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IOTで顧客へのリーチを拡大する
HUSQVARNA
Husqvarna Battery Box によって、チェンソーがシェアリングエコノミーに参入

概要
300年の歴史を誇る大手メーカーが、顧客基盤を拡大するサブスクリプションモデルや革新
的なマーケティング手法を取り入れるには、
どうすればいいでしょうか。
そうした疑問に対する
答えとして、Husqvarna GroupはHusqvarna Battery Boxという新たなコンセプトを打ち出しま
した。
Battery Boxは、2017年5月にスウェーデンで開始された各種機器の自動レンタルショップで、
環境に優しい、バッテリー駆動式のHusqvarna製プロ向け造園機器を揃えています。Battery
Boxは従量制を採用しているため、顧客は製品を購入する必要がなく、
アプリを使って簡単に
レンタルや支払いができます。
Battery Boxなら、機器の保管場所を確保できない顧客や、特定の機器への初期投資をためら
っている顧客にとって、
さまざまな機器が利用しやすいものになります。
また、機器を購入する
前に実際に使う機会が得られるため、顧客は、Husqvarnaのバッテリー式製品がガソリン駆動
の機器に匹敵するほど強力であることを自ら確かめることもできます。
エコシステムのアプローチで、
イノベーションがさらに容易に
Husqvarna Battery Boxを実現するには、Husqvarnaという組織の中だけでなく、
プロジェクト
に参加したパートナー各社との間においても、強力なビジョンとオープンなコラボレーション
が必要でした。役割を明確に定義して目標を共有することでエコシステムを統合したBattery
Boxは、
コンセプトの段階からわずか6カ月でサービス開始に至りました。
Telenor Connexionによるこのホワイトペーパーでは、HusqvarnaがBattery Boxによって、つ
ながるビジネスモデルの原型を新たに作り上げるとともに、真に
「世界最古のスタートアップ」
であることを証明しつつある現状について考察します。
長きにわたるイノベーションの伝統
スウェーデンのメーカーであるHusqvarna Groupは、過去300年にわたり幾度となく市場の変
化を目にしてきました。1689年にライフルメーカーとして設立されたHusqvarnaは、
ミシンや
オートバイをはじめ多くの製品を手がける著名なメーカーに成長しました。今日、Husqvarna
は、
プロフェッショナルにも一般消費者にも対応する高品質の屋外用電動機器の製造と流通
で、世界的なプレゼンスを有しています。
その長い歴史を通じて、Husqvarnaは常にエンドユーザーとつながる新たな方法を見出して
きました。
イノベーションの伝統を守り、今度はInternet of Things（IoT）
を取り入れることで、
新しい顧客にリーチし、顧客にとっての価値を高める一方で、持続可能性も推進しようとして
います。
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バッテリー式製品で製品ラインを拡大

Husqvarna Groupは、林業や造園業、建設用の高性能機器で
知られています。機器を彩る鮮やかなオレンジ色の外装は、
世界中で頑丈かつ最高品質の製品の証として認識されてい
ます。
2014年にバッテリー式の機器で構成される新たなシリーズを
発売したHusqvarnaは、既存の製品ラインを補完しながら、持
続可能性への取り組みを強化しました。低騒音で排気ガスを
出さないバッテリー製品ラインは、都市でも郊外でも、
プロフェ
ッショナルや一般消費者の役に立つよう設計されています。
ガーデニングにIoTを活用
Husqvarna Groupにとって、
デジタル化は戦略的に大変重要
です。同グループはデジタル化を推進することで、市場を主導
し、
「スマートガーデニング」セクターの先駆者になることを目
指しています。
コネクティビティやIoTにおけるHusqvarna初のプロジェク
トは、
コネクテッド製品が消費者市場に登場し始めた数年
前に開始されました。
「世界最古のスタートアップ」
である
Husqvarnaにおいてこのトレンドを認識した先見の明のある
何人かは、Husqvarna製品をIoTにつなぐことを提案しました。
2013年にMy Automowerアプリをリリースし、続いて2015年
にAutomower ConnectをリリースしたHusqvarnaは、
ロボット
製の芝刈機にSoftware-as-a-Service（SaaS）のアドオンを導入
し、IoTへの第一歩を踏み出しました。
この新たなデジタルサー
ビスにより、
アプリを使ってロボット芝刈機の制御や操作がで
きるようになります。
このつながる芝刈機に続いてGARDENAスマートシ
ステムをリリースしたことで、GARDENAは、統合
システムにおいてガーデニング用に完全なIoT
ソリューションを提供する初のブランドになりまし
た。GARDENAでは、散水と芝刈りを1つのネットワー
ク化されたシステムの中で組み合わせることにより、
ス
マートホームのコンセプトをガーデニングに拡張し、草
木や芝の手入れを最適化しています。利用者は、移動中
でもすべてのコネクテッドデバイスの管理や設定を行える
スマートフォンやタブレットのアプリを使って、庭の概要を
リアルタイムで把握できます。
Husqvarnaは、
プロ用にサブスクリプションベースのフリート
サービスも提供しており、企業が機器の利用状況を確認できる
ようにしています。企業は、稼働率を上げることで運用効率を
高めるとともに、一連の機器の稼働時間を最大化できます。
ま
た、機器から実動データを取得して、利用や機器の構成比を最
適化することもできます。
ディーラーは機器にセンサーを取り付けて、機器の利用パラメ
ータがデジタルサービスブックに記録されるようにしています。
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CUSTOMER CASE

