
グルンドフォス：
IoTによる「サービスとしての水」に向けた
先駆的ソリューション

導入事例
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　世界有数のポンプメーカーであるグルンドフォス――
そのデジタルトランスフォーメーションの軌跡は、実に
ユニークです。75年前に設立された同社は、箱に収めら
れたウォーターポンプの販売から、IoTによるコネクティ
ビティを導入した「サービスとしての水」の提供へと移行
しました。

　グランドフォスにとって持続可能性は創設以来の中核
的な視点であり、今日でも最優先事項であり続けていま
す。

　2017年5月、グルンドフォスは、あらゆる産業の中で
最もスマートなデジタルトランスフォーメーションを目
指すという野心的な目標を発表しました。その達成によ
り、水とエネルギーの利用効率が大きく改善されるだけ
でなく、環境改善の面でも大きな貢献が見込まれます。

　この目標達成に向けて、グルンドフォスではポンプ販
売の専門会社から「サービスとしての水」を提供する会社
に移行する必要がありました。そしてグルンドフォスは
わずか3年の間に、デジタルトランスフォーメーション
の第1段階として状態監視システムの販売から建物のエネ
ルギー管理、水道ネットワークにおける水管理、現在進
行中のさまざまなIoTの試験的運用まで、次々と成功させ
ていきました。

　グルンドフォスでは、Telenor Connexionとの高度な
協力的パートナーシップを通じてIoT技術を活用し、水管
理システムの改善とエネルギー消費量の削減、その他さ
まざまな面での最適化を実現しています。

　以下のページでは、同社の成功へのステップをご紹介
します。

事例概要
自社の製品やサービスにコネクティビティを導入する利点に注目し、IoTに目を
向ける企業が増えています。この分野で成功を収めるためには、IoTの実装戦略
と目標をしっかりと見極める必要があります。この作業はどの企業にとっても
難しい課題となりえますが、特に分散型の複雑な構造を持つグローバル企業に
おいて、その難しさが増す傾向があります。
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背景 
　グルンドフォスでは、世界の水と気候に関する課題を
克服するためのソリューションを開発しています。その
一例が、人々の生活の質の向上です。具体的には2030
年までに、3億人の人々が水にアクセスしやすくなるこ
とを目指しています。

　このような世界の水と気候に関する目標を達成するた
めに、グルンドフォスでは2017年にデジタルトランスフ
ォーメーション化の取り組みを開始しました。つまり、
ポンプを製品として販売するだけでなく、サービスとし
てのポンプを提供する段階まで変革を推し進めてきたの
です。その究極の目標はサービスとしての水の供給であ
り、言い換えれば、流れる水をサービスとみなして販売
することです。

　グルンドフォスでは55カ国以上の顧客に対して、毎年
約1,800万台のポンプを提供しています。しかし、電気

ポンプによるエネルギー消費量は大きく、世界の電力消
費量の約10%を占めています。そのため、きれいな水を
供給する上で欠かせないポンプを使えない市場が、依然
として少なくありません。

「サービスとしての水」の 
ビジネスモデル
　「サービスとしての」というビジネスモデルは、それら
の製品が貴重なサービスになり得るという考えに基づい
ています。多くの場合、IoTによるコネクティビティを導
入したこれらのサービスは、伝統的な製品販売によるビ
ジネスよりも持続可能性がはるかに高い結果を生み出す
のが一般的です。

　コネクティビティを導入したウォーターポンプによっ
て「サービスとしての水」を提供することは、グルンドフ
ォスにとって、ポンプユニットやシステムの販売だけに
注力するのではなく、この水ソリューションによって可
能となるさまざまな効果にも注力することを意味してい
ます。コネクティビティを導入したポンプにより、水に
関連する困難な課題へのソリューションを提供できるの
です。

私たちの目標は、水をサービスとして提供することに
よって、世界中の人々の生活の質を向上させることで
す。

グルンドフォス 前デジタルトランスフォーメーション責任者
フレドリック・エストビー
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ポンプ
＋サービス

Water
as-a-serviceポンプ

Telenor Connexionの 
グローバルなコネクティビティと 
運用ノウハウ
　持続可能性と変革に関する目標の達成に向けて、グルンドフォスで
はTelenor Connexionに対して水管理ポンプへのコネクティビティ導入
を依頼しました。それに対し、Telenor Connexionはグローバルマネー
ジドIoTコネクティビティを提供。これは主にヨーロッパの水道網での
状態監視と建物のエネルギー管理、水管理を可能にするものであり、
将来的にはアジアと米国でのサービス展開も想定しています。

