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インタビュー

「デジタル」をコア事業にする
という選択

■日塔貴昭（海外投融資情報財団専務理事）
本日はよろしくお願いします。最初に、シーメンス

が伝統ともいえるガス＆パワー事業を切り離してデジ
タル・社会インフラをコア事業化することについてお
うかがいしたいのですが。
■藤田研一（シーメンス株式会社代表取締役社長

兼CEO）
シーメンスはここ数年、コングロマリット企業とし
て株主価値最大化を重視した経営を行ってきました。
コングロマリットでは、さまざまな事業子会社群のガ
バナンスのあり方は常に頭を悩ませる問題ですが、最
近は、投資家やアナリストからみて「コングロマリッ
トディスカウント」という見方が強くなっているように
思います。要は、「複合企業＝悪」として企業価値を
下げて見られてしまっている。もちろん他方で、「コン
グロマリットプレミアム」すなわち「多様性こそ強み」
という考え方が勝っていたときもありました。いずれ
にしても、シーメンスとしては、将来の社会の姿を予
測して、それに応じて事業ポートフォリオを見直し、
過去15年の間に売上比率で事業の半分を入れ替えてき
ました。
株主価値の観点から見れば、確かにガス＆パワー事

業は、利益率がデジタル事業などに比べて低いという
ことはあります。ただし、ガスタービンや風力発電な
ど世界シェアの１、２位を占めるものが多く、またそ
ういった市場も無くなるわけではありません。他方で、
こうした事業はプロジェクトの期間が長く、キャッシュ

フローも長期的な観点で考える必要があり、他の事業
との差異が相当に大きいということがあります。こう
した観点と将来の社会の姿も見据えて「どこに注力す
べきか」という方向を定めたということです。
■日塔	 将来の予測に応じて、事業規模としては最
大のものであっても切り離す、という選択は相当に大
胆ですね。デジタル事業は、ハードというよりもソフ
トの比率が大きい分野で、相当に性質の違うところが
ありますね。
■藤田	 シーメンスのデジタル事業は、アナログの
世界をすべてデジタルに載せ替えていくという「デジ
タルエンタープライズ」あるいは「デジタルツイン」
ということを標榜しています。製造業についていえば、
設計、シミュレーション、工場建設、製造ラインの検
討、生産、製品のアフターケアといったすべてのバ
リューチェーンの流れをデジタルの世界で再現すると
いうことです。2000年ごろからジグソーパズルのピー
スを埋めるように、ソフトウェアをはじめさまざまな買
収を行い、現在までに必要なピースが概ねそろってき
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キーワードは“標準化”、“オープンアーキテクチャー”、
そして “Analytic Technology”
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たのではないかと思います。
そうしたピースの中には、空力のシミュレーション

のデータを扱うソフトウェアなど個別の仕組みもあり
ますし、個別のデータを組み上げて他の工程のデータ
と一体として扱えるようにする仕組みや、工場建設の
工程をすべて３Dのシミュレーションの中で見られる
ような仕組みなどがあります。現在では、設計データ
をバーチャルの画面の中で作成するだけでなく、その
製造を行う工場の建設についても３D画像上で検討し、
また設計変更もシミュレーション上の操作だけででき
るような仕組みができています。
2013年に発売されたマセラティの新製品を開発す

