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太郎

１、巻頭言
シーメンスの事業構造改革:私論
特定非営利活動法人技術立脚型経営研究会
理事長
許斐 義信

は先進国が１割を超える事業を占有しているが、
その内のいずれかを先進国から業務移転をする
必要がある（世界人口約 75 億人）。つまりグロ
ーバリゼ―ションを支えるに足る付加価値の移
転が巧く経済的に循環していくことが要請され
る。

インフラ投資を求める新興国

現在、世界の経済はグルーバル化が進むのか停
滞するのか、経済基盤の動向がどのような方向に
進めるのかを巡って議論百出の状態であると考
えている。つまり経済的に先進国である欧・米・
日では移民が多い一部の地域を除いて人口増加
は停滞し、これ以上の経済成長は期待できない状
況が広がっている。のみならず、こうした環境下
で先進国に比較して低賃金である新興国に技術
差別の必要性が低い種々の製品の生産機能・拠点
が移転し、先進国においては雇用問題が深刻化す
ることに加えて、経済問題や政治問題を惹起して
いる。そうした先進国において、米国のトランプ
大統領の政治問題に代表される「グローバリズム
の負の領域」が政治的な課題として高まってきて
いるのは疑う余地もない。同様に EU に於いて
も周辺諸国や英国にまで米国的雇用格差問題が
拡大して噴出している。この種の経済的地域格差
の問題は、グローバリズムの負の領域と認識すべ
きか、或は先進国の政治的・経済的未熟さの問題
と捉えるか否か、多くの異論が提起されている。
但し、先進国経済の新興国への移転が、新興国
での雇用機会を増やして労働者に所得を生み出
し、新興国の経済を成長させる基本的要因になっ
ていることは論を待たない。この政治と経済を揺
るがすウネリに付いては別途詳細な分析をした
いと考えているが、新興国で生産機能移転か成立
する必要要件に先ずは確認しておきたい。
⑴ 低賃金で、しかも最低限の質（言語や教育）
を担保できる労働を提供できること。
⑵ 先進国から移転する業務を支えるインフ
ラの整備が整っていること。
⑶ インフラ整備は港湾・空港・運輸・電力・
水・通信そして生活環境・教育等である。
⑷ それには基盤整備の投資資金が必要とな
る。
⑸ 特に投資資金は単に調達できるだけでは
なく、仮に負債であった場合は、移転した
業務に関わる貿易収支で、その償還が保証
される必要がある。
エネルギーなどの特殊要因を除けば、世界経済

インフラ投資の先導者

先進国から新興国へ業務移転を「グローバリゼ
ーション」と呼ぶとした場合、その仕掛けを先導
していくのは誰であろうか。結論を急ぐが、それ
を植民地主義の成果であるということも出来よ
う。伝統的には南米やアジアへの進出が早かった
のはスペインやポルトガルである。そして次いで
英国であり、成功度合いは異なるものの後発で植
民地政策に動いたフランスであろう。植民地運営
に長けた国々では、グローバリゼーションの胎動
に乗り、近年盛んにインフラ投資に執着する国が
目立っている。例えば、フランスでは水処理の
Veolia や電力にも拡大した Gdf-Suez(現社名は
ENGIE)などの成功が際立っている。特にフラン
スが際立っているのは、持ち前のエネルギーは原
子力に大きく傾斜しているため、伝統的化石燃料
をベースとした新興国投資にはドイツの技術に
大きく依然している。EU を経済的に支える独仏
連合の顕著な動きは、遅れた植民地主義の便益を
梃子にして、独仏連合でのインフラ投資に成功し
ていることであろう。
つまり、資金的には英国の金融を取り込んで仕
組みを創り、優れたスキームを提供しているフラ
ンスと、技術的知見に長けたドイツの企業連合の
国際競争力は特に秀でている。この種の世界経済
を見据えたインフラ投資では、英蘭連邦を越える
競争力を発揮している。
ドイツでは通信・半導体に優れたシーメンスで
すら、対米国際競争力でこれらのハイテク分野で
の遅れを察知し、ここ 20 年間で、これらの伝統
的な事業を切りはなし、専らインフラ投資会社と
して成長戦略を採っている。国家という枠組みを
も取り込んでの”シーメンス“の事業構造改革は
見事である。
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ピーラーによる経営努力
と構造改革への判断
さて、本稿の主たる対象であるシーメンスは、
通信機を核にしてコンピュータや半導体を主な
事業としていた。それは伝統的に我が国の富士通
や NEC に近い事業構造であった。しかし我が国
の情報会社は、主要であったメインフレームの存
在が、川下であるパソコンそして上流システムで
あるクラウドの登場で核心技術が置き換わり、情
報システムの機能的位置の変革に追随できない
まま事業的変革を遂げられなかった。所謂「シャ
ッフル・選択されて経営的な価値提供の継続に腐
心」してきたといえる。シーメンスも同様な課題
に直面したわけであるが、特に携帯電話の事業的
成長には後れを取り、海外企業との連携で延命せ
ざるを得なかった。
例えば、携帯電話のオペレーションは英国のボ
ーダフォンに席巻され（ドイツは重電機械会社マ
ンネスマンの子会社マンネスマン・モバイルフン
クが携帯電話のオペレーターだが、英国のボーダ
フォンに買収された）
、信号処理は我が国のパナ
ソニック（シーメンスとの合弁会社）
、ネットワ
ーク制御はフィンランドのノキアとの提携であ
る。コンピュータは我が国の富士通との合弁会社
（FSC Fujitsu Siemens Computer）に移行し、
携帯電話事業（携帯端末製造）も、その後、台湾
資本の BenQ へ事業売却し、半導体 Infineon も
会社分割、上場のよる別会社化で延命してきた。
つまり何とシーメンスは本業であったこれらの
事業の全てを手放したことになる。
この間、労働組合との葛藤や、社員と企業との
契約変更に伴う摩擦など数多くの労務問題を抱
えてきたのであった。
しかし伝統的な事業の国際競争力の毀損から、
本業の抜本的撤退を含む事業構造の変革という
経営的判断に迫られてきたのは、申すまでもない。
この経営判断を肯定した背景に、前記した国際経
済のグローバル化というウネリが押し寄せてい
たことは、想像に難くない。
我が国の伝統的シーメンスと類似の富士通や
NEC が依然として既存業態に固執し、事業構造
改革の決断ができないことと、大きな開きがある。
特にインフラ事業の核を成すと見做されてき
た電力関連事業は、ドイツでは我が国以上に過当
競争であり、当時の儘では膨大な新興国のインフ
ラ事業に対応できる企業力がなかったことが、幸
いしたということもできる。

構造改革の決断
筆者の観察によると、このきっかけを作ったの
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は 1990 年代で、資本の国際化に伴って、いかに企
業の市場価値を再構成するか、という状況に追い込
まれていたが、その時の社長兼ＣＥＯは、ハインリッ
ヒ・フォン・ピーラー（Heinrich von.Pierer）である。
学識経験者でもある同氏は、「トッププログラム」と
「テンポイントプログラム」と呼ぶ２回にわたる経営計
画を策定し、同社の事業構造改革の基軸を作り上
げた。概要は下図を参照して頂き、如何に抜本的に
事業の入替や構造改革を断行したのか、それを確
認することができる。図の右側は我が国の東芝と日
立製作所の事業構造の時間軸に依る変化で、ほぼ
同じ 10 年間の変化を比較してある。
（尚、この仔細な事業構造の変遷は JCTM の CASE、
「Siemens AG」を参照頂きたい。）
図 我が国企業の戦略に問題か

事業構造の詳細は上記の JCTM の MOT ケース
に解説を譲るとして、残った主要経営課題である組
織戦略やインフラ事業の営業に関して付言しておき
たい。
組織戦略は、伝統的事業であった ICT とは異なり、
所謂プロジェクト制度とそこでの顧客へ提供する価
値分析であるが、新興国向けの営業は多分に”独仏
連携“にも依存していたと考える。両国の関係は歴
史的に微妙であるが、EU 形成をベースにその関係
は密であり、また Airbuｓの航空機での連携に象徴さ
れるように、2018 年にはドイツのシーメンスとフランス
のアルストムとが連携を汲み、シンガポールとマレー
シアを横断する高速鉄道の応札にまで継続してい
る。

シーメンス
次の構造改革への挑戦
シーメンスは事業構造改革の過程で、同社の自
動車部品事業であった“VDO”をドイツのタイヤメー
カーのコンチネンタルに売却していたが、インフラ事
業の成功をベースに再度の改革に着手している。
穿った見方だが、インフラ事業の成長は国際競争
上、多くの新興国の台頭から厳しさを増し、製造技
術に競争優位性を保ち市場的にも、技術的にも成
長の可能性のある自動車産業への再度の参入にも
触手を伸ばしていると見ることも出来よう。新たな産
業革命“Industrie4.0”への挑戦が、それであり、本
講演会でのシーメンスのイノベーション戦略の講義
を第 3 者的視点から検証してみたい。
（筆者：許斐義信）
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０、はじめに
シーメンス株式会社の島田です。冒頭に少し世界の環境
を理解する意味で、各国のＧＤＰの趨勢に触れます。過去
20 年間ぐらいの ＧＤＰ をプロットすると、上位の 2 国は中
国とアメリカとなります。特徴をいえば、中国が日本を追い
抜いていることです。実はこの期間中にも ＧＤＰ をずっと
伸ばし続けているのがアメリカです。この要因はデジタル
の力によるものだろうと考えます。
現在は、デジタル化の時代、もしくは ＩｏＴ 化の時代と言
ってよいと思いますが、こうした時代に対応するために、ド
イツはいかにマイスターの力を損なうことなく製造業が成り
立つようにしていくか、真剣に戦略を考えてインダストリー
4.0 を創り出したのです。
思えば、私はドイツに住んでいた折には、あまり心地の
いいことはありませんでした。ドイツ人は１７時になれば帰
宅します。17 時を過ぎて仕事をお願いしても応えてはくれ
ませんし、逆に質問されます。ミーティングで結論が出てい
なくても、時間が来たら帰ります。「なんて仕事が遅いんだ
ろう。大丈夫なのか」と思いますが、どういうわけか結果が
でています。
例えば、ドイツと日本の自動車業界を比べてみても、ダイ
ムラーの方々はやはり17 時に退社していますし、技術的に
差があるかと言えば、ドイツ車が劣っているわけではありま
せん。なぜこのような差が出るのでしょうか。実態としてどの
ようなことになっているか比べるために表にしてみました。
（左 先進国ＧＤＰ

右 ＧＤＰ÷総労働人口÷平均労働時間）

（出典 講義資料より掲載）
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これは ＧＤＰ を総労働人口で割り、さらに平均労働時間
で割った数字です。すなわち 1 時間当たりどれだけ儲けて
いるか分ります。これで見れば、日本は先進国中で最下位
に近く、かろうじて韓国に勝っているだけです。近年では韓
国もキャッチアップしてきています。
ドイツは同じ１時間で 1.5 倍のお金を稼いでいることにな
ります。ドイツでものを造ってアメリカや中国に勝つために、
ドイツ人は今までより長い時間働くという考えは一切ありま
せん。今までと同様にゆったりと仕事をして、家族との時間
を楽しみ、夏にはたっぷり休暇を取って、いかに中国を迎
え撃つかということです。
そのために、ドイツは何をどうしなければならないのか、
自分たちの会社のみならず、社会全体としてオプティマイ
ズ （最大限活用）していかなければならないかを考えてい
ます。そして不要なものは標準化したり、モジュラー化して
いく必要があるということが、インダストリー4.0 の活動です。
IＴをベースにしていくことは基本として、その最新のＩＴテク
ノロジーを使い、モジュラー化・標準化などで全体の効率を
高めていくことを考えています。
こうした中でドイツに住んでいて、日本人とはなんたるか
ということを感じ、アメリカに住んでいる時にも同じ様に、
様々な場面でいかに自分が日本人であるかということを思
い知らされたわけです。そして考えました。

