
2015. 2.11

IoT時代のリモートサポート RemoteCall 現場サポート

• 新たな成長力IoT

- IoTの話題はスマート家電

• 家電製品と対話する時代

- 状況を認識し自動で動くIoT家電

- IoT家電は誤作動の解決が信頼の決め手

• ディスプレイの無い白物家電までリモートサポート

- IoTも製品機能のひとつ

- スマートホームの基本はIoT白物家電

- IoT時代のリモートサポート、SoT (Support of Things)

- 「状況の共有」により、どんなものでもリモートサポート

• IoTにぴったりなリモートサポートはIoT導入時から

IoTスマート家電の戦略的選択



1

IoT時代のリモートサポート RemoteCall 現場サポート

新たな成長力IoT

IoTとは、家電製品やモバイル機器、ウェアラブルPCなどの様々なモノにセンサーと通信機能を内蔵し、

インターネットで接続する技術を意味します。

15年前の1999年、現在の米国ベルキンゼネラル社クリーン技術部門マネージャーであるKevin Ashtonが、

「Internet of Things、IoT」という用語を最初に生み出し、関連の技術が飛躍的に成長、IoTは産業分野

の新しい成長力として認識されています。

コンサルティング専門企業アクセンチュアは、IoT産業が2030年に全世界のGDPで14兆2000億ドルに寄

与するとし、IT市場調査機関の米ガートナー社によると今年のインターネット接続は49億台に達し、5年

後の2020年にはその数が250億に達すると予想しています。

IoTの話題はスマート家電

また、IT市場調査会社IDCは現時点でIoTの5

0%以上が製造、運輸、スマートシティやコン

シューマーアプリケーション分野に集中してい

るが、今後5年以内に全産業でIoTが活性化す

るとしています。1月にアメリカのラスラスベ

ガスで開催された世界最大のエレクトロニクス

ショー「CES 2015」でも、IoTは未来産業の

重要キーワードとして浮上しており、ほとんど

の参加企業がIoT時代を念頭に置いた新製品を

発表しました。

中でも「家電」分野は最も広くIoTを導入するとされています。2020年にはIoT市場で家電分野が最も大

きく成長、その市場規模は全世界で5,430億ドルに達するとされ、「CES 2015」では、参加企業中3500

社あまりが、900のIoT家電を展示、スマート家電はまさに、IoT主役といえます。

IoTインターネット市場規模
（単位：ウォン）

(産業研究院 2014年)

分野別IoT市場規模(2020 単位:億ドル)分野別インターネット接続数(2020)
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家電製品と対話する時代

チャットで、「冷蔵庫にビールが何本ある？」と尋ねると「3本です。」と冷蔵庫が答える。30分後に家に

到着すると言うと、洗濯機が終了時間の調整を提案し、帰宅時間に合わせ洗濯を始めます。家に到着すると、

時間通りに家事を行い、冷えたビールが楽しめる。(図 1)

状況を認識し、自動で動くIoT家電

IoTはチャットで会話できる冷蔵庫、洗濯機、掃除機が開発されると、冷蔵庫が「最近野菜を食べていま

せん。10日前に購入したパプリカは今日中に食べてください。」なんて言うかもしれません。スーパーで

購入した食料品には電子タグが付けられ、冷蔵庫がユーザーの食習慣を正確認把握することもできます。

(図 1)LG電子のスマートホームサービス、ホームチャットの活用事例 ©LG電子

(図 2) サムスン電子のスマート冷蔵庫 ©サムスン電子

IoT時代のリモートサポート RemoteCall 現場サポート

IoT機器が常に付加価値を創出し、

市場をさらに拡大していくために

必要なものは何でしょうか。

冷蔵庫がおすすめする食料品をス

マートフォンの画面で見ながら、

支払いする (図 2) などIoTで繋

がった家電は既存の家電では想像

もすることができない新機能によ

りスマートホームの中心になると

いう期待を集めています。
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IoT家電は誤作動の解決が信頼の決め手