る際には、シーメンスのデジタル技術が全面的に採用
され、バーチャルの世界で設計や製造シミュレーショ
ンを行い、開発期間を３分の２にすることに成功し
ました。

産業界のIoT標準を目指す
MindSphere

■日塔	 デジタルエンタープライズの取り組みを
2000年頃から行ってきたということですが、その頃か
らIoT基盤であるMindSphereに繋がることも意識し
てやっていたということですか。
■藤田	 デジタルエンタープライズ化の取り組みが
すべてMindSphereと直接関係する、ということでは
ありません。MindSphereは製造を中心とした産業界
に適したOSとして、生産現場にあるOperational	
Technology（OT）の豊富なデータをクラウド上に吸
い上げて、更なる価値創造につなげる基盤としてでき
たものです。例えば、PCをプレゼンテーションに利用
する場合にはアプリであるパワーポイントを使います
が、その基盤としてOSたるWindowsがあります。同
じように設計や製造に関係するさまざまなデータを統
合的に取り扱う基盤がMindSphereということです。
デジタルエンタープライズの取り組みでは、まず
Factory	Automation化により現場の運用をデータ化
していくことがポイントになります。その中で工場の
稼働率はどうかとか、故障がどこで発生しているとか、
そういった現場データを経営にとって更なる価値にす
るために、MindSphereが必要になるということです。
その価値を直接生み出すのはMindSphere上で動くさ
まざまなアプリです。アプリの世界はパートナー企業
と一緒にやっていて、こうしたパートナー企業は約500
社にのぼります。

アプリで提供するサービスは、製造業だけでなくイ
ンフラ企業など顧客ごとに求められる価値はさまざま
ですし、当社だけが扱うには対象が広すぎます。その
部分はエコシステムを形成してオープンな形でやって
いくということです。
■日塔	 ドイツ政府が提唱するインダストリー4.0は
標準化がカギと認識していますが、MindSphereは、
それに相当する皆で利用できる標準化した環境という
ことですね。
■藤田	 そうです。世の中でデジタル化が広まるに
は「標準化」が進むこと、そしてもうひとつは、それ
が「オープンアーキテクチャー」であることも重要で
す。MindSphere上では、誰でも用途に応じたソフト
が作れます。シーメンスは元々IT企業ではありません
から、技術・顧客を囲い込もうとすると、かえって物
事が進みません。生産現場から遠く、ITに近いところ
では「モチはモチ屋に任せる」ということをあえて選
択しているということです。
■日塔	 しかし、そうしたエコシステムを作るとい
う構想力もすごいことですが、それをコア事業として
実践することは胆力のいることですね。
■藤田	 ドイツ企業は演繹法的なアプローチが好き
ですね。当たればデカいが、外れてコケる可能性もあ
ります（笑）。他方で帰納法的なアプローチは、具体的
な状況を見て対応するので個々に外すことはあまりな
いと思いますが、ダイナミズムが無い、ともいえます。
■日塔	 日本でもさまざまなIoT事業が出てきてい
ますが、個別に生じている不便を解消するとか、具体
的なニーズがあってそれに対応するような話が多いよ
うな気がしますね。
■藤田	 日本だけでなくアメリカもそうだと思いま
すが、ITの技術が先にあって、それを何に使えるか？
という「上からの視点」から考えているケースが多い
と思います。その点、MindSphereは製造現場の「下
のレイヤーからの視点」から発しています。当然「な
んでもやる」ということにはなりませんが、工場のデ
ジタル化という強いニーズが基盤にありますから、そ
こをしっかり押さえるということは強みにもなります。
もうひとつのMindSphereの特徴は、使った分だけ
支払う、という従量制課金方式ですから、小さいニー
ズにも対応できるということがあります。
大企業だと大きな現場がたくさんあって、それぞれ

に一家言ある「神様」がいて、デジタル化を難しくし
ているようなケースもよくあります。そうしたところで
は、「神様」が定年になったらどうなるの？ということ
が課題としてあるでしょう。他方で、小規模のオー
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ナー企業などでは社長の鶴の一声でパラダイムを変え
やすい。こうした中小企業のIOT化について
MindSphereだと月々の支払いは数万円ということで
も可能です。その会社の社長さんの１カ月の飲み代よ
りずっと安い（笑）。
またMindSphereの標準化のメリットを上げていく
には顧客やパートナーを増やしていくこともカギにな
ります。日本での導入会社も100社程度にまでなりまし
た。またパートナー企業も商社、システムインテグレー
ターなどファミリーを増やしてきています。今後数年
では数倍というより数十倍になると思います。