　これに加えて、デジタルに関する社内の多くの重要な研究開発プロ
ジェクトにおいてもコネクティビティが導入されています。これらの
プロジェクトの一部は、近い将来、市場に投入されることが予定され
ています。Telenor Connexionのマネージドコネクティビティを通じて、
グルンドフォスおよびその顧客は信頼性の高い世界中のモバイルネッ
トワークへのアクセスを手に入れたのです。

Telenor Connexionをパートナーとし
て選んだ理由は、世界的なカバレッジ、
主要市場についての専門知識、革新的
な考え方などです。お客様のコネクティ
ビティ導入を可能な限り容易にすること
が我々の最優先事項であり、それこそが
このパートナーシップによって大幅に強
化された部分です。

グルンドフォス 前 CEO
マッズ・ニッパー

コネクティビティ導入ポンプをIoTセンサーに

新たなビジネスモデル

エンドユーザー
エコシステム

サービス
としてのポンプ

サービス
としての水
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グルンドフォスにとっての利点
　ポンプにコネクティビティを導入することにより、グ
ルンドフォスでは、それぞれのポンプの利用状況や、そ
れらをより効率的に利用する方法についての詳細なデー
タを得ることができます。このデジタルトランスフォー
メーションによる主な利点は、以下のとおりです。

・サービタイゼーションと新ビジネスモデルを可能にす
るデジタルツールの入手　ポンプにコネクティビティ
を導入することは、「サービスとしての製品」ビジネス
への変革を実現するための最初のステップです。さら
にグルンドフォスでは、「サービスとしての水」または

「サービスとしてのポンプ」の提供を目指して、変革を
続けています。

・サステナビリティに関する目標の達成　グルンドフォ
スでは、グローバルな持続可能性に向けて社内外の目
標を設定し、ポンプにおけるエネルギー使用量を削減
することで、環境への影響軽減を目指しています。また、
サービタイゼーションによってサービスを販売するた
めのモデルを構築しています。その結果、新たな市場
を獲得し、以前はきれいな水にアクセスするためのポ
ンプを買えなかったコミュニティに貢献することが期
待されています。

・効率向上によるコスト削減　予測メンテナンスのデー
タを利用したニーズに基づくサービス運用を実現する
ことで、メンテナンスの訪問回数と不要な部品交換を
削減できます。

・顧客満足度の向上　使用状況に関するデータにより、
自社および顧客におけるポンプ使用を最適化すること
ができます。これにより、顧客満足度とカスタマー・ロ
イヤルティが高まります。

IoT による新サービスの実現
　グルンドフォスでは各種センサーおよびその連携デー
タによる IoT テクノロジーを活用して、水管理を改善し、
エネルギー消費量を削減することを目指しています。こ
れらのセンサーから得られるポンプ性能に関するデータ
により、グルンドフォスは自社製品をより適切に制御で
きるようになります。また、予測メンテナンス、状態監視、
需要主導型配分などの新サービスを開始することもでき
ます。さらに、ポンプにコネクティビティを導入するこ
とで、「サービスとしての水」などの新しいサブスクリプ

ションビジネスモデルを提供できるようになります。

　すでに商業的にスタートした事例としては、グルンド
フォスがコネクティビティを導入したデンマークの排水
網があります。排水網にセンサーを導入することで、実
際の流量と予測流量を比較分析し、漏洩などの問題箇所
を特定することができます。

弊社のお客様はセンサーなどの新技術の導入を希望
しています。ポンプの状態を監視し、対応を迅速化
し、ポンプのメンテナンスを改善したいと考えてい
るからです。私たちにとって、これはお客様に提供
する価値を持続可能な方法で革新するチャンスで
す。