IoT関連の特許は2013年基準で、世界の主要特許庁に計2563件が出願されています。2001年以降、関連

特許の出願が始まり、2009年以降のその数が急増しています。

米国特許庁に提出されたIoT家電の地域別出願動向 (米国を除く) では、日本 (351件) が最も多く、韓国

(237件)、中国 (79件)、フランス (75件)、台湾 (65件)、ドイツ (60件) の順になっています。特に日本

は米国での特急出願により、IoTを搭載したプレミアム家電により世界最大の家電市場を攻略しようとし

ています。

このようにIoTの潜在力が最も大きい市場として期待を集める家電分野で、他とは違うプレミアム家電と

して認めらるには、故障を最小限にする努力と、万が一発生した場合どのように解決するのかを同時に考

える必要があります。

IoT時代のリモートサポート RemoteCall 現場サポート

韓国特許庁の関係者によると、「IoTは今まさ

に市場形成の初期であり、韓国の強みである家

電技術とIT技術の融合し強力な特許を開発する

ことができれば、グローバル企業間で主導権握

り、IoT時代にも家電大国の地位を維持するこ

とができます。IoT家電時代に、他とは違う競

争力を得るためにはプレミアム家電の信頼を高

め、不具合を解決する技術や特許を確保する努

力が必要な状況」です。(出典: 特許庁)

IoTのなかでも、M2M (Machine to Machine、

機械と機械間の通信)の産業分野の潜在市場と消

費者家電分野が最も大きくに拡大すると見込ま

れています。

* 出願公開は通常、特許出願から1年6ヶ月経過後 資料: M2M・IoTの特許動向調査報告書

(KT経済経営研究所、2013)
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ディスプレイの無い白物家電までリモートサポート

IoTは家電製品の機能のうちの一つです。家電製品はそれぞれの目的 (例：冷蔵庫の目的は冷蔵と冷凍) をよ

り確実に行うために一種の「知能」を与えることがIoTです。これにより冷蔵後に新しい機能が加わることと

なり、付加価値となります。

しかしこれらのIoT家電も従来の家電製品と同様に、使用環境やユーザーの操作ミスによりいつでも不具合が

生じる可能性があります。そんな時こそ、家電メーカーは迅速に対応し解決することで、会社や製品のイ

メージを保ち、顧客との信頼を築いていく必要があります。

特にIoT家電場合、不具合のが他の家電やスマートホーム全体にまで影響を与えることがあります。例えば、

家への到着時間に合わせて稼働したヒーターが過熱し、火災の発生につながることもあります。小さな不具

合であっても、スピーディーに解決する必要があります。しかし、高い技術が集約されたIoT家電は、その不

具合を自分で見つけてすぐに解決するのは困難です。

そこでIoT家電の顧客サポートは迅速な対応と、顧客が見つけられないエラーを正確に探し出すというこの２

つが必要になります。その療法が可能になるIoT家電の顧客サポートソリューションとは？白物家電の顧客サ

ポートについてご説明しましょう。

IoTも製品機能のひとつ

IoTスマートホームは、エアコン、洗濯機、掃除

機、オーブン、冷蔵庫などの白物家電が主役です。

(図 3) したがって、IoT機器をサポートするため

には代物家電の特徴を考慮する必要があります。

その中でも代表的なものは、代物家電にはPCや

テレビ、モバイル端末のようなディスプレイが無

いということです。

スマートホームの基本はIoT白物家電

(図 3)
LG電子スマートホームホームチャットサービス ⓒLG電子

IoT時代のリモートサポート RemoteCall 現場サポート

そもそも、白物家電とは、冷蔵庫、洗濯機、エア

コンなど比較的サイズが大きく、ほとんどの家庭

で欠かすことのできない生活家電です。最近では

大型家電製品が、ホームインテリアを考えるうえ

で重要な位置を担っており、最近では赤や黒、木

目調などさまざまなカラーの電化製品があります

が以前の生活家電は清潔さを象徴する白色が多

かったため白物家電と呼ばれるようになりました。
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IoT時代のリモートサポート SoT (Support of Things)

