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1.	シーメンスとは？
－		欧州最大、	
		世界第2位の重電系コングロマリット－
独シーメンスは、売上高で欧州最大、世界でも

米ゼネラル・エレクトリック（以下 GE）に次ぎ
第 2 位の重電系コングロマリットである。電機業
界全体でも韓国・サムスン電子（スマートフォン、
半導体等）、米アップル（スマートフォン等）等に
続き第 6 位の規模を誇る（図表 1）。日本での一般
的認知度は高いとは言えないが、病院の X 線透視
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2 位の重電系コングロマリットである。「ドイツ、重電、1847 年創業の老舗」から連想される保
守的で動きの鈍い大企業の印象とは異なり、時代の変化に応じて果敢に事業ポートフォリオを入れ
替える経営の巧みさで、業界のトップ集団を走り続けてきた。

❷	 	シーメンスの事業の柱はエネルギー、ファクトリー・オートメーション、交通、ヘルスケアである。
GE と競合する事業が多い。

❸	 	1990 年代末頃業績停滞に陥ったシーメンスは、大胆な経営改革に乗り出す。改革の骨子は、コスト
削減と GE をベンチマーキングした事業ポートフォリオ再構築である。

❹	 	一連の改革が奏功し、シーメンスの売上高純利益率は 03 年度の 3.3％から 15 年度には 9.8％に
上昇した。次の注力分野はインダストリー 4.0 である。

❺	 		インダストリー 4.0 の目標は、ドイツ製造業の生産性向上と競争力強化である。インダストリー
4.0 と並ぶ、IoT 活用の有力な取り組みとしては、GE が音頭をとる「インダストリアル・インター
ネット・コンソーシアム」がある。IOT 分野で注目されるのは、どの企業が標準化のキープレイヤー
になるかである。
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企業名 国 売上高 純利益率

1 サムスン電子 韓国 1,958	 11.2
2 アップル 米国 1,828	 21.6
3 ゼネラル・エレクトリック 米国 1,483	 10.3
4 鴻海精密工業 台湾 1,390	 3.1
5 ヒューレット・パッカード 米国 1,115	 4.5
6 シーメンス ドイツ 1,016	 7.2
7 IBM 米国 941	 12.8
8 日立製作所 日本 888	 2.5
9 ソニー 日本 747	 ▲1.5
10 パナソニック 日本 702	 2.3

図表 1　  世界の電機メーカー・売上高ランキング 
（2014 年度）

出所：フォーチュン「グローバル500」
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撮影装置などで「SIEMENS」のロゴを見かけた
読者もいらっしゃるのではないだろうか。

本稿でシーメンスを取り上げる理由は二つあ
る。①インダストリー 4.0 の中核企業であること、
②「ドイツ、重電、1847 年創業の老舗」から連想
される保守的で動きの鈍い大企業の印象とは異な
り、時代の変化に応じて果敢に事業ポートフォリ
オを入れ替える経営の巧みさで、「強い欧州企業」
の代表格となっていることである。

シーメンスの事業の柱はエネルギー（発電用ガ
スタービン、風力発電、エネルギー管理等）、ファ
クトリー・オートメーション（以下 FA）、交通（鉄
道車両、鉄道制御技術等）、ヘルスケア（CT ス
キャン、X 線透視撮影装置、磁気共鳴診断装置

〈MRI〉等）である（図表 2）。シーメンスは創業
から 169 年を数え、GE と並ぶ重電業界の名門だ
が、高い研究開発力、積極的な海外展開、時代の
変化に応じて果敢に事業ポートフォリオを入れ替
える経営の巧みさで業界のトップ集団を走り続け
てきた。

主要製品・事業のシェアを見ると、発電用ガス
タービンは GE に次ぎ世界 2 位、ロボットやセン
サーなど生産ラインの情報を集めて制御するプロ
グラマブルロジックコントローラーは首位、鉄道
は中車（中国）、ボンバルディア（カナダ）に次ぎ
3 位、医療機器はジョンソン・エンド・ジョンソ

ン（米）、GE ヘルスケア（米）に次ぎ 3 位など、
GE と競合する事業が多い。利益率 1 はシーメン
ス 9.5％、GE7.7％（参考：日立製作所 5.5％）と、
シーメンスが経営改革の手本と長年ベンチマーキ
ングしてきた GE をついに追い抜いた（2015 年
度）。

シーメンスは、海外売上高比率が 85％と高いの
も特徴である。米国や日本に比べ国内市場が比較
的小さく、早くから海外展開に意欲的だったため
だが、インドでは、機能を絞り込んだ低価格 CT
スキャンで成功を収めるなど、海外戦略の巧みさ
には定評がある。

