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は し が き 
 

 海外では、ドイツの”Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅ４．０”や米国の”Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｍａｎ

ｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ（先進製造戦略）”など、ＩＣＴ等を活用して製造プロセスのスマート

化を図り、自国製造業のグローバル競争力を強化する取り組みが推進されています。その行

方は我が国が強みとしてきたものづくりのあり方に大きな変革する可能性を秘めており、我

が国機械工業としていち早く対策を講ずる必要があります。 

 そこで、世界のものづくり強化のパラダイムシフトの方向とものづくりに革新をもたらす

技術を把握し、今後日本が強みを発揮する製造技術と企画・設計・製造・販売・保守の製品

ビジネスサイクル全体でのＩＣＴ活用によるビジネス革新の方向性を見極め、我が国が引き

続き「ものづくり立国」であり続けるために、どのような方向で進むべきかを明らかにする

ことを目的に、今年度「ものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会」を設置しました。 

 今年度の調査では、ドイツのＩｎｄｕｓｔｒｉｅ４．０や米国、英国の政策・戦略を中心

に、文献等からの情報収集の他、有識者による講演や学会シンポジウムの海外講師へのイン

タビュー、経済産業省との意見交換などの活動を通じ、世界の製造業のパラダイムシフトの

方向性を把握しました。特に先進国の製造業に対する認識の変化、その認識刷新に影響を及

ぼした事象と背後にある技術変化、製造業革新に向けた各国の政策・戦略などを整理分析し

ました。 

 本報告書はその成果を取り纏めたもので、調査を進めるに当たってご指導、ご協力をいた

だいた皆様に対し厚く御礼を申し上げますとともに、各位の活動にお役立て頂ければ幸いで

す。 
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第Ⅰ部 

1 章. 事業概要 

1）事業名 

平成 26 年度「世界の製造業のパラダイムシフトへの対応調査研究」 

2）事業の背景 

ドイツの“Industrie 4.0”や米国の“Advanced Manufacturing（先進製造戦略）”、英国の

“HVM1(高価値製造)戦略”などのように、独米英などの先進国において、産学官を挙げた製造

業重視戦略が発表されるなど、製造業重視の機運が高まってきた。これらは ICT 系技術を活用

したり、基礎研究から商業化に至る橋渡しに工夫を凝らしたりして、製造業の競争力強化・復活

を図ろうとしている。また、ハードウェア系スタートアップによる起業が活発化しており、ハー

ドウエア・ルネッサンスと呼ぶ例もみられる。 
こうした新しい潮流に対して世界では、製造業の「パラダイムがシフト」している、或いは

「新しい産業革命」が生じつつあるとみている。 

一方、我が国は世界のものづくりがパラダイムシフトの只中にある中で、パラダイムシフト

を牽引する動きに乏しく、米独等の後塵を拝しているといわれている。3D プリンターも市場を

制しているのは海外メーカーである。先頭を走っていると言われたロボットも福島原発で最初に

投入されたのは海外製であった。 

また、ビッグデータやスマートグリッドなどへの取組をみると、日本ではそれぞれ個別のテ

ーマごとに取り上げられている。ところがドイツでは関連ある一体のものとして産学官が連携し

て取り組んでいる。これらを個別テーマとしてではなく、関連した一体のものとして捉えること

によって、パラダイムシフトという全体を俯瞰する視点が生まれるように思われる。 

ものづくりの「パラダイムシフト」の行方は、我が国が強みとしてきたものづくりのあり方

に大きな変革を迫るものであり、我が国機械工業としてもいち早く対策を講ずる必要があること

は明らかである。 

3）事業の目的 

本事業では世界の製造業のパラダイムシフトの方向と、ものづくりに革新をもたらす技術を

把握し、今後我が国が取り組むべきプロセスイノベーションの方向性や内容を見極め、我が国が

引き続き「ものづくり立国」であり続けるために必要な「進むべき方向性」とそのための要件や

課題を明らかにする。 

本事業の目的は、我が国のパラダイムシフトへの取り組みの実情を世界の先進事例と比較対

照して、差異を明確にし、日本の課題を探ることにある。「パラダイムシフト」が目指す方向、

その具体的な内容や意義付けなどについて、米独等諸外国や国内事例を踏まえ、具体的に目指す

べき方向性を明らかにする。さらには方向性に沿った製造技術や製造プロセスについて有識者等

                                                  
1 HVM:High Value Manufacturing 
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の意見を集約し、日本の機械工業が強みを発揮するための条件や課題を明らかにする。 

4）本事業における主な検討項目 

(1).世界の製造業のパラダイムシフトの方向 

世界の最先端を行く米国と製造業でトップを自負するドイツにおいて認識されている変化の

事例やその方向性に着目する。様々な事例にみられる変化の中に、従来とは根本的に異なる「パ

ラダイムシフト」が生じているといわれている。 

ドイツはこの「パラダイムシフト」を新しい産業革命と捉え、政府と産業界、大学等が一体

となって世界に先駆けた取り組みを行っている。この「パラダイムシフト」の実態をできる限り

詳細に調査・検討することを本事業の主眼とする。 

 
(2).日本のものづくり環境変化の実態 

人口、資源・エネルギー、革新技術の動向といったものづくりの環境は劇的に変化している。

これを目先の変化として捉えるのではなく、長期的な視点から捉えることとする。 

特に少子高齢化という人口動態は、我が国ばかりでなく主として先進国に共通する世界的な

潮流である。新興国のものづくりは、いずれは日本に追いつく時代が来る。低賃金労働力はやが

て枯渇する。資源エネルギーも資源国に保護主義が台頭する。パラダイムシフトはこのような変

化を見据えておかないとその方向性を見失う。 

現在の事業環境で当たり前のことがそうではなくなるという視点から、環境変化の実態をと

らえる必要がある。 

 

(3).日本の強み発揮のために磨き上げるべき製造技術、製造プロセス 

IoT、IoS、CPS、3D プリンターなど2の ICT 系技術と機械などのハード系技術が融合してい

く中で、製造技術や製造プロセスの位置づけの変化は大きな関心事項である。 

このような融合が進む中で製造業のバリューチェーンやビジネスモデルがどのような「パラ

ダイムシフト」を起こすのか、その実像を明らかにする。また「生産システムの革新」、「新市場

の拡大」、「新(第四次)産業革命)といった具体的な将来像(未来像）に至る過程で必要となる技術

開発の方向性を検討する。 

特に、現場力などの日本の強みを引き続き発揮していくために必要となる製造技術や製造プ

ロセスを明確にするとともに、バリューチェーンにおける現場力の持つ意義についても検討を行

う。 

 

