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GEのサービス事業モデルの進化 

Value 
created 

High 

Low 

包括メンテナンス契約 
“長期保守契約” 

依頼ベースの対応 
“故障 / 修理” 

▪リスクの共有 
▪トータルコストの低減 

▪機器販売からビジネスパートナーへ 
▪データ分析をフル活用した意思  
決定の支援、顧客課題の解決 

▪ソフトウェア駆使し、予期せぬ    
トラブルを回避＆生産性向上 

1995 - 2000 2012 - 2015 年代 

顧客価値 

▪パーツ販売と修理 

+ 
+ お客様のアウトプットの最大化 

“顧客資産の最適化” 

お客様にとっての価値を最大化 

©日本オペレーションズ・リサーチ学会．無断複写・複製・転載を禁ず．



なぜ、「今」なのか？ 

0.60 

ここ10年間で 
センサーのコスト 

60x 

CPU性能 

40x 

通信性能 

21x 

RAM 

17x 

データ保存 

646x 

フラッシュ・メモリ 

出典：Goldman Sachs Investment Research, John C McCallum Research, TCG Advisors 

これまでに設置したGEの産業機器数の例 

ガスタービン 
3,900基 

風力タービン 

22,800基 
オイル＆ガス掘削機器 

20,700台 

航空機エンジン 
28,200台 

貨物列車 
21,500両 

医療画像診断機器 
1,400,000 台   

メーカーの強み、知見を活かした「サービスの再発明」を 
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グローバル・ソフトウェア・センター 
 
2011年11月 
z カリフォルニア・シリコンバレー 
  （サンラモン）に拠点を開設 
z 約10億ドルを投資 (約1,200億円） 
z 約1,400名のソフトウェア技術者を雇用   
 

GEは「デジタル・インダストリアル・カンパニー」へ 
2015年10月1日付で新組織「GEデジタル」を発足 

GEソフトウェアセンター、グローバルIT部門、各事業のソフトウェアチームと、
Wurldtechのインダストリアル・セキュリティ部門を１つに統合 

2015年 

関連売上見込 
50億ドル＋ 

2020年 
Predix等により 
150億ドル＋へ 
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7  
GE Title or job number  

3/1/2016 

Vertical Players 
(Highly fragmented 

markets across all industry 
verticals) 

“オペレーショナル・テクノロジーにおけ
る製品とサービスはITインフラに依存
を強めながら変化しつづけます。 

Source: Bank of America, Merrill Lynch, Sep 2013 

ソフトウェア企業 
High 

テクノロジー・リーダー企業 

Low 

Low High 

イン
ダス

トリ
ア

ル
・イ

ンタ
ー

ネ
ット

の
能

力
 

産業系企業 

産業分野の専門性 

Gartner 7/13 

インダストリアル・インターネットの競争環境 
技術と産業分野の専門性を活用 

インダストリアル・インターネット 
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ソフトウェア  
&アナリティクス  

ブリリアントな 
産業機器 

産業機器から
のビッグデータ 

PEOPLE & 
WORK 

© General Electric Company, 2015.  All Rights Reserved. 

インダストリアル・インターネットの成立要件 

+ + + 

インダストリアル・インターネットの「データの流れ」 

機器の独自データ 
の採取と保存 

計装された産業機器 

機器ベースの 
アルゴリズムと 
データ分析 

ビッグデータの分析 

適切な人 
機器との 

データ共有 

情報還流 

産業データシステム 

遠隔データ／ 
中央集中データの可視化 

クラウド 
の安全な 

ネットワーク 
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１．業界初の産業向けクラウド 
２．高度なセキュリティ技術 
３．スピーディな処理 

 

「Predixクラウド」 
産業用ビッグデータとアナリティクス用に設計 

インダストリアルレベルのセキュリティとコンプライアンスを考慮した 
より先進的なツールをご提供 

アセット  
サービス 

アナリティック  
サービス 

データ サービス 

Predix Industrial Cloud Platform - Architecture  

クラウド インフラストラクチャー  

クラウド ファウンドリー 

GE   |   Non-GE 

Predix-ready 
MACHINES  
（産業機器） 

Predix Machine 
(組込みソフトウエア) 

Predix.io
 

end-to-end セキュリティー 

Asset Performance Management (APM) Operations Optimization 

Discover Code Deploy Operate Monetize 

産業機器向けマイクロサービスカタログ (マーケットプレイス) 

Predix コネクティビティー 

Predix Go  
(モバイルソフトウエア) 

インダストリアルインターネット 
アプリケーション  

powered by Predix 

Predix インダストリアル クラウドプラットフォーム ‐ アーキテクチャー 
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Predix Industrial Cloud Platform - Architecture  