日本人のひとつの特徴的な強みはこだわりにあると思い
ます。ドイツ人もかなりこだわりの強い傾向があることは事
実ですが、それに比べ日本人は、そんなに細かい処までこ
だわるのかと、心配になるほどです。
特に、ソフトウェアなどの例ですが、日本ではしばしば「カ
スタマイズしますか？」と言います。そこまでしますかと思い
ますが、本来こだわらなくてもよい処まで行き着いてしまえ
ば、無駄の塊になってしまいます。
ある意味、ドイツで大変住みづらい感覚を抱いた要因は、
日本人にとっては、非常に心地よいこだわりが全く受け入
れてもらえないということでした。「標準で我慢しなさい」とい
うことです。
（出典 講義資料より掲載）
しかし、半年もすれば少しずつ慣れてきて「まぁ、こんな
重要と考えるメガトレンドは、次の5 項目です。温暖化・高
もんや」と思うようになります。
齢化・都市化・グローバル化、それに加えて最近注目して
いるのはデジタル化です。我々は発電から配電、それらを
使った効率的なアプリケーションとヘルスケアの事業を展
開しています。それらが大まかに連動化もしくは自動化す
１、シーメンスＡＧ（ドイツ）
る流れを考える上で、デジタル化のＣＡＧＲ（年平均成長率
事業概要
compound average growth rate）は 7～8％が見込まれてい
事業ポートフォーリオ
ますのでサスティナブルに成長するためにはデジタル化
が必須であると考えます。そのために、以前から事業ポート
フォーリオの入替えをやっています。
先ずシーメンスの紹介をします。概ね 10 兆円くらいの売
2000 くらいに一生懸命行ったのは 事業のＢｔｏＢ化です。
上規模で、業容はパワー＆ガス、風力&再生可能エナジー、
一方、 当社の考えにＢｔｏＣは馴染まないということで当該
エナジーマネージメント （スマートグリッド）、ビルテクノロジ
事業はどんどん売却しました。昨今、日本では事業の Ｂto
ー（ビル内の電気系）そして、モビリティー（電車など）です。
Ｂ化が流行っているようですが、今でもドイツに行くと、洗濯
私の所属は、日本におけるデジタルファクトリー事業本部、
機などシーメンスとして販売しています。生産はボッシュに
プロセス＆ドライブ事業本部 で、工場内のモーター類とコ
売却しました。一時期、ボッシュ・シーメンスとして製造して
ントローラー類、そしてケースギア類を担当しています。
いましたが、完全に売却し現在ではシーメンスのブランドだ
けが残っています。それ以外にも、自動車のサプライヤー
の電気系製品製造 シーメンスＶＤＯオートモーティブを、
非常に儲かっている事業でしたが、コンチネンタルに売却
しました。そういう意味で、シーメンスの会社の歴史は、「売
却の歴史」と言っても過言ではありません。また、テレコミュ
ニケーションや携帯電話の事業も売却しました。

（出典 講義資料より掲載）

シーメンスは今年（2017 年）のダボス会議のサスティナビ
リティランキングで、将来にわたり永続性があるという企業と
して評価をいただき 1 位になりました。さほど素早く動きが
取れる会社ではありませんし、どちらかというとゆったりと動
いている会社です。そして、シーメンスの戦略を考える上で
「メガトレンドをおさえた戦略にしよう」と社内でよく言われま
す。メガトレンドとは、10 年後にも皆が同じように考えている
であろう課題をとらえ、先読みして仕事をしていくことを意味
します。

（出典 講義資料より掲載）

その代わり、先ほどのメガトレンドにあったような買収をず
っと続けており、1999 年から考えれば 2010 年段階で約
60％の事業ポートフォーリオを入れ替えました。将来にわ
たって成長していける事業に会社自体をリフォーメーション
6

しています。かつ、そうしたことを儲かっている時期に行い、
追い込まれてやっているわけではありません。
半導体事業なども インフィニオン・テクノロジーズ
（Infineon Technologies AG）として切り離しています。社内で
の議論を聞いていると、そもそも半導体のように、ボラティリ
ティ（volatility＊）の高い事業を持っていることは重電系の
シーメンスには向いていないと言います。経営として決断
ができないでしょうということです。
（＊volatility 金融工学 広義には資産価格の変動の激しさを
表すパラメータ）

現在も、ヘルスケア事業を分社化しようとしています。
これはめざす分野と意思決定のプロセスが馴染まない、
かつヘルスケア事業の今後を考えると、もっとリスクの高
い分野に参入しなければならないかもしれません。
例えば、遺伝子診断や治療領域の分野です。今まで
シーメンスは画像診断の世界で、患者にタッチしないもの
を事業として展開してきましたが、これからはタッチしなけ
ればならないかもしれません。その時に、全体としてリスク
テーキングなディシジョンメイキングができるのか難しいだ
ろうということです。そうした事業は自事業部門の責任で行
うようにすべく分社化します。ちなみにヘルスケア事業は、
利益率が 17～20%であり最も高い事業です。そしてエッジ
自体も伸びております。しかし、その利益が欲しいから会社
の中に事業を留めるという考えはシーメンスにはありませ
ん。

実は、私はそのソフトウェア会社ＵＧＳから入社しました。
2007 年に、突如シーメンスに買収されて、私は日本法人で
2010 年頃そのソフトウェア部門の社長をしておりました。私
の属するデジタルファクトリー事業部門は、 シーメンスの
中心となる最も重要な事業部と言われています。その事業
に関して、買収した会社の人間を起用するのもかなり大胆
な経営判断です。ただ考えていることはよくわかります。ソ
フトウェア会社の考えることと、シーメンスが従来からずっと
やっていることとは根本的に違うわけです。その脱皮を図る
ことに非常に強い意志を持っていることです。今、シーメン
スは世界で 13 番目に大きいソフトウェア会社です。欧州で
はＳＡＰ についで 2番目に大きなソフトウェア会社になって
います。
この買収によって工場の全体を俯瞰する共通言語として
ＲＡＭＩ 4.0（ Reference Architecture Model Industrie 4.0）
があり、インダストリー4.0 の一番底辺（基盤）になります。工
場フィールドのデバイスであるセンサー、それを動かすコ
ントローラー、オペレーターレベルのスキャナーシステム、
そしてその上層のマネジメントのためのＭＥＳ（製造実行シ
ステム）ソフトウェア、それを動かすための 3 次元 ＣＡＤ・ソ
フトウェア、さらに縦に通っているネットワーク、これらの全
ての製品を取揃えているのは世界でシーメンスしかありま
せん。

（出典 講義資料より掲載）

では、この間に資金を使ってシーメンスは何をしている
かということです。インダストリー4.0 の世界に必要であるソ
フトウェアの会社を買収してきました。その端緒は 2000 年
に始まりますが、2007 年以降60 ビリオンユーロ 約7000 億
円の資金を費やして買収を重ねてきました。
2016 年11 月メンター・グラフィックス（Mentor Graphics 電気
系の ＣＡＤ の会社） の買収を発表し、累計では 1 兆円を
超える資金をソフトウェア事業の買収に費やしています。
それは シーメンスＶＤＯ のような 自動車のサプライヤ
ーとしては、約７％とかなり高い利益率を得ている会社を、
株価の最も高い時に売却し、現在のインフラ企業から転換
し、将来自分たちのコアとするデジタル化のためにソフトウ
ェア企業の買収を延々と続けてきました。

（出典 講義資料より掲載）

日本でいえば、この 5 段階レベルのうちの一部のレベル
は日系企業が得意としていますが、その上層レベル製品で
持っている会社はありません。ＭＥＳのようなソフトウェアは
ほとんど各々の会社がつくっています。この上層の会社は
ハイエンドという意味においては日本には存在していませ
ん。ソフトウェア会社として以前は自動車会社自らがつくっ
ていましたが、そうした会社は全てなくなりました。この上層
から下層まで全て統合して、かつネットワークも含めた形で
提供できるのはシーメンスしかありません。こうしたことが、
この十数年にわたって買収とインテグレーションを重ねてき
たシーメンスの戦略の結果です。
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顧客の好みに合わせた製品、マスカスタマイゼーション
といわれる製品です。日本流で「おもてなし製品」というかと
思いますが、この表現は誤りです。「おもてなし」とは、非常
に手をかけ時間をかけて、凝りに凝って提供することで、そ
れではだめです。
安く造る、 コストを下げる、そのためにはモジュラー化し
てレゴブロックのようにマスカスタマイゼーショを実現したい
ということです。
世の中にないものを創ると申し上げました。 また大層
なことを言いだしたと思うかもしれません。100 年前、ジョ
セフ・シュンペーターが「イノベーションの 源泉の一つは
既存の知と、別の既存の知との、新しい組み合わせであ
る」と唱えました。
すなわち、必ずしもゼロから全く新しいものをつくらなく
ても、イノベーションを起こすことは可能であるということで
す。例えば、iphone がそうかもしれません。基礎技術はす
でにあって、それを組み合わせてビジネスモデルを改革し
たのかもしれません。早稲田大学の先生が経営学の観点
から、最近なぜ日本がイノベーションを起こせなくなったか、
という話をしています。これはその先生が描いたチャートで
す。

２、Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅ４．０
Siemens の Vision

（出典 講義資料より掲載）

インダストリー4.0 についてです。インダストリー1.0 は パ
ワード革命と言われております。今まで手で行っていたも
のが電気や蒸気でできるようになりました。
インダストリー2.0 は大量生産 の革命です。事例は 御
存知の通りフォードのＴ型自動車です。この Ｔ 型フォード
はコンフィグレーションが 1 種類、車体の色も黒しかありま
せんでした。全く同じものを大量に造り価格を安くしました。
このようなものでは誰も買いません。
インダストリー3.0 といっているのは、 PＬＣ（＊）の発明で
す。 一つの工場で混流生産ミックスプロダクツと言われる
ように様々なものができるようにしました。
（＊）Programmable Logic Controller 論理演算や順序操作、算術演
算などのプログラム（ここでは、あらかじめ定められている順序
の意味）に従って、逐次制御を行っていくコントローラーのこと。
シーケンサとも呼ばれている。

SＤＰD（Systems Driven Product Development
システム駆動型製品開発）
（出典 講義資料より掲載）

インターネットの時代、 IoＴを活用してインダストリー4.0
の時代を起こそうということです。インダストリー4.0 は
ドイツでものづくりをして、競争力を強化しアメリカ・中国に
勝つことをめざしています。

まず、イノベーション起こす上で、「知の深化」、つまり知
を深めるということが必要で、日本人が得意な領域です。ミ
ニマイズ化したり、改善していくことによって自分
たちの技術・技能を深めていきます。
一方で、「知の探索」も必要です。得意とする特定分野ば
かりやることではなく、さまざまなものを観て、他の方法や
違う方法を探し見つけ出していくことを知の探索と言ってい
ました。そしてどちらかと言うと、今の日本の企業は、知の
深化側に偏っているのではないかということです。
この 2 つは相反します。
イノベーションのジレンマという言い方もされますが、自
分でどんどんよくしてしまうと、 そのやり方にこだわって、
他にもっと簡単な方法があっても、ついつい自分流で行っ
てしまうことです。
双方のバランスをとることが非常に重要です。例を挙げ
れば 、ＡＩは非常に便利です。知を深めていくようなエキス
パートシステムのようなものも大事ですし、一方でビッグデ

競争力の強化
❏市場へより早く
より早く世の中にない製品を 複雑化する要件を満たしつつ
多量に産み出す
❏顧客の好みに合わせた製品を
個人の好みに合わせた 変化の速い市場に 効率的に
おもてなす
❏コストミニマムで提供する
省エネと既存設備の最大活用
（出典 講義資料より抜粋）

