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Digital Disruption and the 4th Industrial Revolution
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Market offering

• From “MRI Scanner” to “Remote 

diagnostics subscription” 

• From “Industrial Machine” to 

“Machine uptime subscription”

• From “Thermometer” to 

“Temperature Control Service”

Profitability

• From hardware margin to 

subscription margin

• From capex to capex+opex

Customer relationships

• From transaction relationship to 

annuity relationship

• From procurement relationship to 

business owner relationship

Transformation in your…



End Points Security Connectivity Business 
Consultants

Distributors Developers

IoT Partner Value Chain 

Services Regulators



Suitable for more complex solutions requiring high 

controllability, high customization, with low endpoint 

volume 

IoT …  “as a service” models

Suitable for less complex solutions and common use 

cases requiring low degree of customization, with high 

endpoint volume 



Suitable for more complex solutions requiring high 

controllability, high customization, with low endpoint 

volume 

IoT …  “as a service” models

Suitable for less complex solutions and common use 

cases requiring low degree of customization, with high 

endpoint volume 

Partnership Opportunities for PaaS providers:

• System Integrators for integrating customer apps into 

platform

• ISVs for delivering companion apps for customer integration

• Cloud Service and Connectivity Providers for IaaS services

Partnership Opportunities for SaaS providers:

• ISVs for app dev

• Channel partners for customer acquisition

• Cloud Service and Connectivity Providers for IaaS services

• CRM partners for customer data management



Opportunities for P&L transformation by 
business type



Opportunities for P&L transformation by business type

New Insight 

opportunities

Insight on how product 

is used in the field.

Operational 

efficiencies

Decrease manufacturing 

downtime by predicting 

and resolving issues 

before they happen.

Business Model 

changes

Product as a service.

New Revenue 

opportunities

Attach and monetize 

new services.

Device Builder / OEM



Opportunities for P&L transformation by business type

New Insight 

opportunities

Enhance customer 

experience by 

understanding how 

product features are 

used.

Operational 

efficiencies

Increase speed to 

market and reduce cost 

through process 

automation.

Business Model 

changes

Subscription-based 

services.

New Revenue 

opportunities

Consumer apps 

represent a new channel 

for future services. 

ISV



Opportunities for P&L transformation by business type

New Insight 

opportunities

Remote monitoring of 

systems and processes.

Operational 

efficiencies

Remote troubleshoot 

and problem resolution.

Service engineer arrives 

with right parts to fix 

physical infrastructure.

Business Model 

changes

Selling repeatable 

solutions and retaining 

IP.

New Revenue 

opportunities

New services offerings 

such as business 

consulting, data science 

and device lifecycle 

management.

System Integrator



Opportunities for P&L transformation by business type

New Insight 

opportunities

Remote monitoring of 

systems and processes.

Operational 

efficiencies

Single relationship and 

billing for customer 

including applications, 

infrastructure and cloud.

Business Model 

changes

Aggregation of 

hardware and software-

based connected device 

solutions for specific 

verticals.

New Revenue 

opportunities

Subscription-based 

revenue.

Higher margin for 

higher value services 

than pure hardware 

distribution.

Solution Aggregator



Introducing an example of all four steps of 
business model transformation through 
broad ecosystem partnership



New Business Model of Tokyo Electron Device

東京エレクトロンデバイスの新しいビジネスモデル

System Integrator

システムインテグレータ

AI & Data Analysis 

AI & データ分析

Telecom & Mobile

通信 & モバイル

Sensor & Device OEM

センサー & デバイス OEM

Security

セキュリティ

ISV

ソフトウェアベンダー

最新テクノロジーおよびパートナーの得意とする製品・サービスを組み合わせ、

最適なクラウドIoTソリューションのご提案を致します

IoT Solution Aggregator

IoTソリューションアグリゲーター



How TED gets value from all 4 steps

TEDのデジタル変革を実現する4ステップ
Business Insights

ビジネスインサイト

Operational Efficiencies

オペレーションの効率化

New Business Models

新たなビジネスモデル

New features & Revenue streams

新たな収益

• Gathering data from 

devices/sensors in the 

factory/filed, using 

TED’s various IoT 

Solutions.

c.f.) Remote monitoring 

of laundry machine, etc.

• Improving field service 

with anomaly detection 

using machine learning.

c.f.) Predictive 

maintenance of factory 

machine, wind power 

generator, etc.

• Continuous and stable 

revenue from 

subscription business 

model (Azure)

• New value proposition by 

aggregating cloud apps, 

hardware, services, etc. to one 

solution.