顧客事例
つながる芝刈機 – Software-as-a-ServiceにおけるHusqvarnaの最初の一歩
2015年に発売されたAutomower Connectは、
ロボット芝刈機にSoftware-as-a-Service（SaaS）
のアドオンを提供するもので、顧客はアプリを使ってロボット芝刈機を制御できます。高解像
度のインターフェースを利用して芝刈機の開始と終了を制御できるほか、刈高をミリメートル
の精度で調節できます。
アプリでは芝刈機の現在の状態を追跡でき、機器が停止したり盗まれ
たりした場合にはプッシュ通知を受け取ることができます。
この種の追跡機能は、車やミッショ
ンクリティカルなロボットなど、
より高額な製品に導入されると間違いなく魅力的な機能となり
ます。
クラウドとデータを共有するために、芝刈機にはモバイルネットワークと接続するSIMカードが
必要でした。HusqvarnaはTelenor Connexionと協力して芝刈機にGlobal SIMカード技術を組
み込み、機器とクラウドのコネクティビティを管理しています。
Telenor ConnexionのGlobal SIMにより、Husqvarnaは世界中のあらゆる場所で、各地域のモ
バイルネットワーク事業者と契約交渉をすることなく、つながる芝刈機を提供することができ
ました。Telenor Connexionの窓口やサポートは一元化されていたため、Husqvarnaはどのよ
うな問題にも簡単に対処できたほか、つながるサービスのパフォーマンスを継続的に最適化
できました。
データ駆動型のイノベーション
Husqvarnaのロボット芝刈機のように、つながるIoTデバイスのイノベーションには無限の可
能性があります。
データ通信によって機器を監視し、最高の状態に維持できます。定期メンテナ
ンスを行わなくても、保守が必要になるとコネクテッドデバイスが自らアラートを発信します。
これにより機器のランニングコストが最適化され、販売者も顧客もコストを削減できます。
クラウドに直接接続できると、芝刈機に継続してFirmware Over The Air（FOTA）
を配信でき
ます。
これは、IoTの進化に合わせて芝刈機を安全かつ将来も使えるものに維持する助けにな
ります。
芝刈機から収集される一連のテレマティクスデータやユーザー行動データは、R&Dやマーケ
ティングにとって大きな可能性を秘めています。Husqvarnaは、
こうしたフィードバックを利用し
て、消費者が心から望む製品やサービスを開発することが可能になりました。
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IOTで顧客との距離を縮める
つながる芝刈機の成功を受け、HusqvarnaはIoTやデジタルイノ
ベーションを利用してユーザー基盤を拡大する方法を模索し始め
ました。新しいサービスモデルや比較的新しい製品およびバッテリ
ー式の機器を推進するため、Husqvarnaは次の野心的な実験に乗り
出しました。
Husqvarnaは、機器のレンタルモデルなら、調査によって明らかになった
消費者の悩みを緩和できると判断しました。調査の参加者らは、電動機
器の購入を思いとどまっている理由として、機器への初期投資や年間を通
じて必要な保管スペースを挙げていたからです。
2017年5月、Husqvarnaは輸送用コンテナをカスタマイズした
「ツールボック
ス」
であるBattery Boxを発表しました。Battery Boxの初期テストモデルは、
ス
トックホルム近郊にあるショッピングモールの駐車場に設置されました。
Battery Boxが従来の機器レンタルショップと異なるのは、
レンタルのプロセス全
体が完全に自動化されていることです。予約から受け取り、支払いまで、すべての
処理はアプリで行われ、Battery Boxの物理的店舗とデジタル通信できます。顧客は
アプリを使って、必要な製品の在庫状況や返却期限を確認できます。
「Battery Boxはイノベーションの実証実験であり、
IoTの活用法を開発するモデルとしての役割を果たします」
– Husqvarnaアイデアおよびイノベーション管理担当ディレクター、Petra Sundström氏
Husqvarna Battery Boxの仕組み
顧客は、Battery Boxの設置場所に到着したら、
スマートフォン上のBankIDを使って機器が格
納されているロッカーを開けます。
これはレンタル期間の最後に繰り返すことになる処理で、
顧客はセキュリティが確保されたロッカーに機器を返却します。返却された機器は、最寄りの
Husqvarna店舗の担当者が保守作業を行い、常に最高の状態に保ちます。
簡単なように聞こえるかもしれませんが、Battery Boxを成功させるには、IoTやクラウドコネク
ティビティ、
デジタル消費者体験、決済管理など、多くの専門知識が必要でした。Husqvarna
は、
これらすべての能力を社内で構築するのではなく、エコシステムのアプローチを選択し、そ
れぞれが重要な役割を担う専門企業各社のネットワークを作り上げました。
「企業がデジタル化を成功させる上で最も効果的なやり方は、複数の専門家を組み合わせる
ことです。有能なパートナーで構成されるエコシステムがなければ、
この種のプロジェクトは不
可能だったでしょう」
– Husqvarnaアイデアおよびイノベーション管理担当ディレクター、Petra Sundström氏
イノベーションエコシステムの定義と支援
今日の多くの企業と同様、Husqvarnaの課題も多面的です。
デジタル化への移行に伴
い、Husqvarnaは新たなビジネスモデル、新たな製品、新たな顧客のすべてに一度に対応しよ
うとしています。
ほとんどの企業は、そのような野心的な目標を単独では実現できません。IoTで成功するには、
専門分野に特化し、それぞれがイノベーションへの意欲を持つパートナーで構成される共生
のエコシステムが必要です。
まさにそうしたエコシステムこそ、HusqvarnaがBattery Boxをコン
セプトから現実のものにする過程で作り上げた成果です。
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BATTERY BOXチーム