グルンドフォス 前デジタルトランスフォーメーション責任者
フレドリック・エストビー

サステナビリティへの挑戦
水に関する事実 

 - 2021年2月時点で2.1億人が安全な飲料水にアクセ
スできていない

 - 世界のエネルギー消費量の40%は建物において発
生

 - 世界の水生産の30%が水道網から漏洩

 - 世界の水消費量の70%は農業によるもの

出典：世界保健機関

サステナビリティに向けた
グルンドフォスの取り組みを推進 
　グルンドフォスの取り組みは、世界中の組織が水に関
連する作業効率を高め、水管理を改善し、究極的には水
の供給に関する制限を克服するための作業を支援するも
のです。同時に、グルンドフォス社内および顧客におけ
るコスト効率を共に高めることを目指しています。気候
変動に対しては2020年以降、独自のサステナビリティ
指数による測定可能な目標を設定し、持続可能性に関す
る取り組みを強化しています。この指数における目標の
一つは、2025年までにグルンドフォスの水消費量とCO2
排出量を2008年比で50%削減することです。
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変革戦略 ： モノ世界とデジタル世界の出合い 
　ポンプにコネクティビティを導入することは、グルン
ドフォスにおけるデジタルトランスフォーメーションの
第一歩であり、長期戦略の一部です。同社ではデジタル
とモノの融合による可能性を最大化するために、モノ部
門とは別のデジタル部門を作らないことにしました。代

わりに、従来の体制を組み換えるために独自の研究を行
うことにしました。

　その後、グルンドフォスでは5年後の目標を設定する戦略を採用し、その時点で会社がどのような状態でありたいか
を具体的かつ明確にしました。

モノ世界とデジタル世界の出合い
 -  IoT接続、AI、センシング機能を利用し、ポンプをデジタルポンプに

5年後、自分たちはどのような会社でありたいのか？
 - 構築が必要な諸機能をマッピングする

エンドユーザーにとってのメリット
　グルンドフォスでは、ポンプへのコネクティビティ導入と並行して、顧客にデジタルツールを提供し、コスト削減、
収益増加、運用効率の向上を実現しています。

　エンドユーザーにとっての主なメリットは以下のとお
りです。

・予測メンテナンス　ポンプやサービスを監視したり、
問題が発生する前に修理したりする機能により、資産
の使用率が向上し、顧客の運用コストが削減されます。

・状態監視による運用稼働時間の向上　顧客は必要に応
じてリモートで対応できるようになります。

・エネルギー利用の最適化、需要主導型配分、ピーク時
節約　不要なエネルギー消費など、顧客における運用
コストを削減します。

・漏水箇所の特定　センサー群が漏水の発生場所を見つ
け、水量を監視。その結果、単位量あたりの供給水の
正確なコストを保証します。

あらゆる企業の中で最もスマート
かつインテリジェントなデジタルト
ランスフォーメーションを実現する
ことが、私たちの野望です。

グルンドフォス　前 CEO
マッズ・ニッパー

“

ポンプ 電動ポンプ 電子ポンプ デジタルポンプ

• IoT接続
• 最新状況を把握
• センシング機能

デジタル
エンジニアリング データ分析

デジタルエコシテム
および

パートナーシップ
市場参入 サービスとしての提供

エンドユーザー第一主義
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一つの窓口から全世界へ
　Telenor Connexionは企業に対し、複数の国における
IoT接続を手軽に管理できる方法を提供しています。標準
化されたSIM 1枚で、窓口も一つ。グルンドフォスをはじ
めとする各社は、コネクティビティに特化した専門家に
よるサポートのもと、ビジネス展開する市場の現地事業
者からそれぞれ異なるIoT SIMを購入し、管理することに
よる負担を回避できます。

　グルンドフォスでは熟慮の末、最終的に以下の要件を
満たすことにより、Telenor Connexionを選択しました。

a. 世界中のグローバル企業におけるコネクティビティ
導入・拡大の豊富な実績

b. IoT専門家のグローバルなカスタマーサポートに支え
られた、グローバルなカバレッジとローカルな専門
知識

c. 世界中でシームレスに動作するグローバルマネージ
ドコネクティビティ

d. 将来性の高いIoTコネクティビティ技術（グルンドフ
ォスの場合はLTE-M）関連の能力

ポンプのコネクティビティにおける将来性
　グルンドフォスのポンプは、商業利用が始まれば現場
で何年にもわたり使用されることになります。そのため、
広いカバレッジと長期保証があるコネクティビティを選
択することが重要でした。新たなサービスやデバイスは
柔軟な接続オプションを提供するものですが、多くの市
場ではLTE-M※1がネットワーク技術として選択される傾
向にあります。これは、2Gもしくは3Gネットワークが
一部の市場において将来的に廃止される予定になってい
ることに備えたものです。LTE-Mならあらゆるデータ通
信に十分な帯域幅を確保できるだけでなく、ポンプの将
来性を見据えた幅広い可用性とグローバルなカバレッジ
を獲得できます。