• Not only direct sales, but also 

revenue form resellers (Indirect 

sales channel) 

• TEDが提供する様々なIoT

ソリューションキットにより、

収集したデータから新たな気

付きを得る

例）コインランドリー内の洗

濯機の稼働状況把握

• 機械学習を活用しあ設備の

異常検知によって、メンテナン

スサービスの効率を改善

例）生産設備や風力発電

機の予兆保全

• サブスクリプションモデル(月

額支払い)によって継続的・

安定的な売上

• クラウド、ハードウェア、通信などを組み

合わせたソリューションキットによる付加

価値の提供

• 直販の収益だけでなく、

リセラー (代理店販売)による収益



Introducing an example of all four steps of 
business model transformation through 
broad ecosystem partnership



Please welcome…

Shunsuke Okada

Vice President, Industrial Solutions Division, 

Toshiba Digital Solutions Corporation

東芝デジタルソリューションズ株式会社

インダストリアルソリューション事業部 事業部長

岡田 俊輔 様



デジタル変革を実現する
までの４ステップと
東芝グループが目指す姿

岡田 俊輔
東芝デジタルソリューションズ（株）
インダストリアルソリューション事業部
事業部長
2019年1月22日



デジタル変革を実現するまでの４ステップ

新しい洞察の機会 運用の効率化 ビジネスモデルチェンジ 新たな収益の機会

1st STEP 2nd STEP 3rd STEP 4th STEP



東芝グループ理念体系 SDGs（Sustainable Development Goals）

東芝グループの持続的な成長を支える基盤、
すべての企業活動の拠り所

世界が抱える問題を解決し、持続可能な社会
をつくるためにグローバルで合意された17の
目標



東芝グループが目指す姿
世界有数のCPS*1テクノロジー企業を目指し東芝Nextプランで収益力を確かなものに

1st STEP（新しい洞察の機会）～ 4th STEP（新たな収益の機会）

*1 CPS（サイバー・フィジカル・システム）：実世界（フィジカル）におけるデータを収集し、デジタル技術などを

用いて分析したり、活用しやすい情報や知識とし、それをフィジカルにフィードバックすることで、付加価値を創造す
る仕組み

*2 AI搭載半導体、LiDAR、AFEデバイス、各種センサー等

2018 2023 2028

収益性の確保・技術による成長 社会課題の解決・企業価値の最大化
世界有数の
CPSテクノロジー

企業へ

東芝Nextプラン

2030

都市化・自動化システム
再生可能エネルギー
エッジリッチデバイス*2

AI・デジタルソリューション
バッテリー・パワエレ
精密医療

進化

インキュベーション

社会インフラ
エネルギー
ストレージ＆デバイス
インダストリアルICT

R&D



東芝グループの起源 ２人の創業者のベンチャースピリットを甦らせる

田中製造所

白熱舎

芝浦製作所

東京電気

1978 1985

1875 1930

東芝に社名変更

1967

2007

1890

東京芝浦電気

1989

1991

19841939
田中久重

藤岡市助

田中久重が東京に
電信機の工場を創設

日本初の日本語ワード
プロセッサーを開発

世界初のラップトップ
PCを開発、販売を開始

世界初の320列エリアディテ
クターCTスキャナを開発

世界初の郵便物
自動処理装置を完成

藤岡市助が白熱舎を創設
国産初の白熱電球を製造

世界初の4 メガビット
NAND 型EEPROM を開発

日本初の電気洗濯機と
電気冷蔵庫を完成、発表

世界初の超々臨界圧
大容量蒸気タービンを開発

1st STEP（新しい洞察の機会）
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新たなステージに向かう東芝のIoT