では競争力とは何でしょうか。まず、より早く市場にない
ものをつくる。この話はインダストリー4.0 中では当たり前
のことであるとしてあまり語られてはいません。しかしドイ
ツでは非常に重要な項目として捉えられています。
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ータを使って知を探すような探索的なことも重要であると思
います。
シーメンスでは、このためのデータベースの仕組みを用
意して、ＳＤＰＤ（システム ドリブン ディベロップメント プ
ログラム）と呼んでいます。つまり、開発をシステム的に進
めるという手法ですが、特に新しいものではありません。私
は航空機の設計に携わっていましたので、その世界では
当り前のようにやっている内容です。ただし、往時はそれを
紙ベースでやっていました。
元々は 1960 年代に「月に人間を送り込む」と言い出した
大統領がいました。そのようなことは誰もやったことがありま
せんので、実現させるにはどうしたらよいか考えて創られた
フレームワークです。その中から ＦＴＡ（Fault Tree
Analysis） やＦＭＥＡ（Failure Mode and Effects Analysis）
の手法が出てきました。
本物のシステムエンジニアリングとは、それ以前にあった
エンジニアリング のコピーを持ってくるということではありま
せん。ゼロベースで考えて、本来行うことは何で、そのため
に必要な機能はなにか、という形で成り立ちます。機能を実
現させる方法論はいくつもあるわけです。全体を見て、ベス
トミックスを見つけいく仕組みと方法論になります。
最近、自動車業界で、この方法論がもてはやされ、モデ
ルベーストデザインといわれています。ただし、ソフトウェア
に偏重していますので、モデル範囲を非常に狭く捉えてし
まっている面が残念であると思います。要はハードウェアで
もソフトウェアでも構いません。全体を見てバランスを考え
なければなりません。
そのために、本来はシステムエンジニアリング的なエソロ
ジー（Ethnology 生物行動学 比較行動学） を使うことが非
常に大事になります。すなわち、最も大切なことは、俯瞰的
にものを見ること、全体を見て本来何をしなければならない
かを考え、決断をすることです。
私は、インダストリー4.0 はシステムエンジニアリングその
ものであると思っています。最初に申し上げたように自社内
だけを見るのではなく、社会全体を見て、俯瞰して何を改
善すれば、もっと単位時間当りのＧＤＰ を上げられるのだ
ろうか、世の中にはないものを創れるか、どうしたら効率化
できるか、このような考え方で成り立っています。
したがって、インダストリー4.0 で彼らが最初にやったこと
は、リファレンス アーキテクチャ・モデル 4.0（ ＲＡＭＩ
4.0 ）をつくりました。これは詳しい方もいらっしゃるかもし
れませんが、スマートグリッドの ＳＧＡＭ（ Smart Grid
Architecture Model )に酷似しています。ちなみにスマート
グリッドモデルはシーメンスが提唱したモデルです。

（出典 講義資料より 掲載）

上図のように 3 次元構成で、 設計～製造するまでのプロ
セス層、工場内のフィールド～マネージメントまでのアーキ
テクチャー層、それに合わせて どんなものを組み合わせ
るかという視点で、ビジネスビュー・ファンクショナルビュー・
インフォメーションビュー・アッセンブリービュ・コミュニケー
ションビューになります
これを定義にすることによって、インダストリー4.0 は非常
に広い範囲の話をしています。話を聞いているといつも多
種多様な話が出てきて、どんな話・どこの話をしているか分
らくなりますので、RAMI 4.0 のような俯瞰する地図が必要
になります。
例えば、世の中にはたくさんのスタンダードがありますの
で、ＩＥＣ規格（International Electrotechnical Commission）
や ＩＳＯ規格（International Organization for Standardization）
を、この層構造にはめこんでいけば分り易くなります。この
ＩＥＣ規格は の何々は フィールドレイヤーの準備のところ
のこと、それとオペレーション層のインテグレーションのとこ
ろであるとか、3次元で それを当てはめていきます。そうす
ることによって、世の中にスタンダードがあるか否か分りま
す。これを丁寧に拾っていくわけです。
私が大変ショックを受けたのは、ドイツで講演をした時に、
ドイツの中小企業の人たちがＲＡＭＩ 4.0 を持ち出して、
「わが社はこの問題についてこれでやろうとしたかやはりこ
っちにします」というわけです。皆さんがその考え方を理解
していることです。日本の場合には、会社ごとにいろんな企
業言語（方言）がありますので話している内容がさっぱり通
じません。ドイツではシステムエンジニアリングの考えを徹
底的に実践しています。要は全体を俯瞰して自社を考察し
ているわけです。
もうひとつ大切な言葉があります。「Ｓystem of system 」
です。ＪＡＸＡで「はやぶさ」のリーダーをされていた先生が
「システムオブシステムを知っています」と言いました。シス
テムとは何かを定義 すると、サブシステムが集まったもの
がシステム、それをまたシステムオブシステムといいます。
であるならば、それもシステムであって一体なにでしょう。
しかし 明らかな違いがあります。要するに、システムと言
った時には誰かが責任をもって見ることができます。システ
ムオブシステム と言った時には、それを単一でコントロー
ルする人は存在しません。さまざまな人が さまざまな人に
頼りながら、ものを作っています。これがシステムオブシス
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テムの姿であり、インダストリー4.0 は まさに システムオブ
システムです。みんなで決めたルールの中でルールを頼
りながら作業をし、ものを作る効率を大きく高めています。
マップ、即ち俯瞰 できるものがなければ全く分からなくな
ってしまいます。誰かに頼めば全てをコントロールしてくれ
るということではありません。
実は世の中にそうしたものは既に存在しています。最も
有名なものがインターネットです。それを管理している管理
者はいません。分散している中で成り立っているシステム
アーキテクチャです。いろんな人がいろんな場所で様々な
システムを提供して繋ぎ、全体としてインターネットを管理し
ている人は存在しません。 しかもその設計が非常によくで
きていますので、何十年経った今でも問題なく機能してい
ます。ブロックチェーン も似通ったものになります。これが
インダストリー4.0 の本質です。
こうしたことを理解して考えれば、某社が「私どもでインダ
ストリー4.0 できます。やってあげます」と宣伝してもそれは
嘘です。そんな会社はありませんし、シーメンスといえども
できません。お互いにシステム間を連携させていくことが可
能でなければインダストリー4.0 は成り立ちません。
ちなみに、すでにドイツで研究されている例ですが
ドイツ工学アカデミー（acatech Deutsche Akademie der
Technikwissenschaften) が提示しているインダストリー4.0 時代
に必要とされる能力として、第一に書いてあることは「様々
な分野をインテグレートして繋ぐことができる人材」です。
すなわちシステムオブシステムをできる人材です。果たし
て日本でそうした人材の養成や育成をどのくらいやってい
るでしょうか。
先生はインダストリー4.0 を見たときに、「ドイツはそんな
方法で来るのか。衝撃を受けた」と言います。元々日本は
生産する人の能力が非常に高くて、ミニチュア化しどんど
ん良いものを出していきます。もはやドイツではそうした方
法を諦めて、でき合いを買って組み合わせてモジュール化
しハイバリューで販売します。日本はそれに倣いモジュー
ル化して追いつくぞと考えても、そのモジュール化も古い
システムオブシステムにすぎません。
インダストリー4.0 のもう一つの特徴は、ドイツ国家がサポ
ートしていることです 。わが国で、私もＩｏＴ の委員会のア
ドバイザリーボードを務めていますが 、外国企業に勤めて
いる人を呼ぶようになったことはエポックメイキングな出来
事であると考えます。しかし、ドイツと比較すると疑問に思う
こともたくさんあります。

（出典 講義資料より掲載）

例えば、ドイツにおいては上図の中心の二人はドイツの
経済産業省と文部科学省の方です。関係省庁をまたいで
連携して行なっている象徴です。そして構成メンバーを見
ると、労働組合・シーメンスのような大企業・中小企業・ソフト
ウェア会社など産業界の代表、こうした方々が全部集まって
協議しています。このフレームワークの創り方は非常に見
事です。まさに、国家を上げての取り組みと言えます。
日本の現状を申し上げると、経済産業省のある部門が情
報化・ ＩoＴの 推進を掲げて部会を構成し、一方、製造業の
方がロボット推進イニシアティブを構成しています。同じ省
庁で 2 つの組織が ＩｏＴ を推進している状態であり、それ
ぞれの役割についてはあまり正確には定義されていませ
ん。

（出典 講義ｐｐｔより掲載）

チェアマンとして、大臣であるＧａｂｒｉｅｌ氏と文部科学省の
Ｗａｎｋａ氏が全体を管理して ストラテジーコミッティとステア
リングコミッティ、 その下にワーキンググループが５つあり
ます。先ほどのリファレンスアーキテクチャーと国際標準を
取りまとめているところ、そして新たな研究をするリサーチ
アンドイノベーション、セキュリティを担当する部門、リーガ
ルフレームワーク を担当する部門、 ワーカーエデュケー
ションアンドトレーニング、この中では人の問題が最大のボ
トルネックになると思います。やり方が変わっていく中でや
はり人がついてこないと考えられます。こうしたワーキング
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グループの全部を確認しながら前に進むことになっていま
す。

した。その最初の項目がセキュリティで、非常に重要な問題
ですので、欧州では認証に基づいてそのガイドラインがた
くさん出ています。日本の文化とは相容れないものかもし
れません。ここで遅れると、日本が様々なものを輸出すると
きに受入れられない可能性が出ますので大変なリスクにな
ります。ところが RＲＩ（ロボット革命イニシアティブ協議会）
の方々が帰国して経済産業省に報告した折に「セキュリティ
か。セキュリティ課に回そう」との発言がありました。
例えば、工場のセキュリティは何かと言うと、セーフティー
と裏腹の関係になるわけです。ハッキングされた場合に、ロ
ボットが突然動き出して人を殺傷してしまうようなことになっ
た時にどうするのでしょう。もしくは工場内ではプログラムに
パッチを当てることはできません。パッチをあてるとロボット
を再調整しなければならないとか 、流れている仕組みに
何らかの手当をします。本当にできるのでしょうか。
普通の ＩＴ セキュリティではありません。オペレーショナ
ルなさまざまなセキュリティメジャーで ＩＴセキュリティ全体
を見渡して、どうやって安全にプロテクトできますかというこ
とを積み上げていかなければなりません。他人に頼んでワ
ンストップで解決してくれる会社はありません。ある部分は
一方は分かるけれども他は分らないとか、 何をしたいのか、
あるいは何をされたいのかも分っていない状態です。
経済産業省の会議で私は「そんなこと言っていたら駄目
です」と言いました。横断的な仕組みを作らないとデータが
出ていかないのです。もっと言いたいのは、日本の近隣に
セキュリティ意識が最も弱い国があります。彼らは積極的に
やっています。 ＩｏＴはデータを集めて、ものを見たり試し
たりすればさまざまな知見やノウハウが溜っていきます。と
ころがセキュリティに関しては真剣に取り組まない限り、い
つも出発点に戻ってしまい進歩しません。そして社内でや
っています、というもののその目的は分かりません。

（出典 講義ｐｐｔより掲載）

図は 全体のフレームマップです。これは社外も含めて、
工場内から客様に至るまでのプロセスの全体図を示してい
ます。その中で 9 つの領域について先進的な取り組みをし
ようとしています。全体のプロセスを描いて、例えばサプラ
イチェーンを劇的に良くするにはどうしたらいいのか、もの
が足りない場合に危いと思う前にものが届くにはどうしたら
いいか、そのためにはどのようにするか、研究開発を行っ
ています。

❏セキュリティ

❏リーガフレームワーク と
ワークエデュケーション アンド トレーニング
これはシーメンスが提供した資料です。インダストリー4.0
をやっていくために、様々な必要となる能力があります。工
場の人たちが ＩＴ に関して知識がないと話になりません。
しかし、さほど難しいものではありませんので教育していく
必要があります。
（出典 講義ｐｐｔより掲載）

ＩｏＴ・インダストリー4.0 を実行する上で最も重要なことで
す。セキュリティが担保されていないとデータが出てきませ
ん。 例えば日本でＩｏＴを推進したい人、ＩｏＴで何か売りた
い人がたくさんいます。ＩｏＴを使ってください、 データくだ
さい、と言います。何をしたいのか、なぜデータをあなたに
預けるのだろうか。セキュリティがしっかりしていなければ
データは出てきません。
経済産業省の会議である電機会社の方が「この 2 年間 Ｉ
ｏＴ をやりましょうと話をしているが、データを頂けません」
と発言をしていました。セキュリティがしっかりしていなけれ
ばデータが出せないのは当然のことです。ドイツでは一番
初めにセキュリティを取り上げています 。
昨年 4 月にハノーバーメッセで 6 項目について日本とド
イツとで共同研究していきましょう、というメッセージがありま
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では、今企業はどのようなことができるのかといえば、例
えば ＩｏＴ・クラウド・ＡＩなどの話になりますが、一足飛びに
できるというわけではありません。こんなものを使っている、
あんなものもやっている、というレベルです。 そうする前に、
まず自社なりのデジタルデータ基盤を作らなければなりま
せん。
最近、ＡＩ のベンチャー企業の経営者と会いましたが
「大変です」と言います。お客さまが ＡＩ を使ってみたいと
いう要望があるので、その会社に伺うとデータが全く出てい
ません。それでも何とか買ってもらいたいので ＳＩer（シス
テムインテグレーター）のように「データの台帳をつくりまし
ょう」ということをして、やっと ＡＩ につなぎ仕事が始まりま
す。80%ぐらいが普通のＳIer と変わらない仕事をしていま
す。AI の活用までには至っておりません。
（出典 講義ｐｐｔより掲載）
シーメンスではこうしたことを、デジタルエンタープライズ
これをしないと次世代に繋がっていきません。私はこれ
と呼んでおり、様々なソフトウェアを提供しようとしています。
を例えて、ガラパゴス携帯から iphone に変わること、と言
っております。 iphone は使えば利便性を享受できますが、 すなわち 製造現場にデジタルプラットフォームがなけれ
ば先進技術は役に立ちません。何か買ってくればすぐに
使ったことがなければ抵抗感がありますので教育して実証
役立つというわけではありません。
していかなければなりません。
「わが社の IoT 戦略はどうなっているか」と社長に問われ
て、何らかを用意して「これだけお金がかかります」。「なん
でそんなお金がかかるのか」 そんなやり取りをしている段
階は、やるべきことをやってないということです。

