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MindSphere
クラウドベースのオープンな 
IoTオペレーティングシステム

  



アプリケーション
アセットの透明性を確保し、マシン、
プラント、フリート、システムに対する
分析によるインサイトを獲得

オープンPaaS
拡張性に優れたグローバルなIoT接続
と、ネイティブなクラウドアクセス機
能を使用したアプリケーション開発を
実現するオープンPaaSである
MindSphere

接続性
製品、プラント、システム、マシン、
エンタープライズアプリケーション、
レガシーデータベースを、安全なプ
ラグ・アンド・プレイによってシーメンス
やサードパーティーの製品と機器に接
続するMindConnect
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社内のあらゆるマシンとシステムに
は、まだ完全に活用されていないイ
ンサイトとメリットを得られる豊富なデ
ータが眠っています。MindSphereを
使うと、このデータから生産的なビジ
ネス成果を生み出すことができます。 
MindSphereは、マシンと物理インフ
ラをデジタル世界に接続することで、
強力な産業用アプリケーションの高度
なアナリティクスやデジタル・サービス
を活かし、事業全体における生産性
と効率の飛躍的な向上をもたらしま
す。MindSphereはセキュアでスケー
ラブルな産業用エンド・ツー・エンドのソ
リューションとして構築されたIoTオペ
レーティングシステムです。製品、プ
ラント、システム、およびマシンを接

続し、IoTデータの潜在能力を引き
出します。

MindSphereが提供する内容

• 管理されたプラットフォーム上での
デバイスの接続、データの保存、
アプリケーションの開発と実行を行
うためのセキュアなエンド・ツー・エ
ンドのソリューション 

• さまざまなIoT対応アセットをサポ
ートするためのデバイス、エンター
プライズ、およびデータベースの
豊富な接続オプション

• シーメンスのオープンなアプリケーシ
ョン・プログラミング・インターフェース 
(API) とネイティブなクラウドアクセス
機能を使用したデータ交換のための
豊富なオプションを備えたオープンな
PaaS (Platform-as-a-Service)

• 高度な分析機能を備えた業界主導
のロバストなIoTソリューションの迅速
な開発

• ナンバーワンの自動化プロバイダーと
してのシーメンスと、世界最大のクラ
ウド・プロバイダーによるグローバルな
複合スケーラビリティーの結集 

MindSphere

MindSphereによってデー
タが生産的なビジネス成果
へと変わります。
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IoTに取り組む産業は、各地に分散する多
種多様なアセットを迅速に、手ごろに、か
つセキュアに接続するという課題に直面し
ます。MindAccess IoT Value Planの一部
であるMindConnectは、シーメンスが提
供する柔軟でオープンな接続ソリューショ
ンです。シーメンスとシーメンス以外のア
セットの両方をMindSphereに接続するた
めの、ソフトウェア／ハードウェアのオプシ
ョンが用意されています。 

MindConnect IoT Extension
は、MindAccess IoT Value Planに含まれ
ているソフトウェア接続統合オプションで
す。これにより、どの製造企業の実質的
にどのようなIoT対応アセットであって
も、MindSphereと接続することができま
す。多数のフィールドプロトコルをサポー
トしており、すぐに使用開始できます。さ

MindConnect APIと
MindSphereの標準化さ
れたAPIとのやり取り
で、顧客またはユースケ
ースに特化した接続エー
ジェントをプログラミン
グできます。 

まざまなハードウェア接続エージェントが
用意され、異なるプロトコル間をつなぎま
す。

さらに、MindConnect APIとMindSphere
の標準化されたAPIとのやり取りで、顧客
またはユースケースに特化した接続エージ
ェントをプログラミングできます。 接続の
ためのAPIは、アセットからMindSphereへ
のデータ転送を、安全かつ効率的に実現
します。

MindConnect Integrationオプションはア
セットとの接続に加え、ヒストリアン・デー
タベース、ERPシステム、製造実行システ
ム (MES)、および監督制御 (SCADA) シス
テムなどのデータシステムとMindSphere
を接続する方法を提供します。ブラウザ
ベースのツールを使ってグラフィカルにデ
ータ値のマッピングを設定できるため、ユ

現実のモノをデジタル世界に接続
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ーザーはクラウドまたは設置型いず
れのエンタープライズシステムでも
MindSphereの環境に柔軟に統合す
ることができます。  

MindConnect Nanoおよび
MindConnect IoT2040は、あらゆる
規模の生産環境に合うように、複数
のサービスレベルでMindSphereとの
ハードウェア接続を提供しています。
どちらのデバイスも、グリーンフィー
ルド (新規の設備) やブラウンフィー
ルド (既存の設備) の中で、直接かつ
セキュアな接続を確立できます。

また、既存のSiemens S7-1500 プ
ログラマブル・ロジック・コントローラー 
(PLC) とともにTIA(Totally Integrated 
Automation ポータルのSTEP 7ライ
ブラリを使って、MindSphereとデジ
タル世界を直接接続することもでき
ます。TIAポータルSTEP 7ライブラリ
は、S7-1500 PLCの機能を拡張さ
せ、PLCデータをMindSphereに転送
します。