Sketch-to-Scale®ソリューションプロバイダーのFlexは、8×3メートルのコンテナを設計して
構築することで、Husqvarnaが製品にコネクティビティとインテリジェンスを組み込み、
よりス
マートでより柔軟な体験を顧客に提供できるよう支援しました。
スウェーデンのテクノロジーコンサルティング企業HiQは、顧客が機器を予約してレンタル料
金を支払えるアプリを設計しました。安全で多段階式の検証プロセスを用いることで、顧客は
アプリを使い、指定した時間に適切なロッカーを開けることができます。
このアプリには、製品
ごとに
「使い方」の動画も収められています。
Telenor ConnexionのIoT Cloudは、すべてのやり取りを追跡する
「頭脳」の役割を担いま
す。Battery Boxソリューションはセルラー技術を採用していますが、Telenor ConnexionのIoT
プラットフォームおよびクラウド管理ソリューションはあらゆる種類のコネクティビティ技術に
対応します。
Zuoraは、サブスクリプション管理ソリューションを提供しています。HusqvarnaはZuoraと協力
することで、
レンタル料金の課金や回収、会計や税金の管理がしやすくなります。
「Zuoraとして、Husqvarna Battery Boxの実現に貢献できることを嬉しく思います。世界中の
消費者は、
『サブスクリプションエコノミー』の新たな世界を歓迎しています。
この328年の歴史
を持つ企業が、
イノベーションの先頭に立って顧客との長期にわたる関係を築けるよう支援で
きるのは素晴らしいことです」
– Zuoraスカンジナビア地域担当ディレクター、Maria Johansen氏
Husqvarna Service Technician
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ダイナミックな新しいビジネスモデルの導入
物理的製品を利用できるようにするサブスクリプション型のビジネスモデルを使用すること
で、消費者と直接つながることができます。Battery Boxの場合、製品はHusqvarnaの屋外用電
動機器ですが、同じ
「シェアリングエコノミー」モデルは車や住宅への応用でも成功を収めて
います。
サブスクリプション型の決済モデルでは、顧客が新製品を試してみる際の最初のハードルが
下がります。長期的に見ると、サブスクリプションモデルは企業にも消費者にも価値のある関
係を構築することになります。企業は一度限りの購入に注力するのではなく、サブスクリプショ
ンを利用して消費者の持続的なロイヤルティを促すことができます。
レンタルした機器をBattery Boxに返却する際、顧客は製品とレンタル体験の両方を評価する
よう求められます。
これによりHusqvarnaは、重要なデータソースを蓄積できます。
Put strategy
in
Ensure
Form a dedicated
Start small
Deploy
fully
つながれた製品から収集されるデータによって市場調査が簡素化されるほか、
企業は方針転
the lead,換がしやすくなります。
not
management
cross-functional
and transform
when outcome
集約されたテレマティ
クスデータや消費者から直接寄せられるフィード
technology
support
team
gradually
is predictable