ものづくりビル・施設物流・流通社会インフラエネルギー

A
ct
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n

In
fo

rm
atio

n

デジタル：Cyber
時間と空間を超えて、複雑な事象を再現・予測

リアル：Physical
東芝が現実世界で持つ経験・知見

SPINEX for
Energy

SPINEX for
Infrastructure

SPINEX for
Logistics

SPINEX for
Buildings

SPINEX for
Manufacturing

東芝の IoT

Ａ
Ｉ
・
デ
ジ
タ
ル
技
術

事
業
ド
メ
イ
ン
資
産

東
芝
グ
ル
ー
プ
の
総
合
力

1st STEP（新しい洞察の機会）～ 3rd STEP（ビジネスモデルチェンジ



東芝IoTリファレンスアーキテクチャ

東芝IoTリファレンスアーキテクチャ
Toshiba IoT Reference Architecture

オペレーション最適化
分析・予測技術

人との
インタラクション

サービスをつなげる
System of Systems

Common

Control

Data

Analytics Business

Operations
System of

systems

Service

Other
Domain

東芝のDXテクノロジーをグローバル社会・すべての人に解放

IoTおよびCPSの業界リファレンスモデルに準拠

R&D技術コンポーネント

多ドメインで実用されている
制御技術・IoT

ソリューションの実践知

◼センサデータ処理技術
◼音声認識技術
◼画像処理技術
◼統計処理技術

創生期から続くAI技術DNA

論理
アーキテクチャ

に統合

国際標準化

1st STEP（新しい洞察の機会）～ 3rd STEP（ビジネスモデルチェンジ）



東芝の遠隔監視ソリューション
遠隔監視などの経験・知見をIoTの時代に活かす（40年間に渡りノウハウを蓄積）

1st STEP（新しい洞察の機会）～ 2nd STEP（運用の効率化）



近年の東芝AI･IoT事例
2nd STEP（運用の効率化）～3rd STEP（ビジネスモデルチェンジ）

東京電力ホールディングス株式会社様

第1回電力需要予測コンテスト
最優秀賞受賞

電力需要予測

2016年度人工知能学会

現場イノベーション賞
金賞受賞

2017年度日本ロジスティックシステム協会

ロジスティック大賞
技術活用賞受賞

半導体工場の生産性改善 倉庫内の作業行動推定

水処理施設でのプロセスの
異常検知

アルパイン株式会社様と協業
送電線画像の異常検知

ドローン送電線検査 水処理異常監視

千葉大学附属病院と共同研究
人材不足が深刻な病理医を支援

病理画像がん細胞検知



Azureに注目した理由

既存Windows系
システムの移行に有利

世界最大の
リージョン展開1 2 3 パートナーへの

手厚いサポート

充実したコンプライアンス
プログラム

豊富なAI･IoT関連
機能

４ ５

Azureの長所を活かして、従来モデルから変革

3rd STEP（ビジネスモデルチェンジ）



東芝グループ（14万人）の
コミュニケーション環境刷新
（脱Notesを皮切りにメール

環境のO365化まで）

Azure教育機会の提供
（半年間で延べ600人強）

MCP資格取得
（3か月で40人強）

マイクロソフト社と東芝の協業
デジタルトランスフォーメーションの推進を共に実践、また東芝グループの
ケーパビリティ向上にもご協力・ご支援をいただく

3rd STEP（ビジネスモデルチェンジ）



東芝のAzure化ソリューション
IoTに限らず、自身のビジネスモデルをAzureを利用してリカーリング型へチェンジ

IoT
（本日出展中）

CRM
（リリース済）

HRM
（リリース予定）

物流
（リリース予定）

3rd STEP（ビジネスモデルチェンジ）



東芝の遠隔監視ソリューション
M2M、IoTも元を正せば「遠隔監視」、遠くのものを手元で監視・管理 （長年のノウハウの蓄積）

先進IoT事例①：水処理機械メーカー様 AIを活用したサービスの高度化

「AIの活用により水処理が安定し、エンドユーザー様に
水供給サービスとして提供できるようになりました」

水処理機械
メーカー様

エンドユーザー様水処理機械
メーカー様

エンドユーザー様

センサーデータや画像データから、薬品注入の最適なタイミングや量をAIがレコメンド、
専門の技術者でなくても処理が安定化し、「水供給サービス」にビジネスに転換

• 装置販売
• 薬品販売

• 装置代
• 薬品代

水処理
装置

Before After専門の技術者によるメンテナンスサービス
AI技術に基づくメンテナンスサービスの
高度化と新たなビジネスモデルへの転換

• 水供給

• サービス利用料

水処理
装置 センサーデータ／画像データ

• 最適薬品注入

¥

¥

⚫ 水が安定供給され
生産計画をキープ

AI分析

4th STEP（新しい収益の機会）



アナログからデジタルへ、部分最適から全体最適へ
海外拠点で閉じていたデータをオープン化 ＝ 脱サイロ化

Before After

先進IoT事例②：産業機械メーカー様 産業用圧縮機海外フィールドサービス強化

「収集した稼働データを確認することで
フィールドサービスの最適化を図りました」

機器販売のみで稼働状況は不明
保守パーツビジネスの拡大と
買い替え需要の喚起が可能に

• 機器販売

• 機器代

機械メーカー様

代理店
海外支社

エンドユーザー様

汎用圧縮機

稼働データ

汎用圧縮機

？

機械メーカー様エンドユーザー様

• 保守料
• パーツ料¥

¥

代理店
海外支社
（アジア圏
主に10か国）

⚫ 安定稼働により
生産性が向上

• 保守パーツ販売
• 買い替え提案

4th STEP（新しい収益の機会）



デジタル変革を実現するまでの４ステップ

新しい洞察の機会 運用の効率化 ビジネスモデルチェンジ 新たな収益の機会

デジタル技術を通じて
様々なデータを大量に
収集可能に
（新たな洞察なヒント）

収集データにより機器の
状態を遠隔監視、

長年培ってきたノウハウ
の基で運用を効率化

社会の更なる発展に貢献、
その結果新たな収益を獲得

新しい洞察を深化させ、
パートナー様と共に
ビジネスモデルを変革

東芝はデジタル変革を実現するまでの4ステップを通じて
マイクロソフト社・パートナー様と共に社会の更なる発展に貢献します

様々な製造・公共社会
インフラの現場から
収集されたデータ

（東芝が従来のIoTで行ってきたこと）

新しい洞察を通じて
更なる運用の効率化が
可能に（匠の技の継承）

1st STEP 2nd STEP 3rd STEP 4th STEP
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ご清聴ありがとうございました



© 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved. 

Thank you