現在と過去両方のデータをつなげ、
収集し、分析することで、運用チー
ムやビジネスアナリスト、データサイ
エンティストはみな貴重で実用的な
インサイトを見出し、ビジネスを変革
させることができます。企業はこれ
までにないレベルでオペレーション全
体の透明性を確保でき、それによっ
てプロセスを最適化するだけでな
く、収益性を向上させる新しいビジ
ネスモデルを開発できます。 

3000万台の自動化システム、契約
数7500万台のスマートメーター、 
100万台を超すコネクテッド製品を扱

ってきた実績を持つ、世界をリード
するオートメーションプロバイダーで
あるシーメンスにとって、セキュリテ
ィは最重要課題です。 MindSphere
は、現場でのデータ取得、およびク
ラウドでのデータ転送と保管に対し
て最新のセキュリティを実装していま
す。  MindSphereのセキュリティフレ
ームワークは、国際電気標準会議 
(IEC 62443) や国際標準規格 (ISO/
IEC 27001)、クラウド環境のデータ
処理に関する政府推奨規格など、各
種の業界標準に準拠しています。 

MindConnect Integrationは、複数の
データシステムを 
MindSphereに柔軟に接続するための
ものです。 
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IoTデータを企業にとって有意性のある実
用的な情報に変えたとしても、すべての
企業に万能な情報にはなりえません。 
MindSphereのオープンな規格と強力な
APIによって、開発者は広範囲にわたるビ
ジネス要件に適したアプリケーションを構
築し、多種多様な製品との接続やデータ
通信をわずかな工数で実現します。

さまざまな産業に対するシーメンスの専門
技術、そして世界中に普及するAmazon 

Web Services (AWS) およびMicrosoft 
Azureのパブリック・クラウド・インフラの活
用がIoTソリューション開発を加速させま
す。 MindSphereのオープンAPIを利用す
ることで、パートナー企業はシーメンスお
よびAWSまたはAzureと連携しながら高価
値アプリケーションを開発し、デジタル・サ
ービスを提供できます。オープンAPIと他
のシステムとの相互運用性を活かして、
パートナー各社は独自のMindSphereソリ

オープンなPaaS 
(Platform-as-a-Service)  

MindSphereによって、
開発者は広範囲にわた
るビジネス要件に適し
たアプリケーションを
作成できます。
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ューションの開発、展開、販売を行
い、MindSphereコミュニティ全体に
提供することが可能です。 

MindAccess DevOps Planには
Developer PlanとOperator Planが含
まれています。そのため、アプリケ
ーション開発とライフサイクル管理の
ための完全な環境へのアクセスが提
供され、生産環境でアプリケーショ
ンを管理することが可能です。 
MindAccess Developer Planでは、
開発者がデータ管理や、予測学
習、可視化などの高度なアナリティ
クスやサービスを使用しながら、ス
ピーディーな開発プロセスでロバス
トなIoTアプリケーションを作成できま

す。開発者はアプリケーションの開
発、登録、検証を簡単に行えるだけ
でなく、拡充し続けるAPIとサービス
にアクセスすることも可能です。 
MindAccess Operator Planには、生
産アプリケーションを実行するための
専用の環境が用意されています。シ
ステム管理者はMindSphere Storeを
利用して、顧客やパートナー向けの
アプリケーションをシームレスに管
理、実行、監視、公開できます。 
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シーメンスはMindSphereによって、
企業の皆さまが社内および最終顧客
に向けた新しいデジタル・サービスを
提供するための道を開いています。
高度なアナリティクスを活用した強力
な産業用アプリケーションを使って、
個々のマシンや、プラント全体、シス
テム、世界各地に分散したマシンフリ
ートに関する有用性および生産性と
効率の向上を実現できます。 

MindAccess IoT Value Planは、IoTを
始めるMindSphereのユーザーにとっ
ての標準的でベストプラクティスとい
えるプランです。アセットを短時間で
設定し、データ収集とMindSphere 
Fleet Managerによる監視を開始でき
ます。Fleet Managerのデータモデル
設定は使いやすく、MindSphereユー
ザーは接続されているアセットを地図
上ですぐに見つけ、アセットの状態を
リアルタイムで監視できます。ほかの
MindSphereアプリケーションも利用
すると、IoTデータの価値がさらに高
まります。 

Product Intelligenceという
MindSphereアプリケーションは状況
に即した製品パフォーマンスデータか
らインサイトを自動的に発見します。
製品およびサプライチェーンのパフォ
ーマンスの可視化を進めることで、
コストのかかるリコールを回避し、品
質問題をより迅速に解決し、設計と
製品パフォーマンスの間のクローズド・
ループを実現できます。

Manage MyMachinesは、世界中の
どこにあるマシンも可視化する
MindSphereアプリケーションです。
重要な監視変数を設定、表示させる
ことによって、現在のオペレーション
および生産性の履歴に関する有用な
情報を用いて、マシンの検査や保守
のコストを削減できます。

