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はじめ 

 

 

 

 

 

IoTに関心のある企業は、特に国を挙げての 

産業の国際競争力を強化するという企業は数 

多くあります。特に、国家として成長目標を 

掲げているドイツや、IoTと称しモノに関わ 

る情報化を促進している米国の動きなどの情 

第4次産業革命をリードする日本の戦略」 

（経済産業省経済業政策局産業再生課編） 

平成28年7月15日刊 経済産業調査会）の 

出版を契機にして、関連する企業から深い関心 

が示されています。各種の書籍やセミナーにも 

参加、IVIや IICなどの組織にも参画し、その 

姿と本質を探ろうとしています。 

一体、どのような経営行動で産業革命の足元に 

辿り着くのか、果たして企業は、事例の如き事 

検討してみます。 

 

 

 

 

 

 

経営改革に関心がある多くの企業では、上層部

の意向が先行して、この産業革命への視座や取り

組み戦略を検討することが多いと観察しています。

経営スタッフへ上層部から検討のご下問が下され

るのですが、戦略・企画先行型の経営改革だけで

はなかなか進まないのがこの種の総合的な経営改

革の実態であるように思われます。 

特に製造プロセスの改革であれば生産技術部門

の機能が先ずは先行すべきでしょうし、顧客価値

の創造で新たな顧客との関係へ現状を改革するに

は、営業企画部門や新規事業部門がその機能を発

揮すべき組織となります。 

しかし、事業変革を達成した時点の目標の姿が

描けなければ、担当組織を決め対応策を具申させ

たとしても、所詮は専門領域での知見に委ねられ

ることが多くなるでしょう。 

そこで本稿では、企業経営の現状の姿の再確認

することから始め「姿が見えない将来の経営像」

へ如何に接近するかという視点で一つの経営的改

革の処方箋を作成することを提言します。 

企業の経営行動を経営ミッションから、企業活

動の社会的位置づけ（ドメインと定義）、経営戦略、

事業戦略、製品戦略そして機能別戦略、経営資源

と、階層化して捕捉できるとした場合、下図（許

斐作成）のように、多くの経営や事業推進のドラ

イバー（リーダーと言っても良い）の立場で異質

な経営が現存しています。 

リーダーシップン論が華やかな米国では上位に事

業推進のドライバーが存在して企業を動かしてい

ると言われています。一方イノベーション経営で

著名な3Mは、現場のイノベーター集団と永年培

われた社風が新たな新製品を生み出し続けていま

す。 

このように経営の推進力の源泉により、経営ス

タイルの評価をした場合、我が国企業は一般論と

して、現状重視ということになります。開発・生

産・営業・サービスの各職能に会計財務や人事そ

して経営企画などのスタッフが個々の職制を守り

維持していると位置付けることが出来るかもしれ

ません。 

 

 

１、巻頭言 

情報化による経営改革 

特定非営利活動法人研究会技術立脚型経営研究会 

理事長  許斐 義信 
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経営スタッフ活動からの独立 

 

組織階層論による自社経営の位置付け 
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管理型で各職能が課題を分担し、相互的判断を

するとか、経営改革の如き全社的舵取りには不向

きであると仮定した場合、特に国際競争でより優

位な地位を獲得するためには、より上位の位置に

経営を改革することが求められているとも言えま

す。この変革の方向は安易な職務権限の異動を意

味している訳ではありません。各職能の集合体と

しての止揚した全体最適が求められているという

ことを意味しています。 

企業変革に対して経営スタッフや経営者の権限

を強化して、GEのように選択と集中論（PPM）

で事業分野の切り替えることに腐心している企業

もありますが、多くの場合、階層の機能別戦略や

経営資源（人材）との間で摩擦を起こしていると

位置付けていることもあります。つまり、より上

位のレベルに経営をシフトするには、権限に依存

するののではなく、極論にはなるが、コミュニケ

ーションで統合化を図ることが好ましいというこ

とになります。 

新たな職能別の統合機能強化の結果、より顧客

価値の高い事業へと変革することを意味しており、

敢えて事業のスタイルを変えるという意味で本図

では“Business Model”と記載させて頂きました。 

 

 

 

 

本稿では（株）東芝の IoTによる経営改革のコ

アとなる部門の活動結果をご講演頂きましたが、

同社は、IoTの推進企業であるという側面と、IoT

の変革の恩恵を受ける立場の多くの事業群を抱え

ている企業です。敢えて言えば、この産業革命の

持つ情報産業やコア技術を開発する立場、と GE

の如くIoTを駆使して事業変革を遂げるべき立場

とが併存している企業であるとも言えます。 

以下の講演録は、そのような立場の IoT推進組

織の活動を説明して頂いたという側面があります。

つまり、言い方を換えれば記載した Business 

Model への変革を提示している、その概要と言う

こともできます。 

読者は自社の事業特性と（株）東芝の事業とを

概括的に比較しながら自社のIoT推進のあり方を

ご検討願えればと考えます。 

 

（JCTM 許斐義信）、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我が国企業の変革方向 

（株）東芝の IoT戦略 
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（株）東芝の IoT 技師長を務めています中村と申します。

いま、「第 4次産業革命」とか「インダストリー4.0」「インダ

ストリアルインターネット」の時代といわれるようになって

来まして、製造業は、このままではこれからの時代に生

き残っていくことが難しくなって来たとも言われています 

 
今日は、第 4次産業革命、その全体の動向、先進的

な各社の取り組み・戦略等を皆様と共有させていただき、

を話し、この新しい時代に製造業としてどう立ち向かっ

ていけばよいかを一緒に考えていきたいと思います。 

 

本日お話ししたいことは次の通りです 

１、第 4次産業革命 

そのインパクトと各国の戦略のキーポイントです。欧

州と米国の事例で、エコシステム/プラットフォーム戦

略と呼ばれるビジネスモデルでどのように変わるのか、

あるいは変えようとしているのか、その戦略はどのよう

なものか、IoT時代の製造業がどう変わろうかとしてい

るか 

２、製造業にとってのインパクト 

ものづくり領域で起こりつあること、日本の製造業が

直面する課題 

３、先端企業の取組みと事例 

製造業のビジネスモデルとしてＧＥ・Ｓｉｅｍｅｎｓ、Bosch。

インダストリアル IoTのプラットフォームリーダーシップ

戦略として Ｉｎｔｅｌ・ＣＩＳＣＯ、欧州・米国のプラットフ

ォーム戦略から見えるもの 

４、欧米企業が仕掛けるデジタル化にどう向き合うか 

ある意味強い日本のものづくりに対抗するためにゲ

ームチェンジ、いわゆるルールが変わることにどう立

ち向かうか。 

 

以上を中心にお話ししてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

１、第 4次産業革命 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❐第 4次産業革命のインパクト 
 

 

 

 

 

 

第 4次産業革命と言われますが、果たしていつ始ま

って、どこが終わりなのかはよくわかりません。産業革命

は、第１次：機械化から第 2次：電化、第 3次:自動化と

いう流れになり、いま、第 4次：デジタル化になっている

と言われています。 

従来は、人・もの・資金を集中することによって付加

価値をつくり出し、経済成長していくモデルだったので

すが、インターネット等によってグローバルにつながっ

た経済になると、この従来のやり方だけではもはや通用

しなくなっています。グローバルにつながった経済圏に

なると、差異を創出するものだけが最大の成果や収益

を得るモデルに大きく変化しています。開発された技術

はネットワークによって瞬時に世界中に伝播してしまう

ので、範囲の経済の中での成功の方程式を連続させる

ことができにくい時代になっています。 

こうした変化に対してどのようなビジネスモデルや事

業に取り組んでいくかが重要な課題になっています。

国境の壁や言語の壁、そして文化の壁で区切られてい

た範囲の経済が崩壊し、グローバリゼーションの経済は

デジタル化とインターネット化の影響を大きく受けていま

す。 

  

 

MOT 研究会 講演録 １ 

第 4 次産業革命・Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ IoT に向けた 

製造業の取り組み 
 

株式会社 東芝 

インダストリアルＩＣＴソリューション社 

IoT 技師長 中村 公弘 

 

 
 

１、第 4次産業革命 

 ❏第 4次産業革命のインパクト 

 ❏ものづくりの次世代化に向けた

各国の取組みとキーポイント 
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世界中で一つのプラットフォームで動くような、新しい

ビジネスが B2Cの領域で次々とおきるようになりました。

コンピュータの世界で言えばクラウドコンピューティング

になります。 

こうした動きが、さらにオートモーティブ・モビリティや

エネルギー・社会インフラなどにも拡大していくと言われ

ています。そうなると工業化社会で最多層を締めていた

中間層が経済全体を引っ張っていく時代は一変し、ご

く少数者が最も大きな所得を得る構造になっていきます。

米国では１％の富裕層が９９％の富を手にし、中間層は

どんどん没落しました。「Ｗｉｎｎｅｒ takes all」で二極化

が進んで行く構図です。    

所得格差を見れば社会民主主義的経済構造を持つ

日本とフランスなどは 比較的所得の分配がうまくいって

いるモデルといえますが、アメリカなどでは所得格差が

どんどん拡大し戦前モデルに近づいています。               

もう一点、労働代替の視点で見れば、アッセンブリー

系の工場にロボットが盛んに導入され無人工場化が進

行しています。現在わが国の製造業は GDPの約 20%を

占めていますが、ここがロボットで無人化されていくと将

来的には単純労働の置き換えが進み、雇用の受皿に

はなり得なくなります。その時にも製造業が雇用の受け

皿になるべきだ、という考え方が可能なのか、さもなくば

新たな考え方をしなければならないのかという課題にな

ります。いずれにしても、将来ロボットやAIによって労働

代替が進行することは間違いなく、わが国では少子高

齢化が進み、生産年齢人口が減少していくため、ロボッ

トの導入や AIの活用がより必要になるだろうとも言われ

ています。   

  

❏第 4次産業革命・ものづくりの次世代化に向

けた各国の取組みとキーポイント 

 
世界中でものづくりを次世代化して行こうという動きが、

ここ 3年のうちに急速に高まっており、国・産業界を上げて

の取り組みになって来ています。  

 

◕ドイツ  
インダストリー4.0に関しては、すでにご存知かと思います

が、、「つながる工場」の実現をめざしています 、「水平垂

直のデジタル統合」と言いますが、例えば水平方向だと、

大企業・中小企業も含め、工場同士のサプライチェーンを

デジタルにつなげること、垂直方向だと、工場の現場とマ

ネジメントとをデジタルにつなぐ、さらにライフサイクル方向

に商品企画・設計・試作・生産準備・製造・サービスという

プロセスをデジタルに一気通貫でつなげていくことをめざ

しています。 

 

                 （出典 講義ｐｐｔ より掲載） 

これにより、サプライチェーンをダイナミックに組替えて

新しい価値を創造することや、工場の中で生産ライン、製

造装置と部品をつなげて生産性を飛躍的に向上させるこ

と、さらには個々のお客さまの要求に応える「マスカ

スタマイズ」「パーソナライズ」 あるいは「デジタル

マニファクチュアリング」を上手に行って「Time to 

market（リードタイムを短縮）」をすることなどを狙っ

ています。                        

これらを司る仕組みが、サイバーフィジカルシステ

ム（CPS）、いわゆる現場・物理世界で起きているこ

とをセンサーを介してデータとして収集、デジタル

空間に取り込み、シミュレーションや予知・予測を

デジタル空間上で行って、現実世界にフィードバッ

クし、最適化する仕組み全体が CPSなのですが、

これがインダストリー4.0 のキー概念です。   もう
ひとつは工場のリソースシェアリング、工場は常にフル稼

働しているわけではありませんので、上手くシェアリングす

るという発想です。生産場とリアルタイムに連動させて生産

を最適化していくことも考えれば。最終的には「変種変量

生産を実現する」基盤になっていくことでしょう。               

インダストリー4.0のロードマップでは 2035年まで

に実現させるとしており、20年もかけてやるのかと

思うでしょうが、実際に大企業から中小企業までの

工場の現場に行き渡るには 20年位は必要というこ

とで、実際には 2015年から 18年までのわずか 3

ケ年でサプライチェーンのフレームワーク、サイバ

ーフィジカルシステムのフレームワークを決める、リ

ファレンスアーキテクチャを決める、そしてそれを国

際規格化するという極めて早い取り組みです。既

に１年は経っていますので残すところ 2年で全体の

枠組みを決めてしまおうというものです。             

そのひとつの大きなフレームワークが リファレンス

アーキテクチャ 4.0（Ｒeference Ａrchitecture）であ

り、いわゆる ＲＡＭＩ 4.0と 定義されております。こ



- 6 - 

 