バックを基に、エンドユーザーにとって価値のある新しいサービスを提供できるよう、サービス
を素早く調整することができます。
既存のディーラーの包含

Husqvarnaの既存のディーラーネットワークは、Battery Boxのコンセプトにおいて重要な役割
を果たしています。
日々、製品の保守作業を行い、ユーザーのために最高の状態を維持してい
るのは地域のディーラーです。
Husqvarnaは新コンセプトによってエンドユーザーに直接リーチしようとしていますが、既存
の販売網は不要になるわけではなく、
プロセスの中で新たなバックエンドの役割を担うことに
なります。
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IOTプロジェクトの成功モデル

Payment solution
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Battery Boxプロジェクトは、協業によるエコシステムの構築や、つながる製品またはサービス
Battery Box container
Mobile connectivity
Payment solution
Consumer App
に対する消費者の真の需要を満たす方法を、
実際に示してくれています。
協業によるIoTプロ
solution designed and
and cloud based IoT platform
by Zuora and HiQ
design by HiQ
built by Flex"
by Telenor Connexion
ジェクトでの経験に基づいてTelenor Connexionが認識したベストプラクティスモデルを追求
するのに、Husqvarnaは最適でした。
Husqvarnaのように、
デジタル化への移行に成功している組織は、そのほとんどがIoTイノベー
ションに注力した専任チームを社内に設置しています。
そうした内部のチームは、必要な技術
やサービスを専門とする外部の適切なパートナーから支援を受けます。
このエコシステムモデ
ルには、
プロジェクトの構造やオーナーシップに対して開かれたアプローチが必要です。
「私たちは、IoTソリューションを提供する機会が得られたこと、
また、Husqvarnaのデジタル
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化に貢献できることを誇りに思っています。Husqvarnaは、長い伝統を持つ大手企業がIoTを
利用してビジネスモデルを革新し、エンドカスタマーとつながることに成功した好例です。社
内外でオープンかつ革新的な仕組みを取り入れて、組織的ながら迅速なやり方で前進し、IoT
のパートナーで構成されるエコシステムの知識や能力を活用したことは、特に素晴らしい点で
す。HusqvarnaはBattery Boxプロジェクトを記録的な短期間で実現し、
アイデアからIoTの実
装成功に至るその道のりは、
まさに教科書に載るような事例となりました」
– Telenor Connexion CEO（最高経営責任者）
、Mats Lundquist
テクノロジーだけでなく、結果を重視
成功する企業は通常、
テクノロジーだけに焦点を当てることなく、強力なビジネスケースや明
確な最終目標を念頭に置いてIoT化に着手します。
そうした目標に到達するには、組織全体に
わたって社内からの支援が必要です。R&D部門だけでなく、マーケティングから上層部まです
べての人が、新しいテクノロジー、
ワークフロー、販売モデルを導入することの価値を理解する
必要があります。
まずは段階的に進めて、失敗を恐れない姿勢を保つことにより、
あらかじめ様子を見て、
どこに
投資すれば最高の成果が得られるかを判断できます。つながる芝刈機から始めたHusqvarna
は、素早く前進することで、製品ライン全体の販売プロセスに対し、つながる体験を盛り込むこ
とができました。
Battery Boxで拡張可能な成功を実現
国や時差の違いを超えてチームで取り組んだBattery Boxは、
コンセプトからわずか6カ月でサ
ービス開始に至りました。
このプロジェクトのエコシステムモデルが持つ強みの1つは、すべて
のソリューションが拡張可能であることです。Husqvarnaは必要に応じて、同じソリューション
でBattery Boxを1台から100台に増やすことができました。
この自動化されたツールボックスにより、Husqvarnaは従来の小売モデルを超えて、顧客が簡