MindSphereのこれから：
社会インフラ、AI

■日塔	 御社は2020年のドバイ万博において、
MindSphereを製造業だけでなく社会インフラでも活
用していくアピールをされると聞いています。
■藤田	 シーメンスでは、事業ビジョンに関して
「未来はどうなるか？」という社内議論をしてきまし
た。そこで浮かび上がったキーワードが、「都市化」
「高齢化」「温暖化」「グローバル化」「デジタル化」です。
これをベースに考えると、インフラ事業は「都市化」
「高齢化」「デジタル化」の３つに関わります。ますま
す都市に人口が集中し、また高齢化も進む。こうした
環境では必要とされる都市インフラのあり方も変わっ
てきます。これまではさまざまな都市機能も現場の
「神様」が担ってきていましたが、やはり神様が引退
したらデジタル化、標準化が必要になってきます。製
造業と同様にデジタル化で社会をどれだけラクにす
るか、という取り組みを行う方向性ははっきりしてい
ます。
■日塔	 さらに御社ではAIの取り組みも活発化さ
せているように見えますが。
■藤田	 そのとおりです。あるMindSphereのパー
トナーでは、AIを使ってデジタルで匠の技を再現する
という取り組みもやっています。もちろん一部のクリ
エイティブな判断業務は置き換えられないこともあり
ますが、相当程度にAIの学習が対応できることも分
かってきています。
当社の考え方は、AIはMindSphere上の全体管理
の世界だけでなく、現場（エッジ）レベルの双方に入
れて活用するというものです。
現場レベルのAIについては、たとえば個別の検査

工程などに入れて、現場レベルの学習の成果を即座に

活かすことも重要ということです。クラウド上のAIと
いうのはその上のレベルで、現場から上がってきた
データを活かして、そもそもどういう作り方をするか、
といった分析に入れるということです。
■日塔	 シーメンスのAIの品揃えは、現場とクラウ
ドの両にらみで追求しているということですね。
先ほど話にあったように社会インフラも含めて多様

な「現場」でAI・IoTを広げていくということですが、
例えば、鉄道やエネルギーといった分野は、分社化し
たとはいえ、シーメンス自身で関係した製品群を持っ
ています。そういったところと相乗的に取り組んでい
くということもあるのでしょうか。
■藤田	 もちろんそうしたことは当然にあるでしょ
う。ただし、シーメンスの製品でないとできないとい
うことではありません。社会インフラに関係して、シー
メンスの鉄道車両や発電設備はありますが、そうした
設備のデジタル化についても「標準化」、「オープン
アーキテクチャー」でやっていくということです。
製造業や社会インフラ全体でデータ利用の範囲・用

途を広げていくためには、通信規格（プロトコル）を
統一していくことも重要になってきます。プロトコル
は、既に相当に統一はされてきているのですが、やは
りメーカーによって「方言」があって、ある意味面白
いところです。またリアルからデジタルに情報を吸い
上げるだけでなく、デジタルで構築した世界をリアル
に反映させていくためにもプロトコルの標準化は重要
です。当社のデジタル事業では製造ラインのロボット
の置き方、組み方であるとか、最終的にリアルの世界
で実現させるものを先立ってデジタル上で組んでしま
えるような仕組みを作っています。例えば、デジタル
データのライブラリの中にはKUKAのロボットのス
ペックが入っていて、その動きまでデジタルの中で組
むことができます。それを実際のロボットに反映させ
るにはプロトコルの統一が重要です。
■日塔	 そうして考えるとあらゆるものがもっと標
準化しないと世の中が進まない、ということですね。
ただ、プロトコルはより多くの国や企業が共通のルー
ルを詰めることで進んでいくように思いますが、他方
でMindSphereのようなOSは標準化がカギと言いつ
つ本質的に陣取合戦ということですよね。
■藤田	 そうですね。そこはまだ戦いの中にある。
ただ先ほど言ったように、パソコンの世界と違って
MindSphereは当社が得意とするモノを作る現場から
生まれたOSですから、その点が他のIoTとの差別化の
カギになってくると思います。
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人間中心のデジタル化のキーワード: 
“AT”