(4).今後の日本の製造業がとるべき世界戦略 

日本の製造業がこれからとるべき世界戦略として、米独とは異なる日本独自の強みを生かし、

                                                  
2アルファベットの略号はそれぞれ以下のとおり IoT(Internet of Things)、IoS(Internet of Services)、CPS(Cyber 
Physical System) 
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新興国の追い上げにも対応できるような方策を検討していく。例えば“もの”を基盤とした機能

サービス志向型製造業への転換といった方向性を示すことによって、シフトの流れに乗りつつ世

界をリードしていけるような世界戦略の方策を検討対象とする。  

5）今年度事業の重点ポイント 

(1). 平成 26 年度アウトプットの方向 

今年度は、まず「世界の製造業のパラダイムシフトの方向」を最優先で調査研究することと

する。 

 パラダイムシフトや新産業革命論には様々の観点があるが、日本機械工業連合会の特性を

踏まえ、ICT 系の議論や標準化等の議論に目配りはしながらも、メインは「将来の生産技

術のあり方」など機械工業に主眼を置いた検討を行う。 

 パラダイムシフト、或いは、新産業革命といわれていることの実像とそのベースにある考

え方に焦点をあてる。 

 パラダイムシフトの背後にある技術の変化や考え方などを整理し、主に生産技術の面から

パラダイムシフトの方向性を明らかにする。 

 次年度以降取り上げるべき課題を検討する。 

(2). 平成 27 年度以降のアウトプットの方向 

パラダイムシフトという流れの中で、日本の機械工業を取り巻くものづくり環境と目指すべ

き日本型機械工業の将来像を検討する。主な問題意識は次のとおりである。 

 日本の強みといわれる「現場力」や「裏の品質力」といわれる摺合せ型技術力が、これか

らもその強みを発揮し続けられるのか。 

 パラダイムシフトに取り残されてその強みが失われないようにするための戦略は何か。 

 スマイルカーブは機械工業のどの業種にも当てはまるようになるのか。 

 

6）事業推進体制と事業運営 

日本機械工業連合会の内部に、委員名簿に記載された企業側委員と外部学識経験者からなる

調査専門部会を設置した。専門部会は「ものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会」と称し、

「平成 26 年度世界の製造業のパラダイムシフトへの対応調査研究」を今年度の調査研究テーマ

とする。 

専門部会の運営については、有識者による講演会の開催（講演 45～60 分+質疑応答）と調査

機関が作成する調査資料を基に、部会内部における議論を重ねることにより事業を進める。 
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7）平成 26 年度実施した内容 

(1).第１回ものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会 

１．日 時： 平成 26 年 10 月 3 日（金） 15:00～17:00 
２．場 所： 機械振興会館 6 階 62 号室 東京都港区芝公園 3－5－8 
３．議 題：(1)自己紹介（本調査に対する関心事項、期待すること等も含めて紹介）

 (2)調査内容（案）について 
 (3)今後の活動について 

４．今年度調査項目に関する委員諸氏による関心度アンケートについて 
 
第一回専門部会開催に当たり、各委員宛て調査項目別関心度を調査した。調査項目別の回

答件数を集計したものが次の表である。 

回答件数 

１．先進国の製造業に対する認識の変化  

(製造業の捉え方・評価における変化）(地球上で最も激しく変化して

いる地域(シリコンバレー）における議論 

  

  １－１．ハードウエア・ルネッサンス論 4 

  １－２．パラダイムシフト論・新産業革命論 11 

  １－３．製造業に対する認識の現状 7 

２．製造業に対する認識刷新に影響を及ぼした事象と未来の姿    

  ２－１．生産技術 12 

  ２－２．製品分野 6 

  ２－３．以上に通底する共通点 9 

３．製造業の革新に向けた各国の戦略・政策等     

  ３－１．米国：Advanced Manufacturing 8 

  ３－２．ドイツ：Industrie 4.0 13 

  ３－３．英国：High Value Manufacturing 4 

  ３－４．EU：未来の製造業 6 

  ３－５．米独英 EU のまとめ 6 

４．日本が進むべき道     

  ４－１．我が国の「製造業論」とものづくり環境 12 

  ４－２．目指すべき日本型機械工業の将来像 17 
出所：日機連事務局による専門部会委員（21 名）宛のアンケート結果から 

本表のとおり、各位委員の関心のうち最多は、“目指すべき日本型機械工業の将来像(4-2)”、
次いで“ドイツ：Industrie 4.0(3-2)”、“我が国の「製造業論」とものづくり環境(4-1)”、

“生産技術(2-1)”と続く。  

事業開始前の各委員の関心は、主としてドイツの Industrie 4.0 と生産技術の動向を踏まえ

た日本の機械工業が進むべき道にある。 
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(2).第 2 回ものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会 

１．日 時： 平成 26 年 11 月 19 日（水） 14:00～17:15 
２．場 所： 機械振興会館 6 階 6D－3 号室 東京都港区芝公園 3－5－8 
３．議 題： 
   (１)講演 

(1)「Cyber-Physical Systems と Industry4.0」 
＜講師＞日本アイ・ビー・エム（株) 

テクノロジー・リーダーシップ 
             エグゼクティブ・アーキテクト 北 山 浩 透 氏 

(2)「IoT 時代の価値共創を目指したモノ・コトづくりへの挑戦（仮題）」 
         ＜講師＞神戸大学大学院システム情報学研究科 
            副研究科長、教授 貝 原 俊 也 氏 

(２)討議 調査資料の内容について 
         ＜発表＞日鉄住金総研㈱ 

 
 

(3).第 3 回ものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会 

１．日 時： 平成 27 年 1 月 23 日（金） 14:00～17:00 
２．場 所： 機械振興会館 6 階 6D－1 号室東京都港区芝公園 3－5－8 
３．議 題：  

(1)経済産業省のインダストリ－4.0 に対する考え方の紹介と意見交換 
 ＜講師＞経済産業省 製造産業局 ものづくり政策審議室 
            室長 西 垣 淳 子 氏 

(2)調査資料の内容、平成 26 年度調査のまとめの方向性について 
 

(4).第 4 回ものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会 

１．日 時： 平成 27 年 2 月 13 日（金） 14:00～16:30 
２．場 所： 機械振興会館地下３階Ｂ３－２号室 東京都港区芝公園 3－5－8 
３．議 題： 