マイクロサービスカタログ 例‐ （マーケットプレイス） 

Industrial Data Science 
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対象とするイベント 機器・コンポーネント 
の故障 

広告の 
クリック回数 

メディアの 
購入 

イベント毎のコスト/価値 莫大 極小 小 

イベント発生頻度 極少 膨大 大 

多様さ/原因因子の数 
 

大 小 小 

データの「清浄度」 低 非常に高 非常に高 
データ点数 広範かつ多種 大 大 

物理学モデル 関連性大 

既存システム/作業 
との統合 

クリティカル 極微 極微 

 
産業機器向けデータサイエンスの特殊性 
 

powered by  16  

物理・工学モデル 
• 設計データを活用 
• 有効だが、更新管理・スケールしにくい 
 
 

実証的・経験的知見 
• 状態監視による傾向  
• 専門家のノウハウ 
 
 

データ分析手法 
 機械学習・統計解析・画像認識・最適解など 
• 現時点で、データポイントが不十分だが、今後増えていく 
• データ分析による相関関係から、因果関係を導く 
• スケールしやすい 

Industrial Data Scienceを構成する三つの要素 
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「デジタル・ツイン」によるアナリティクス 

“デジタルツイン” “現実世界のマシン” 

物理的理論や最新デジタル技術を駆使したシミュレーションにより、 
対象システムを仮想的に構築し、最適なオペレーションの向上を実現 

Meet the Digital Windfarm 

“digital twin” 

デジタルツインを可能とする技術 

データ領域 物理学＋デジタル工学モデル アナリティクス 

自動データ予備処理技術 

検査能力 

累積損傷 

動的性能評価 

モデル自動生成 

知見の抽出 
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powered by  #IndustrialInternet 19  

物理・工学的知識 

知見・ノウハウ 

センサービックデータ 

高機能処理 

D
om

ai
n 

Model 

機械のモデル 

実運転データ 

ビジネス課題 

ワークフロー 

Business 
Results 

学習によるフィードバックループ 

アセットのモデル化 
ビジネス課題と 
組み合わせた応用 

IDSが可能にする全体最適化： 
機械の状態監視からビジネスアウトカムへ 

“The power of 1%” 

15年間でのコスト削減額 

AVIATION RAIL HEALTHCARE OIL & GAS 

1% の燃料削減 
効果 

1% の燃料削減 
効果 

 

1% のシステム効
率向上効果 

1% のシステム効
率向上効果 

 

1% の投資抑制
効果 

 

$30B $66B* $27B $63B $90B 

POWER 

* Gas-fired power generation only 
** 1% reduction in Capex 

インダストリアル・インターネットの効果 
出力  効率   信頼性  有用性  柔軟性  安全性  モバイル化 
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機体、運航、気候、整備等に関する膨大なデータをタイムリーに分析し
航空機の運航調整や飛行計画を最適化し、コスト削減を支援 
                      

Red = 過去の航路 
Green = GEが提案した航路 

降下プロファイル、地上滑走時間、         
機体仕様などに基づき、正確な試算が可
能 

インダストリアル・インターネット展開事例（エアアジア様） 

ガスタービン1基につき  
1日あたり500ギガバイ

ト のデータを収集 

コネクトした機器: 火力発電用ガスタービン 
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デジタルパワープラント 
Connecting data to people, customer outcomes 

数々のセンサー網、先進の 
コンピューティング技術、リアルタイム 

ビッグデータで実現 
 

プラント起動診断＆予測  

高精度の診断と要因分析 

予測と物理現象に基づく動的出力診断  

状態＆性能にも続くROIの改善 

真実ベースに基づくプラント運用 

© 2015, General Electric Company. Proprietary information. All rights reserved.   
 

  ファームの出力を n 1%  �  ファームの利益 n 4% 

ウインド・ファーム アプリケーション 
問題点 – ウインドファームの全体最適化 

目的 
風車間の後流（Wake）を下げながら 
ウインドファーム全体の最適化を図る 

解決案 – 連携型風車制御 

ネットワーク化された制御 

機器同士のコミュニケーション 
ウインドファーム全体の状態を把握 

© General Electric Company, 2014.  All Rights Reserved. 
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インダストリアル・インターネット 国内導入事例 
LIXILトータルサービスへPredixを導入決定（2015.12) 

＋ Å 

• ソフトバンクを通じてPredixを「外販」 
• 戸建て住宅向けの浴室設置工事＝煩雑な人員手

配作業のノウハウを自動化 

業務の効率化 
（ジョブ・スケジューリング） 

        Predix 

GEのインダストリアル・インターネット 

“ 産業機器メーカーが未来を切り拓く唯一の道は、  
ハードウェアだけではなく ソフトウェアを活用し 
膨大な情報を解析できる企業になることだ ” 

 
ジェフ・イメルト 会長兼CEO 
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