■日塔	 シーメンスの取り組むデジタル事業が、モ
ノつくりの世界を変えるということはよくわかりまし
たが、逆にGAFA（Google、Amazon、Facebook、
Apple）のようなIT企業のデジタル事業が強みを持つ、
人の生活スタイルを変えるということには興味ないで
すか？
■藤田	 簡単に終わっちゃいますが、無いです
（笑）。確かに過去はシーメンスも白物家電や携帯電話
など生活周りの事業もやっていた時期はありました。
しかしそれは当社のコア事業になりえないということ
で数年前に止めてしまいました。
それは製造周りのデジタル化をリードするというこ

とに集中するということですし、その分野でパラダイ
ムシフトを起こすことに特化しているということです。
■日塔	 MindSphereの扱うデータは製造や製品と
いったモノに関するデータで、人の消費行動であると
かそういうことではありませんね。欧州ではGDPR（一
般データ保護規則）にみられるように個人の尊厳に対
する感覚が厳しくて、デジタルが人の意識や行動の世
界に浸食することを避けているという風にも見えます
がいかがですか。
■藤田	 確かに欧州では個人情報のデータ化に対
する感覚は厳しいです。例えばGoogleのストリート
ビューはドイツの多くの地域で禁止になっています。
他方でドイツ全体ということでないですが、当社の人
は、経営陣だけでなく、あるべき姿を議論するのが好
きですね。「将来こうなります、じゃあこうしよう。」と
いう話が、現場の従業員レベルまで共有されます。ド
イツの自社工場で実際に起きていることは、AIで仕事
がなくなるということではなく、
従業員がAIを使いこなす立場に
変わっていくということです。工
場現場の人が明日からデータサ
イエンティストになるというレベ
ルではなくとも、人間が見て判断
していく分野は必ずあるわけで
す。
■日塔	 人間が中心であると
いう未来については、確たる意
識あるということですね。
■藤田	 もちろん理想は、給
与は変わらずにもっとラクができ

るということですが、他方で、「労働の幸福」というと
ころは必ずあるということが意識されているのだと思
います。
■日塔	 そうやってみると、いま日本の文脈でAI・
IoTという言葉は、ものすごくポジティブであったりネ
ガティブであったり、人によって都合よく使われてい
て混乱しているように思います。
	 人の役割という意味では、第１次産業革
命以来変わってきているわけで、第４次産業革命では
OTの世界のデジタル化が進み、そこにITが入ってき
てそれらが統合されるようになって一層変化するとい
うことでしょう。さらに言えば、これからはそうした統
合された情報を如何に価値につなげるかという“AT
（Analytic	Technology）”が試されているという時代
に来ていると思います。あ、このATというのは、私が
夕べ思いついた造語なのですが（笑）。しかし、これか
らの競争力で勝負となってくるのは、分析して使うと
いう知恵の部分になると思います。
GAFAはそういうアナリティックの部分で既に相当

やっていますが、個人情報の壁との間でどう調整して
いくのかという問題があります。他方、製造や社会イ
ンフラに関するアナリティックは、まだまだ未開発な
部分が多くて、競争力を分けるカギになってくると思
います。
■日塔	 そういう意味では、人のセンスというか
美意識ということも大きな武器になってきそうです
し、AIで完全に置き換えるということにはならなそう
ですね。
■藤田	 全くそのとおりです。
■日塔	 本日は、御社のデジタル事業のみならず幅
広く刺激的なお話をありがとうございました。
	

■藤田

シーメンスのデジタル事業の概念