３、デジタルエンタープライズ
製造装置設計、メカ、電気、ソフト
コンポーネント製造データ管理
工程設計とシミュレーション
作業指示とトレーサビリティ
継続的品質改善
データアナリシスによる品質改善

（出典 講義ｐｐｔより掲載）

三角形のインダストリー4.0 プラットフォームが、全体のス
テアリングを担っており、それに対してスタンダードカウン
シルを独立させてあり標準化を担います。
そして ＬＮＩ 4.0（LABS NETWORK INDUSTRIE4.0）がさ
まざまな実証を担います。これがインダストリー4.0 の推進
に向けて実行している活動です。彼らは 2011 年ぐらいから
議論を積み重ね、2014 年の発表までにたくさんの準備をし
てきました。以降の 2 年間にわたり非常に精力的な活動を
進めてきました。会社間のコネクションをどうしたら完全にで
きるのか一生懸命取り組んでいます。

デジタルデータの基盤に関して、シーメンスは何をいっ
ているかというと、一つにはＰＬＭ（product lifecycle
management） 、生産の設計やシミュレーションを行うソフト
ウェアです。
そして、生産計画・品質管理・ 製造するようなＭＥＳ（製
造実行システム）やＭＯＭ（製造オペレーション管理）のソ
フトウェアです。実際にシーケンス入出力モニターインバ
ーターを制御するような自動化の製品を一体で活用できれ
ば、今までと違うことができます。現在はこうしたものはバラ
バラになっていますので、ＩＴ の組織的にもつながっては
いません。
設計を抑えているＩＴ と製造を抑えている ＩＴ は別物で
すし、工場内のソフトウェアに関してＩＴ の人は一切関わっ
ていませんので、これを 繋がなければなりません。
これができると、設計が終了したら、5 分後には工場でも
のを作り始めることができます。シーメンスの工場では一部
行なっています。しかし 言うことは簡単ですがやることは
かなり大変です。

（出典 講義ｐｐｔより掲載）
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（出典 講義ｐｐｔより掲載

一部抜粋）

（出典 講義ｐｐｔより掲載 ）
この図はデジタルエンタープライズの全容を示しています。
以下、６項目のコンテンを解説します。各項目の解説に沿って,全体の中での位置付け、その内容をご確認ください。
❏ タイトル で示す項目にはその範囲を図で示してあります。 例） ❏製造装置設計、メカ、電気、ソフト・・・・・・・・・・・・

❏製造装置設計、メカ、電気、ソフト

にものが作ることができるレベルの必要データをつくり込ま
なければなりません。オープンかつ高い精度が要求されま
す。
これはＩｏＴの話です。工場で ＩｏＴ と言えば、工場のモ
ニタリングができると考えますが、それはもはや過去の話で
20 年～30 年前から FA で実行しています。何を今更と思う
かもしれません。それで我々はＩoT ができていると思って
いる節があります。
IoT とは標準品が専用品を置き換えて行くもの、と考え
ています。i モード はスマホです。i モードでできることを
列記していけばスマホと一緒になります。ネットサーフがで
きますし検索もできます。しかし i モードは ドコモ の中に
囲われた専用機です。 iphone のようなフラットな標準品
が出てくると置換えられてしまいます。それが ＩｏＴです。
そう考えると、日本で過去に起きた事象は何十回もありま
した。パソコン ＰＣ９８がありましたが、できることは一緒で

（出典 講義ｐｐｔより掲載 ）

まず、設計データにものづくりが可能になるレベルのデー
タを作り込めていることが必要です。面倒だから、今まで 2
次元でできたから、よいということではなく、しっかりと正確
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す。標準品でＩＢＭ のＩＴ交換機ができたら淘汰されました。
電話交換機では、ルーセントやノキアが世界標準品を創り、
しかも非常に廉価です。品質は昔の方がよいと思います
が、あっと言う間にＩＴテクノロジーで置換えられてしまいま
した。それと同じような考えで標準品を使い、今までと違うよ
うな機能を達成するわけです。
では、ＰＬＭと ＭＥＳの世界を一体化させたいとすれ
ば、シーメンスは何かデータベースを持ってきなさい、とい
うことになりますが、実際にはそんなことにはなりません。実
はその作業は非常に面倒かつ複雑な依存関係にあります
ので、それぞれのユースケースでひとつひとつどこが壁に
なっているか解決していかなくてはなりません。
例えば、全く新しい設備を想定するとこのようになります。
横に描けば次の図のようになります。

これはシーメンスが買収したＵＧＳの 3 次元ＣＡＤです。
かつて私自身が飛行機の製造をやっていた時に、このよう
な性能のＣＡＤがあったらどんなに楽にできただろうと思い
ます。押したり、引張たりする感覚でその形状を簡単に変え
ることができます。寸法を入れて自由自在に形状を変える
ことも可能です。このデータ量は非常に大きくなってくるの
で設計だけではなくて製造にも持ち込もうと考えます。工場
設備は、今まで2次元で描いていましたが3次元にしてシミ
ュレーションできるようにします。こうして標準化ができます
から、登録しておけば工場のレイアウトがあっという間にで
きてしまいます。

（出典 講義ｐｐｔより掲載 ）

一方で工場を動かしているＰＬＣコントローラーです。
固定設計にしてどんな順番につくるかシミュレーションし、 1970 年代に発明されて装置で、シーメンスも発明した企業
つくるための治具や製造装置を設定して、工場のレイアウト
のひとつです。これはインダストリー3.0 でリレーガイドを打
を行い、動かして制御の設計をします。電気配線図ができ
替えただけで、ハードウェアに毛が生えたようなものですが、
て、そのソフトウェアができ、処理をします。これはいろいろ
どんどん統合化してＰＬＣ、入力系、ドライブやモーションの
な人が絡んで別々に作業をしていきます。これをデジタル
高速制御、など同じ環境でできるようにエンジニアリングツ
な環境でほとんど独りの人でできてしまうようにします。
ール、ソフトウェアを開発していきます。
そして 2010 年以降は、ＩｏＴの時代を担うように、ネットワ
ーク、セキュリティ、データ間の診断などを統合したＴＩＡポ
ータル（Totally Integrated Automation:完全統合オートメー
ション）の環境で、工場内のコントロールを設計できるように
なっています。最終バージョンはクラウドでこれを動かすこ
とが可能で、工場をコントロールするようなことも考えていま
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 ）
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では、工場を動かしている 3 次元の世界を一体化させて
しまうこと考えます。これは ＮＸ （ソフトウェア）ですが四角
い箱を右から左へ動かすのは製造装置で設計をしないと
動かすことができません 。実際にものを掴んで右側に動
かすような機構にしたいとすれば、 動作図の線が出ている
のが分かると思います。 それぞれのものが来た時に動くシ
ーケンスです
これはしっかりした ＣＡＤシステムですから、これに物的
特性を入れれば どのくらいのトルクが必要かを計算できま
す。その情報をそのまま使い必要最低限で最も効率の良
いモーターは何か、そのモーターとドライブの情報を入れ
て設計をして、最終的には実際に工場で動かすＰＬＣ ソフ
トウェアを自動で制御します。これはハードウェアインザル
ームです。工場を動かしているものを使いデジタルで工場
をつくる前に確認します。本物のソフトウェアを使っていると
ころがミソです。ですから工場に持って行って調整して、も
う一回工場でシミュレーションをすることが可能になります。
実際にものを作る前に問題がないか確認することができ
ます。これができるとバーチャル工場の外側のフェンスの
設計などもスキャナーを使ってできます。実際にある工場
をスキャナーで写真撮影し、３次元にして先ほどロボットで
定義したものと工場で使う実際のコントローラーを動かして
工場ができる前にすべてを事前に確認してしまうわけで
す。

プロセス設計・ システム設計・パイプライン設計・ベンチ設
計・計測設計 、こうしたものを全てやらなければなりません。
現在はこれらがバラバラになっていますので統合データベ
ースで行います。
プロセス系の方々は 大変涙ぐましい努力をしています。
パイプ設計でバルブの開閉 を変更した場合には、電気図
面に反映させますし、コントロールの図面変更もしなければ
なりません。こうした変更をひとつのデータベースで全てア
ップデートできるようにしています。プロセスインダストリー
ですから、工場のメンテナンス等をする場合にも、実際に
工場に行かなくても、プラント内でどの様な作業をしなけれ
ばならないか事前に確認をすることができます。通常ＯＤ
と言っていますが、工場を組み立てるシーケンスで順番に
どのようなになっているか、このプロセスのスケジュールで
クリティカルパスのありかなど、3 次元の形状でいっしょに確
認することが可能になっています。こうした部分はまだイン
ダストリー4.0 ではありません。

❏コンポーネント製造データ管理

▮プラント系▮

コンポーネント設計 、これは ＣＡＤ と ＣＮＣ の世界の
話です。ＣＡＤ と ＣＮＣには、残念ながらさまざまな問題
があります。ＣＡＭのところでカッターパスという切削部分が
ありますが、ポストプロセッシング、 機械毎に合うように変
換して作動するようにします。G コードはマシンでカットす
るツールをまっすぐ動かしていく司令です。そのコードと機
械との距離を入れていくことによって（機械が初めてできた
ころに導入したのですが）計算のちょっとしたミスでおかし
なことが起こります。
シーメンスではこの変換をなくすように考えています。例
えば、ＣＮＣとシーメンスＮＸですが、同じアルゴリズムで動
かすことによって、数学的には高次元言語・数値の精度に
よって滑らかな形状に加工することができます。これは切削
の歯送速度を色調で表し、青色が出れば切削速度が遅く
なっていることを示します。この時ワークを見れば傷がつい
ています。
なぜこんなことが起きるのかといえば、切削精度の要求
に対して、ＣＡＤデータの精度が低いためフィレットをかけ
（出典 講義ｐｐｔより掲載 ）
たところにギャップがあり正確に削ることができていません。
これはディスクリートインダストリーです。ケミカルのような
こうしたこともシーメンスのマシンで加工すれば、正確に綺
製品を作っているプロセスインダストリーはもっと複雑です。 麗にできます。
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るかはすぐには見えません。「変更したらお金がかかります。
やめられませんか」「それでもやりますか」。こうしたことが双
方向に見えるようにします。

（出典 講義ｐｐｔより掲載 ）

❏工程設計とシミュレーション
（出典 講義ｐｐｔより掲載）

❏作業指示とトレーサビリティ

インダストリー4.0 の時代では、先ず設計してつくる、次
に試作などの工程を全部減少させていきたいわけです。技
術的に細かい話になりますが、工程設計 とシミュレ
ーションです。ここでは設計が終わる前に製造の方法も
決めてしまいます。我々は、リブオブプロセスという考え
方でやろうとしています。リブオブマテリアルは部品表、リ
ブオブプロセスは標準工程、そして工場と設備、これらを
分けて管理して、ものをつくる時に一気に組み合わせた
データ管理の仕組みです。
なぜ分離するのかといえば寿命が違うからです。製品の
寿命は一番短く、工程の寿命は製品の作り方が変わらなけ
れば少し長めです。製造設備はもっと長いかもしれません。
だから、各々をメンテナンスして、合せ込むこと、でしっかり
したものづくりができるか否か、素早く確認することができま
す。
工程を標準化し、見える化することはとても重要です。製
品品質は工程でつくり込まれますので、工程が安定してい
なければよい製品はできません。そのために何が必要に
なるかです。ＲＯＭ管理で設計が終了していない状態でも
工程設計をしようということです。設計変更をすればどこか
の工程に影響がありますし、何を変えたら、どこに影響があ
16