れに沿って ＩＥＣ とか ＩＳＯ の国際標準規格をつ

くっていきます 

RAMI4.0の中でキーとなる概念がいくつかあります。紹

介したいのは アドミニストレーションシェル（administration 

shell：「管理シェル」）という考え方です。生産ラインにある

機械装置あるいは ＰＬＣ ・パーツ・製品といった物理実体、

あるいは作業そのものをソフトウェアで包み込んで（ラッピ

ングして）、ネットワークにつなげやすくしようとする考え方

です。ソフトウェアでラッピングすることで、物理実体の

個々の違いを抽象化して吸収し、ソフトウェアつながりや

すいようにする仕掛けです。これがインダストリー4.0のキ

ー概念のひとつです。 

 

 

                     （出典 講義ｐｐｔ より掲載） 

ＲＡＭＩ 4.0では モノそのもののすぐ上位にインテグイ

ンテグレーション層が配置されており、これがアドミニストレ

ーションシェルの層（レヤ）です。その上位レイヤにコミュニ

ケーション層があり、インフォメーション層、ファンクション層、

そしてビジネス層があるという構造になっています。 

普通のシステムならば、モノのすぐ上にコミュニケーショ

ン層があり、インフォメーションにして、サーバやゲートウェ

イの中でインテグレーションしようと思うでしょう。しかし、

RAMI4.0では、現場・現場の機械・製品等にアドミニストレ

ーションシェルをソフトウェア置き、相互につなげるという、

モノに一定のインテリジェンスを持たせる発想をしています。

「製造現場に近いところで接続性を担保する」が大きな特

徴であると考えられます。 

  

◕中国 
中国は、2015年 3月の全人代で「中国製造 2025」という

考え方を打ち出しました。 

「中国製造 2025」の大きな考え方は、従来の労働集約

型のものづくりから脱却して、2025年には先進国並みの製

造業に転換するということで、これは中華人民共和国の建

国 100周年である 2049年には、製造のみならず世界１の

強国になるという国家戦略の中に位置づけられています。 

2025年に向けて製造業のイノベーションを進めるために、

産官学の国家製造イノベーションセンターの設立、「知能

化製造（スマートマニファクチュアリング）」プロジェクトなど

を開始しています。 

なかでも「知能化製造」は、次世代の情報技術と製造技

術とを融合させることを目指しており。スマートなプロダクツ

の開発、そして生産プロセスのスマート化を進めて新しい

生産システムを開発していくとしています。さらにはハイエ

ンドの設備イノベーションとして生産設備に最新のハイエ

ンドのものを入れていこうとしています。 

皆様ご存知のように、高速鉄道の例でも、土地収用・建

設・鉄道敷設まで短時間でやってしまうのが中国す。同様

に、工場現場でハイエンドの製造設備を入れ、それを最

初から ITでつなぎ、最新のシステムをつくる。わが国と中

国、どちらがより進んだ「知能化製造」を実現するか想像

すれば空恐ろしい感があります。 

 

◕米国 
インダスストリアルインターネットについて触れます  

元々は GEが提唱しているものでか、インダストリアルイン

ターネットが目指すのは「ものとデータが融合する 21世紀

の産業革命」で、産業機器をインターネットにつないで機

械装置の使用状態を把握し、膨大なデータを蓄積して解

析するソフトウェアの力を使い、製品・サービスの顧客価値

を飛躍的に向上させることをめざしています。   

 センサーを搭載した産業機器からは膨大なセンシングデ

ータが出てきます、これをインダストリアルインターネットに

つなぎ、機械がとらえるデータを使って、微細な変化を見

つけたり、顧客毎・導入先のサイト毎に異なる機械の運転

状況や環境の違いをとらえ、ビッグデータを分析すること

で、個々の機械が最適に運転ができる条件を見つけます。

そして解析した結果を現実世界にフィードバックしていき

ます。 

B2Cの世界の「インターネットビッグデータ」は、Googleや

Amazonのように人の行動という大量のデータを使って、新

たな価値を生み出しましたが、インダストリアルインターネ

ットは、機械が出し続けるデータを使って「最適運転」や

「最適なメンテナンス」といった新しい価値を生み出すこと

を目指しています。 

なぜこんなことが必要になって来たかということですが、

今まで製造業はモノを売って対価を得る製品販売を中心

にしたモデルでした。ところが、いま始まっていることは、パ

フォーマンスベースやアウトカム（お客様の使用価値）とい

う考え方に基づいたビジネスモデルへの転換です。 

製品の利用価値を買うということは製品も買うのではなく

て製品の利用を通じて得られる便益を買うということです。   

モノが壊れたら便益を出し続けることが損なわれますか

ら、壊れる前に交換したり、壊れないようにすることが重要

になります。タイヤに例えれば、摩耗した状態のまま走行

すれば危険ですから、使用状況を把握することで、安全に

走行できるよう交換するなどして、走り続ける価値を保証を

することが必要になってきます。製品にセンサーを入れて、

つなぎ、使用状況や稼働状況をモニタリングするなど、製

品をインターネットにつなぎお客様サイドの製品の使われ

方をしっかり捕捉することが必要です。  

ビジネスモデル的にも、月額料金にする、使った時間分

を課金する、包括契約の中で課金する、といった対価のも

らい方も変わってきます。 
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またアセットの所有権が変化してきます。As a service型

とかサブクリプション型とも言われるように、顧客自身がア

セットを持たなくても良い形態に変わってきます 

もうひとつ大事なのは、使われる環境を捉えて個々のニ

ーズに適合させることで、ダーウィンの「適者生存」の進化

論のごとく、モノが使われる環境に適合させることです。 

ジェットエンジンでもタイヤであっても、顧客の使い方、使

用環境に応じて、例えば摩耗や燃費、性能は変ってしま

います。この個々の使われ方や環境の違いをいかにうまく

捉えて個々のニーズに適合させるかということが重要にな

ってきます。 

出荷した後もお客様の使い方や環境にうまく適合させ

ていくために遠隔操作で機能の設定（Configuration）をフ

レキシブルに変えられるような機械である必要もあります。 

マイケル・ポーター先生が Smart connected products  

と言い方をしていますが。 製品の使用状況を個々に捉え、

しかもメーカー側にモノの使用状況のデータがダイレクト

入り、リアルタイムで把握できることがコネクテッドの意味で

す。かたやスマートの意味は使い方・使用環境を直に掴ん

で最適機能性化していくということです。このようにモノの

実際の使われ方がダイレクトに遠隔でも分ることが経営資

源になりうるわけです。 

スマートコネクテッドプロダクツやソフトウェアデファインド

マシーン はすでに始まっています。電気自動車のテスラ

は自社のクルマについて「The Super car, Redefined」という

言い方をしており、これは個々の顧客の使い方に即した状

態に「再定義」できるスーパーカーという意味です。 

 先般自動車メーカーの方と話したら「テスラは排ガス規

制がないので型式認定など気にせずにソフトウェアを入れ

替えることができます。わが国ではソフトウェアを入れ替え

て加工をしてしまうと、排ガス規制上問題があってテストし

た結果で認可されたソフトウェアしか入替ができません。テ

スラは電気自動車なので排ガスとは関係なくどんどん入れ

替えることが可能です。これでお客様の使われ方よって製

品の特性を変化させることができます。今では AIを搭載

して道路状況を捉えて車同士で情報を交換することによっ

て最適運転をすることもできますし、走るほどに機能が微

調整されて性能が上がるようにもできます。これがソフトウ

ェアデファインドマシーンという考え方です。 

 

 
 （出典 講義ｐｐｔ より掲載） 

ソフトウェア系の方はご存知と思いますが、ソフトウェア

デファインドネットワークとかソフトウェアデファインドストレ

ージという技術が近年の ITのトレンドとなっていました。物

理的な実体を切離すことによってフレキシビリティを上げる

ことや、必要な帯域、必要な記憶容量をダイナミックに変

更することが可能になります。これを産業用の機器でやろ

うとしているのがソフトウェアデファインドマシーンです。め

ざしているところは、テスラと同様、お客様の運用の視点で

製品を最適化し、出荷された後もソフトウェアで機能・性能

等をアップデートできるようにすることです。             

ドイツのインダストリー4.0 と 米国のインダストリーイン

ターネット。ドイツはどちらかというと、主に次世代のモノづ

くりにフォーカスをしています。片や米国は、モノの使用局

面も含めた広い範囲に力を入れていることが分かります。 

 

 

 （出典 講義ｐｐｔ より掲載） 

 

 

 

 

  

 

 

❏ものづくりの領域で起きつつあること 

皆さんはもう理解していると思いますが、いま起きている

ことは デジタル化 ・ソフトウェア化・ネットワーク化が産業

構造を変えてしまおうとしていることです。デジタル化にな

りますと CDや DVD もデジタルデータなので、コピーして

時間とか空間とか物理的な制限を受けることなく再現（リプ

ロダクション）できることが特徴です。何百万回もシミュレー

ションしたり、別の場所での経験が瞬時にコピーされて展

開されることがデジタル化の本質の一つです 

一方ソフトウェア化はスマートフォンで経験しているよう

に、ハード的には単なる「箱」にすぎないものがソフトウェア

の力で電話や音楽プレーヤーやゲーム機になり、しかも

機能を変えられるだけではなく、カスタマー・エクスペリエ

ンス （顧客体験）をも短いサイクル・多頻度で組み替える

ことができます。ゲームなども繰り返して切り替えることによ

って新しい顧客価値を生み出すことができます。これはソ

フトウェアであるがゆえにできることです。 

もう一つは、例えば appleの Apple store や Amazon、

Googleなとのように、インターネット上に「場」が創られ、そ

２、製造業にとってのインパクト   

❏ものづくりの領域で起きつつあること 

❏日本の製造業が直面する課題  
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こに場への参加者がたくさん集まって、新しい経済圏を生

み出すことです。こうなると、ハードウェアはただの箱にな

って、付加価値の源泉はソフトウェアやネットワーク側にシ

フトします。 

これらが今インダストリアル領域でも起きつつあり、エコ

システムやビジネスプラットフォームという、新しい「場」を

つくられ、その覇権を握り、様々なプレーヤーを参加させ

て産業化していく流れがつくられようとしているわけです

 

 （出典 講義ｐｐｔ より掲載） 

このように Smart connected には、製品が便利になる一

方、そこで得られたデータを使った新しい価値を「場」の提

供者が吸い上げて行ってしまうという「二つの顔」がありま

す。製品をスマートにすることだけであればわが国の企業

は非常に能力も高いし、良い 製品をつくれると思います

が、これがコネクテッドで、ネットにつながってしまうと、ネッ

ト側に主導権が移ってしまい、モノは従属するコンポーネ

ントになってしまいます。「産業生態系」と言われるエコシス

テムができあがれば、参加者も一定の果実を得られます

が、最終的には「場」の「胴元」が最も大きな果実を手にし

ます。一種のストロー効果が起きてしまうのです。 

これはゼロ戦とグラマンの比較にも似ています。単体性

能で勝っていても、編隊で戦い方を変えて来られると勝て

なくなるということで、70年前に経験したことをまた繰り返

すことになりかねません。  

  いま、起きていることは、IVIでも言われているように、従

来の、自然法則が支配するハードウェア技術が中心だっ

た時代から、人工の制度体系や論理体系に基づいたソフ

トウェア 技術が競争優位を決定づける時代に変わって来

ているということです。  

ソフトウェア欧米は、1980年代から 90年代にかけてジャ

パンアズナンバーワンと称えられましたが、日本のハード

ウェア技術、モノづくりの優位性を徹底的に研究し、それ

を凌駕するためにシステムやモジュールで勝つように競争

軸を変えました。なるほどと思います。 

徹底してモジュール設計をして、組み合わせるために

製品アーキテクチャを変えます。そのモジュールのインタ

フェースをオープン化・標準化してひとつひとつのモジュ

ールをグローバルに安価な場所でつくってしまい、組みあ

わせれば完成品になる構造とし、大変安いコストで製造し

ます。オープンな・巨大なビジネスエコシステムが出現する

のです。こうなると従来の垂直統合モデルの R&D・コンポ

ーネント・素材・ユニットからアッセンブリー・保守・サービス 

まで全部をもっている大企業の経済合理性がなくなってし

まうことになります 

 

 