MindServicesを利用すると、柔軟で
コスト効率のよいトレーニングやプロ
フェッショナル・サービスによって、IoT
の推進が加速します。MindSphereの
あらゆる場面で、シーメンスの
MindSphereエキスパートが持つ経験
と知見をご活用ください。 
MindSphere Academyでは、法人ユ
ーザーや開発者を対象に、デジタル
ソリューションで事業を拡大させるた
めのトレーニングが提供されていま
す。MindSphere Professional 
Servicesは、新しいアプリケーション
の開発から、MindSphere IoTソリュー
ションの完全な実装まで、IoTソリュー
ションのライフサイクル全般にわたっ
て支援するプロフェッショナル・サービ
スです。

あらゆる産業でのデジタル変革という
範囲の広さと高度な複雑さに対応す
るために、MindSphereにはさまざま
な分野の専門技術や情報技術 (IT) 
機能を持つ、世界トップクラスのパー
トナーとの大規模なネットワークが確
立されています。MindSphereのグロ
ーバルなパートナーエコシステムか
ら、お客様の要件に柔軟に適合し
た、ロバストなIoTソリューションとサ
ービスが提供されます。 MindSphere
は、業種や規模に関係なく企業のデ
ジタル変革に参加できる絶好の機会
を、パートナーに提供しています。

強力な産業用アプリケーション
とデジタル・サービス
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MindSphereは、業種や規模に関係な
く企業のデジタル変革に参加できる
絶好の機会を、パートナーに提供し
ています。
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デジタライゼーションとIoTデータの現実の
ビジネス成果への変換が、MindSphereの
核となる強みです。MindSphereで利用で
きる産業用の高価値アプリケーションによ
って、デジタル・サービスから大きな成果
が得られます。さらにMindSphereを活用
することで、製品のアイデア、実現、利
用によるデジタル・ツインのクローズド・ルー
プを完成できます。バリューチェーン全体
を通じて運用データをシームレスに統合す

お客様は設計と生産からパフォーマ
ンスに至る、バリューチェーン全体
を最適化できるようになりました。 

ることにより、パフォーマンス、生産、製
品のデジタル・ツインが接続されます。そ
の結果、運用効率を上げるだけでなく、
シミュレーションやテスト結果を実際の観
測値と比較することも可能になります。

お客様は設計と生産からパフォーマンスに
至る、バリューチェーン全体を最適化でき
るようになりました。

エンド・ツー・エンドのデジタル･ツイ
ンでクローズド・ループのイノベー
ション
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世界が接続されるにつれ、デジタライゼー
ション (デジタルテクノロジーを使用した業
務の変革) は、企業が競争力を維持できる
かどうかの重要な差別化要因となっていま
す。膨大な量のデータを生成する無数の
インテリジェントデバイスから提供されるIoT
データを使用して、デジタライゼーション
は、コストの削減、製品品質、柔軟性、
効率の向上、および市場の需要に対する
応答時間の短縮を約束し、さらに新たなビ
ジネス機会を開拓します。シーメンスは、 
MindSphereを使用して自社の事業全体で

MindSphereは、現実
のモノとデジタル世界
をつなげ、強力な産業
用アプリケーションと
デジタル・サービスを
通じてビジネスの成功
を後押しします。 

デジタライゼーションの課題に対応し、他
の企業もIoTデータを活用して潜在能力を
最大限に引き出せるように支援していま
す。

スループット時間の短縮、柔軟性の向上、
個別化された大量生産の実現、エネルギ
ーとリソースの消費の最適化は、企業が直
面している課題の一部です。設計から生産
計画、生産技術、サービスまでを含む、
バリューチェーン全体の最適化が求められ
ています。MindSphereおよび産業用アプ
リケーションとソリューションは、産業、エ
ネルギー、およびモバイル医療システムな
ど、あらゆるタイプのインフラの有用性、
能力、そして適応力の向上をもたらしてい
ます。企業は入手できる膨大なデータを
収集、コンテキスト付与、分析することで
変革のためのインサイトを得て、情報に基
づいた決定と変更を行い、利益率を改善
できます。 

MindSphereは、現実のモノとデジタル世
界をつなげ、強力な産業用アプリケーショ
ンとデジタル・サービスを通じてビジネスの
成功を後押しします。 MindSphereはオー
プンなPaaS (Platform-as-a-Service) 機能
により、ソリューション・パートナーや、アプ
リケーション開発者、接続パートナーなど
との充実したパートナーエコシステムを実
現し、IoTソリューションを提供していま
す。 企業はバリューチェーン全体を通じて
運用データをシームレスに統合することに
よって、運用の透明性を向上できるだけで
なく、シミュレーションやテスト結果を実際
の観測値と比較し、競争優位性を獲得す
ることも可能です。

MindSphereはクラウドベースのオ
ープンなIoTオペレーティングシス
テムです
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