（出典 講義ｐｐｔより掲載）

作業指示とトレーサビリティ。工程設計をして電子製造指
示書のような形でＭＥＳ工場内を動かす仕組みは自動車業
界では ＡＬＣ （Assembly Line Controller） と称していま
すが、 これと設計の情報を直結させるということです。
なぜかと言えば、設計が終わり 5 分後に工場で造るために
は直結していなければできないという考え方です。そのた
めには造りに必要な情報を全部提示して、ＥＲＰサイドから
数量や発注先、送達先などの情報をＭＥＳのレイヤで合体
させます。
これは飛行機業界では非常にわかりやすいことです。
私が飛行機の仕事をしていた時に、月産 5 機量産体制とし
て月間 5 機しか造りませんが 1 機ごとに少しずつ仕様が違
い、ちょっとずつ改良したいということがありました。
しかも、生産数が少なく、製造する作業者が間違えることも
あります。間違えて孔を開けてしまいました。すると私は設
計に呼ばれて「これですか。オーバーサイズにしましょう」と
言って少し大きな孔に変更しファスナーをします。航空機
のつくりはそれらを全てレコーディングしなければなりませ
ん。これは FＡＡ（Federal Aviation Administration アメリカ連
邦航空局）の要求です。
例えば、御巣鷹山に墜落した飛行機は、イタリー空港で
尻もちをついていました。圧力隔壁は飛行機で最も圧力が
かかる部位で、その修理が不十分でした。本来の修復は二
重ファスナーにして、 フェールセーフの形で修理すること
ですが、 それが圧力に耐えきれず、点検期間にも発見で
きずに結果として事故になってしまいました。ところが、そう
したことは全てレコーディングされているので事故後にあっ
という間に分ります。誰がどんな作業をして、誰が指示して、
誰が責任をもってサインをしたか、分ります。それを紙ベー
スでやっていましたが、それはやはり電子データにしなけ
ればなりません。
航空機業界以外でも、そうした取り組みができている会
社が存在します。シーメンスではこうした仕組みをマスプロ
ダクションの世界に取り込んでいます。
当社のアンバーグ工場では、ＰＬＣの 製造で、設計が終
わったら、実際に 5 分後にものをつくれる状態になっていま
す。これを達成するために、仕組みとかインスペクションを
自動的につくれるようにするなど、様々なソフトウェアの技
術が活用されています。1000 種類のシーメンス主力製品を
造り最も儲かっている工場の一つです。
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100 万個の SIMATIC 製品ＰＬＣを毎月製造し、5000 万件
の製造工程情報を毎日収集しています。75%自動化して 12
ｐpm（不良率 100 万個造って 12 個）を維持しています。
1000 種類の製品をデータベースで全部管理して、6 万社の
お客さまに製品を製造しています。
12 ppm に至るまで過去 20 年間毎年 20%ずつ継続して向
上させてきました。最初に始めた時には 300 ppm くらいだ
ったそうです。ではどうやって低減させてきたかということで
すが、一番大きな貢献は 「データ収集とビッグデータに
あり」と言っています。最初の頃には、1 日あたりのデータが
5000 件であったそうですが、さまざまなところの改善すべき
情報収集を重ね、今では 5000 万件になっています。現在
でも年率を 20%向上させる改善を重ねておりシックスシグマ
を達成するまで継続すると言っています。

❏継続的品質改善

その仕組みを示すと図のようになります。

（出典 講義ｐｐｔより掲載）

かなり地味な話でありますが、 ＦＭＥＡを通じてそのデ
ータを収集して、リアルタイムにデータを見ることによって、
どんどん改善をしています。
しかも製造プロセスでまでフィードバックしています。ア
ンパーグ工場のもうひとつの特徴は、世界中から見学者が
訪れ、今まで 30 回以上見学案内をしています。時には 2 週
間あるいは 3 週間に 1 回ドイツに行きましたが、行くたびに
工場が変化しています。元のラインが廃止されたり、新設
ラインがあったり、都度非常にフレキシブルな ライン構成と
なっています。「これだけ見事に整流化されていればでき

るね」と称されますが「いや違います。来るたびにライン変
わっています」と説明します。

（出典 講義ｐｐｔより掲載）

ＡＰＱＰ（Advanced Product Quality Planning の略で「先行
製品品質計画」） 品質計画に則ったものが造れるかまでチ
ェックされますので、プロジェクトマネージメントをきちんと
入れなければなりません。インスペクションプランニングを
し、そのデータをスキャナーで集め、部品のばらつき、悪く
なる傾向、を捕捉しています。 ランニングシステムで、先程
の 12 ppm というデータも瞬間風速の数値ではなく、通年の
数値です。実際には造る際には様々な変化が起こりますが、
それにも対応しています。
インプロセスですから出荷検査もしています。基本的に
はゼロディフェクトです。
さらに、その情報を 実際の製造をするために装置を造
（出典 講義ｐｐｔより掲載）
っている人たち、設計の人たちにフィードバックをしていか
最近、とみに自動車会社が ＦＭＥＡ に厳しくなっており、 なければなりません。これが非常に重要な点です。日本の
自動車メーカーがサプライヤーに対して ＦＭＥＡ を出し
ある会社の人と話をしていて、まさか日本の会社で品質が
なさい、という指導をしています。ドイツ方式ＡＩＧＡ 方式と
こんな状態であるとは思っていなかったのですが「実はそう
ＶＤＡ方式と 違ったりして面倒くさいと言われますので、シ
した問題はありますよ」とのことでした。
ーメンスではどちらの方式でも対応できるようにソフトウェア
日本でマザーラインを造り、チェコスロバキアに移管しま
を用意しています。
す。日本から設備設置の応援にも行き一所懸命立ち上げを
します。そこではフェィリアモードが見つかって対策もして
❏データアナリシスによる品質改善
います。しかし、工場を立上げ、情報も立上がった時点で
終わり 、ＯＫ として次の工場の対策に向かうわけです。こ
うしたことを繰り返していれば、何回やっても同じ現象は起
きます。これはシステム的にいえばフィードバックしにくい
仕組みです。品質の情報は ＥＲＰ・ＭＥＳer になってしまい
ます。製品のオーダーを指示して品質が出ているのかどう
か積み上げていきますので、情報はたくさんあるわけです
が、その情報を本来工場の Ｐ ＦＭＥＡにフィードバックす
るルートはありません。
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我々はハードウェアの存在ですから、工場でＩｏＴと言えば
工場をインターネットで繋ぐことと考えます。しかも、工場は
（出典 講義ｐｐｔより掲載）
特別で独自の存在であると考え、自分たちに都合の良い標
準をつくります。自動車業界の人たちもコネクテッドカーと
IoT とは何か？ どうあるべきか？
称して、自動車とインターネットを繋ごうとしています。自動
オープン クラウド プラットフォーム
車は特別でソフトウェアの環境が違うので、また別の標準を
事例
つくります。ソフトウェア業界の人たちからすれば、「何の違
いがあるのか分らない」と言います。そうした違いが分から
最後にデジタルエンタープライズを支える基盤に触れま
ないまま、ソフトウェア発想でソフトウェア業界・企業が自動
す。ここまで話してやっとＩｏＴにたどり着くのです。ＩｏＴだけ
車をつくろうとするならば、それは大変危険なことです。
を取り上げて語るのはおかしな話です。
ハードウェアには確かに機密がありますので簡単にでき
先ほども申し上げましたが「ＩｏＴとは汎用技術が専用技
るものではありません。だから、そこをいかに吸収してやっ
術に置き換わること」です。
ていくが非常に重要であるとシーメンスでは考えています。
ですから、今でもできているとは思ってはいけません。も
シーメンスではＩｏＴのプラットフォームをつくる時に、工場
し自社でモニタリングしてできていると考えるとすれば、そ
用のプラットフォームをつくろうとは思っていません。極め
れは危険な領域に陥る可能性があります。実際に問題はな
てジェネラルなプラットフォームで、しかもその間にさまざま
いのかもしれませんが、外部の世界では、クラウド上で自社
な思想を織り込んで、風力発電のモニタリング、火力発電
以外のさまざまな情報を捕捉し、あらゆる英知を結集するＩｏ
のモニタリング、電車のモニタリング、工場のモニタリングま
Ｔが進行しています。
で、全部同じような切り口にしています。医療機器の切り口
いってみればクラウド空間に金の延べ棒が転がっているよ
も同じです。そして、そのためのプラットフォームを用意し
うな状態にもなります。
ています。
シーメンスのプラットフォームの特徴は、そもそも工場内
のＰＬＣにおいては世界最大のメーカーであり、コントロー
ラーに 100 万点のデバイスがつながっています。そのデー
タを集めてプロセスにする仕組みは、もう何年もかけて研究
してオープンにし、どんな機器の情報も集められるようにし
ています。セキュリティを担保した形で情報を集めてクラウ
ド上まで持っていき、これにＳＡＰの HANA のようなＩＴ業界
の最新鋭のソフトウェアを組み合わせています。そして、例
えば、振動データなどを扱いやすいように定義して提供し
ています。やはりこの最上層のアプリケーションです。日本
人あるいは製造業の方々はすぐにアプリケーションと言い
出します。それがノウハウであるし知識ですからよいとは思
いますが、そこまで持っていくにも大変な作業で手間がか
かります。
多分、そこまで持っていくのに 8 割、残りは 2 割です。 8
割に資金をかけてもプラットフォームができ上がるだけで回
収する手立てはありません。そして本当に儲けることができ
るのは、自分たちで作ったアプリケーションだけです。デー
タを取るところまではシーメンスが提供しましょう。アプリケ
ーションは皆さんでお好きなように作って下さい。もちろん
シーメンス製もありますし、同時に簡単に作れるように用意
もしています。
シーメンス製であればそのまま装着することができます。
しかし、そうでない場合は 数万円程度の安価なＰＣを組み
合わせ、ＰＣ 経由でマイニングして、必要なデータを転送
するためのプラットフォームを用意しています。これをクラウ
ドのような ウェブで簡単にモニタリングすることができます。
今からドイツにつないで簡単に見ることも可能です。
これからドイツに繋いでみます。これは最も簡単なもので
（出典 講義ｐｐｔより掲載）
エネルギーのモニタリングをしています。それぞれエネル
この図が示すことは、さまざまな業界の壁を越えていま
ギーでどんなピークが起こっているか分ります。 iphone
す。特に、ソフトウェア会社と話をしていると強烈に感じます。
で繋がります。