 （出典 講義ｐｐｔ より掲載） 

大企業は基礎技術の研究開発から、大量に物をつくる

生産設備と能力も保有していますが、いま求められつつあ

るのは個々の顧客のニーズにいかにすばやく対応できる

かということです。 

個々の顧客の要求にはスピード感ある中小企業の方が

対応しやすく、一方、大企業はあと30年後ぐらいには基礎

技術の研究開発や大量に安いモノが求められる部品かデ

バイスを作るようにならざるを得なくなるのではないかとも

言われています。これはつまりスピードに優る中小企業が

顧客のフロントに立って、大企業がそれを支えるという逆ピ

ラミッドの産業構造になるかもしれないということです。 

ものづくりの領域で起きつつあることをまとめると 30ページ

のような図になりますモノの機能価値から使用価値へ、対

価のもらい方の変化、個々の顧客のニーズへの対応、そ

してこれらを実現するための組織・業務プロセスへと変革

を迫られています。 

第 4次産業革命に際して、日本の製造業が直面する課

題は昨年のものづくり白書の中のでも問題提起されていま

す。とくにビジネスモデルの変革、 変革を伴う分野で相

対的に遅れていいます。一方、単にモノを作るだけでは生

き残ることができにくくなっています。 行動を起こした企

業とそうでない企業の経営力・業績には明らかな差が見ら

れますが それでもまだ行動を起こせていない会社が多

い ということです 

わが国は GDP の約 2割を製造業が占めており重要な

産業です。これを通じた所得分配という意味でも、 消費

側にも経済成長の効果がある点でも、非常に重要です 

３４ しかしながら、例えばエレクトロニクス産業がかつて経

験したことは、1990～ 2000年代にかけて、モノのつくりが

モジュール型になってローコストになり、 エコシステム、グ

ローバル化するとシェアを失ない、やがて撤退ということに

なってしまいました。これが自動車産業や工作機械で起き

ればわが国の産業の大危機を招くことになります。 
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 （出典 講義ｐｐｔ より掲載） 

上図は経産省がまとめている、わが国の国際競争力ポ

ジションです。定量的な調査の 2014年版で 3年間に 1回

くらい図が公開されています。この中で個別産業の座標の

変化を観ていけば、2012年に自動車は世界的に非常に

大きな市場を持ちシェア30％以上を占めていますし、支え

る部品産業も好調です。一方、部品や素材では世界でシ

ェア 100％ 近くを占めており、最終製品で産業の大きさと

占有率を保持しているのは自動車部品や機械産業です。

10年ほど溯ってみればエレクトロニクス産業が同様のプレ

ゼンスでありましたが、現在は凋落しています。 

こうして観ていくと、何もしないとわが国には部品や素材し

か残らないのではないかという危機感もあります。 

 

❏日本の製造業が直面する課題  
 わが国の製造業が直面する課題をまとめた図です。時

に政治的・経済的・社会的な内容は説明では、テクノロジ

ーの部分で IoTの活用や、３Dプリンターなど新たなテクノ

ロジーの産業応用と普及という点で後塵を拝しています。 

そして課題の面では製造業の次世代化が必要となり、

つながる工場や予知・予防への AI活用、ロボットの活用を

推進すべきと言われます。今までは良い品質・良い機能

のモノをつくり購入いただくモノづくりでしたが。経済的・社

会的な環境変化を考えれば、ある種パラダイムシフトが必

要になります。これからは、使い続けてもらうことは勿論の

こと、モノの使用価値・便益を提供して、その対価に得て

いくようなビジネスモデルになると考えます。個々のお客さ

まに適した使い方を提供するということになりますので、必

ずしも最高の機能・品質・性能を提供するという従来の至

上命題から変わって来ていると読み替えることもでき得ま

す。そして、従来はモノをつくり・出荷するまでに徹底して

品質を追いこんできましたが、ソフトウェアデファインドマシ

ーンになると、出荷した後でもソフトウェアをリモートから修

復・変更できるので、モノを設計して市場に出すスピード

が早くなります。ソフトウェア製品を見ればパッチとかでバ

グフィックスなどで後から対応している例は多いと思いま

す。 

ここで IoTの活用状況を調べると、わが国ではまだそれほ

ど活用が進んでいない状況で、とくに生産部門に比べ、運

用・保守（予知保全など）への活用が進んでいない状況で

す。これはビジネスモデルの変革が進んでいないこととも

符合しています 

さらに、わが国の政策動向を見ると、ロボット革命イニシ

アティブ）・IoT推進フォーラム・IoT推進コンソーシアム な

ど、組織はさまざまありますが、それぞれが独立して活動し

ており、日本の成長戦略の中で描かれている IoT・AI・ビッ

グデータ・ロボットの相関関係では、世界に比してロボット

が加わっていることに特徴はありますが、整合をもって一

体的な取り組みになっているかは疑問があるところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

❐製造業ビジネスモデル変革 

◕ ＧＥ 
まず GE です GEは、2015年の年次報告書の冒頭に

「新しい産業の時代を切り開くことが GEの使命である」と

宣言をし、表紙には「インダストリアルカンパニーをめざす」

と記しています。 

  

◕ GEはインダストリアルインターネットでどこをめざす 

GEは、インダストリー領域で新しい経済圏を築き、産業

機器から得られたデータを握り、「産業用データのが創り

出す経済圏」で覇権をとる戦略です。 これは google や 

amazonや apple がBtoCでやったことを、GEは産業領域

でやろうとしていることを示唆しています。 

GEのインダストリアルインターネットのフレームワークに

は3つの要素とこれにより創出できるであろう価値が示され

ています。   

フレームワークはまず設備・装置をスマートにすること、

その設備・装置から収集されるデータを高度なレベルで解

析(Advanced Analytics)してスマートな決定（ decision） に

つなげると言っています。これを実現していくために、設備。

装置とのコネクティビティ 、機械を監視するモニタリング、

そして分析を進めて予測（Predict）して最適化するというフ

レームワークになっています。GE製品の使用状況をきっ

ちりとらえて、使用の動向に応じた製品の運転・稼働の最

適化、 運転効率化、省資源化、ライフサイクルコスト 低

減、 リソースの最適化、などを実現させるとしています。そ

のデータを設計や製造にフィードバックし、製品改良等に

つなげるとしています。これがインダストリアルインターネッ

トの創出する新たな顧客価値の仕組みです。 

  

３、先進各社の取組みと事例 

❏製造業ビジネスモデル変革 

GE Siemens Bosch 

❏インダストリアル IoTでのプラット 

フォームリーダーシップ戦略 

Intel  CISCO 

❏欧米各社の IoT・プラットフォーム 

戦略をまとめると 

❏IoT ／Smart Connected Products は

既存の業界の枠組みを超えた競争環

境をもたらす 
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◕  IoT 基盤「プレディクス（Predix）」 

GEは 2011年から IoTの基盤を整備し、2015年秋から

外販を開始しています。 まず機械にソフトウェアを組み込

んでスマートマシンにし、センサーで感知・出力されるデ

ータをクラウドに送ります。クラウドサイドは Predix.io、これ

がエコシステムのプラットフォームになっており、機械から

収集したデータをアプリケーションでさまざまに解析できる

ようになっています。重要なのはアセットの管理、・分析の

サービス・機械から上がってくる膨大なデータを蓄積する

データベースなど。そして Predixは、GEの機械のみなら

ず他社の機械も収納できるよう設計されており、Predix 

Machineというソフトウェアファインドマシーンで物理実体を

ソフトで包み込んでつなげるようにしています。これは戦略

的に非常に重要なことで、Predixを使えば、GEの機器・他

社の機器もすべて含めた顧客のプラントや工場全体の運

転状態がわかってしまうということで、顧客側からすると運

転・保守の最適化というメリットがありますが、反面、全部丸

裸になってしまうというリスクがあります。 

 

◕ 事業を モノづくり から ソリューションへ 

 エンジン製造・保守 →運航最適化サービス事業 

GE も、2000年前半までの事業はジェットエンジン・ター

ビン・医療機器といった機器そのものの製造・販売でした。

ところがいまではインダストリアルインターネットで事業範

囲を拡大するべく、顧客に導入された製品単体だけでなく、

施設や他社の製品も含めた「系」としてネットワークをつな

ぐなど、顧客から見た運用全体の最適化を図っています。

こういう概念で新しいビジネスモデルを構築しています例

えば、ジェットエンジンの事業ですが、従来はエンジンメー

カーでしたが、今はエンジンメーカー＋機体を保有し、エ

アラインで貸出すことによって整備事業・運行事業に、そ

の事業領域を拡大しています。 

これはエンジンを製造すると航空機メーカーであるボー

イングやエアバスに売ります。ところがその先のエアライン

にとの中間に GE Capital Aviation service(GECAS) という

会社を挟んで、GECASがボーイングやエアバスから大量

に航空機を調達します。GECASは現在1900機以上の機

体を保有しており､その規模は JAL・ANAの約 4倍のボリュ

ームになります。これをLCC（Low Cost Carrier） にリース

契約で貸出し、データのアクセス権・利用権は GEに留保

し、エンジンデータ・フライトデータ・運行データを GEが掌

握するのです。機器製造・保守事業から運航最適化サー

ビスにまで事業領域を拡大しています。 

モノを販売するところでは価格が叩かれやすい環境に

ありので、そこを回避してアフターマーケットの回収モデル

で補修品やメンテナンス＆オペレーションサービスで稼ぐ

ということです。 

 GEは既に 10年以上前に GE Air Craft Engine 社から

GE Aviation 社に会社名を変えており、会社のミッションも、

従来は航空機製造エンジン製造（Craft）でしたが、航空機

を利用する旅客（Aviationカスタマー）をターゲットにした

運航・保守を含めたソリューションサービスまで全てを担う

事業として再定義して約 2倍の売上に成長しています。  

この事業領域拡大に向け、自社で保守要員を持つ大

手エアラインではなく、自社ではメンテナンスできない

LCCをターゲットとして、ファイナンスをし、GECASが航空

機を貸し、運行データ等を得て、燃費や飛行ルートを最適

化するアプリケーションとしてフライトアナリスティクスを開

発して LCCで実地検証しています。昨年の 12月に ANA

もこれを使うことを表明しました。最初は資源のないところ

をターゲットにし、自社の潤沢な資金を使ってデータを得

て、運用・保守を最適化するアプリケーションをつくり、逆

上陸して大手にもサービスを提供しはじめた訳です。ANA

は GEのフライトアナリティクスサービスを利用することで､

年間 3000億円の燃費の内、その 1%＝30億円を節減する

と言っています。 

これはもはやメーカーという領域ではなくデジタル化に

よって運航・保守といったエアラインがいままでやってきた

領域に進出していることにんり、業界の境界を変え、業界

構造そのものを変える事態が起きているということです。最

初に LCCに着目して運用・保守サービスまでやってしまう

という GEの戦略は非常に巧妙であると思います。  

 

メディカル（病院） → ヘルスケア（罹患者中心） 

同様にメディカル分野でも メディカルからヘルスケアに

自社のミッションを再定義しています。 医療機器の製造と

からペイシェントケア（罹患者）全般を受け持つとしていま

す。 これも非常によく考えられていると思います。 

これは病院中心から患者中心の医療連携ネットワークをも

見据えたビジネスモデルであり、明確にアウトカムモデル

に転換すると言っています。例えば医用のＸ線撮像装置

の例を取れば、装置の緊急修理の削減、修理時間の短縮

で実績を上げています。アウトカムベーストアプローチ、顧

客である病院やクリニックにとって成果のあるアプローチを

起点にするとしています。さらに初期の導入コストが廉価

になることもあるでしょう。 

 

アウトカム（お客さまの便益に貢献） 

ＧＥはこうした構想を市場に訴えかけるマーケティングメ

ッセージが非常に上手で「Power  of  1%」という言い方を

しています。さほどのＡＮＡの例もそうですが、年間数千億

円の燃費を Predixを使って 1%削減するという成果（アウト

カム）を提供するということです。それを航空、電力、医療､

鉄道､石油・ガスの領域で出せますと訴えています。ＧＥは

エジソンが創業した企業で、元々は資源から電気をつくり、

運び、そしてエネルギーを利用するというエネルギーチェ

ーンを対象にした企業です。 

石油・ガス・石炭を掘り出し、輸送し、発電して電気に変

え・消費するところまでのエネルギーチェーンを見れば世

界の需要が大まかに 13ビリオントンあって消費が 9.5ビリ

オントンあります。ＧＥは発電・送変電・エネルギー消費に

わたるエネルギーチェーン全体の効率化に貢献できるわ

けで、１％削減するだけでも世界中に大きな貢献ができる

ということです。 

 

事業ポートフォリオの組み換え 

しかも事業領域を絞っています。エネルギー変換機に

フォーカスしていて、回転機・・航空機エンジン・発電用タ

ービン、産業機器のモーターなど、回転機器に着目するこ

とで、回転するものの効率、回転体は摩耗しますので、こ

のメンテナンスや部品交換といった、運転・保守サービス

が必ず必要となるモノ、しかもそれが顧客の製品・システ
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ム・プラント等の最も重要な機械であるモノに事業を絞り込