(1)講演「IoT 時代に向けての日本のものづくりの強みと弱み 
～目の前のリスクには厳しく日常を離れたリスクに無頓着な日本

文化（企業、消費者）～」  
＜講師＞東京工業大学大学院 社会理工学研究科 経営工学専攻 

 工学博士 教授 圓 川 隆 夫 氏 
(2)討議 平成 26 年度報告書のまとめ方等について 
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2 章.転換点を迎えた先進国の製造業 

1）先進国の製造業における新しい潮流 

（1）製造業に関連する新潮流の主役 

先進国を中心に製造業の世界に新しい潮流が生まれている。 2008 年のリーマンショックを

機に、金融立国とも見られていた米英両国では製造業の捉え方・評価が大きく変化した。特に進

化し続ける ICT 系技術を活用して製造業を新しい視点から捉えなおし、自国の製造業を再復活

させて持続的な経済成長を促そうとする動きや製造業の国内回帰を促す動きなどのように製造

業重視の機運がたかまってきた。 

また、従来から製造業重視政策をとってきたドイツでは、IoT（Internet of Things:モノのイ

ンターネット3）に着眼した工場のスマート化、工場を取り巻くサプライチェーンのネットワー

ク化を進め、製造業のさらなる国際競争力強化と新市場の開拓を主導する構想である“Industrie 
4.0”を産学官一体で推進している。 

米国は「Advanced Manufacturing4」によって、英国は「High Value Manufacturing5」によ

ってそれぞれ製造業重視の政策へ傾注する姿勢を明確にしている。 

米国企業では Google が 5 年以上前から自動運転車（Self-driving Car or Driverless Car）を

開発しているほか、ロボット関連企業を相次ぎ買収（東大発ベンチャーの SCHAFT も）してい

る。Amazon は小型無人飛行機による配送サービス「Prime Air」を早ければ 2015 年にスタート

すると発表した。 

図表 1 製造業に関連する新潮流の主役 
～超大手有名企業と最新無名スタートアップ6やその支援企業が新潮流の主役～

 
出所：諸資料に基づき NSRI(日鉄住金総研の略、以下同)作成 

                                                  
3 IoT：「無線や有線のネットワークを通して繋がっている埋め込み式センサーを用いて、モノどおしがコミュニケ

ーションを取りあうデバイスの能力を表現する用語」BIG DATA:SEIZING OPPORTUNITIES,PRESERVING 
VALUES Executive Office of the President May 2014 のｐ2 の囲み記事から NSRI 作成 
 https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/big_data_privacy_report_may_1_2014.pdf  

4 米国の「先進製造」戦略、詳細は 3 章の当該国部分を参照 
5 英国の「高価値製造」戦略、詳細は 3 章の当該国部分を参照 
6 スタートアップという言葉は日本語のベンチャービジネスに近い表現ではあるが、btrax というブログによれば
次のような厳密な意味づけがされている。「新しいビジネスモデルを開発し、ごく短時間のうちに急激な成長とエ
クジットを狙う事で一獲千金を狙う人々の一時的な集合体」である。ここでいうエクジットとはたとえば 2013 年
末の DARPA ロボティクス・チャレンジ（DRC）で、１位を獲得したシャフト社(東大発のロボットベンチャー)
はその後 Google に買収された。この買収のような形で資金を得ることを指す。 
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Google や Amazone の事例にみられるように、ICT 系企業が製造業に参入する動きは、製造

業の世界に驚きと衝撃を巻き起こしている。 

米国の製造業においても GE は Industrial Internet を標榜して IoT をつながることによる新

しい戦略と位置付け、IBM は Continuous engineering を掲げ、つながることによる事業環境の

変化への対応を訴求するなど、新潮流を生み出している。 

ドイツ企業では SAP を始めとしてシーメンスやボッシュなどが主導して Industrie 4.0 を推

進し、新しい事業形態を目指している。 

このような一連の動きは、製造業そのものが大きな転換点を迎えていることを示している。

この転換を「新産業革命」「パラダイムシフト」などと呼び、今正に革命的変化が起きている7と

受け止められている。 

 

（2）ハードウェア系スタートアップの活性化 

シリコンバレーなどでは「ハードウエア系スタートアップ」が相次いで起業し、スタートアッ

プを支援する企業も続々生まれるなど、活況を呈しており、かつてのシリコンバレーのようだと

して「ハードウエア・ルネッサンス」などと称されている。アイデアがあれば即起業してものづ

くりができる時代が到来している。 

図表 2 米国におけるハードウエア系スタートアップ 

 

                                                  
7 詳細は“2）新潮流のマクロ的考察”を参照 
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注：以上の諸企業のほかにも 3D システムズ、RedEye、3D ロボティクス、Titan Aerospace、JIBO などの多くの新興

企業がある。 

出所：各種報道に基づき、各社 HP から NSRI 作成 

 

この背景にはアイデアから事業化していく際の障壁の難度が、技術的な数々のイノベーショ

ンによって急速に低下したことがある。 

アイデアを得て具体的なものを試作するには従来であれば、時間をかけて何回か試行錯誤を

繰り返さないと試作品を作ることができなかった。現在では安価な 3D プリンターや高機能のコ

ンピュータの出現によって極めて短時間に試作することが可能になっている。またそのための資

金集めもクラウドファンディングの登場とその活用により容易になるなど、起業はかつてないほ

どトライしやすい時代となった。 

製造面をみると、スマホの普及による電子部品の低価格化とネットの活用による部品調達や

EMS の利用による製造自体の外注化が容易になっている。こうした起業環境の大きな変化が、

ハードウエア系スタートアップの登場を後押しし、「ハードウエア・ルネッサンス」論を盛んにし

ていると考えられる。その具体的な事例が図表 2 に見られるようなハードウエア系スタートアッ

プと呼ばれる新興企業群である。 

図表 3 ハードウェア系スタートアップ隆盛の背景 

 

出所：日経産業新聞 H26.7.9「ハードで起業 新潮流」の記事を参考に NSRI 作成 

（３）製造業の新潮流、インターネット・オブ・○○、スマート○○の登場 

新潮流を表わす言葉を日本のメディアで追うと、IoT(Intenet of Things:インタネット・オブ・

シングズ)が「ものがインターネットによりつながる」という意味で、最もよく目にする用語で

ある。 

しかしドイツや米国の文献などを見ていると、ドイツでは IoT と同じような位置づけで
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IoS(Intenet of Services:サービス)を目にすることが多い。IoT や IoS 以外には IoD(Intenet of 
Data:データ)、 IoI(Intenet of Information:情報)を目にすることがある。 