2.	GEをベンチマーキング
－		創業は日本で言えば江戸時代。	
1998年から大胆な経営改革に着手－
シーメンスは、1847 年、ドイツ電気工学の父と

言われるベルナー・フォン・シーメンスが設立し
た。電信機を祖業とし、電車、電話交換機、半導
体、医療機器、ガスタービン、家電、携帯電話、
原子力発電等さまざまな製品を手掛けてきた（図
表 3）。

第 2 次世界大戦時の壊滅的打撃を乗り越えた
シーメンスだが、1990 年代末頃には高コスト構造、
マーケティング軽視、半導体等における日米企業
との競合激化により業績が停滞した。1998 年、

1    利益率＝継続事業税引前利益 ÷ 売上高。日立製作所は 2015 年 4 ～ 12 月期の数値。シーメンスの決算期は 9 月、GE は同 12 月。

1847 ベルナー・フォン・シーメンスが設立
電磁式指針電信機

1879 電車
1881 電話交換機
1924 交通信号
1953 高純度シリコン
1958 心臓ペースメーカー
1965 集積回路
1974 CTスキャン
1985 ICE（欧州高速鉄道。最高時速300㎞）
2000 風力発電機
2013 PLMソフトウエア

図表 3　シーメンスが手掛けてきた主な事業

出所：シーメンスIR資料から作成
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図表 2　シーメンスの事業別売上高構成比

（注）2015年9月期の数値
出所：シーメンス
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シーメンスは大胆な経営改革に乗り出す。
改革の骨子は、コスト削減と GE をベンチマー

キングした事業ポートフォリオ再構築である 2。
高い技術力が要求され、製品ライフサイクルが長
く、新興国メーカーとの価格競争に陥りにくい社
会インフラ、FA、ヘルスケアなどに注力、参入が
比較的容易で新興国企業との価格競争に陥りやす
く、製品ライフサイクルが短い家電、通信などか
らは撤退した。

過去 20 年ほどで売却された主な事業は半導体、
通信機器、パソコン、携帯電話機、照明、原子力
発電、太陽光発電など。一方、エネルギー、FA、
ヘルスケアでは積極的な買収を仕掛けている。エ
ネルギー関連では英ロールス・ロイスのガスター
ビン事業（13 億ドル）、米油田装置（掘削）メーカー
のドレッサー・ランド（76 億ドル）買収が目を引
く。FA では、ユーザーのニーズの多様化に応え
てソフトウエア企業買収に邁進、PLM（開発・生
産工程管理）ツールの有力企業・米 UGS を 07 年
に 35 億ドルで買収するなど、有力ソフト企業を

次々に傘下に収めている。
一連の改革が奏功し、売上高純利益率は 03 年

度の 3.3％から 15 年度には 9.8％に上昇した（図
表 4）。足元の業績も堅調である。15 年 10 ～ 12
月期業績は前年同期比 8％増収、42％増益（純利
益ベース）。医療機器、エネルギー管理、鉄道車両
が好調だった。

3.	インダストリー4.0の中核企業
－ライバルGEとも協調へ？－

エネルギー、FA、交通、ヘルスケアという世界
的に需要が底堅い分野で地歩を固め、経営改革に
一定のめどをつけたシーメンスが、次の成長分野
と位置付けているのが、デジタル化、自動化、電
子化である。いずれもインダストリー 4.0 と関係
が深い。

（1）インダストリー4.0に注力する背景

インダストリー 4.0 とは、ドイツが産官学共同
で推進する国家プロジェクトである。IoT（Internet 

2      GE は、1878 年、発明王トーマス・アルバ・エジソンが設立したエジソン・エレクトリック・ライト・カンパニーを起源とする
名門であり、ダウ・ジョーンズ工業株価平均が 1896 年に導入されて以来、現在も指標銘柄として残る唯一の企業である。祖業
は照明。1981 年から 2000 年にかけて CEO を務めたジャック・ウェルチが、「ナンバー 1、ナンバー 2 戦略（業界 1 位か 2 位に
なれない事業は売却か清算に踏み切る一方で、1 位か 2 位になれそうな事業については M&A を行う）」「＜製品の単体販売＞から＜
製品プラス保守点検＞で売るサービス事業化」などの経営改革を断行した。現 CEO のジェフ・イメルトは、エネルギー、航空
機エンジン、ヘルスケアなどの領域を重視する一方、一時は稼ぎ頭であった金融事業の切り離しを 2015 年に決定、2016 年には
白物家電事業の中国・ハイアールへの売却を発表するなど、改革の手を緩めていない。IoT を伝統的製造業に活用する「インダ
ストリアル・インターネット」を提唱、IoT 分野でもシーメンスの強力なライバルと見られていた。