んでいます。それを実行するために金融やノンコア事業を

縮小させてポートフォリオを組み換え、エネルギー・航空

機エンジンなどをサービス事業側にシフト・強化していま

す 

インダストリアルインターネットコンソーシアム(IIC)でエコ

システムを作ることには日本企業も加入していますが、最

近は中国企業がどんどん増えています。 

そして組織改編改変しデジタルデジタル化を進めてお

ります。昨年 GE ソフトウェアから GEデジタルに組み替え

を行いました。従業員3万人でソフトの売上げが6000億円、

3年間で 3倍の 1兆 8000億円にするとしています。 しか

も GE全体でデジタルトランスフォーメーション戦略をつくり、

各カンパニーにデジタル化を推進する担当役員（Chief 

Digital officer）を置き、ガバナンスを効かせています 

 

◕ 新しい姿は Digital industrial company  

2016年のアニュアルレポートの表紙はデジタルツインの

絵です もうそうした時代になってきているということで、そ

れぐらい早いスピードです。 

GEの最近 M＆A 及び技術提携の動向を見ていくと、

GEが目指している姿が見えてきます。 

一つ目はオペレーションサービス事業への事業構造転

換を図ることで、例えば、石油・ガス事業では、ベーカーヒ

ューズと新会社を作り石油・ガス事業の統合を図り、7,700

億円を投資します。 いままでGEが手がけているのはポン

プやコンプレッサーなど石油・ガスの掘削生産現場で使わ

れる機器の製造販売です。一方、ベーカーヒューズは掘

削生産作業を支援するサービス分野が重要領域です。こ

の２つを統合する新会社を設立することによって、GE は

機器製造からサービスまで包括的に石油・ガス関連ビジネ

スを手がけるモデルを構築できるようになります。そこに

IoT 技術を適用し、とくに機器の運用・保守段階で、IoTを

活用した効率的な掘削生産方法を石油会社に提供して

いくとのことです。 

二つ目は、東京電力の火力発電所の効率運転を行うた

め、IoTで運転監視を行い火力発電の効率を上げ、コスト

競争力を高めようとしています。発電所の機器をネットに

つなぎ、 IoTで監視し異常の検知や休止期間の短縮を図

ります。ここで注目すべきことは新しいシステムは GE以外

の設備機器でも使えるということであり、新しいシステムを

通じて保守のタイミングを最適化できることです。 

三つ目は水を売り石油を買うというテーマ、水処理事業

を売却し、石油・ガス事業は解析技術を活かせる分野であ

ると考え、従来のエネルギー産業のオペレーション・保守

に入り込もうということです。これにより機器を納めるメーカ

ーと、機器を使うサービス会社との境界を超えて一緒にな

って産業構造を変えようとしています。 

重電メーカーの主戦場はデジタル空間に広がりつつあ

り、設備コストから運用コストの競争に、メーカーとユーザ

ーの垣根を超えた事業にと変わっていこうとしています。 

 

 （出典 講義ｐｐｔ より掲載） 

このように GEのインダストリアルインターネットにおける

プラットフォームリーダーシップ戦略を整理すると、産業分

野のデジタル化の覇権確立をめざすため、従来の産業用

機器・製品をデジタル化・スマート化するだけでなく、IoT

基盤として Predixを開発・提供し、その上にインダストリア

ルインターネット構想で世界観を広げ、さらにインダストリ

アルインターネットコンソーシアム(IIC)などで、エコシステ

ムへの参加者を拡げようとしています。 

また自社製品のデジタル化・事業のデジタル化を進め

ることを強烈なガバナンスで行っています。ＧＥデジタルの

設立と、そこに各カンパニーのソフトウェアの技術者を集

約することによって、デジタル化を事業全体に浸透させよ

うとしています。また自社で足りないところは、デジタル関

連企業、ＡＩ、基幹システム企業などに次々と買収を仕掛

けて、着々とデジタル化企業としてのケイパビリティを獲得

しています。 

また事業領域をサービスビジネス化の方向に拡大して

アウトカム方向へシフトしており、東京電力との発電効率化

やベーカー・ヒューズとの事業統合にみられるように顧客と

提携してオペレーション＆メンテナンス(O&M)事業を拡大

しています。 

 

 

◕Ｓｉｅｍｅｎｓ 
◕ 事業領域の転換 

シーメンスはドイツを代表する重工業会社です。2014年

に､新たな時代に向けた中長期戦略「Vision 2020」を打ち

出しました。 Vision2020は、シーメンスの事業領域を「電

化」「自動化」「デジタル化の３つにフォーカスして新たな

成長をめざすというものです。 

1つ目の「電化」は発電から送電網・配電・スマートグリッ

ド、エネルギー消費 に至るところまでをやっていますが、

ここの成長率は年 2～3パーセント の成長と見込んでいる

安定事業基盤です。  

2つ目の「自動化」は、シーメンスが強いファクトリーオー

トメーション(FA)事業です。FA事業では､PLC等の FA機

器、PLMや MES といったシステムなどのラインアップを揃

えて、製造業の自動化ニーズにワンストップで 対応できる

能力を持っています。先ずこの 2つの領域をきっちり守り、

そして 3つ目の、成長率が最も大きい「デジタル化」に大き



- 12 - 

 

く投資をしようとしています。電化・自動化の強みをデジタ

ル化でさらに強化していくということで、「電化」・「自動化」・

「デジタル化」の 3つの領域に技術的な専門性や資本など

リソースをそこに集中させて 2020年に向けた成長をめざし

ています。  

 

◕ 事業ポートフォリオの組み換え 

シーメンスも GE と同様に、不採算事業を切り離してポ

ートフォリオの組み換えを行って来ており、現在の事業セ

クターは、 ヘルスケア、インダストリー、 エネルギー、イン

フラストラクチャーの４つに集約して来ています。 

 

特徴的なのは、90年代に一旦、情報通信事業を切り離

しましたが、デジタル化に向けて新たに M&Aやソフトウェ

アエンジニアを獲得することで、いまでは世界 13位のソフ

トウェアのメーカーになっているそうです。 インダストリー

4.0の実現に向けて新たなリソースを獲得しつつあると見

てよいでしょう。 

 

◕ FA機器からデジタルエンタープライズへ  

シーメンスは、インダストリー4.0を見据えて 2007年から 

40 億€を投じて FA機器メーカーから、製造業の顧客の

「デジタルエンタープライズ化」を支える企業へと、その形

を大きく変えつつあります。「デジタルエンタープライズ」と

は、製品デザイン・設計・製造・運用・サービスなどを一気

通貫してデジタルで行えるようにするということです。 

この「デジタルエンタープライズ」を実現するには幾つか

の技術が必要で、サイバーフィジカルシステム（Cyber  

Physical System ）、デジタルツイン、ヴァーチャルとリアル

の統合、そして現場とマネジメントをつなぐことです。特に

シーメンスが得意な工場のＦＡ領域を軸に、製品の設計・

試作・製造というプロセスをつなげる PLMや 3D-CAD、

MES/MoM等をラインアップして、共通して使えるデジタル

エンタプライズプラットフォームを開発しています。 

シーメンスは、ＰＬＭとして Team Centerを持ち、３D-CAD

等でデザイン・デジタルエンジニアリング・プロトタイプをつ

くり、それを製造設計して、製造ラインに落とし込み、自動

的に清掃して行きます。この一連の流れを途切れることな

くデジタルに統合するのがデジタルエンタープライズの姿

であり、一気通貫したＣＰＳということです。 

 

◕ ＭｉｎｄＳｐｈｅｒｅ（マインドスフィア）  

シーメンスは、クラウドをベースにした IoT基盤

「MindSphere」を提供しており、これを製造・産業用のプラ

ットフォームとして打ち出しています。ＧＥのＰｒｅｄdixとは若

干異なっていて、顧客のデータをクラウドに全部集めるの

ではなく、お客さまの所有にして扱うことや、課金形態も、

使用量に応じた支払いでよい「Pay per use」ことなど、

Predix とは少しポジショニングを変えています。このように

して製造業のデジタル化・スマート化を進めています。 

◕エネルギー分野への進出 

今までは製造分野の話ですが、エネルギー分野にも進

出しています。すでに火力のコンバインドサイクル発電所

で、30万装置を接続し、ビッグデータ分析を行い、アセット

をデジタルツイン化していて、その結果プラントの補修期

間が、従来の 44週間から 4週間に短縮できるとのことで

す。 

2016年 1１月に「（地球温暖化対策に関する）パリ協定

の発効」を勝機と捉え、欧州を地盤とする強みを生かして、

エネルギー産業のデジタル化を強化する戦略を発表して

おり、その実現にデジタル技術の活用が必要であると言っ

ています。 

「エネルギーが顧客中心になるほど、デジタル技術を活か

した素早さが必要になる」 

「デジタル技術には何年も前から取り組み、収集したデー

タから価値を生みだせるようになった。コストの削減・運用

の効率化につながっている」 

とコメントしています。 

エネルギー業界では SAPの ERPが欧州では 90%以上

のシェアを持っていますので、その顧客層を取り込むこと、

そしてＥＲＰとうまく連携することでデジタルエンタープライ

ズ化を強力に進めていこうとしています。 

 

◕IoT分野の強化 

また、シーメンスは IoT分野で、自社での技術開発だけ

でなく、IT企業との提携・Ｍ＆Ａ戦略を実行しています。

米国の産業用のシミュレーションソフトウェア会社ＣＤ－ア

ブスコ 5億 7千万ドル（約 1150億円）、半導体の設計会

社メンター・グラフィックス 45億ドル（約 4860億円）などを

次々に買収して、設計からＰＬＭ・製造、CAD、シミュレー

ション等の一連の業務プロセスををすべてデジタル化でき

るケイパビリティを整えています。 

 

 

◕Ｂｏｓｃｈ 
実はインダストリー4.0 をリードしているのはボッシュであ

るとも言われています。ボッシュは工具や自動車部品など

に強みを持つ会社ですが、今までのセンサーなどに加え

て、これから力を入れていくのはソフトウェアとサービスで

あるとし、特に自動車・消費財・産業機器に事業領域を拡

大しようとしています。 

 

◕ デジタル化の進行 と 最適パートナー連携 

ボッシュは電動工具などが有名ですが、IoT 化していく

ためにどんどんデジタル化を進めています。現在 1万 5千

人のＩＴ技術者を擁しており「自社単独でなんでもやるので

はなく、最適なパートナーの組むことが重要である」「ハー

ド・ソフト・サービスの相乗効果をひきだす」とし、製造業の

枠組みを超えたビジネスモデルへの転嫁を図っています。

「最終顧客を巡っての闘いになるだろう」と想定して「IoTに

特化して、満たされていなかった需要を掘り起こす」として

います。 

RAMI4.0 でなぜアセット(物理実体)のすぐ上にインテグ

レーション層がり､アドミニストレーションシェルがあるのかと

いうことですが、ドイツ流の発想であると思いますが、それ

が標準になるということであればインターネット接続機能

（ソフト）の入っていない電動工具は工場では使えないとい

うことにもなりかねず、そうなるとソフトウェア開発力のある

ボッシュの世界ということかもしれません。 
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❏インダストリアルIoTでのプラットフォームリ

ーダーシップ戦略 Intel  CISCO  

これまでは重電メーカーの話が中心でしたが、ＩＴベン

ダの話をします。これは少し色彩が違いプラットフォームリ

ーダーシップ戦略と称して、ＩｎｔｅｌとＣｉｓｃｏの話をします。 

 

◕Ｉｎｔｅｌ 

IoT 化に際して、彼らは明確に、「リファレンスアーキテク

チャ」と「製品のラインアップ」「パートナーエコシステム」の

３つが重要であるとしています。 

1 つ目のリファレンスアーキテクチャですが、Ｉntel は半

導体の会社であってソフトウェアをもっているわけではあり

ませんが、そこがなぜリファレンスアーキテクチャの話をす

るのかですが、IoT の全体アーキテクチャを描くと、だいた

い誰が描いても同じ絵になります。この絵に Intel は

IoT-GW 向けの MPU やデバイス向け MPU、Ｉntel が買収

したソフトウェア会社の製品をはめ込みます。さらにこのリ

ファレンスアーキテクチャに沿って次々と買収をしていま

す。例えば IoT のゲートウェイにＷｉｎｄＲiｖｅｒ（８．８億ドル）

を買い、セキュリティはＭａｃｆｅｅ（７７億ドル）を買い、IoT ア

プリケーションのエコシステムマネジメントのためにシＭａｓ

ｈｅｒｙ（1.8 億ドル）を買収。さらに機械学習や画像処理を

狙ってエッジを強化するためにＦＰＧＡのＡｌｔｅｒａ（１６７億ド

ル）と、自社で足りないところを買収会社の技術や製品を

利用して補っています。 

2つ目の製品ラインアップですが、Ｉntelにはサーバ用の

ハイエンド製品（速度が速い）ものが多いのですが、IoT の

時代に向け、低消費電力プロセッサーでエッジやモノの方

向に行こうとしており、IoT 用の MPU ラインアップを強化し

ています。 

ソフトウェアソフトウェア 

3 つ目のエコシステムづくりでは、色々なコンソーシアム

になぜかでＩntel がいつも顔を出しています。ＩＩＣやＯＩＣな

どです。 

（ＩＩＣ  Industrial Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｃｏｎｓｏｒｔｉｍ）  

（ＯＩＣ Ｏｐｅｎ Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ Ｃｏｎｓｏｒｔｉｍ） 

これは仮説ですが、インテルは、まず自社のコア製品の

強化をします。 

特にXeonなどです。そこにＦＰＧＡのAlteraを入れて機械

学習などに必要なコンピューティングパワーを手にしてい

ます。そして自社の事業領域を拡大するところで、エッジ

用のＯＳやセキュリティ製品のベンダを買収しています。 

さらにエコシステムを形成するためにリファレンスアーキ

テクチャを描いて、そのアーキテクチャに沿ってデバイス・

エッジ・クラウドアプリを組み合わせ、補完製品事業者のエ

コシステムへの参加を促すわけです。このエコシステムを

さらに強化するために IICやＯＩＣの場を、パートナービジ

ネスの展開や標準化の検討の場にしています。

 