４、デジタルエンタープライズを
支える基盤
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それを ＯＰＣ ＵＡ に統一して、シーメンスのパソコンを
使ってできるようにし 3 ヶ月で完成しました。30 社以上のフ
ァウンダーがありましたがその方式ならば簡単です。
しかも、セキュリティ上、自分の見せたくないデータは見
せなくていいということで、 そのままで載せても大丈夫で
す。すると IoT の話が進んでいきます。ＩｏＴ化するのに全
部をシーメンスのコントローラーで統一して下さいと言って
いたら進みません。違う機器が存在することを前提にして、
どのように繋ぐかが大事なことです。
一方の PROFINET ですが、工場内はリアルタイムでな
ければなりませんので、リアルタイムもイーサーネットもでき
るというものです。これを使うと工場内の配線が 3 分の１に
（出典 講義ｐｐｔより掲載）
なります。データを収集するためのイーサーネットとコントロ
標準が大事であると話しました。最初にインダストリー4.0
ーラーと繋ぐためのパスとを別々に繋げば工場内は配線
のＲＡＭＩ４．０ にコミュニケーション層ＯＰＣ ＵＡ という層
だらけになってしまいますが、それらをまとめることができ
が書かれています。ＲＡＭＩ4.0 にはＯＰＣ ＵＡ としか書い
ます。
てありませんので大騒ぎになっています。これはマイクロソ
ドイツでは 2004 年ぐらいから、この先はイーサーネット
フトが作ったものであり、その前に ＯＰＣ サーバーがあり、
でできるようにしよう言われ、実際自動車会社では実現でき
ＤＯＳ層があって邪魔になります。
ています。すなわち ＩｏＴ のためのインフラの準備はすで
それを取り除いて直接繋げるようになり、年数が経過して
にできています。この現状は日本と大きく違うところです。
います。マイクロソフト が用意している OＰＣ ＵＡはマイク
日本で同じ取り組みをしようとすれば大きな投資が必要に
ロソフト 製品との相性が非常に良いわけです。オフィスの
なります。イーサーネット化ができていませんので、設備導
世界は マイクロソフト がほとんど独占していますから、そ
入に改めて ＩｏＴ 投資が必要になって現行設備の上に重
こにデータを持上げるには一番いいということになります。
なるようになります。
さらに、意外と先見性があってセキュリティが非常によくでき
この辺りの話は、ドイツに視察に行っても日本企業の
ているということ、ほとんどバージョンアップしないこと、この
方々はあまり強調されませんので知らないまま帰っていま
3 つの要因が我々製造業にとっては非常に都合のいいこと
す。ドイツ側からすれば、日本ではそんな難しさがあるとは
です。これはシーメンスが作ったものですよ、と言うと、 何
思っていませんし、むしろ、日本はハイテクの国だから、さ
でシーメンスがつくったものを使わなくてはならないのか、
すがにイーサーネット化ぐらいはやっているだろうと思って
という人がたくさん出てきてしまいます
います。片や中国ではこうした取り組みをすごい勢いで進
ので、非常に都合が良かったわけです。
めています。
シーメンスが作ったものは ＰＲＯＦＩＮＥＴ、ドイツ自動車
工業会に採用されました。これは工場内をイーサーネット
化するものです。このＰＲＯＦＩＮＥＴを使い、工場内のイー
サーネット化と OPC UA の接続が最も効率的であろうと
我々は考えております。
OPC UA に関して日本でパナソニック と一緒に インプ
リして昨年の 10 月に発表しました。それ以前は ラインのＰ
ＦＣ(Power Factor Correction )チップモニターを作っており、
ＩＣを ボードに乗せていく機械です。ラインを作って ライン
の状態を通信するには ラインディグレーションが必要です
が、以前はいろんな機器、他社の機器がパナソニックの機
器との間に挟まっていて、繋ぐことに随分苦労をしていまし
た。

（出典 講義ｐｐｔより掲載）
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スペインの高速鉄道でパフォーマンス保証契約、つまり
電車が止まらないことを保証するものです。15 分以上遅れ
たら、乗客の皆さんに払い戻しをします。
99.9% 定時運巡航率を達成しました。遅れないならば飛
行機よりも電車の方がいいということになり、60％の人たち
が飛行機から電車に乗り換えました。

（出典 講義ｐｐｔより掲載）

もうひとつ大切なのがセキュリティです。先ほども話した
通り、現状のような認識では日本が立遅れるのは明らかで
すので、経済産業省の方には何度も言っています。
必要なことは、プロテクションの手順を踏んで、何を守っ
ていかなければならないのか、あるいは守らなくても大丈
夫なのか、 しっかりとアセスメントをし、その上で対策をし
ていくことです。シーメンスは そのための機器類に対して
も十分な対策をしています。
アプリケーションに戻りますが、シーメンスも集めたデー
タを使って、アナリティクスのアプリケーションを用意してお
ります。振動計測をするもので、例えば低周波の振動が出
たら、アンバランスやアライメントが狂っているとか分ります。
日本では音で表現するゴトゴトとかガチャガチャという表現
を数値化します。具体的には、アプリケーションを使ってシ
ーメンスが提案した事例があります。

（出典 講義ｐｐｔより掲載）

日本では不要だろうという話はあるかもしれませんが、世
界中で電車が遅れないのは日本だけです。他国は間違い
なくどいつも遅れます。ドイツでは、新幹線も在来線も同じ
線路を走っているので、どこか 1 ヶ所でもネットワークが毀
損すれば遅れます。
今回は高速専用線であるからできたのかもしれません。
日本はこうしたことを達成するために、いかに多くの人が携
わり、大変な努力を傾けています。それをアメリカ人やスペ
イン人が 、さしたる努力をすることなくＩｏＴ の力を借りてで
きる ようになってしまうのです。
ではこうした時代に日本の価値とは何でしょうか。 どこ
で勝負するのですか。 ＩｏＴ で抹消されるかもしれません 。
日本にとっては大変リスクを感じる話だと思います。
最後に、改めて申し上げたいのは、
「製造現場に デジタルプラットフォームが無ければ先進
技術は役立ちません」

（出典 講義ｐｐｔより掲載）
（出典 講義ｐｐｔより掲載）
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巷間、インダストリー4.0 とか ＩｏＴ とか言っておりますが、
何か製品を買ってみようとか、やってみようとかと言う前に、
やらなければならないことはたくさんあるのではないかと思
います。

質疑 意見交換

ご静聴ありがとうございました。
Ｑ）非常に鮮烈な話でした。当社でもＮＸ・治具センターは
工場では使っていますが、シーメンスのような世界には至
っておりません。いったいうちの工場では何が起きている
のだろうという印象です。主に、工場内の話をあるべき姿と
して関心を持って伺いました。工場ラインに流していたもの
を途中で共有したり、協力会社も入っています。工場間の
やりとりとはどのようにしているかお伺いしたいと思います。
それがサービスにも繋がっていく時に、クラウドで繋げば
それは起こるかもしれません。それを使えるようにするには
どうしたらいいかという点もお伺いします
Ａ） 先にクラウドの話からします。シーメンスではまもなく日
本へ導入をしようと思っています。 もちろんドイツに繋いで
も可能ですが、レイテンシー（データ処理に伴う発音の「遅
延」）の問題もありますので、日本のホスト会社をどうするか
など様々な展開方式を検討しております。既に日本企業で
使っている会社もあります。
この仕組みは中小企業の方々にとっては、非常に好都
合であろうと思いますし、同様のプラットフォームを創ろうと
すれば、思う以上に負担も大きく無理かもしれません。 某
会社が試算をしましたら、最低でも 5000 万円から 1 億円ぐ
らいかかるとのことです。さらに立ち上がるまでに 半年間
から 1 年間かかります。
シーメンスのものをそのまま繋ぐ方式であれば、数日のう
ちにデータを見ることができますので、特にドイツに製品を
輸出している会社であれば、当社で対応する方がコスト面
や時間面で有利になるでしょう。
のみならず、大企業の場合には、オンプレイスでやりた
いというところもあります。この場合には シーメンスがホスト
になり、様々な遠隔オプションを用意します。 ソフトウェア
に詳しい方がいれば、使っているコンポーネントはよく分る
と思いますので、 シーメンス に繋げばすぐにでも使うこと
が可能になります。 わが社はクラウドを持っているのでそ
こに入れてくれればよいという場合には、その運営も引受
けます。
もう一つは、ソフトウェアだけを提供するケースです。ソフ
トウェアとデータ無線になります。振動のデータやイベント
データを組み合わせて必要なことを行うには、結構ノウハウ
が必要ですので、それをセットにしてライセンスをご購入い
ただいたら、自ら運用できる方式を採ります。その場合、デ
ータベース ハブは ＡＺＵＲＥ でも可能です。
今後どうするかということはまだ決まっておりませんが
AWCS でなければならないということはありません。日本の
企業とも相談をしております
Ｑ）その情報を開示する時期はいつ頃ですか
Ａ） 4月以降を考えております。もう一つの質問はいろいろ
な機器間でのという質問ですが、本日の話は今すぐにでき
る話しかしていません。先ほどの先進的な検討という話をイ
ンダストリー4.0 でしましたが、その中の一つの項目として
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10 年後にどのようなことをめざしているかと言えば、 現在、
工場はほとんど企業単位でやり取りをしています。会社の
中に製品とマシンがありプロセスがあり、人が介在していま
す。これをインダストリー3.0 時代と定義します。
インダストリー4.0 時代は、工場・会社の壁を越えてやり取
りができるようにしていくことです。それも、ほぼマシン対マ
シンの間で自動的に行うことを研究しています。そのため
にアドミニストレーションシェルというものがあります。インダ
ストリー4.0 の新しいスタンダードになります。それを様々な
プロセスや様々な製造装置にラッピングをして、そこから機
器が相互に通信ができるようにします。
今伺ったケースとは少し違いますが、中小企業の方々が
お客さまから大量の注文を頂いたとします。その時にわが
社ではこなしきれない。しかし、ここで断ったら次の注文は
こないかもしれない。こうした時に、今までは隣の企業や工
場に行って「やってくれませんか」とお願いして相互に融通
をしていました。それがマシンとマシン間の通信だけで可
能になるシステムを考えています。 これは実際に日本のあ
る中小企業で実験を行い、それなりの成果が得られました。
しかし、それは会社間というより、自社の中で様々な製造装
置で変化を吸収して自動的に調整し合うレベルのものです。
このようなことがどんどん整理されて、ユーズステージを積
みあげていくと、最初に申し上げた「社会全体をオプティマ
イズする」ことができるような具体的な方策として検討される
内容です
Ｑ） 製品が溢れたから外部にというパターンもあると思い
ます。社内で複数のお客様の仕事をする時に、マシンの世
界で勝手に移してくれるのはいいのですが、経営の世界で
考えれば、見せたくないものもあって少し違ったマネジメン
トの仕方も考える必要もあるでしょうか。
Ａ）そうしたことに関しても、マシンレベルでやっていこうと
いう考えがあります。この間のセキュリティとして何を見せて
何を見せてはいけないのかと言うことをどのレベルまで分
散化した形でできるかということをギリギリまで整理して検討
しています
Ｑ）違う層をつくってコントロールするのではなくて、マシン
レベルでそこまでやろうと考えているわけですか。
Ａ）そうです。この間にリーガルフレームワークが必要です
が、どんな認証方法をするか、どんなセキュリティ情報をス
トリップする方法を考えますか、ということです。ロケートサ
ービスで既に 10 年以上を費やしています。
Ｑ） それはすごいことですね その時にはマシンの所有
者はだれで、どのような保有の仕方になり、アセットは誰が
もつのでしょうか。
Ａ） もちろんそうした議論も出ます。 場合によってはマシ
ンツールベンダー（提供者）が保有していて、パフォーマン
スを全部保証し会社はバーチャルでアセットを一切持たな
いで結果だけを出すという世界も十分起こり得ます。こうし
た進化の先には、ビジネスモデルも変化をします。 例え
ば、今までもパソコンの世界では、いっぱい起こっていま
す。ファブレスの世界よりももっと先に行ったビジネスモデ
ルが起こる可能性もあります。むしろ起こるでしょう。それは
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シーメンスの中で実現させるというよりも、インダストリー4.0
で議論しています。
もちろんシーメンスもＧＥと関わっていますので、その手
段を考え、ワークを準備しています。ただし、現状ではその
実現レベルまでには至ってはいません。どのようにすれば
できるかについて、ドイツでは研究に研究をずっと重ねて
います。日本はそれを指をくわえて見ている状態です。
Q）かつてのシーメンスは日本の日本電気・富士通と同様に、
通信機から始まり、コンピューターそしてソフトウェアの会社
でした。その過程でリフォーメーションの実行に際して、主
体は誰だったかというと社内の事業部門のトップではなく、
社員の方々が横展開をして、マクロ環境を見ながら営業の
方法も含めて全部変えて新たな事業を取込む動きがありま
した。ここまで次の産業システムに変わる過程で過去のシ
ーメンスの方々に、さほどのナリッジがあるとは思えません
が、今回のお話を伺うと外部の人が入ってきて新しいアー
キテクチャーでこれができるか意見を闘わせて新たなモデ
ルを説いて変ったと思います。
仰るように日本企業も、かつてのシーメンスと同様の状況
にあると思っております。現象対応をしていて次の絵が描
けていません。どのようにしてリフォーメーションを実現でき
たかということです。長期のマクロトレンドを見てということは
分ったわけですが、日本企業がどのようにリフォーメーショ
ンするかというに役立つと思います。
次に、脚本にしてもコントローラーにしてもドイツ内で戦う
コンペティションもあるし、国外でもダッソーの CAD やエク
ストロームとの競争もあり、自社としての競争資源を強化す
る必要があります。その先は中小企業を含めて事業構造・
産業構造を変えようという経済問題があるでしょう。
いくつかの段階で経営的な視点の転換もあると思います。
シーメンスの戦略を伺いたいと思います。
Ａ）戦略を立てるプロセスが根本的に違っていると思います。
ですから 1 人の人が変わったからといって戦略が変わるわ
けではありません。それを創るためのプロセスがあります。
実は三菱重工業のＣＴＯが弊社にお見えになり弊社の ＣＴ
Ｏとミーティングしました。私もその席に同席しました折に、
そのことを非常に強く質されました。
「どのようにシーメンスはリフォーメーションをしたのでしょう。
不思議です。私達だって技術はあるし、10 年先を眺めて、
何をするべきかも分っています。 しかし、シーメンスは全く
違うレベルのことをやっています」
弊社の CTO が丁寧に説明をしました。「我々はそのため
のプロセスを踏んでいます。Picture of the Future (*)
と言います」。これはウェブで公開しています。
(*)https://www.siemens.com/innovation/en/home/picturesof-the-future.html
将来こうなっていくだろう。だからこの技術を考えます。そ
のために、半年以上かけてトップ中のトップの人たちを集め
て、外部のコンサルタントと徹底的に議論を行います。その
時、大切なことは外部のコンサルタントの話だけを聞くだけ
では絶対だめだということです。肚に落ちるまで議論を行
います。社内だけで行っては絶対に無理です。とんでもな
い意見を言う超頭脳明晰な人たちと、我々が心血を注いで
いる技術の真髄とを戦わせ、どんなものが創れる、どんなも