（％）（百万ユーロ）
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図表 4　シーメンスの業績推移

出所：シーメンス
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of Things：モノのインターネット。産業機械から
家電製品までさまざまなモノをインターネットに
接続し、制御したり、収集したデータを解析した
りして、新たな付加価値の創造を目指す）を活用
して、製造過程をデジタル化し、ドイツ製造業の
競争力を強化することが主眼である。背景には、
①ドイツの少子高齢化による労働力不足とそれに
伴うコスト上昇懸念、②新興国の追い上げ、③米
国製造業の新分野開拓に対する危機感がある。

ドイツの製造業は、名目 GDP に占める比率が
25.7％と大きい（図表 5）。だが、近年、中国など
新興国が製造業分野で急速に力をつけ、低価格に
加え品質も向上させて追い上げている。重電分野
でも高温・高圧で高い技術力が要求されるガスター
ビンは欧米メーカーのシェアが高いが、蒸気ター
ビン、ボイラーでは中国メーカーが他を圧倒して
いる。

一時期沈滞していた米製造業も、水平分業 3 と
エコシステム構築で高収益を上げるアップル、
グーグルの自動運転車など新分野を開拓して存在
感を増している。

こうした状況への危機感をばねに、IoT と生産
技術の融合を目指すインダストリー 4.0 が誕生し
た。「4.0」には蒸気機関（第 1 次産業革命）、電
力による大量生産（第 2 次）、オートメーション

（第 3 次）に次ぐ「第 4 次産業革命」という意味
が込められている。

（2）		インダストリー4.0の肝は	

「スマート工場」と「マスカスタマイゼーション」

インダストリー 4.0 の目標は、ドイツ製造業の
生産性向上と競争力強化である。

インダストリー 4.0 は、企業ごとに異なってい
た産業ネットワークにオープンな共通規格を導入
して、さまざまな企業や工場が一つの企業のよう
に動くことを目指している。そこで中核企業と
なっているのがシーメンスと有力ソフト企業 SAP

である。
シーメンスは、もともと有力 FA 機器メーカー

だったが、ソフト企業を次々に買収することで、
ハード・ソフト両面に強みを持つ FA 企業になっ
た。シーメンスがとりわけ得意とするのが PLM

（Product Lifecycle Management：開発・生産工程
管理）や MES（Manufacturing Execution System：
製造実行システム）といった企業内生産システム 
である。一方、SAP は、ERP（Enterprise Resource 
Planning：基幹業務システム）や SCM（Supply 
Chain Management）など企業内・企業間を統合す
るソフトを得意とする。こうした取り組みを連携
すれば、①部品・原材料メーカーから顧客までの
サプライチェーンの管理、②企画・設計からアフ
ターサービスまでの情報、③工場のソフトや機器
の管理、などを統合してインダストリー 4.0 を実
現できる。

インダストリー 4.0 の肝は「スマート（考える）
工場」と「マスカスタマイゼーション（個別大量
生産）」である。 
「スマート工場」では、製造設備や部品にセンサー
を付け、ネット接続して工場が自律的に動く。従
来の工場では、モデルごとに決まった工程で単一
製品を大量生産していたが、スマート工場では、

製造業等
25.7%

公共サービス・
教育等
18.2%

商業・
運輸業等
15.5%

不動産業
11.1%

サービス業
11.1%

情報通信
4.9%

その他
13.5%

サービス業
11.1%

情報通信
4.9%

その他
13.5%

図表 5　ドイツの名目 GDP 構成比（2014 年）

出所：連邦統計局

3  アップルはファブレス企業であり、生産は台湾・鴻海精密工業など EMS が請け負っている。
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顧客の要望に応じてカスタム製品を大量生産でき
る（マスカスタマイゼーション）。価格も量産品と
大差ない。現場にインダストリー 4.0 を導入した
シーメンスのドイツ・アンベルク工場（産業機械
制御装置等を製造）では、生産台数を工場操業開
始時（1989 年）の 8 倍、品目数を 5 倍に増やした。

取り組みは工場内にとどまらない。シーメンス
のサービスを導入したスペイン高速鉄道は、15 分
以上遅れたら料金を払い戻すという制度をとるが、
車両から送られるデータを遠隔分析して予防的な
メンテナンスを行うことなどで、払い戻しを全チ
ケットの 0.04％にとどめている。

IoT では GE との覇権争いが繰り広げられてい
た。

IoT を活用した製造業の高度化を目指す有力な
取り組みとして、インダストリー 4.0 と並ぶ存在
が GE 主導の業界団体「インダストリアル・イン
ターネット・コンソーシアム（以下 IIC）」である