 （出典 講義ｐｐｔ より掲載） 

これはパソコンでの成功モデルとも同じなのです。パソ

コンはＭＰＵだけをやっていたのですが、これをどんどん

性能向上していくと同時に、チップセットとマザーボードに

事業範囲を拡げ、さらに標準のアーキテクチャとして PCI

アーキテクチャとＵＳＢを決めて、補完事業者にＰＣＩデバ

イスやＵＳＢデバイスを作らせるわけです。 

エコシステムを拡大するために「インテルインサイド」とい

うキャンペーンを行ったり、用途開拓をして高性能なＭＰＵ

を使わざるを得ないようなに仕組みにしていきます。いわ

ばパソコンでの成功モデルを IoT に適用しつつあると言え

ます。 

 

◕ＣＩＳＣＯ 
◕ フォグ Fog 

ＣＩＳＣＯも通信機器での成功モデルを IoT の世界に入

れつつあると思われます。ＣＩＳＣＯの IoTに対するビジョン

は、従来インターネットで使われてきたオープンなＩＰのネ

ットワークの範囲を広げ、制御システムなどで各社が独自

の通信手順を使ってきたプロプライエタリなネットワーク（ク

ローズなネットワークシステム、さまざまなプロトコルが混在

しているシステム）の領域に拡大しようとしています。その

ため、ＩＰネットワークとプロプライエタリなネットワークとの結

節点のところをＦｏｇと名付け、ノンＩＰネットワークとＩＰネット

ワークを接続、そして徐々にプロプライエトリな領域をなく

してスタンダードＩＰに収容して行こうとしています。 

もうひとつ、従来はデバイス、エッジ、クラウドという階層

構造でしたが、このエッジとクラウドの間にＦｏｇというレイヤ

を設け、このFogどうしをつなぎ、いままでは通信事業者が

現場とデータセンターをつなぐ「垂直型」のネットワークが

主でしたが、その構造を変えてＦｏｇ to Fogの「水平型」で

つなぐようにして行き、この新しい世界のイニシアティブを

握るようなイメージです。  

ＣＩＳＣＯが描いている IoT リファレンスモデル・アーキテ

クチャは、その中に「Ｆｏｇ」を活かせる「エッジコンピューテ

ィング層」を設けて、リアルタイムでデータ処理しようとして

います。彼らの言葉で、「Ｄａｔｅ at Reat (蓄積されたデー

タ)」はクラウド等に蓄積されたデータの塊ですが、これに

対し「Ｄａｔｅ in Motion(流れるデータ)」は、デバイス・エッ

ジなど現場で発生するデータで、この処理はリアルタイム
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にエッジやＦｏｇでなければできませんということです。 

◕フォグコンピューティング IoT製品のラインアップ 

 ＣＩＳＣＯの事業領域であるネットワーク分野で IoT ビジネ

スを創出・拡大するために新たなネットワークインフラのコ

ンセプト「フォグコンピューティング」を提唱しています。IoT

で得られる膨大なデータをクラウドで処理するよりも、デバ

イストとクラウドの間にフォグレイヤを置いて、そこで処理し

た方が通信コストも安く、高速に処理できますというわけで

す。上手な考え方です。 

 フォグアーキテクチャはオープンとクローズをうまく使い

分けています。Ｆｏｇ層には、ネットワークのコントロールを

行うＣＩＳＣＯ独自のＩＯＳの仕組みをまず載せています。こ

のＩＯＳはクローズドな仕掛けであって、ＩＯＳ同士でないと

つながりませんが、ルーティングなどには非常に効率的に

できています。さらに同じＦｏｇ層に、オープンなＬｉｎｕｘを

載せることによって、各社のオープンなアプリケーションが

動きますよと、言っています。IOS+Linux＝ＩＯＸです。 

 

◕ IoT製品のラインアップ拡大とパートナーシップ 

もうひとつは、IoT 製品のラインアップを拡充しています。

今まではルータやスイッチですが、産業用スイッチはマル

チプロトコルに対応できるように、さらにその中にセキュリテ

ィ機能を内蔵させ、産業用のネットワーク、製造用のＦＡと

も安全につなげるようにしています。 

工場内で使えるようなワイヤレス通信機器や工場内で１

ｍの範囲内で位置を特定できるような製品も出し始めてい

ます。CISCO がねらっている次の成長分野は、産業用で

あり現場であると考えられます。 

また IoTパートナーエコシステムを構成しており、日本企業

もこれに参加しています。 

 さらにＣＩＳＣＯは、IoT だけではなくＩｏＥ（Ｉｏ Ｅｖｅｒｙｒｈｉｎ

ｇ）というコンセプトを打ち出しており、IoE は、「モノだけで

なく、すべての人も情報もシステムもすべてつなげてデジ

タルトランスフォーメーションを実現しましょう」とソフトウェア

ソフトウェア言っています。 

この動きは既にわが国の産業にも入って来ていて、ファ

ナックは、ＦＩＥＬＤ（ＦＡＮＵＣ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ Ｅｄｇｅ Ｌｉｎｋ 

Ｄｒｉｖｅ Ｓｙｓｔｅｍ）という仕組みで、ロボットや工作機械メー

カーが等しく使えるようなプラットフォームをつくっています。

これはＣＩＳＣＯがサポートしています。 

さらにヤマザキマザックとも提携していて、工作機械をネ

ットワークに接続するしかけを CISCOが提供しています。 

 

CＩＳＣＯの、IoT におけるプラットフォームリーダーシップ戦

略を仮説も交えてまとめます。 

 

  （出典 講義ｐｐｔ より掲載） 

従来の事業領域は、ルータ・スイッチ・ＰＣサーバ（ＵＣ

Ｓ）などでしたが、まず製品ラインアップの拡大として、産業

用スイッチ・Fogルータ等に拡大しています。 

そして、IoT アーキテクチャを策定して、その中に新しい

概念である「Fog」層を入れ、リアルタイム処理の領域に大

きく踏み出して行こうとしています。さらにエコシステム作り

を手掛けており、例えば「Open Fog Consortium」などで、

各社と共同で Fog コンピューティングの標準アーキテクチ

ャや接続インタフェースの標準化などを進めています。 

また「IoE」という新しい世界観で、IoT 自体をもっと広げる

ためのマーケットメッセージを発信し続けています。 

CISCOも、IntelのPCと同様に、ネットワーク機器での成

功体験を産業用 IoT の領域でやろうとしていると思われま

す。 

 

❏欧米各社の IoT・プラットフォーム戦略をま

とめると 
 各社のインダストリアル IoT の戦略はそれぞれ行うことが

違うように見えます。例えば IT 関連の各社 IBM や SAP と

intel・CISCO・Microsoft・ARM では明らかに注力するレイ

ヤの領域が違います（下図参照） 

 

 

 （出典 講義ｐｐｔ より掲載） 
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Ｉntel・CISCO・Microsoft・ARM はいわゆるレイヤマスターと

して自社が得意なレイヤを強化しているのと同時に新たな

レイヤへの進出と新規開拓を図っています。Intel はサー

バサイドが強いのでエッジ側に行こうとか、CISCO もデー

タセンタの中のネットワークは強いので、次は Fogのレイヤ

に進出しよう、ARM もスマートフォン用の MPU をやってき

たので、次は産業用に進出しようといった具合に、各社と

もインダストリアル IoT のマーケットに向けて着々と戦略を

つくり、自社の新しいポジションを作ろうとしています。 

Microsoft もオフィス用パソコンではガリバーですが産業用

ではさほどでもなかったと思いますが、ウインドウズ１０-IoT

なるモジュールを出して、クラウドAzurreと簡単につながる

ようにしています。 

 IBMやSAPは下位レイヤ-には進出せず、自社の強みで

ある基幹システム・ERP の強みを生かしてクラウドエコシス

テムでクラウド上でのパートナーをつくり補強しながら、AI

で新たなブランド創りをめざしています。 

これらに対し、重電メーカーである GE と Siemensは揃って

自社の産業機器の価値を高めるインダストリアル IoT を立

上げて来ていて、いま外販に乗り出しています。いままで

見て来たように GEの Predixも SiemensのMindsphereも、

IoTのプラットフォームであり、産業のオペレーティングシス

テムであると打ち出してきており、この基盤上に産業機器

のデータを集めて、エコシステムに参加する各社のさまざ

まなアプリケーションが使えるようになるという Apple や

Google がやってきたことをやろうとしているわけです。こう

なるとデータが非常に大事になるので、データの利用権を

うまく握ろうとしています。そしてアナリティクスに力を注ぎ

相乗効果で価値の増大をめざしているように見えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❏IoT は既存の業界の枠組みを超えた競争へ     

 

❏IoT時代の製造業  マイケル・ポーター 
Smart Connected Products「IoT時代の製造業」 

 

 （出典 講義ｐｐｔ より掲載） 

マイケル・ポーター先生は、その著「Smart Connected 

Products」を使うことで、「製品自体が発するデータを新し

い経営資源として活用する」という今までになかったことが

できるようになってきたと言っています。 
この Smart Coneccted Products をうまく使ったビジネス

モデルの進化がもう始まっていて、製品をスマートにし、ネ

ットにつなぐこと（コネクテッド）で、最初は遠隔モニタリング

や遠隔でのメンテナンスですが、さらに進化するとスマート

な製品を核とした様々な情報サービスが生まれ、さらにそ

れが「場」に進化し、他社や異業種のサービスをも呼び込

んできて、顧客から見るとフルサービスになっていくという

進化の流れです。 

2016 年の World  Economic Form の資料ですが、

Smart Connected Products の発展段階を観ると「スマート

コネクテッドプロダクツ」（キャタピラーやミシェランがここに

該当します）から、さらに進化したアウトカムベースドサービ

スに該当する企業としてジョンディア（John Deere）という農

業機械メーカーがあります。 

これら先進企業は、すでに製品の製造販売の枠を超

え、顧客向けの、他社・異業種のサービスまで含めたワ

ンストップフルサービス等に進化しており、そういう意味

では、すでに製造業どうしの競争というよりも、業界の境

目を超えた世界に進出していると言えます。 

 

❏農業機械からエコシステムへ 

ビジネスモデル変革 John Deer  
 ジョンディア社の歴史は 175 年前に遡ります。最初は鋤

や鍬から始まり、トラクターなどの農機を作ってきた企業で

す。このトラクター等の農機にインテリジェントなセンサー

や GPS を着け、スマート化していきます。土壌センサーと

GPS を使って、土壌や作物の生育状況のデータを収集し

て、農地ごとの土壌の状態、生育状況が居ながらにしてわ

かるので、農場の全域を見回る必要もなく、施肥等が必要

な範囲も特定でき、効率が上がります。さらに天候・雨量、

施肥等と作物の生育状況の相関関係を分析することによ

って、農作物の生産量を最大化するという新たな価値を生

み出しています。 

 もはや農機の範疇を越えて農家向けの情報サービス全

４、欧米企業が仕掛けるデジタル化というゲー

ムチェンジにどう向き合うか？  

❏IoTは既存業界の枠組みを越えた 

競争へ 

❏農業機械からエコシステムへ 

ビジネスモデル変革 John Deer          

❏欧米企業が仕掛けるゲームチェンジ」 
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部を手掛ける「場」を提供するように進化しており、この

「場」にエコシステムをつくり、肥料・農薬や農家向けファイ

ナンス・ローンなどの異業種パートナーを呼び込むといっ

た「農家向け総合情報マーケットプレース」に発展していま

す。 

なぜ John Deer社がこのような「農家向けサービス事業」

に舵を切ったかと言うと、中国やブラジルから低価格の農

機が流入すると農機の製造・販売だけでは立ちいかなくな

るのではという危機感にありました。そして農家に農機を販

売するのが John Deer 社の価値ではなく、本来の価値は

「農家の生産性向上に貢献すること」と再定義しました。こ

れは GE Aviationやヘルスケアと同様の考え方です。 

 