のが世の中にあるのか、を描ききるわけです。それを半年
間ぐらいかけて、数年に 1 回、業績が不調の場合にまれに
短期間で行うこともあります
それに従って設定した戦略に基づいて売却や買収を進
めていきます。

我々が自動車会社のプラットフォームになろうとしたと仮
定しましょう。シーメンス自身が自動車を造るようになった場
合には、自動車会社の競合になってしまいます。最近の事
例ですが、ロボットメーカーにクーカ（KUKA）があります。
中国に買収された時に、ドイツ国内でなぜシーメンスは買
わないのかと言われました。しかし、シーメンスの中ではク
Ｑ）それを進めていく主人公は、島田様のような立場の方々
ーカは絶対に買いません。買えばロボットのコントローラー
が貢献しているのでしょうか。シーメンスは元々がハードウ
などの仕事を一緒に行っている安川電機やＦＡＮＵＣとどう
ェア中心ですから、原則ではネットワークのない企業である
なるのでしょうか。お客様と敵対するようになります。それは
と思います。
シーメンスの考え方には合いません。仮に、短期的には、
Ａ）私の事業本部は、元々の戦略を立てた時には社内に存
数字が伸びるかもしれませんが、長期的に自分たちのポジ
在していませんでしたので、戦略の決定後に人材を集めて、 ショニングを考えた時に戦略的には好ましくないということ
具体的に実行する過程での微調整しかありませんでしたが、 です。VDO はそういう位置づけでした。
基本的な流れは同じです。
私が非常に強く感じるのは、取締役会の仕組みで、取締
Ｑ）CＰＳ（Cyber Physical System）はインダストリー4.0 の要素
役は日々の実行作業には一切タッチはしません。我々は
技術は満載ですが、目的はいったなんなのか理解に苦慮
CEO 制を敷いていて、各々のビジネスユニットがプロフィッ
しています。正確に理解するために、参考になる資料や書
ト＆ロスを一つの会社のように完全にコントロールしていま
籍はないのでしょうか。さらに勉強するために推薦書籍など
す。今年の成長は全て彼らの責任であり、その責任が権限
ご教示願えればと思います。
委譲になります。それは全世界に行きわたっており、私自
Ａ）残念ながら日本語の書籍などはありません。インダストリ
身も日本ローカルにおいてはかなり大きな権限を持ってい
ー4.0は正確に理解されていないように思います。皆さん雰
ます。
囲気だけで語っております。
取締役会のメンバーは、ビジネスユニットに対して基本
実際にはドイツからは多くの書き物が出ております。イン
的に口出しはしません そして、取締役会が行うことは決断
ダストリー4.0 プラットフォームなどを見ますと私が説明した
することです。会社としてある一定金額以上の買収や全体
様々なことが色々な形で出ています。半分はドイツ語で邦
の方向性を定めるなどです。
訳されているものはありません。かつ概念的な考え方を丁
取締役に会う機会で最も印象的なことは、誰に聞いても
寧に書いてありますので読むのにはかなりの労力が必要と
同じ話をすることで。全ての取締役が同じ方向性を共有し
されます。私はそれに具体例をできる限り入れ込んで分か
ています。これは日本に帰ってきて、日本で様々な大企業
りやすく話しているつもりです。
トップの方とお話をさせて頂く機会がありますが、随分違う
なと思います。シーメンスには聞く人によって話が違うこと
Q）セビットやメッセのホームページを拝見する、あるいは
はありえません。
案内も多々頂き良い事例も目にするわけですが、いかにも
宣伝的で内容はよく分かりません。それは限界があると認
Ｑ）少し前に遡ると、シーメンスもある種米国的な構造改革
識していますが、それでもよろしいでしょうか。
であると思っていました。ソリューションですのでバイエル
Ａ）仰る通りです。特にハノーバーメッセで、ドイツ現地には
から試薬部門を1兆円くらいで買収しました。一方、VＤＯを
売りたい人たちばかりいますから宣伝ばかりです。それに
コンチネンタルに売却、なぜだろうと考えました。コンチネ
比べると、インダストリー4.0 プラットフォームのホームペー
ンタルもゴム関連事業で大変だったので、リフォーメーショ
ジでは、学術的にも押さえなければならないことを丁寧に
ンとして電機・自動車への参入を意図していたのでしょう。
書いてあります。読むならば最適であると思いますが体力
シーメンスは重要な自動車部品を手放し、医薬に参入、事
がいります。内容は本質的なアプローチが書かれておりま
業的にどうするのか非常に関心がありました。
す。
Ａ）シーメンス VDO に関しては、社内ではもうあれは売るし
これは非常に残念なことではありますが、IoT 推進に関
かないという見解でありました。そもそも シーメンスからす
して、日本の有名企業のかなりの技術のトップの方々がい
れば、 VDO の利益率は十分ではないということです。確
ますが、その方々は読んでいないのではと思います。なぜ
かにボリュームから見てもプロフィットを絶対値から見ても立
なら議論が深まらないからです
派な会社ですし成功している会社です。しかも今後の成長
シーメンスという立場を離れても、やはり危惧していること
の可能性もあります。
ですのでなんとかしたいと思っております。我々日本人は
しかしながら、決断したのは、事業が BtoC に近い形だ
素晴らしい技術を持っていますので、宝の持ち腐れにしな
ったからです。したがって、社内におけるコンセンサスとし
いためにもなんとかしたいと思います。
て、シーメンスがやるべきビジネスではないということです。
もう 1 つあります。シーメンスは全体の場所取りを考えて
Ｑ）先ほどマシンとマシンとの間で調整・連携をするという話
いるわけです。これは日本でよくある話ですが、例えばパ
がありました。サービスが連携をするというのはよく理解で
ナソニックとトヨタの話を聞いていると、一方では協働し他
きるのですが、マシンが連携するというのは直感的に何か
方では競争したりしています。こうした状態になることをシ
違和感を覚えます。
ーメンスは避けたかったわけです。
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Ａ） マシンのコントローラーを連携させるということです。
ですからサービスの話になります。ある塊の作業を相互に
展開するようなことになります。

ばドイツとやるべきです。その方がよほどインサイダブルな
情報が得られると思います。
Ｑ）自社でデジタルプラットフォームを創るというのは完全
なことができるならば、イーサーネットで工程を通して、か
つ先ほどの RAMI 4.0 、その発想で各工場考えていく、こ
の二つぐらいができると、だいたい入門できるということでし
ょうか。
Ａ）フィジカル層としてはそうです。自分たちのプロセスをど
う変えていくのかとか、例えば工場内でモジュラー化を考え
れば、4 年間同じものを作っていたものを、期間が半年や１
年になった時に、どのようにしたらフレキシビリティが高まる
か、プロセスの根本的な考え方を変えるか、もしくはコントロ
ーラーの中身の標準化か、などが非常に重要なテーマで
あり最も危惧している点です。
未だにラダー層で コンピューター用語で言えばアセン
ブラで組んでいる世界です。職人芸の世界を大事に保って
いつまでそれを続けるのでしょう。我々が某社でコンサル
ティングをしましたが、ほとんどモジュラー化ができていま
せん。作業ができていないし同じような形式で動きません。
そうした事情はほとんどすべての会社の製造のトップは
理解しています。そして、ある役員に「このままでは続けら
れないですね」と言ったら、「そうです。しかし、どうしたらい
いかわかりません。現場の人たちは全く言うこと聞きません」
そして「現場の人たちはめちゃくちゃ忙しいので、やれとは
言えません」と言います。そうした現実から目を離さずに「ち
ゃんとやりましょう」と申し上げたい気持ちです。
その構成物としてイーサーネット化するのは当たり前だと
いう方向に向いていきません。理由はすぐに回収できない
からです。これは徐々に徐々に効いてきて、ボディブロー
のようにそのうち立ち上がれなくなります。基礎のところを
やってないからです。もっと根本的な問題です。
そして、結果としてイーサーネットでやっていきましょうとい
う結論があると思います。しかし、それが目的ではありませ
ん。

Ｑ）個別のマシンは、例えば手でラッピングするとか何かし
ないとサービスにはならないわけですね。ラッピングはどこ
で実装することになりますか。
Ａ）Administration Shell を開発しております。
おそらくラッピングはコントローラーですね。マシンといって
もどの単位で考えるかによってもずいぶん違ってきます。
単位といってもモジュラーとの組み合わせによる妙味になり
ます。それに合った形で製造装置の分担をしていくことも必
要になります。すると形としてはドミノ倒しのようになってくる
と考えられます。今までのように、がっちりインテグレートさ
れた装置にしてしまうとできにくくなります。その単位をどの
ように切るかということも非常に重要な要素になります.
Ｑ）だから 10 年間かかるということでしょうか
Ａ）そうです。その間にマシンの進化というのもあるでしょう
し、全部含めた形です。要するに、インダストリー4.0 とわざ
わざ言っているように、今は大量生産の世界の遺物で生き
ているわけです。大量生産に頭をつけて賢くして、これを
根本的に変えていこうと彼らは考えています。 その具体的
な例がこのようなことです。そういう目標に向かって再整理
しようとしています。ものの作り方が根本的に変わるかもし
れませんし、必ず成功するとも言っていません。
しかしながら、行っている研究の内容は大変大きな価値
があると思います。世界中を見わたして、今の日本は世界
一効率的にものを造れる国であると思います。要因として
は特に人の力が強いわけです。しかし、それがもうすごい
スピードでカスタマイズされて、次から次へと様々なものが
変化していく時代に果たしてついていけるでしょうか。そう
いうことができるような世界を創ろうとしているのがインダスト
リー4.0 の活動です。
Ｑ）最大のリスクは資料 ｐ72 の図です（本紙 15 ページ IoT と
は何か？どうあるべきか？）。
情報系のインターネットにフィジカルに近いデータ情報
を吸い上げることが、非常に重要なリスクであると思います。
これがなければ、下位層だけ切って、連携して繋ぐ時に工
夫して個別に情報をオープンにしないでプロテクトするよう
な案ができないものでしょうか。上位層と下位層が接続され
ると階層の情報が上位層で一般化します。現場の情報は競
争優位性を維持すべくできる限り秘匿したいので、バイパ
スができるのは大問題であると考えます。
A)ドイツや海外の目から見ると、日本に勝つには これが一
番だと思っているわけで、日本側からすれば違う方向で首
を絞められているわけです。 これについて行くのか行か
ないのかを問われています。
アメリカは IIC がありますが、正直言って疑問もあります。
米国は弱肉強食の世界ですから、やっていることは米国の
ものをとにかくデファクトにする戦いです。 ただパワーがあ
りますので疎かにはできないところもありますが、 将来に
わたって製造のあり方を根本的に再考しようという意志は感
じられません。 だから日本が 深い議論をしようと思うなら
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Ｑ）まさにハノーバーメッセでスマートファクトリーなるものを
見て、いろんな会社が繋がって一つのラインを作ってデモ
ンストレーションがありました。日独の連携が議論されてい
るとの話がありました。その中に入り込める方法は日本にと
ってあるのでしょうか。
Ａ） それはあると思います。ドイツの仕組みは非常に優れ
ていて、まず産官学の連携が見事ですね おそらくこれは
日本にとってセビットでどうしようというよりも、その根本的な
対策を打たなければなりません。
例えば、ミュンヘン工科大学では学部の半分を廃止しま
した。そして、今現代に必要な学部を創設し、外部の企業
からプロフェッサーを招聘できるようにしました。シーメンス
の中にプロフェッサーという称号を持っている方はたくさん
おりますし、学校で教え実験しながら、新たな学部の分野
を創っています。
日本でインダストリー4.0 に関して様々な先生がいますが、
その学部は明治時代に作られた学部でずっと続いていま
す。この IT の世界に、IT の名を称して学問や実験をすると
すれば、新しい学部を創らないとできないという発想が全