単かつ革新的な方法でサービスを購入できるようにしました。包括的で特別な体験を生み出
して、製品の提供や料金設定を完全に管理できるようにしたのです。
ブランドの認知度や資産価値の観点から、
このプロジェクトは成功を収めており、Husqvarna
の社内ではさらなるIoTの実験に向けて支援が強化されています。
ビジネスの視点で見る
と、Battery Boxでは、製品、サービス、体験に関する実データが得られます。今後もIoT戦略の
開発を続ける中で、Husqvarnaがそうした価値ある洞察を活用していくことになるのは間違い
ありません。
迅速で適応しやすい運用モデルにより、Husqvarnaは歴史の長い大手企業でも革新性を維持
し、
ファーストムーバー（先行者）になることの恩恵を得られることを実証しました。業界の垣根
を越え、市場の需要に応じて方針転換できるエコシステムを構築したHusqvarnaは、
「世界最
古のスタートアップ」になるという目標を果たしつつあります。
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協力企業について
Husqvarna Groupは、屋外用電動製品や、林業、公園管理、造園業における革新的なソリ
ューションで世界をリードするメーカーです。
ヨーロッパでは園芸用の散水製品で、世界
規模では建設および石材産業向けの切断機器やダイヤモンド工具で業界を牽引していま
す。Husqvarna Groupの製品やソリューションは、100カ国以上の消費者やプロ向けにデ
ィーラーや小売業者を通じてさまざまなブランド名で販売されており、そうしたブランドに
は、Husqvarna、Gardena、McCulloch、Poulan Pro、Weed Eater、Flymo、Zenoah、Diamant
Boartなどがあります。詳細はhusqvarnagroup.comをご覧ください。
Telenor ConnexionはIoTソリューションの設計と運用を手がけています。20年近くに及ぶIoT
の経験や強力なソリューションポートフォリオ、協業のアプローチによって、
コネクテッドサービ
スの価値を実現しやすいものにします。詳細はtelenorconnexion.comをご覧ください。
FlexはSketch-to-Scale™ソリューションのプロバイダーで、Intelligent Products for a
Connected World™の設計と開発を手がけています。30カ国に約20万人の専門家を擁し、
さ
まざまな業界やエンドマーケットにおけるあらゆる規模の企業に対して、革新的な設計、エン
ジニアリング、製造、
リアルタイムサプライチェーンに関する洞察とロジスティクスサービスを
提供しています。詳細はflex.comをご覧ください。
HiQは、
テクノロジーと通信を通じて日々の暮らしをよりシンプルにすることで、世界をより良
い場所にできるよう支援しています。1995年に設立されたHiQは、4カ国に1,500人以上の専
門家を擁し、
ナスダックストックホルムの中規模企業（Mid Cap）部門に上場しています。詳細
はhiq.seをご覧ください。
Zuoraは、Subscription Economy®を提唱している代表的な企業で、
あらゆる企業向けに
受注から決済までサブスクリプション型の全オペレーションをリアルタイムで自動化する
SaaSプラットフォームを提供しています。Box、小松製作所、Rogers、Schneider Electric、東
芝、Xplornet、Zendeskなど、世界中のさまざまな業界で900社以上にサービスを提供していま
す。詳細はzuora.comをご覧ください。

TELENOR CONNEXIONについて

Telenor Connexionは、Internet of Things（IoT）
ソリューションの設計と運用を手がけています。20年近くに
及ぶIoTの経験や強力なソリューションポートフォリオ、協業のアプローチによって、
コネクテッドサービスの
価値を実現しやすいものにします。本社とテクニカルセンターはスウェーデンにあり、英国、米国、
ドイツ、
日
本に支社を置いています。Telenor Connexionは、世界最大規模のネットワーク事業者であるTelenor Group
の100％出資子会社です。
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