❏欧米企業が仕掛けるゲームチェンジ 
 いままでお伝えしてきたことを産業構造全体に広げてみ

ると、欧米企業はデジタル化というパラダイムシフトを利用

して、従来の業種の境目を超えるゲームチェンジを図って

いるように見えます。先ほどの GEや SIEMENSの例を見る

と、１つは、単体のモノからつながるネットワークやシステム

の全体の「系」に事業領域を広げて行こうとしています。2

つは、個々のモノの優劣ではなくて「系」の中でつながっ

たモノの「顧客にとっての」使用価値（Outcome）・便益を如

何に出していくかにフォーカスしています。3 つは、機械

化・電化・自動化・デジタル化といった産業革命によって

生じるパラダイムシフトをから第 4 次ソフトウェアをうまく利

用して、変革を仕掛けているように見えます。（＊この「デ

ジタル化」はデジタル化・ソフトウェア化・ネットワーク化を

示します） 

 

 （出典 講義ｐｐｔ より掲載） 

 例えば、航空機・航空エンジンの領域だと、素材(炭素繊

維等)・→コンポネント・パーツ(ジェットエンジン等)→完成

品(航空機)→ネットワーク(航空機群の運航)というように業

界のタテの構造が出来ていましたが先に述べた GE 

Aviation の例だと、ジェットエンジンの製造・販売だけでな

く、GE はエアライン各社の運航事業をフライトアナリティク

スサービスやメンテナンス最適化等でサポートし、

Operation&Maintenance サービスを事業領域に入れてい

ます。 

価値を大まかに見れば「①素材価値」「②パーツの価

値」「③コンポーネントの価値」「④完成品・プラントの価

値」そして「⑤モノの長期使用に伴う使用価値

（Outcome）」になります。 

これを抽象化して価値付けすれば「②＋③一部は

Products Value」、「③+④一部は System Value」、 

「④⑤は Outcome Value」と考えられます。こうして見れば

価値の規模は「④⑤OutcomeValue」の方が大きいわけで

す。 

同様にOil＆Gasを見れば、「ポンプ・コンプレッサ・モー

ター」があって「掘削プラント 精製 油槽」、まとまって「プ

ラント群 油槽船団」「パイプラインでつながる石油 天然

ガス シェール産業」となります。 

このように考えると、GE がなぜ石油掘削サービス会社と

自社の機器製造事業とを事業統合したかという意図が見

えてきます。 

SIEMENS の主事業領域であるインダストリーでは、「工

作機械・ ロボット・検査装置・FA 機器」➢「工場 FA シス

テム」➢「（工場群）」➢「工場群全体の最適化（つながる工

場）・サプライチェーン全体の最適化・・・個別ニーズ対応/

マスカスタマイズの時代の最適地生産も含む」を行ってい

きます。 

メーカーは従来、パーツ・コンポネント、プラントの一部

を担い、エンジニアリング会社やゼネコンがそれらを使う領

域を形成し、さらにエネルギーの電力会社やガス会社とい

ったユーティリティ事業会社があったわけですｇ、デジタル

化によって、「業界の垣根が(一部)取り払われていく」こと

になり、既存の産業構造のあり方が変わって行ってしまう

動きです。 

 

❏「新たな産業革命の時代にどう向き合ってい

くか？」 
さて、ここまで各国・先進各社の動向、デジタル化に向 

けた戦略等を見てきたわけですが、では、我が国の企業、

なかでも製造業の企業は、この「新たな産業革命の時代

にどう向き合っていくか？」を迫られていると言っても過言

ではありません。 

もちろん、各社、各事業で視点は異なるとは思いますが 

デジタル化」「第 4次産業革命」という大きな動きにいかに

立ち向かっていくか、 

＊自社のものづくりをどのようにするか 

＊製品・サービスをいかにするか 

＊（上記を）支える技術開発をどのようにすべきか 

＊組織のあり方、他社との連携（コラボレーション）を新た

な時代にどのようにフィットさせていくか 

＊「デジタル化」で生じる経済価値をどのように自社に取り

込んでいくか    など、 

自社の事業戦略等を見つめ直すべき時期に来たと言えま

す。 

 

❐「第 4次産業革命」は「デジタルエコノミー」

という新たな経済価値を生み出す  
新たな・デジタル化を前提とした事業戦略を描いて行く

上で、各社の戦略にどのように対抗・対応するかということ

だけでなく、実はデジタル化によって「デジタルエコノミー」

という新しい経済価値が生じてきます。この経済価値をい

かに取り込んでいくかを考えていくことが重要です。 

 CISCO による試算では、デジタル化で新たに 14.4 兆ド

ルという新たな経済価値が生まれるとされており、各社とも

これを狙って戦略を立て、実行に移しています。 
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         （出典 講義 pp 資料より掲載） 

 

 

❐新産業革命で生み出される新しいマーケッ

ト、デジタルエコノミーの市場規模 

 
（表記のタイトルに関する諸機関からの報告書が参考とし

て紹介いただきました。その資料を掲載いたします） 

 

 

 （出典 講義ｐｐｔ より掲載） 

 

 

 

 （出典 講義ｐｐｔ より掲載） 

 
         （出典  講義 ppt資料より掲載） 
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今までお話させていただいたように、欧米のメーカーと

日本のメーカーの取組みの違いが明らかにあるように感じ

ます。異論もあるでしょうが、欧米の重電メーカー、GE と

SIEMENS は、まず自社のビジョン決めています。そのビジ

ョンに合わせて事業領域を決め、ポートフォリオを組み替

え、リソースを集中させ、デジタルの力を利用した

Operation & Maintenanceの最適化サービス等に必要なケ

イパビリティを、M&A や提携も含めて獲得し、顧客との事

業統合も含めて当該業界のドミナント化を狙っています。 

AviationであれOil & Gasであれ、従来であれば顧客サ

イドで行っていた業務を取り込んで、垣根を越えていくわ

けです。 

一方、IoTのメジャーの Intel・CISCO・Miｃｒｏｓｏｆｔの戦略

は、自社の収益源となるレイヤを決め、そこは徹底的に強

化し、残りをエコシステムで補完するレイヤマスター型の戦

略です。 

日本の重電メーカー・IT メーカーは、このように尖った

戦略ではなく、多角的または統合的な取り組みになってい

て、広い業種や多角化された事業部制に共通する IoT の

基盤を提供していますが、顧客側の業務まで取り込もうと

か、足りないケイパビリティを徹底的にM&Aしていくほどに

は至っていません。IoT は機器をつなげる手段であって、

新しい時代の覇権を取るための戦略的な武器として用意

しているわけではなさそうです。 

これは日本という成熟した産業構造の事情もあろうと思

いますが、ユーティリティ事業(電力・ガス・社会インフラ等)

の事業会社が相対的に強いため、なかなかGEのような戦

略を描けるようになりません。 

しかしながら少しずつ、ファナックのように自社の IoT基 

盤をつくり各社を呼び込むプラットフォーマー戦略を採る

企業も出始めました。 

  IIoT 基盤に関してですが、GE は Predix を産業用オペ

レーティングシステムと言い、SiemensもMindsphereをオペ

レーティングシステムと言っています。これらはウインドウズ

や IOS､ アンドロイドなどの OS と同様、この基盤上でアプ 

リケーションやプログラムが動いて様々な機能が実現でき 

る基盤にしていこうということで、PredixやMindsphereを産

業用OSと位置付けているのはプラットフォーマーのポジシ

ョンを狙っているからです。このような市場でわが国メーカ

ーが十分な市場支配力を発揮できるのかは議論がわかれ

ると思います。 

もう一点、デジタル化時代に重要なのは、IoT 基盤だけ

でなく、ソフトウェアデータのアクセス権・使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

権を得るということです。GEのように自社アセットで始める 

こともあれば、契約でお客さまのものもデータも捕捉するこ

ともあるでしょう。ここが要になってきます。 

そして、売り方も機能価値から使用価値に変化し、アセ

ット以ってその使用対価を得るモデルを実行していくこと

が主流になってくると、アセットを保有でき、それを顧客に

月額とか年額で使ってもらえるようなキャッシュリッチな企

業が有利になりますわが国の製造業の収益性は欧米の優

良業ほど高くありませんので、環境は厳しいといえます。 

 またわが国製造業の体質として「現場が強い」「三現主

義」と言われますが、これはデジタル化のキー概念である

「Cyber Physical System」は手にとって目に見えることがな

い仮想空間のシミュレーションだったりするので、現場・現

物ではもちろんなく、日本の現場にうまく馴染むのか？とも

感じます。 

 事実、色々なお客さまから、「実績はあるの？」とか「他社

の成功事例を知りたい」、「利用するシーンがイメージでき

ない」「具体的な ROI が見えない」など、先例主義の悪弊

が出ていて、これではどんどん遅れてしまいかねません。

正直大丈夫かなと思います。 

トップには危機感がありますが、現場は動かない。 

日々、これは大変だなと感じています。 

 

 

 

 

 先ず、東芝の事業と体制です。あくまで参考にして下さ

い。 

1 つ目は､低炭素社会の実現をめざすエネルギー事業

です。エネルギー事業は創業時からの事業で、発電・送

配電・蓄電、自然エネルギーなど。現在は水素も行ってい

ます。 

2つ目は、安全・安心で信頼できる社会の実現に向けて、

社会インフラ事業です。ビル設備(エレベーター、受変電、

照明、電源装置など)、社会インフラ(上下水道やプラント

設備、道路、防災、自動化システム（新幹線のゲート）、航

空管制など)、産業機器領域(車載用蓄電池、産業用モー

ター（シェア 1 位）)などです。多種多様な製品を製造して

います。 

3 つ目が半導体・電子部品で、とくにいまは自動走行の

実現に向けた SystemLSI事業、車載半導体、ストレージ等

に注力しています。 

そして 4 つ目が、ICT ソリュ-ション事業で、ここで「デジ

タル化」や IIoT・AI等を推進しています。 

私自身は この ICTソリューション社(社内カンパニー)に

属していて、ホリゾンタルな 3 種のエネルギー・社会インフ

ラ・ストレージ事業に関わる、IT・IoTをサポートすること、つ

まり東芝グループのそれぞれの事業ドメインに向けた IoT

   

MOT 研究会 講演録 ２ 
 

東芝の IIoT戦略・IoTへの取組み 

 

 

１、IIoT 先進各社の取組み 

２、東芝グループの取組み 
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の基盤の整備、IoT サービスを提供し、これから先のデジ

タル化の根幹を支えることがミッションです。この組織の中

に現在（2017年 2月）13,400名のメンバーがおり、IoTテク

ノロジーセンターでは BiｇDate の解析・AI/マシンラーニン

グ・セキュリティを担っています。また、組込みのオフショア

の開発、ソフトウェアのエンジニアがグループ全体で 3,000

名おり国内では最大の規模です。それからシステムインテ

グレーション事業を行っています。 

 

 （出典 講義ｐｐｔ より掲載） 

いま起きている「第 4 次産業革命」は、第 1 次は機械化

で蒸気機関 （熱力学）、第 2次は電化で発電・送電・モー

ター （オームの法則）、第 3 次は自動化でコンピュータ制

御になり（ムーアの法則か）、それに対して第 4次は、ソフト

ウェア、ネット、データなどのデジタルの力を活用して、現

実世界とサイバー空間とをつなぎ、予測や最適化を行っ

て行こうというものです。、これは例えば、IoT で収集される

データを元に、一寸先の未来を予測し、起こり得ることを予

め知って手を打つということで、複雑かつ複合的な要因を

捉えて手を打つところにデジタルテクノロジーが活きていく

のだろうと思っています。 

ちょっと先を予測して手を打つことは、今までのテクノロ

ジ－ではやりにくかったわけで、ひと世代前の世代の方々

から観ると「これは魔法か」と思われるようなことが実現でき

るようになっていきます 

 「2001 年宇宙の旅（*）」の原作者、アーサー・C・クラーク

が、「十分に発達した科学技術は魔法と見分けがつかな

い（**）」と語っています。我々はそれを実現させていくの

だろうと考えています。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（*）原題は「2001: A Space Odyssey」 は、アーサー・C・クラークとスタンリ

ー・キューブリックのアイデアをまとめたストーリーに 基いて製作され

た SF映画およびSF小説である。映画版はキューブリックが監督・脚本 

を担当し、1968 年 4 月 6 日にアメリカで公開 

（**）クラークの三法則（SF 作家アーサー・C・クラークが定義した三つの法

則）                                      １、高

名で年配の科学者が可能であると言った場合、その主張    

はほぼ間違いない。また不可能であると言った場合には、そ 

の主張はまず間違っている。 

2、可能性の限界を測る唯一の方法は、不可能であるとされるこ 

とまでやってみることである。                      3、

十分に発達した科学技術は、魔法と見分けがつかない。] 

