拓いていくこと
だろう。

“IoT” の先の “Internet of Customers（IoC）” 実現に向けて邁進

サトーホールディングス株式会社

※1　出典：IDC Japan株式会社プレスリリース「国内IoT（Internet of Things）市場予測を発表」(2015年2月5日)
※2　出典：IDC Japan株式会社プレスリリース「国内IoT市場 企業ユーザー動向調査結果を発表」(2015年8月26日)

"ニーズを見極めてサービスの顧客価値をさらに高め、
“ゲームチェンジ”に挑む。その手段として選択したのがIoTであり、
結果生まれたのがSalesforceを利用した新サービス「SOS」でした"
―サトーホールディングス株式会社　執行役員　最高マーケティング責任者（CMO）　小玉昌央氏