また米国では IoE(Intenet of Everything:あらゆるもの)という使い方もある。いずれもインタ

ーネットによってさまざまな「世界」が「つながる」ことを表わしている。 

図表 4 製造業に関連する新潮流：インターネット○○等の新呼称と新ビジネス 

 
出所：諸資料から NSRI 作成 
 

同様にスマート○○もよく見かける言葉である。日本ではスマートグリッド（Smart Grid）
が有名である。このほかに語頭に Smart を冠した言葉を拾うと、Smart City(都市) 、 Smart 
Factory(工場) などもよく目にするようになった。 

また、Big Data、 Cloud、 Cloud Computing、 Wearable Computing ---なども同様に頻出

する用語である。いずれもコンピュータ、インターネット、システム関連で「進化した ICT 革

命」とも言いうるものである。 

「○○革命」と称する例も増えている。マルチローター式の無人機を様々な用途に使おうと

する「ドローン革命」や、3D プリンター（Additive Manufacturing、 Direct Manufacturing
とも表記）による「いつでもどこでも簡単に『ものづくり』が可能」になるとする「印刷革命」

のほか、様々な機能の発揮が期待される「ロボット革命」などが唱えられている。 

図表 5 製造業に関連する新潮流：○○革命と誰でもものづくりの時代 

 
出所：諸資料から NSRI 作成 
 

このような○○革命の背景にはハードウエアとソフトウエアの両面からの技術革新が存在する。

「こうすれば受けるはずだ」「こうすれば社会の役に立てる」といったアイデアがあれば、それ

を製品にするための安価な機械や部品やソフト、そのための資金がインターネットを介してすぐ

に手に入る時代を迎えている。 

アイデアを製品やサービスにするための事業化のハードルが劇的に低下している。それが米
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Factory(工場) などもよく目にするようになった。 

また、Big Data、 Cloud、 Cloud Computing、 Wearable Computing ---なども同様に頻出

する用語である。いずれもコンピュータ、インターネット、システム関連で「進化した ICT 革

命」とも言いうるものである。 

「○○革命」と称する例も増えている。マルチローター式の無人機を様々な用途に使おうと

する「ドローン革命」や、3D プリンター（Additive Manufacturing、 Direct Manufacturing
とも表記）による「いつでもどこでも簡単に『ものづくり』が可能」になるとする「印刷革命」

のほか、様々な機能の発揮が期待される「ロボット革命」などが唱えられている。 

図表 5 製造業に関連する新潮流：○○革命と誰でもものづくりの時代 

 
出所：諸資料から NSRI 作成 
 

このような○○革命の背景にはハードウエアとソフトウエアの両面からの技術革新が存在する。

「こうすれば受けるはずだ」「こうすれば社会の役に立てる」といったアイデアがあれば、それ

を製品にするための安価な機械や部品やソフト、そのための資金がインターネットを介してすぐ

に手に入る時代を迎えている。 

アイデアを製品やサービスにするための事業化のハードルが劇的に低下している。それが米
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国のハードウエア・ルネッサンス論の底流にある。 

ホワイトハウスの経済諮問委員会による「ミレニアル世代とはどんな世代でどんな課題に直

面し、どんな役割を果たすべきか」についての調査結果8によれば、ミレニアル（Millennial）の

存在が○○革命に大きな役割をはたしているという。ここでミレニアルとは「テックサヴィー

（tech-savvy）」と呼ばれる革新的な“技術物知り”世代のことで、 “技術”に囲まれて育ち、

どんな世代よりもカレッジの学位を持つとされる。彼らは「米国の 21 世紀の経済という将来に

大きなインパクトを及ぼすと期待」されている。 

図表 6 ○○革命などの新潮流の背景 

 
出所：日経産業新聞「 シリコンバレーに「もの作り」の波 最前線を追う 」 2014 年 7 月 13 日 など各種

資料から NSRI 作成 http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK1102X_R10C14A7000000/ 

 

（4）製造業の変容 

世界各地の製造業において「ものづくり単体事業」から下流工程の取込による「サービスプ

ロセス収益化」への変身事例がみられる。いわば「ものづくり(製造)」を内包したまま「サービ

ス」業を兼ねる業態への転身が行われている。 

これは製品の「売りっぱなし」業態からの脱却を意味し、製造業が変容していることを示し

ている。従来のモノをモノのまま売り渡す業態から、モノの持つ機能に着目し、機能を提供する

というサービスを、販売後から廃棄されるまで展開することで、機能そのものと機能に付随する

様々な収益機会を取り込もうとする業態への転身である。 

ドイツの Kaeser Kompressoren (圧縮空気製造装置メーカー)は、装置販売の対価の代わりに

圧縮空気の使用(装置の機能)量で課金するビジネス9を始めている。こうした従来の発想とは異な

るビジネスモデルが模索されていることも、現在みられる製造業の変容の一形態であると考えら

れる。 
                                                  
8出所：Jessica Schumer, The White House <info@mail.whitehouse.gov>2014/10/10 (金) 8:22 から NSRI 作成 
9 KAESER Rental というシステムで低圧・中圧・高圧の三種類のエアーコンプレッサーを用意している。想定さ
れるニーズには「短期間通常より多くのエアが必要」「設備を拡張したいがまだ決断しかねている」「設備購入の最
終決断をする前に試験的に使ってみたい」などがある。当社のシステムを利用することによって「高度の柔軟性」
「投資決定までの時間の節約」「短期間の利用が可能」といったメリットを享受できるとしている。 