                            (出典 Wikipedia より) 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

❐東芝の IoTアーキテクチャ「SPINEX」 

東芝は 2016 年 11 月に IoT のコンセプトをリニューアル

しました。 

 
（出典 講義ｐｐｔ より掲載） 

（ビデオ紹介    URL （Ctrl + クリック）

http://www.toshiba.co.jp/IoT/spinex/index_j.htm?_standardpack

=top=0223 

   

 ❐SPINEX（スパインＸ）とは 

SPINEXは東芝の IoTのブランドネームです。これを「ア

ンブレラブランド」として、この大きなアンブレラの中に個々

の商品があるという構成です。名付けた経緯は、お客さま

のビジネスの重要な骨格・「脊椎」として貢献したいというこ

とで「SPINE(脊椎)」とし、「X」はさまざまなお客さまのビジ

ネスがある X であり、そのビジネスを成長させていく 

(Exponential･Expansion)という思いを込めて「SPINEX」と名

付けました。 

 また、脊椎動物が外部環境の変化を知覚（センシング）

し、反射行動(リアルタイムアクション)、時系列的な変化へ

の気づき、過去の経験・知見(ナレッジ)に基づいた情動

(分析とアクション)などを通じて、外部環境の変化に適応し

続けることのアナロジーでもあります。 

IoTだと現場の機器がデータを出し続けますので、その

時系列的な微細な変化を捉えるところや複合要因が複雑

な因果関係で絡まっているものを機械の力を使って因果

関係を見つけて、情報にして組織的な集団知として共有

する。そのようなことを継続して行い外部環境の変化に対

して迅速に手を打てるような仕掛けを SPINEXで提供した

いと思っています。 

 

 （出典 講義ｐｐｔ より掲載） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/SF%E4%BD%9C%E5%AE%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/SF%E4%BD%9C%E5%AE%B6
http://www.toshiba.co.jp/iot/spinex/index_j.htm?_standardpack=top=0223
http://www.toshiba.co.jp/iot/spinex/index_j.htm?_standardpack=top=0223
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❐ モノを熟知した東芝だからできる IoT          

東芝、タービンや発電、送変電機器・鉄道などさまざま 

なモノをつくってきました。エネルギー、社会インフラ、製 

造業などのドメインごとにインダストリアデータは相違しま 

すので、それぞれのデータモデルを用意して、お客様が 

製品の運転データ、保守・故障データなどを経営資源とし 

て活用していくお手伝いをしていきます。それが私共の大 

きなミッションであると思いますし、モノの物理的な特性を 

解らないとキチンとしたデジタルモデルをつくれませんの 

で、モノづくりをずっとやってきた東芝ならではのデジタ 

ル化があると思っています。 

 

・わが国企業のニーズに対応 

エッジ／フォグコンピューティング 

一方、日本のお客様のニーズに合わせて、現場で発生

する大量のデータをリアルタイムに処理できるよう、エッジ/

フォグ層で処理できる環境を提供しています。拠点内で現

場改善や人の気づきに貢献できるような詳細データを現

場で活用できるようにするということです。最近では、セン

シングデータやログだけではなく、画像や音声の認識をし

たり、振動解析をしたり、大量なデータを機械学習していく

必要があり、そこで必要になるのが、リッチな現場・センシ

ングデータをうまく活用する「エッジリッチコンピューティン

グ」です。そのために Open Fog Consortiumにも力を入れ

ており、CISCO や Intel ・ARM のようなエッジサイドのプレ

ーヤーとも連携しています。 

 

・3つを「つなぐ」 

 デバイスを、クラウドを、グローバルなエコシステム 

を「つなぐ」 

デバイスそのものも多種多様で、業界毎・各社毎 

利用しているプロトコルの違いもあります。東芝は、デバイ

ス仮想化の技術を使い「マルチデバイス接続」を実現して

います。またお客様のニーズに応じて、Microsoft・Amazon

など各社のクラウドに接続できる「マルチクラウド接続」テク

ノロジーをもっています。 

グローバルなエコシステムをつなぐということで、例えば

Predix が狙っているグローバルなエコシステム、に参加し

て、東芝の強いアプロケーションを提供することによってエ

コシステムで享受できる価値をお客様に提供していきま

す。 

  

❐SPINEX 5つの特徴                        

①グローバルオープンパートナーシップ 

   すべてを自前ではなく、世界中の良いモノを組み合

わせて提供します 

②シンプル＆クイックスタート 

   いち早く、IoTをスタートできるよう、IoTのオール 

インワンパッケージを提供しています 

③エッジリッチコンピューティング 

   現場のさまざまなデータを活用し､現場での迅速 

な対応、予兆検知・機械学習などを実現 

④「デジタル化」を支える技術・製品群 

   音声認識・画像認識など東芝が 40年以上培って 

きた認識技術・解析技術を活かしています  

⑤日本のお客さまの IoTニーズに対応 

   現場での課題解決、データを拠点内で活用など 

日本のお客様の IoTニーズに適した製品を提供。 

 以下、上記の各項目を解説します。 

 

①グローバルオープンパートナーシップ 

  エッジコンピューティングでは CISCOの Fog、IIoT 

全般・IoT セキュリティでは Intel と、GE とは Predix で提携

しプロジェクトも推進してきました。、ARM はエッジ側のチ

ップとして採用しており、さらにチップレベルのセキュリティ

を含めた IoT領域での連携を深めています。 

そして、OpenFog・IIC(Industrial Internet Consortium)・IVI

（Industrial ValueCchain Initiative）で・IoT実証・標準化な

どを行っています。 

東芝の製品だけではなく、グローバルで良いモノを適材適

所で提供することが基本スタンスです。 

 

②シンプル＆クイックスタート「東芝 IoT スタンダードパッ

ク」 

 いち早く IoTを開始して、デジタル化を進めていた 

だきたいと思っていますので、IoTに必要な、アプリケ 

ーション(デバイス管理・遠隔モニタリング・見える化な 

ど、IoT 基盤、現場のゲートウェイ、ネットワーク回線、そし

てシステム監視などの運用サービスまでを網羅 

したオールインワン型の IoT スタンダードパック」を提 

供している。既にいくつも稼働しており、最も早いケー 

スでは 2 ヶ月かからずにスタートできています。 

 

③エッジリッチコンピューティング 

「エッジリッチ」と称しています。いま、コンピューティ 

ングのトレンドは、クラウドコンピューティングからエッジコン

ピューティングに潮目が変わってきて、さらに進化して近

い将来現場から上がってくるセンシングデータが動画や高

精細な画像になったり、頻度が多くなったり、微細化し大

量に、さらに音や振動が非常にメッシュの細かいアナログ

値として捉えられます。それらをエッジのゲートウェイや拠

点内の Fog などで画像認識や機械学習・知的処理などが

できるようにしていきます。このようなクラウドには送りきれ

ないリッチなデータをエッジで処理させようということです。

ここに東芝の半導体技術や組込みソフトウェア技術を活か

して高度化していこうと考えています。 

 

④「デジタル化」を支える技術・製品群 

「RECAIUS」 リカイ（理解）＋アス（US=人・明日） 

東芝は、「見る・聞く・話す」という、人とコンピュータのイ

ンタフェースを司るメディアデータ、音声・映像などを自動

的にテキスト化・翻訳・要約したり、テキストで蓄積した情報

を音声を合成してわかりやすく伝えたり、画像を認識して

現場で起こっていることを自動的に捉えたりする技術開発

を 1960年代から培っています。 

 これらの技術は、音声技術を使ったコールセンターの自

動応答、つぶやきを活用した現場での保守、その他会議

の自動翻訳、インバウンド同時通訳、多言語サイネージな

どに活用されています。 

  最先端の画像認識・画像処理技術としては、画像認識

システム LSI が自動運転で使われており、高速で画像処

理ができるようになっています。 
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⑤日本のお客さまの IoTニーズに対応 

日本のお客さまの現場の問題解決をめざして、IVI 

活動に積極に協力しており、現在十数名のメンバーを生

産技術センター・R＆D・事業部などから投入しています。

設備管理や予防保全のワーキンググループで使えるプラ

ットフォームを提供して実証行い、今後実用段階に入りま

す。 

そこで使っているプラットフォームが、日本の製造業の 

お客様向けに開発してきた「ものづくり IoT・Meister シリー

ズ」で、データ収集・蓄積・見える化・分析が一気通貫でで

きるようになっています。 

 

以下、東芝における事例を紹介していきます。 

 

 

（出典 講義ｐｐｔ より掲載） 

 

（出典 講義ｐｐｔ より掲載） 

 

（出典 講義ｐｐｔ より掲載） 

 

（出典 講義ｐｐｔ より掲載） 

 

 

（出典 講義ｐｐｔ より掲載） 
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Q)システムなど既に導入しているとのことですが、事業の

採算性はいかがでしょうか。 

A)まだ先行投資がかかる状態で、個々のプロジェクトでは

採算は確保していますが、全体では投資すべきところはま

だあって、事業全体をカバーするまでには至っていません。

日本企業、特に製造業では、全般に実績主義や先例主

義、ROI経営などで思考停止状態と思います。IoTの基盤

をつくるところと O&M のサービスを行うところの 2 面があり

ますが O&M での活用事例はまだ少なく、ビジネスモデル

転換という面では課題であると思います。 

 

Q)当社はプラットフォームを製作していますが、日本のお

客さまはカスタマイズ、個別最適開発が大好きでなかなか

標準パッケージを受け入れてくれません。現場での要望

はいかがでしょうか。 

A)仰る通りで、標準製品（システム）を使って頂こうとします

が、そのまま受け入れられることはまずありません。 とは

いうもの、先ほどの重工業会社の例では比較的うまく導入

されて「先ずはじめてみましょう」というマインドでした。特に

工場を保有し、多種多様な機械設備をつなげたいという

企業は間違いなくカスタムオーダーになります。わが国企

業の特徴です 

 

Q)デジタルツインの話でどの程度まで同じものができてい

るでしょうか。また、どのような方法で実現しているでしょう

か。 

A)デジタルツインという用語は最近一般用語化してきまし

た。GE とシーメンスでは少し違っています。現実世界をい

かに再現するかということいえば、製品をつくっているモノ

づくりのプロセスでは、いわゆる製品構成(BOM)を骨格と

して持ち、部品・コンポーネント・原材料、そして製品として

つくり上げていく時に製造現場で何が起きているかという

事象をつかむことがキーになります。作った時の環境やレ

シピなども重要な情報です。  

一方、製品が使われるシーンでは、使用者の使い方や、

運転データ、故障のデータ、ユニットの交換履歴、外部環

境センサー等を駆使して、そのモノがどのような環境で、ど

のように使われて、これらを分析して、いつメンテナンスが

必要になるのか等を予測できるようなデータ基盤が必要で

す。 

特に、運転フェーズになると、詳細(ディテール)な、生

(ファクト)データが非常に重要になるし、しかもヒストリカル

（経時的）にデータを持っていることが重要でしょう。こうい

ったデータを統合的に格納するのがデジタルツインです。 

さらに、シーメンスは、製品の設計・試作・製造準備等を、

デジタルの世界で全部やってしまおうという考え方で、３

D-CADやAR/VRを駆使し、製造工程で、自動でつくるに

はどうすればよいかまでデジタル上でシミュレーションでき

るものもデジタルツインと言っています。 

 

意見）（視点を変えて見れば）先日、京都大学の山中教授

が出演した番組で iPS 細胞は、ある受精卵が細胞分裂を

して、人間の頭部で言えば目・鼻・耳とかがしかるべき位

置につくように分裂する方向があって、最後の末端の細胞

にDNAを４つ入れると受精卵に近い状態になり、また別の

ものができるとの話でした。先生は「タイムマシンなのだ」と

言っていました。不可逆的な細胞分裂の流れを可逆的に

起こしているという見方からタイムマシンというのかなと聞

いていたのですが、これをひっくり返すと、例えばあるもの

が、いつどこでどう作られたか辿っていけば、要因・原因は

解明できるわけです。今起きていることは、その昔何をもっ

て構成されているか分るわけです。デジタルツインはその

逆なのではとも考えられると思います。 

意見）（補足ですが）ドイツの自動車メーカーの Tier１企業

から受注を受けると、モジュールのこの部分はアウトプット

では公差いくつで詰めたのか、バラツキはどの程度だった、

数値を提出しなければなりません。今仰ったことを常にドイ

ツメーカーは要請してきます。これは T 社とは違う条件で

す。彼らは故障データがあった時は、そのデータを基によ

り速く解析できるようにするために、そのアプローチを知る

ことを条件として出しています。ドイツの自動車メーカーの

条件は厳しいです。B 社からはトルクドライバーの条件でト

ルク値をデータとして付帯して提出するように求められ対

応しています。 

さらに、その工程は誰が作業をしているか、さらにもてる

スキルに至るまで提出するように要請されます。作業者を

変更した・異動したことの記録まで求められ、非常に厳し

い要求です。インダストリー4.0 のはしりかもしれません。こ

れから欧州メーカーと取引をする時にはこうしたこともある

かもしれません。 

A）確かに、製品（製造）は人の力量に依存するところがあ

るわけで、機械ならばある程度のバラツキの中でできます

が、人が造ったらその範囲を越えることもあります。ソフトウ

ェアはもっと大変で、生産性が何万倍も違いますので、ヒ

ューマンエラーもしっかり捕捉する必要があります。それを

徹底的に排除しようとすることが欧米の取り組みでしょう。

日本の現場であれば、企業の財産は現場という認識が強

いと思います。 

司会)そのような要求が出てきたのは ISO９００１であったと

思います 

 