RSUPPORTが2002年にPCリモートサポートサービスを商用化し、2011年にはモバイル端末までリモート

サポートが可能なソリューションをリリース。今やPCやスマートフォンで発生した問題を、画面共有により

解決することが当たり前になっています。

2014年、IDCが発表した 「2013 リモートサポー

ト市場ソフトウェアTop.6 マーケットシェアリー

ダー」RSUPPORTがTop.6の中でも最も高い25%

という前年比成長率を達成して他の企業との差が2

倍にもなっていると報告されています。

他にもグローバルリモートサポート市場で2012年

に比べ2013年は35%という成長を記録、毎年その

成長幅が広がっています。

リモートサポートの最も大きな特徴は、迅速かつ正確であることです。離れた場所からでもインターネッ

トを通じて相互にリモートで接続し、あたかも隣にいるのと同じ効果をもたらすことができるため、すぐ

にサポートを行うことができます。現場に直接行かなても、目で見てながら正確なサポートも可能です。

現在まで実用化されているリモートサポートの方式は「サポート」を基に主として3つに区別することがで

きます。リモートでPC画面を共有して行うPCサポート、リモートでスマートフォンの画面を共有して行う

モバイルサポート、スマートフォンのカメラ映像をリアルタイムで共有してサポートする現場サポートで

す。

今度は区別の基準を変えて、2つに分けてみましょう。

PCやモバイルサポートは、サポート対象のディスプレイ (画面) を共有して行う「画面共有サポート」です

が、ディスプレイのないものの場合は、スマートフォンのカメラで映像を共有しておこなうため「状況の

共有」サポートだと言えます。

これまでの白物家電の顧客サポートは、カスタマーセンターに電話して状況を言葉で説明しするという方

法で行われていました。言葉で説明すること自体が難しいため、いらいらしたり感情的になってしまうこ

とや、解決までに時間がかかるという問題がありました。

IoT機器のサポートをスピーディーに、正確に、効率良く行うためにディスプレイのないものはスマート

フォンで撮影し、リアルタイムでサポートする。これが最善の方法です。

IoT時代のリモートサポート RemoteCall 現場サポート
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どんなものでもリモートサポート、状況の共有による解決

スマートフォンで撮影し、リアルタイムでサポートする。これができるのはRemoteCall 現場サポートだけ

です。これはすべてのものがインターネットでつながる、IoT時代に不可欠なソリューションツールです。

RemoteCall現場サポートは、すでにさまざな分野で使われているおり

IoT家電という分野でも強力な顧客サポートツールです。

家電製品を使用においては、故障ではなく、単に使用方法を理解していないため、問題が起こってしまう

というケースがよくあります。特に最先端の機能を誇るIoT家電が突然フリーズしてしまうという不具合は

このようなパターンです。

不具合が起きた場合、冷蔵庫や洗濯機など大型家電は訪問での顧客サービスを予約しお願いすることにな

りますがもし前にお客様が直接解決することができなら、お客様にとっても、家電メーカーにとっても大

きな時間と費用の節約になります。

RemoteCall現場サポートは従来のリモートサポートから１歩進み、発想の転換による新しいサポート方法

により、SoT (Support of Things) 時代を開きました。(図 4)

IoT時代のリモートサポート RemoteCall 現場サポート

(図 4) RemoteCall 現場サポートによる洗濯機の顧客サポート

区分 装着 共有方式 対象 RSUPPORT製品名 特長

ディスプレイ

○ 画面共有

PC RemoteCall

スピーディーで
正確なサポート

モバイル
RemoteCall

モバイルサポート

☓ 状況共有 あらゆるもの
RemoteCall
現場サポート
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IoTにぴったりのリモートサポートは、IoT導入時点から検討する必要があります。

顧客はIoT家電の状況をスマートフォンで簡単に撮影し、顧客サポート担当者にリアルタイムで伝え、顧客

サポート担当者は、直接訪問することなく状態を正確に診断できるようになりました。顧客はどうするべき

かその場ですぐに指示を受けることができます。

IoT家電が産業分野で普遍的な地位を確立した今、その特性に合ったサポートが必要となります。

人々はあらゆるものにスピードを求めており、問題が発生した場合の対応も同じことが言えます。インター

ネットに接続されたIoT家電にインターネットでリモートサポートを行うRemoteCall現場サポートを最初

から導入し設計することで、サポートプロセスを自動化し、より迅速かつ容易にサポートできることはもち

ろん、IoT家電の付加価値をさらに高める各種アプリケーションサービスを提供することもできます。

新しい技術であるIoTで作られたIoT家電は、今までとは別の方法でサポートする必要があります。IoT時代

を勝ち抜く方法は、ディスプレイ無しでリモートサポートできるRemoteCall現場サポートをIoT導入時点

からと言えます。
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