http://www.kaeser.de/produkte/kaeser-rental/default.asp#0  

新潮流の背景 
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2）新潮流のマクロ的考察 

（1）新産業革命論 

このような新潮流に対して世界では「第四次産業革命(Industrie 4.0)、新産業革命、パラダイ

ムシフト」など革命的な変化として捉えようとする傾向がみられる。また「ものづくりルネッサ

ンス論、製造業復活論、製造業再重視論、リショア論」などは製造業重視論の例である。 

総じて製造業のパラダイムはシフトしつつあるといわれている。次の図はドイツが唱える第

四次産業革命を各段階別に説明したものである。第一次が蒸気力による機械化、第二次が電動化

による大量生産、第三次がエレクトロニクスとコンピュータの登場・活用の時代、第四次が今か

ら将来にかけて生じる IoT を駆使したネットワーク化の時代と区分されている。 

図表 7 ドイツの新産業革命論（Industrie 4.0） 

 
出所：Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0 Acatech(National 

Academy of science and Engineering） April 2013 をはじめとして各種資料から NSRI 作成 
 

現在の新潮流を米国などでは高賃金国における製造業重視論・復活論とみて「新産業革命」

だとする見方がある。ドイツでは第四次産業革命と名付けている。また、論者によっては第三次

産業革命とみる見方もある。 

ドイツの Industrie 4.0 では第―次を蒸気力(動力生産)、第二次を電気力(モーターによる大量

生産)、第三次を情報力(コンピュータ、エレクトロニクスによる生産)、第四次をネットワーク力

（IoT や CPS によるスマート工場生産）とみて国全体の組織化を実現し、産業革命を推進して

いる。 

－12－ －13－



---14--- 
 

一般に、第一次産業革命は主として蒸気力による動力革命であった。電力を駆使した大量生

産を第二次産業革命と呼んでいる。第三次については見方が分かれている。EU や米国では現在

の変化を第三次と捉える例がみられるが、ドイツでは第三次をコンピュータによる情報革命、第

四次を IoT などのネットワーク化、デジタル化による革命と捉えており、それぞれ別の産業革命

10とみている。 

元フィナンシャルタイムズの製造業担当記者だったピーター・マーシュ11は「新産業革命論」

を著し、2008 年 9 月のリーマンショックが高賃金先進国における製造業見直しの流れを引き起

こし、政治家の関心が製造業に向けられるようになったと述べている。 

マーシュによると米国やフランスでは「国内製造業再活性化」を、英国は「国内製造業の復

活」を図ろうとしている。また、製造業が強いドイツは「製造業をより強固にする政策を必死で

模索」していると述べている。マーシュは日本について日本の政治家と経済界トップの関心事は

「製造業の競争力強化」にあるとみている。また、日本は「技術的スキルで高名」であるものの、

「大胆さとグローバル化の野望で劣後」しているとも指摘している。 

図表 8 米国の新産業革命論(ピーター・マーシュ）

 
出所： Yale University Press Official London Blog Peter Marsh on the democratization of manufacturing 

The Birth of a New Industrial Revolution から NSRI 作成  
http://yalebooksblog.co.uk/2012/04/30/the-birth-of-a-new-industrial-revolution-author-article-by-peter-t-marsh  

 

（２）パラダイムシフト論 

製造業に起きている新潮流である新しい「産業革命」は、製造業の拠って立つ基盤が根底か

ら変化する可能性があるという意味でパラダイムシフトという用語が用いられている。 

表現は異なるが産業革命も劇的な変化を表わしている。製造業のパラダイムも製造業の拠っ

て立つ基盤の変化を指す。両者は同じことを意味している。 

何をパラダイムシフトと見るかについてはいろいろな意見があるが、共通しているのはイン

ターネットによるネットワーク化、デジタル化である。その代表例が IoT である。スマート化も

                                                  
10 第三次と第四次の違いについて：第三次は個々の機器が電子化・インテリジェンシー化される時代、第四次は機
械と電子と情報が融合し、インテリジェンシーを統合的融合的に共有できる時代（日立製作所インフラシステム国
際標準化部水上部長の発言に基づいて NSRI 作成） 

11 ピーター・マーシュ：ピーター・マーシュ 前 Finantial Times 製造業担当編集者、著書に“The Silicon Dhip 
Book”、“The Robot Age“、“The Space Business“ 
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その流れにある。一言でいうといろいろなものやサービスが「つながる」ことによって従来とは

全く異なる世界が到来すると考えられている。これが「パラダイムシフト」の意味あいである。 

IoT が普及すると、IoT から得られる大量のデータ“Big Data”がコンピュータにより解析さ

れ、可視化されるようになる。膨大な量のデータを扱うことから、この世界においても従来型解

析手法である「仮説主導型」から、「データ主導型」発見へと「パラダイムシフト」が行われ、

従来手法では見つけることが困難であった知見が容易に抽出できるようになるとされる。 
図表 9 パラダイムシフトとは 

 

出所：ウィキペディア、デジタル大辞泉、大辞林 第三版などから作成 

また、工場の生産活動がネットワーク化され、3D のデジタル情報が飛び交うことができるよ

うにするという意味の「ICT 改造」によって、「ハード世界」と「ソフトによる仮想的世界」が

融合する世界へと「パラダイムシフト」が起こるとされ、「多核的、同期的、並列アルゴリズム」

や「仮想化」といった世界が製造業に入り込む時代になるとも言われている。 

さらに工場外のサプライチェーンとも「つながる」ことによって製品の全生涯にわたるトレ

ースが可能になり、製品に付随した新しいサービスが可能になるとも言われている。 

「新産業革命」論や製造業の「パラダイムシフト」論は、総じて製造業そのものがハードウエ

アとソフトウエアの融合により大きな転換点を迎えていることを論じていると考えられる。 

（３）製造業復活論・リショア論 

米国のオバマ大統領も製造業の国内回帰を唱えており、先進製造（Advanced Manufacturing）
などの政策を実行しようとしている。ものづくりベンチャーの復活と盛業に加え、製造業の国内

回帰現象を総括して米国経済学者等は製造業の国内回帰論を唱えている。またオフショアリング
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やアウトソーシングは R&D イノベーションの足かせだとする実証的な研究12も登場している。 

英国ではリーマンショック後の経済停滞を機に輸出の大半を占める製造業に再び注目が集ま

り、ケンブリッジ大などが提言した製造業重視戦略（HVM:High Value Manufacturing）を産業

政策として実行している。HVM カタパルト政策は大学の優れた研究成果の商業化を後押しする

政策であり、英国産の製造業育成を支援する政策である。 
また、EU も域内の雇用対策などの観点から製造業の国際競争力重視の政策を発表している。 

（4）製造業重視論 

世界製造業競争力指数というデロイト社が公表している報告書13をみると製造業の重要性に

ついて以下のように記されている。 

図表 10 製造業重視論 

 
注. ---乗数を内在---：製造業は他産業の生産も刺激して経済活動を活発化させるという意味合い。 
注. QOL:Quality of Life の略 
出所：DELOITTE“2013Global Manufacturing Compettiveness Index から NSRI 作成 

 