Q)デジタルツインのモデルの中には物理特性も組み込ま

れているのでしょうか。結果に応じて特性も変化すると思

います。それに合わせて変化させることになるのでしょう

か。 

A)その通りです。GEの例では、実際のモノの挙動に合うよ

うに物理モデル自体を「動的に進化」されられるような取り

組みがされています。 

Q)それはロボットであっても同じでしょうか。 

A)どこでどのようなことが起きるのか、故障などの予兆をと

らえるため、デジタルツインに時系列での変化を記録して

おき、例えば減速機のある部位で、微細な振動の変化が

発生し始めて、それが通常とは違う状態にンり始めたら、

いったんマシンを停止するとか、点検するとか。高周波で

振動を計測し、計測位置・や部位で震動が違うなど、ファ

クトはすべて物理的です。それらを時間軸で揃えながらデ

ジタルツインに組み込んでいく必要があります。 

 

Q)IoT の話を伺ってよく理解できました。1990 年代に米国

質 疑 ・意見交換 
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からインタ―ネットが入ってきて日本にもブームが起き、そ

の結果家電業界は大ダメージを受けました。 

そして失われた 20 年が起きたと考えています。今度は産

業界向けに IoTが押し寄せています。GEや CISCO・Intel

が着々とその概念を使いビジネスの枠組みをつくってしま

う訳です。これに対して日本の備えはどうなのでしょうか。

仮に、この流れがわが国にきた時、どのような産業が壊滅

的な打撃を受けるのでしょうか。 

A)欧州・米国の横に日本メーカーを並べて描くと、日立・

富士通・東芝、日本メーカーのイメージは、みんな同じで

す。欧米の波が来た時に、あわてて防波堤をつくっても全

くダメです。同じ土俵で戦っても難しいので、闘うエリアや

闘う方法を決めること、それもできていないのでは？わが

国がずっと抱える大きな課題であると思います。 

なぜかといえば、自社の例で言えば多角化しすぎてい

て、そのすべてを支えるものができないとダメだと言われ、

すると共通的なものをつくらざるを得なくなってしまい、各

社はそれに倣い、先端的なもの・尖ったものに挑戦しにくく

なります。これでは必然的にスピードが鈍ってしまいます。

防護壁や防波堤をつくる論はムダでしょう 

では、どうすればよいかです。選択している事業のひと

つでエコシステムができるのであれば、「それぞれと組んで

しまう」という選択肢もなくはないでしょう。勝てるかは分りま

せんが生きる道としてはあるでしょう。 これまで、インター

ネットやデジタル化、そしてモジュラー化でエレクロニクス

業界は徹底的にやられました。次は自動車であろうと言わ

れています。 

 わが国では、こういった取り組みも、結局、現場サイドに

委ねられることが圧倒的に多いのですが、果たしてそれで

勝てるでしょうか。 

 欧米が、例えば SIEMENS は、3D-CAD、PLM、MES 等

のシステムと、FA 機器、コントロールシステム、そしてデジ

タルツイン等をワンパッケージにしたフルターンキーソリュ

ーションとして提供しています。そうなると新興国で工場を

作りたい企業は、SIEMENS に頼めば、最新のデジタル技

術が入った工場システム・工場設備が丸ごと手に入ってし

まうわけでわが国の現場で営々と培ってきた強みが果たし

て今後も強みとして継続できるのか？となってきます。危

機感のあるセットメーカーの最たるものは自動車産業でし

ょう。 

 

Q)日本市場だけのビジネスを考えたら、米国と組みしてや

ればいいとは思いますが、今の経済レベルから見れば、グ

ローバル市場で収益を上げないと国は持たない状況にあ

ります。優良な企業と組めばグローバルビジネスを闘える

のだろうとも思います。 

中国の人たちが同じことを考えています。中国・インドの

人たちが交渉や外交で攻めてきた時に、大きなインドの市

場やアフリカの市場に対して、わが国は国際競争力がある

のか心配です。 

A）そうは言ってもロボットや機械などは、まだ中国メーカー

には難しいでしょうし、アメリカの製品・設備ですらなかな

かできないところはまだまだあります。一方モジュラー化し

てしまったエレクトロニクスは、もはやどうにもなりませんが、

難しい複雑系のモノづくりは生きる道があるのではと推測

します。デジタル化してデジタルデータになってしまった

時に生き残れるのか否かと考えるとすれば、それは難しい

ことでしょう。しかし生き残らなければなりませんので。皆様

と知恵を出して頑張りましょう。 

 

Q）わが国の先生方にも生産をモジュラー化することを主

張をする方がいます。わが国は外部からコントロールすれ

ばよいという発想です。海外の流れに同調してしまうので

しょうか。あるものを 3 分割してモジュラー化すれば格好は

いいが、当然値段は高くなり、後からコントロールが効いて

利益を得るのはその中心になるセンターです。そうした発

想を打破する考えはありませんか。今日伺った海外メーカ

ーと組めばよしとする考えは気になります。自社だけでは

難しいとみな言いますが日本のメーカーは本当にダメなの

でしょうか。 

A)アーキテクチャが定義され、モジュラー化されてしまい、

それぞれのモジュールが Global スケールで・価格競争に

さらされる・・・というパターンは、エレクトロニクス産業で起

きた(戦略的にそうされた)、日本企業の負けパターンで

す。 

お互いにそうでしょうが、もう少し自社の事業を整理して、

どこが本当の集中領域で、あとは他社と一緒にするといっ

た整理がもう一段必要であるように思います。多角化して

しまっている企業どうしだと、どこかでバッティングし、競争

になってしまうので、日本メーカー同士の連携はなかなか

できにくい環境です。 

 

Q）とこかが御社と組めばうまくいくということはないでしょう

か。先の質問で「投資がなければ・・・」ということがありまし

た。それさえ解消することができて、うまくいく可能性がある

のであれば、そうした発想を活かせないでしょうか。 

A)それはあると思います。各々事情もあるとは思いますが、

共同開発にはなりにくくて、すぐに「わが社のものを使え、

できるだろう」という雰囲気になります。     

日本の産業の多くが構造的に垂直統合型で技術を自社

の中に抱えています。R&D があります、IoT の R&D です、

AI あります、機械学習です、画像認識です、みんな社内

に持っています・・・。それだけの固定費を抱えてしまって

いるがゆえに ROS（Return on Sales）が上がらず、大胆な

投資がやりにくい。もっと整理すべきです。 

 

Q)今のままでは多くの事業を抱え込んで成長が望めない

企業を解体して事業を軸に統合して事業特性を生かした

会社に再編すれば優良会社ができると思います。なぜそ

のような動きができないのでしょうか。 

エンジニアの考えからすれば歯がゆい思いです。 

  

参考）事業構造の改革について少し話します。 

シーメンスの話を取り上げましたが、事業構造を変える

過程で伺って話もしました。うまくいった理由はいくつかあ

ると思います。技術的・経済的イノベーションだけではない

と考えています。 

新興国の新たな仕事が増えました。発電もインフラもでき

ていないし、国に考える人も資力ない。すべてがトータル

サービス化するのでなんでもやるのは一過性であると感じ

ています。シーメンスの各事業本部に事業推進部隊がい

ましたが解体して、プロジェクトマネジャーなど全社の横断
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的な組織にして専門的営業部隊が新興国向けにモノを売

るのではなく、新興国に必要なことを考えて動き出しました。

シーメンスの従来の伝統を変えても実行しました。 

 次に産業は総合性・社会の経済から専門化した経済に

変化するのが常で、企業も総合的に発電・変電・送配電す

る会社とは違い、分業が始まります。 

 産業が成長する過程で、例えば新興国で X 線装置が何

百台ほしいことがあるとします。台数をつくることも考えます

が、その国に健診医療センタセンターと健康のための仕

組みをどうするかを考え営業をするわけです。なにが本当

の競争優位なのか、今の市場・サプライサイドの両者が棲

み分けを考えた方がいい時代もくるかもしれません。仮説

であって変動はあるものだと考えるべきでしょう。 

いちばん難しい問題は、予想がつかない、ナレッジがな

い発展段階にある新興国が大きな需要になっているので

強いのであって、メンテナンス会社・機械を売る会社・情報

サービス会社などの分業した方が効果的な業務ができる

ということは世の常であると考えています。現象であるので

どのように仕事をするかは、変えるのだという問題で、例え

ば、金融問題・ファイナンス問題・リターン問題とすれば全

部事業モデルは違うわけです。しかし、成長・成熟すれば

何年後かには、また統合してしまうかもしれません。 

商業資本主義でここまできた国なので高度資本主義 

国民資本主義的な行動がとれている産業構造に問題があ

ると思います。それをあきらめるのか、変えるのかは簡単で

はないと思うので厳しいとは思います。 

新興国は経済構造も違いますので、先進国も新しい構

造で考える必要があるのではないかと考えます。 

 

Q）後段の事例の紹介ですが、ビジネスとして捉えて利益

が出せるかという視点があると思います。システムの提供

者としての自社の経済効果、一方ユーザーサイド 

の経済効果をどのように理解したらよいのでしょうか。 

ビジネスであれば IoTを導入すれば利益が増えるのでしょ

うか。さらに、究極の製造業における競争原理は優劣がな

くなるように変わってしまうのでしょうか。 

A)先ず、競争の優劣ですが、それはなくならないと思いま

す。ある部分は同質化したり、上位のレイヤを押えられるこ

とによって下位のレイヤがコモデティ化や同じ仕様でつく

らざるを得ないような状態になってしまうこともあるでしょう。

一方、メーカーでコンポーネント・パーツ・素材メーカーが

生き残っているように、例えばモーター専業で徹底してや

っているケースでは生き残る道があります。同じようなもの

をつくり続ける時代の護送船団型の範囲のメーカーでは

生き残れないでしょう。 

 

Q）知財からできるようなことはA社・B社で本質はどこかに

違いがあります。その差は消滅するまでは厳然としてあっ

て、消滅したら IoT や資本などで汎用化されてどこがつく

っても同じことになってしまい、経済的な差を生まなくなる

ことがあるのでしょうか。 

A)今は IoTの基盤は各社ともそれぞれ違っていますが、違

いを言えば、ごく小さな経済的価値の差です。では 10 年

後はどうかと言えば、もはや無価値になってしまえばつくっ

ている意味はありません。多分撤退をして別のエリアでの

闘いになっているでしょう。現在、は基盤同士の闘い、プラ

ットフォーマーとしえの闘いをしている状態です。 

経済価値を生むということに関しては、IoT は手段・道具

であると考えています。お客さまの使用価値、使うことへの

対価として月間いくらで使っていただく方法もあるので、細

かい課金体系でお客さまの納得感に合わせて契約する方

法もあります。やはり経済効果を生み出すための道具のひ

とつが IoTであると思います。 

 

Q)どのような協調関係を創り出すか、競争に生き残ってい

くためにどこに競争優位を見いだすか、長期スパンの課題

として製造業は模索しなければならないという理解でしょう

か。わが国の製造業でも、お話のようなことが起こりつつあ

るわけで、その先がどうなるか経営として考えているのでし

ょうか。 

A)日本でも協調領域・競争領域を切り分けようという発想

は徐々に浸透し始めてきました。が、実際にはまだまだと

いう気もします。こういった戦略的な思考は何度も繰り返し

やってみないとなかなか身につかないので、欧米との差は

大きいと思います。 

 

Q)まだ起こっていないことを予見してどう考えるかということ

を悩みながら決めていかなければならない難しい課題で

す。 

A)GE も SIEMENS も、10 年以上も前からこうした構想を考

えていた訳です。それがいま表面に出てきたわけで、私た

ちもこれからの 10 年後を考えなければなりません。そのた

めにデジタルツインのようにひとつの仮説を立てることです。

デジタル化されたのちでもデジタル化データを押えておく

がゆえに他社では入り込めない領域があり、意義があるわ

けです。 

そのような本質を考えなければならいと強く思います。 

 

（了） 
（文責：特定非営利活動法人技術立脚型経営研究会） 