　2G(GPRS)はバックアップ技術として機能し、国、地域、
大陸をつなぐ物流に欠かせない国際的なカバレッジを実
現します。LTE-Mはモノを接続するために特別に開発さ
れた新世代の接続性ネットワーク技術であり、4G技術を
もとに構築され、業界組織であるGSMAによって支えら
れた5Gファミリーの一部です。

※1　LTE-MはLong Term Evolution(4G)のカテゴリーM1の略。IoTデバイスがゲートウェイやバッテリーなしで4Gネットワークに直接接続できる無線技
術規格。LTE-Mは低コストと低データレートが特徴。長時間のバッテリー寿命が求められ、通信困難な場所で動作するIoTアプリケーションに最適。すべての
主要なモバイル機器、チップセット、モジュールメーカーがサポートするLTE-Mネットワークは、2G、3G、4Gモバイルネットワークと共存し、モバイルネッ
トワークのすべてのセキュリティとプライバシー機能の恩恵を受ける。
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要点のまとめ 
　グルンドフォスでは当初から同社のデジタル化計画を
オープンにし、ビジネスへのコネクティビティ導入を目
指す他の企業とも経験を共有しています。同社の経験に
基づく主なアドバイスは、以下のとおりです。

• マネジメントの焦点をしっかりと見定め、実行に移す。
失速を避けてプロジェクトを促進するために、部署横
断チームを強化する。

• 変革が必要な理由とその実行方法を説明するIoT戦略を
最初に策定する。

• 社内組織が主要業務に専念して顧客対応に注力できる
ように、必要に応じて外部のノウハウを活用する。

• 全速・全力を維持する。タイミングが重要なため、ア
グレッシブに進める。

• 遅延を避ける。いずれのセグメントでも初期にコネク
ティビティを導入し、早期にビジネスを変革すること
で大きな先行者利益が得られる。

　グルンドフォスでは、顧客満足度、従業員のモチベー
ションおよび満足度、売上増加、売上リターン(EBIT)、
現金循環化、サステナビリティなどに関する指数につい
て、デジタルトランスフォーメーション戦略の成果を検
証し続けています。デジタル化による新たな可能性を主
要事業に組み込むため、ビジネスモデルの革新と再定義
に継続的に取り組んできました。グルンドフォスでは今
後も「サービスとしてのポンプ」事業および「サービスとし
ての水」事業の開始に向けた取り組みを続ける予定です。

Telenor Connexionグローバル
マネージドコネクティビティ

500以上の
モバイルネットワーク

190カ国
以上をカバー

2G、3G、4G、5G
通信技術

ONE SIMカード
全世界で利用可能

1つの契約および
信頼関係

1つの請求書

1つのサポート
オペレーションセンター

1つのAPI

1つのロードマップ



TELENOR CONNEXION 
Telenor Connexionは世界の主要モバイル事業者の1つであるTelenor グループに属するIoT 専門会社。
20年以上の実績に基づき、コネクティビティ導入機器を大量に保有する企業やサードパーティのサービ
ス プロバイダーに対し、グローバルなIoT 接続とクラウドサービスを提供しています。

ボルボ、スカニア、日立建機、Verisure Securitas Direct、ハスクバーナなどのグローバル企業を顧客
とし、190を超える国々で1,000万台以上のコネクティビティ導入機器を管理。スウェーデンに本社と技
術センターを置き、イギリス、アメリカ、ドイツ、イタリア、南アフリカ、シンガポール、韓国、中国、
日本に営業拠点を展開しています。

グルンドフォス
デンマークのビェリングブロに本社を置くグルンドフォスは、時代に先駆けたポンプソリューションで知ら
れる水関連技術のグローバルリーダーです。1945年以来、同社では世界の水と気候の問題に対するソ
リューションを開発し、人々の生活の質の向上に取り組んできました。

グルンドフォスではエネルギー効率の高いポンプとスマートなデジタルソリューションの提供を通じて、住
居および商業ビル、各種産業、上下水管理を含む各種セグメントのさまざまな応用分野に貢献しています。

直営の83社を56カ国に展開し、提携企業および代理店のネットワークを通じてさらに多くの国で事業展
開しています。
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