然出てきません。それも、基本的に先生になるために、KPI
はいくつ論文を書いたかということであって、ある先生に師
事して気に入られてグレードが上がればプロフェッサーの
道が開けるようでは到底無理です。
フラウンフォーファーという研究機関があります。学校と
企業の中間のような位置付けです。予算の半分は国家から、
半分は企業からの研究委託で賄っています。そこには大学
の先生もおりますし、大学から マスター に入っている
Degree の方もいっぱいます。その方々が実際に研究開発
を、例えば中小企業のために、中小企業の方々は自分た
ちで研究開発をすることができる体力がありませんので研
究を発注します。その結果を持って新たな凄いロボットを開
発します。そうした中小企業がいっぱいあります。
日本からでも発注をすることは可能です。そうした機関は
日本にはありません。金額は 100 万円で何ができるでしょう
か。大学の先生の顔ぶれを考えたら、この研究をしてもらっ
て、本当に世の中で売れるようなものが出てくるのかなとか
思います。やはり、行ったり来たりすることができる状態に
ならないと不可能だと思います。これは日本の根本的な問
題です。
もう一つ申し上げると、衝撃的であることはドイツの中小
企業（ミッテルシュタント Mittelstand）の強さです。今、ドイツ
は輸出が日本の 2 倍あります。製造・精密の中で、そのうち
の 30%が中小企業です。 日本で言えば 8%です。
欧州では、ドイツからイタリアに送って輸出になるメリットも
あるかもしれませんが、しかしながら中小企業が国際化さ
れていることは事実です。日本にも良い技術を持っている
企業は絶対あると思いますが、ほとんどがＯＥＭ メーカー
の言いなりになっています。儲けなくてもいいではなくて、
その技術を使って儲けてください。インダストリー4.0 ・IoT
は日本の中小企業にとって絶大なるチャンスであると思っ
ています。先ほどのマシン同士の連携ができたならば、中
小企業がドイツあるいはアメリカに対して輸出できる道が開
けます。そういうところに経済産業省も資金を使ってほしい
と思いますが、すぐ日本初の何々、という話にこだわってし
まうことは残念です。
日本企業が国際的に羽ばたけるような標準（国際標準と
して通用する）に関しては、きっちりと分けて確立できてい
るようにしてほしいのです。前例に倣いわざわざガラパゴス
化した標準を作り、そして使うのでしょうか。
先ほどのセキュリティの話もそうです。曰く「島田さん分か
ります。資金がしっかりついていないのは分かるけれども、
セキュリティはどちらかというとインフラの方のセキュリティに
予算が回ってしまうのです。そちらで忙しいのです」。
それもよくわかります。エネルギーの自由化が起こって
発電と送電が分離されます。分離させていくには スマート
グリッドにして IoT 化しないとグリッドがもちません。いろん
なところから電気が入ってきても、ハードウェアでメカニカ
ル的な分離しかしていませんから、それを最適に分離する
ことができません。すると、その広域サイトにどのようなこと
が起こるかといえば、そこのセキュリティだけは、インフラの
順番で大事だから絶対的にやらなければなりません。
だからドイツではそれを 20 年前に実行し IC が入ってい
ます。これから先 10 年間、20 年間、インダストリー4.0 の話
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は後回しになるんでしょうか。ずっと追いかけているだけで
しょうか。
Ｑ）フィジカルな話で、それをクラウドに繋ぐ話が先ほどあり
ましたが、ドイツの人たちはそんなに邪なことを考えずに純
粋にインダストリー4.0 を広めようとして、そのアーキテクチ
ャーを創らなければならないと言っています。個人的に心
配しているのは、あそこをやってしまったら、アメリカの人た
ちが邪な金儲けにシフトしてクラウドのところで 今までとは
違うビジネスモデルをつくり、上前をはねるような心配もあり
ます。フィジカルレイヤー のところで、日本とドイツが一緒
になってそれを防ぐような仕組みを創ることはできないでし
ょうか。
Ａ）非常に重要なことです。シーメンスはプラットフォームで
絶対にデータにはタッチしないということを宣言しておりま
す。契約書に書いてあります。
これが IoT を成功させるための要であって、他人の IT
をリスペクトすること、これはシーメンスの基本的な考え方で
す。ですから先ほどの VDO の話と同じでお客様とは敵対
することはありません。もちろん シーメンスの内部でもデー
タは宝です。そこから出てくる様々なものでできるかもしれ
ませんが、それは他人のものです。他人のものに手を出し
てはいけません。
その話をある会社にしましたら「わかった、ではシーメン
スと契約しよう」となりました。
Ｑ）経済産業省の方々は、データそのものが新しいビジネ
スの源泉になるので、データのオープン化に関してはたく
さんの話をしています。
Ａ）それも必要なことはよく分ります。それはインダストリー
4.0 のリーガルフレームワークとかセキュリティの中で議論さ
れております。セキュリティの中にはプライバシーの問題も
あります。個人のプライバシーのデータはスリップアウトし
なければなりません。その上で情報を皆で自由に使えるよ
うになったらということです。そのことにもう 1 歩踏み込んで、
リーガル的にどうなるとか、それによって人の解析をして最
も有効に移動ができるようにするとか、活用していく必要性
はあります。
そうした問題 は一生懸命研究しなければなりません。で
すからドイツはもっと話をしましょうと言っているわけです。
Ｑ）シーメンスの世界観をどのようにしてビジネスにつなげ
ているかを伺いたいと思います。パッケージなのか、プラッ
トフォームサービスなのか、 それともコンサルティングなの
か、ということです。
Ａ）それぞれ全てをやるということになるとは思います。
一つプラットフォームに関しては 安く提供することが重要
であると考えています。これはペイパービュー方式をとって、
つまり使用量だけ課金するということです。ある会社の例で
は、月数千円という値段でモニタリングが可能になるなど、
中小企業でも導入して使っていただける要因であると思い
ます。
大企業の場合で、も製造のラインでモニタリングもしませ
んか、SIM カードだけ持ってきてください。数千円であれば、
マネージャーで決済可能でしょう。ある場所をモニタリング

しても仕方がなければ、他の場所に変更することも可能で
す。これを大会社の IT 部門を通して行うならば、いったい
何年かかるかということです。課金モデルはそのような感じ
です。
もちろんコンサルティングもあります。基本的にはオープ
ン・エコシステム・モデルと呼んでいます。ある会社にある
特定のアナリティックな計測値がたくさんあるならば一緒に
やらせていただきます。もしくは その会社でクラウドが余っ
ているならここに置いてみませんか、 それも受けることが
可能です。オープン・エコシステム・モデルです。これはア
メリカ西海岸モデルです。
よく欧米と言いますが、実は欧州と米国では大きく違いま
す。米国であっても東海岸と西海岸では大きく違います
過去 20 年を考えてみれば西海岸が一人勝ちです。彼らの
モデルはオープンモデルです。「いいね。一緒にやろう」と
いうことです。ドイツではものすごく意識しています。ダイム
ラーのドクター・ツェッツェがシーメンスにきて 「米国の IT
企業に学ぶことがあるならば、オープンイノベーションであ
る。これしかない。その破壊力は恐ろしい」と言いました。最
近は、ウーバーと提携したり、自社システムがあるにも関わ
らず大変関心を持っています。
シーメンスでも議論されていることは全く同じことです。
これは徹底したオープン・イノベーション・システムモデル
です。どんな人とでも一緒にやることがシーメンスにとって
最も価値があることです。ゼロから持ってくるというのは非
常に大変なことです。それはバリューとして簡単に提供でき
ますという考え方です。

シーメンスも行ってはおりますが、それを中心に考えると
いうより、それに対して得た知見をプロセスの機器に対して
どのように入れていくかということを中心にやっています。

Ｑ） 産官学連携の話ですが 今回の初日の論議でNRWか
ら同様の話をいただきました。ドイツ連邦ですから全然違う
ようなことをやっている印象を受けます。
バイエルンモデルと NRW モデルでは違いというものは
あるのでしょうか。ＩＩＣも情報モデルです。 ITS でもドイツで
は組織的にやろうとして 関係者の集まりも、ストラクチャー
も違うように思います。どのようにしたら地域的な連携をとれ
るのでしょうか。
Ａ）そうしたところが日本とドイツで大きく違うところかと思い
ます。世界的に見ても都市化が進んでいないのはドイツで
あり地方都市が分散化しています。分散化の考えに当ては
まっているような気もします。モジュラー化にしても考え方
は然りですし、教育も然りです。
ドイツ州議会とドイツ連邦議会があり、教育は州が自分たち
で決めます。外交とか国全体に必要なものだけを全体で行
い、徹底して地方分権が成立しています。予算もあり、その
決定権もあります。どちらの方向に向かうかの自由度もあり
ます。国のあり方の基本的な考え方になるので根源的な問
題です。
日本は明治維新以降徹底した中央集権です。
地方を活性化して地方で研究開発ができるようにしようとし
たら、その中央集権の考え方から脱却しなければなりませ
んし、権限を委譲しなければなりません。ドイツの場合には
最高裁判所はベルリンにはありません。カールスブルグと
Ｑ）素材とか化学品の関係でインダストリー4.0 のシステムは、 いう田舎町にあります。ファイナンスのセンターはフランクフ
ドイツの動向で特に中小企業ではどのように進んでいるの
ルト、 ベルリンにあり分権化されています。 それをやるか
でしょうか。 また、それが日本国内にどのような影響を及
やらないかということです。重要な根本的な問題になるのか
ぼすでしょうか
なと思います。
Ａ）おそらく素材系の方が難しいと思っております。ディスク
ドイツではバイエルン州は製造業の中心として特色を出
リート系の方が先に来ているような気もします。それはメカ
しており、まさに分権化の象徴であると思います。 持って
ニクスに強いドイツの影響があるかと思います。 一方で素
いる企業群の相違や、それを伸ばしていく独自性が、ドイツ
材系に関しては、日本が非常に強い力を持っています。だ
国内で競争を引き起こしているように考えられます。ですか
からこれを絶対に逃してはいけないと考えます。
ら同じことするのは嫌います。バイエルンが自動車であると
しかしながら私は素材系のなかでも特に研究開発化学
するならば、我々はケミカルであるというような異質なもの
系は効率が悪いと思っています。新製品も出すのにどれだ
があります。すると自然とモジュラー化されて、新たな特色
け時間がかかっているでしょうか。ひょっとしたらダメかもし
が生まれ、強いところに強いものが集まり、ドイツ全体として
れません。ここはイノベーションを起こす非常に重要で可能
も強くなっていくということになると考えられます。
性のある領域であると思います。こういうものこそクラウドの
ようなものでデータを分析して、その関連性を見ていくこと
司）非常にフランクにお話をいただきインダストリー4.0 の本
によって、ものすごい進化の可能性がある領域であると思
質を理解することができたと考えます。長時間貴重なお話
っております。
をありがとうございました。
Ｑ）それはドイツでは既に取り組んでいますか。分子設計シ
ミュレーションのようなことが行われているのでしょうか。
Ａ）その類もありますし、例えば世の中に出ている文書や試
薬を考えるとそれを全部読むことは不可能に近いと思いま
す。関連性がどのようにあるかリサーチしていくようなデー
タアナリティックの研究はものすごい成果が出る可能性が
あります。

（了）

（文責） 技術立脚型経営研究会
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