3）新しい産業革命といわれる新潮流の技術的背景 

（1）新潮流に通底する要因 

新潮流といわれる現象は以上みてきたとおり、その現象を誘導し、引き起こしている背景に

は一般人の想像を超えた大きな技術革新がある。 

                                                  
12  “Fear of Offshoring”Alan S. Blinder - Princeton University December 16,2005  から NSRI 作成 
http://www.foreignaffairs.com/articles/61514/alan-s-blinder/offshoring-the-next-industrial-revolution  
また、AMP Steering Committeeの報告書” A NATIONAL STRATEGIC PLAN FOR ADVANCED MANUFACTURING“の
中で「エコノミスト“グレゴリー・タッセイ”がいうように製造とR&Dを分けて考えることは正しくない。製造の
オフショアリングは時代のイノベーションを棄損するという実証結果がある。世界には複雑な問題が山積している
がそれらの問題は決してサービスだけでは解決しない。」との文言が見られる。グレゴリー・タッセイはNISTシニ
アエコノミスト。Tassey, Gregory (2010), “Rationales and Mechanisms for Revitalizing U.S. Manufacturing R&D 
Strategies”, Journal of Technology 
13 DELOITTE“2013Global Manufacturing Compettiveness Index 
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大きく分けると二つ。一つはスマートフォン14開発が促したハード関連技術であり、もう一つ

はオープンソースソフトウエアなどのソフト関連技術である。 

 

図表 11  ものづくりに衝撃と破壊的影響力を及ぼした ICT 関連技術 
☛3 次元デジタル化、ネットワーク化、デジタルエコノミーへの転換 

○ソフトウエア技術でハードウエアをハンドリング可能な時代の到来！ 

ハード関連
技術 

電子部品、センサー、Embedded
system 等 

→微小化、低価格化の進
行 

→ハードとソフトの
出会い、融合 

☛抽象化、モジュー
ル化、粗結合サー
ビスといったイン
ターネットのアク
セスと信頼性を高
める技術的特性を

→ものづくりの世界
に応用可能に！ 

 

例 

・Raspberry Pie(小型 PC） 

・Arduino(マイコン等具備基板）

・半導体微細化技術 

・低廉製造技術の発達 

  (深圳等の EMS） 

・3D プリンターの発達 

ソフト関連
技術 

オープンソースソフトウエア 

クラウド関連技術の発達 

・Big Data 

・“物理的世界のための
アプリケーション” 

・ハードウエアは次のソ
フトウエアに！ 

  出所：諸資料を基に NSRI 作成 

 

ハード関連技術が影響を及ぼした背景には、①スマホ開発により無線技術、電子基板の低価

格化が進んだこと、②CPU の高機能化により、大量データの高速処理が可能になったことがある。

また、ソフト関連技術の場合には、①オープンソースソフトウエアにより、アプリケーション開

発が進んだこと、②クラウド関連技術により、データやアプリケーションが「もの」から切り離

されたことがある。 

スマホの発展などに伴い、ハードウエアが軽薄短小技術と安価技術の実用化を促し、高速処理

を可能にする一方、進化したソフトウエアが大量情報の共有と解析を可能にした。 

このような ICT 関連技術の破壊的影響力がものづくりに衝撃を与えている現象。これが現在

製造業に巻き起こっている新潮流に通底する要因である。 

ソフト系技術者がスマホ技術を介してハード系技術に接近することを可能にし、ハードウエ

ア・ソフトウエア両者の出会いによって両者の融合現象が生まれたと考えられる。 

 

                                                  
14 スマートフォン：以下“スマホ”と略して記述 
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図表 12 ものづくりの新潮流 

 

出所：諸資料を基に NSRI 作成 

 

 

（2）ハードとソフトの収斂 

• ソフトウエア系エンジニアがものづくり領域に参画 
• ソフトウエア系やシステム系企業と対抗するのか、協業するのか選択を迫られる局面が到来 
• 上流から下流までネットワーク化が進み、「継ぎ目のない製造業」の時代に 
• 全プロセスの可視化(見える化)によって即時管理が可能に 
→経営上のメリットをどう追求するかが課題となっている。 

 

4）転換後の製造業のイメージ 

（1）製造業で可能になること 

• 加工から組み立てに至る製造中の状態や販売後の製品の全生涯に亘る諸情報トレース（情

報収集）が可能に 
• 収集した情報(データ)からデータ解析、洞察へと進む知識生産によって新たな活動が展開

可能に 
• 製品の利用データから次の新製品開発のヒントが獲得可能に 
• 製品位置即時把握や利用情報等即時把握によって、予防保全や消耗品補充といった保守メ

ンテナンスサービスの迅速対応が可能に 
• 製品利用履歴から、クレーム対応や環境等社会規制への迅速対応が可能に 
• ユーザー(消費者)一人ひとりに対応した高品質の製品を大量に迅速・安価に生産可能に(マ

スカスタマイゼーション) 
• 最新機能更新可能製品の登場 
（販売したハードが販売後のソフト更新によって最新機能を具備できるようになる） 
 (=販売後も製品としての進化が継続的に可能に) 
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図表 13 新産業革命 or パラダイムシフト の “Before & After” 

 
出所：海外の新産業革命論やパラダイムシフト論などの資料から NSRI 作成 

 

 

（2）ハードウエア系スタートアップを目指す起業家にとって 

経済の主要生産要素は「労働と資本」とされてきた。つまり、モノづくりのような経済活動

には相応の資本力が必要であった。 

しかし、パラダイムシフトによって「労働と資本による生産」から「アイデア次第で生産」

が可能な時代になりつつある。つまり大型生産設備を要件とした生産が、超小型安価設備で代替

可能になり、ものづくりへの参入コストが低下した。さらにクラウドファンディングなどの資金

調達手段の利用環境が整うなど、意欲があればだれでも製造業に参入しやすくなり、その結果、

ものづくりに注目したスタートアップが増加することになった。 

（3）転換が社会に及ぼす影響例 

• 無人機が引き起こす物流革命 
• 無人機による空中からの撮影という新しいサービス事業の展開 

→無人機により「いつでもどこでも空からみえる、届ける」機能の普及 
→空中という未活用空間の活用活発化(アイデア次第) 

• ロボットの産業化(人力の代替場面の拡大)と新しい可能性の展開 
→人とロボットの連携協調など新次元の作業環境の出現と普及 

• 広がる製造業の ICT 活用シーン 
→手書き日報の電子化、カンバンの電子化、電子データを活用する新しい QC 活動へ 
→ Kaizen 15における単純作業に係る部分が自動化され、高度作業（「考える」ことが必

                                                  
15 Kaizen については東工大圓川教授が「多品種下における平準化思想」「変化に対応できる人の育成とシステム」
「異常の顕在化による連続的な体質強化」「組織としての学習メカニズム」の四点に整理されている。詳細は「事
業活動資料編」1 章 3）における同教授講演抄録を参照。 
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しかし、パラダイムシフトによって「労働と資本による生産」から「アイデア次第で生産」