（図表 6）。GE のほか米 AT&T、米 IBM など計 5
社が発起人となり、参加企業は日立製作所など日
本企業も含めて約 250 社に達する。ドイツからも
シーメンス、ボッシュ、SAP が参加している。

インダストリー 4.0 がどちらかというと製造プ
ロセスの革新に重きを置いているのに対して、IIC
は販売後の保守・運用等にも商機を広げようとし
ている。例えば、GE は航空機エンジンにセンサー
を搭載し、飛行中に取得したデータを監視・分析
して、リアルタイムでエンジンの状況を把握。故

障のタイミングや箇所の予測をして、整備に関わ
る時間やコスト、遅延の削減につなげている。

IoT 活用がどの程度進むかは未知数だが、こう
した取り組みでは標準を取ったものが勝者であり、
その他大勢は低収益に甘んじなければならない。
これは、iOS という基本ソフトでエコシステムを
構築した米アップルと部品メーカーの関係を見て
も明らかである。

前述のように、シーメンスは多数のソフト企業
を買収した。GE も多数のソフト技術者を採用し、
IIC のプラットフォーム「Predix」を発表してデ
ファクト・スタンダード獲得を狙う。シーメンス
もプラットフォーム「シナリティクス」を発表、
スタートアップ企業とも連携して、標準化競争で
の戦いに挑んでいた。

だが、ここへきて、インダストリー 4.0 と IIC
が協力へ向かうというニュースが飛び込んでき
た。両団体に属するボッシュを仲介役に、互いが
進める実証事業の情報を交換、規格の標準化で協
力するという。「無駄な喧嘩はしない」という、い
かにも欧米的な合理路線ではある。

シーメンスは、老舗らしからぬ大胆な事業転換
で、グローバル重電メーカーの地位を固めた。海
千山千の IIC 中核メンバー企業と、IoT という新
領域の標準化でどう決着をつけるのか。興味は尽
きない。

インダストリー4.0 インダストリアル・インターネット・コンソーシアム（IIC）
概要 ドイツ政府主導の産官学共同体 企業連合
中核企業 シーメンス、SAP GE、シスコシステムズ、IBM、インテル、AT&T

主な参加企業
ABB、ボッシュ、ドイツ・テレコム、
ヒューレット・パッカード、IBM、	
インフィニオン、ティッセン・クルップ、BITCOM

アクセンチュア、ボッシュ、チャイナ・テレコム、デル、エリクソン、富士通、
ハイアール、ヒューレット・パッカード、日立製作所、ファーウェイ、
インフィニオン、三菱電機、NEC,オラクル、クアルコム、サムスン電子、
SAP、シーメンス

図表 6　インダストリー 4.0 とインダストリアル・インターネット・コンソーシアム

出所：各種資料から作成

変革を続ける欧州重電メーカー
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　　　　　　	IoT もガラパゴス化？
製造現場や産業機器での IoT 活用は、GE、シー

メンスの 2 社が旗振り役となっている。
そこで疑問がわいてくる。日本メーカーはどこ

へ行ったのか？　日本は製造業大国ではないの
か？

実は、日本の先進企業は昔から IoT を活用して
いた。例えば、コマツは機械稼働管理システム

「KOMTRAX」を通じて、車両の稼働状況や部品
の損耗状況を集約、データを分析して最適時期の
点検などに役立てている。

だが、GE、シーメンスと日本企業とで決定的に
違うのは、標準化を狙っているか否かである。日
本は企業ごとにシステムが異なっており、共通プ
ラットフォームはない。GE、シーメンスが貪欲に
仲間づくりに励んでいるのとは対照的に、これと
いった横連携の動きもない。

IoT の世界で重要なのはハードではなくソフト
である。プラットフォームを構築し、データを収
集・解析し、サービスを提供して収益を上げる。
こうしたビジネスモデルを構築できるか否かが勝
敗を分ける。もともとハード機器メーカーだった
シーメンスや GE が、ソフト企業買収や大量のソ
フト技術者雇用に走っているのは、ソフトの重要
性を理解しているからである。翻って、日本では
ソフトはハードの従僕という考えが主流である。
これで世界の潮流についていけるのだろうか。

IoT もガラパゴス化という事態が懸念されてい
る。日本でも 16 年 1 月、政府の産業競争力会議
で「第 4 次産業革命のための制度改革」が議論さ
れるなど、日本版インダストリー 4.0 を模索する
動きが出ているが、このまま標準化競争に後れを
取れば、アップルの動向に右往左往する部品メー
カーと同じ運命をたどるおそれがある。
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