が可能な時代になりつつある。つまり大型生産設備を要件とした生産が、超小型安価設備で代替

可能になり、ものづくりへの参入コストが低下した。さらにクラウドファンディングなどの資金

調達手段の利用環境が整うなど、意欲があればだれでも製造業に参入しやすくなり、その結果、

ものづくりに注目したスタートアップが増加することになった。 

（3）転換が社会に及ぼす影響例 

• 無人機が引き起こす物流革命 
• 無人機による空中からの撮影という新しいサービス事業の展開 

→無人機により「いつでもどこでも空からみえる、届ける」機能の普及 
→空中という未活用空間の活用活発化(アイデア次第) 

• ロボットの産業化(人力の代替場面の拡大)と新しい可能性の展開 
→人とロボットの連携協調など新次元の作業環境の出現と普及 

• 広がる製造業の ICT 活用シーン 
→手書き日報の電子化、カンバンの電子化、電子データを活用する新しい QC 活動へ 
→ KAIZEN 15における単純作業に係る部分が自動化され、高度作業（「考える」ことが

                                                   
15 KAIZEN については東工大圓川教授が「多品種下における平準化思想」「変化に対応できる人の育成とシステム」
「異常の顕在化による連続的な体質強化」「組織としての学習メカニズム」の四点に整理されている。詳細は「事
業活動資料編」1 章 4）における同教授講演抄録を参照。 
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必要な作業）に集中できるようになる 
• IoT 前提社会が目前に迫る中で無線通信規格や制御ソフト等の標準化の必要性 

→標準化を主導する企業による「ワンテークオール」となる懸念 
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3 章.各国の製造業戦略 

1）各国の製造業革新戦略・政策等 

デジタルエコノミーに向けての世界の反応をみると、ドイツは 2011 年に産学官が密接に連携

した国家戦略構想（Industrie 4.0）打ち上げ16、機械・電気・情報の国内 3 団体が共同プラット

フォームを結成し、分野ごとに WG を運営する体制を築いた。 

この構想は IoT の本格的導入による「スマートファクトリー」の実現を展望し、そのための

製品開発と市場開拓を狙いとしている。具体的には RFID、組込システム、CPS（仮想現実統合

システム）の実装・製品化やネットワーク化、輸出を指向している。またネットワーク化のため

の標準化を独米が先導している。ドイツの産学官一体の戦略構想は各国を刺激。 

英国は HVM(High Value Manufacturing、高価値製造)という戦略を立ち上げ、事実上

industrie 4.0 を追撃。米国の NNMI17は英国の HVM カタパルトと同様、大学等の研究開発成果

を民間企業にスムーズに移転する狙いで構想されたものである。いずれもドイツのフランホーフ

ァ研究所が果たしている機能と似た取組になっている。 

中国は今後 10 年の製造業発展計画「中国製造 2025」の策定作業18を進めている。また、未確

認ながら韓台も追随との情報がある。 

インドは Internet of Things Policy のドラフト案を 2015 年 1 月に公表したほか、「デジタル・

インディア・プログラム」を公表して先進国を追撃しようとしている。 

 

2）米国の政策 

（1）先進製造戦略 

2011 年に Advanced Manufacturing (先進製造）に関する報告書が公表され、翌年には国家

科学技術会議が先進製造戦略を発表。以後毎年予算化が行われている。 

本戦略案ではプロダクトイノベーションとプロセスイノベーションの両方がターゲットであ

り、「情報・オートメーション・コンピュータ計算・ソフトウェア・センシング・ネットワーキ

ング等の利用に基づき、物理学・ナノテクノロジー・化学・生物学による成果と最先端材料を活

用する一連の活動」を展開する。 

（2）先進製造戦略の狙い 

「先進的技術開発」と「効率的で高生産性かつ高度統合的な生産プロセス」を、米国の製造

企業全般に浸透させることによって、製造業の再生、経済活力の強化、国内製造基盤の活性化を

                                                  
16 2011 年 11 月にドイツ政府による高度技術戦略「ハイテク戦略 2020 」の中の未来プロジェクトの一つとして、

ICT を駆使した製造業の革新を目指す戦略「Industrie 4.0」が採択されている。 
17 NNMI: 製造イノベーション全国ネットワーク. （National Network of Manufacturing Innovation）:2013 年 9
月、オバマ大統領の提案による製造業にイノベーションを起こすための産学官連携のためのハブ組織。全米に
NNMI のネットワークを張り巡らし、イノベーションに役立つインフラとして急速に整備するためにまず 15 か所、
10 年後までに 45 か所建設するよう提案されている。 http://manufacturing.gov/nnmi.html  

18 JETRO「工業強国に向け、中央 4部門が製造業中長期計画「中国製造 2025」を作成」(出典：21世紀経済報道 2014
年 6 月 30 日) http://www.jetro-pkip.org/html/ipshow_BID_5118.html 
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図り、もって米国を再び「先進製造における世界のリーダー」の地位に復することが狙いである。 

（3）戦略推進のための取組み 

米国の Advanced Manufacturing（先進製造）戦略は、2011 年から政府の取り組みが進めら

れている。製造業の再生、経済活力の注入、国内製造基盤の活性化を通じ、米国を再び先進製造

における世界のリーダーの地位に復することを標榜している。本戦略の諮問委員会の報告には三

つの柱と 16 の指針が含まれている。 

三つの柱19は「イノベーションの断行」「人材供給の確保」「事業環境の改善」である。16 の

指針には NNMI( National Network for Manufacturing Innovation：製造イノベーション全国

ネットワーク）の創立や産学連携の強化などという戦略の策定が提言として盛り込まれている。 

図表 14 米国の政策：Advanced Manufacturing（先進製造）戦略 

 
注.PCAST（President's Council of Advisors on Science and Technology)：大統領科学技術諮問委員会 
注. AMP（Advanced Manufacturing Partnership）：先進製造パートナーシップ 
注. NSTC（National Science and Technology Council）：国家科学技術会議 
注.NSF（National Science Foundation）: アメリカ国立科学財団 
注.DAPRA（Defense Advanced Research Projects Agency）：アメリカ国防高等研究計画局 
注.NIST（National Institute of Standards and Technology）：アメリカ国立標準技術研究所 
注.DOE（Department of Energy)： エネルギー省 
出所：米国の Advanced Manufacturing 関係資料から NSRI 作成 

大多数を占める中小企業は大半が技術革新の蚊帳の外におかれていることから、米国では製

造イノベーション研究所（IMI： Institute for Manufacturing. Innovation20）の設立とその全

国ネットワーク化（NNMI ：National Network for Manufacturing Innovation）を打ち出して

いる。NNMI は米国内の製造業競争力の優位確保を図るために、大学や研究機関の基礎研究と企

                                                  
19 三つの柱については AMP(Advanced Manufacturing Partnership）推進委員会推奨による。 
20 IMI には先進コンポジット研究所（IACMI）、デジタル設計・製造研究所（DMDII）、次世代軽量化技術研究所

（LIFT）、ワイドバンドギャップ半導体研究所（Power America）、積層造形研究所（America Makes）があ
り、まとめて IMIｓと称している（和訳：NSRI）。詳細は次を参照“Advanced Manufacturing National 
Program Office March 10, 2015 http://manufacturing.gov/docs/Institutes-Summary.pdf  

－22－ －23－



---23--- 
 

業による商業化の間に横たわる溝を埋めるための橋渡し役として期待されている。NNMI は、先

進技術を中小企業群へ普及・浸透する役割を担っている。 

但し、米国の場合、政府の政策とは別に GE、IBM、クアルコム、インテル、グーグル、アマ

ゾンといった個別企業が自社主導の標準化やデファクトスタンダードを狙って活発な活動を展

開している点には留意が必要である。 

図表 15 米国の政策（製造イノベーションモデル) 

 
出所：Report to the president on capturing domestic competitive advantage in advanced manufacturing 

July 2012 AMP Steering Committee のｐ23 を基に NSRI 作成 
 
 

3）英国の政策 

（1）製造業復活戦略 

英国政府は HVM（ High Value Manufacturing、高価値製造）政策を掲げて製造業の復活を

企図している。HVM( High Value Manufacturing）とは最先端技術知識と専門知識を応用した

製品や生産プロセス、関連サービスを創造する産業のことである。大学や研究機関による研究成

果を英国で活動する企業に移転してイノベーションを起こし、英国生まれの製造業の復興を図ろ

うとしている。 

製造業にプロダクトイノベーションとプロセスイノベーションを起こすためには、「死の谷」

の克服が求められる。研究成果の民間移転仲介役として HVM カタパルトが設置された。これは

ドイツのフランホーファ―研究所や米国の NNMI に相当する機能を担う。主な技術分野として

複合材料、導電性プラスチック、バイオ技術などが挙げられている。この分野の英国の強みを、

HVM カタパルトを介して民間企業に移転することが狙いである。 

（2）英国政府の役割 
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英国政府は HVM (High Value Manufacturing：高価値製造)政策を展開中である。これは英

国における製造業の復活戦略である。 

ケンブリッジ大学の IfM(Institute for Manufacturing:ケンブリッジ大学製造研究所)が実施

した HVM に関する理論研究の成果21を基に、世界クラスの「英国科学の成果」を英国製造業者

による「商業化」に転化するための支援施策である。 

図表 16 英国の「高価値」製造復活戦略：High Value Manufacturing Strategies 
    (科学研究と商業化の間にある「死の谷」を埋める施策） 

 
注：TRL(技術進歩レベル)は NASA が開発した「研究開発から商業化」に至るレベルを指標化したもの 
出所：英国の High Value Manufacturing Strategies を基に NSRI 作成 
 

商業化の支援機関として HVM カタパルトを設立し、そのための予算を確保するもので「高

い価値を生み出す製造業」を支援する産業政策である。本政策の登場は、シティ22を擁する英国

が製造業に注力する時代になったことを示すものである。 

ロンドン市が中心になって開催している London Technology Week は、欧州などから多くの

スタートアップ企業関係者が集う場となっている。 

図表 17 英国の製造業復活戦略：High Value Manufacturing Strategies 
1.HVM(High value manufacturing）の位置づけ 

• 製造業の復活戦略として立案 
• 最先端技術知識と専門知識を応用した製品や生産プロセス、関連サービスを創造する産業 

2.HVM 推進の目標 
 製造業にイノベーションを 

                                                  
21 ケンブリッジ大学の IfM は米独日を製造業で主要な国々として分析している。同研究所の分析によれば、米国の

競争優位は“先進製造”にあり、先進的製品や先進的プロセス、スマート製造システムを例示している。ドイ
ツは、“生産”に競争優位があり、生産技術や機械工具、工場を例として挙げている。一方、日本については
“ものづくり”が競争優位にあり、秀逸な職人技と熟練チームによる統合された工学的組織能力を例としてい
る。 
出所： Reconceptualisation  of  Manufacturing  An  Industrial  Systems  Perspective  M.J.Gregory,E.O ’

Sullivan,A.Andreoni,C.Lopez--‐Gomez IfM Management Technology Policy から NSRI 作成 
22 2008年9月のリーマンショックまでは英国は米国とともに世界の金融の中心とみられていた。その中心に位置す

るのが「シティ」と呼ばれるロンドンの金融街である。「シティ」は英国金融産業の象徴。 
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 プロダクトイノベーションとプロセスイノベーション 
 「死の谷」の克服のための仕組みづくり 
 HVM カタパルト（研究成果の民間移転仲介機能） 

3.英国政府の役割 
-世界クラスの「科学の成果」→英国製造業者による「商業化」支援 

 特に英国の強み：複合材料、導電性プラスチック、バイオ技術など  
 HVM 戦略と将来像の研究 
 ケンブリッジ大学の IfM(製造業研究所)が担当 

出所：Technology Strategy Board  Driving Innovation „High value manufacturing“2014.5.27 から 
   NSRI 作成 

 

図表 18 英国の製造業復活戦略 High Value Manufacturing Strategies 
ライフサイクルから見た概要 

 
出所：Technology Strategy Board  Driving Innovation „High value manufacturing“2014.5.27 から 
   NSRI 作成 
 

（3）HVM(高価値製造)とは 

 
ケンブリッジ大学 IfM(ケンブリッジ大学製造研究所、以下単にケンブリッジ大学 IfM と略）

のレポート23「HVM(高価値製造)を定義する」2006 年 1 月によれば、HVM をシンプルに定義づ

けられる定義は存在しないとある。 

同レポートでは「英国における製造業には強力な未来がある。この未来は高付加価値の創造

にかかっている。HVM は財政的に重要であるばかりでなく、戦略的にも重要であり、社会的に

プラスの影響力を持つ存在である。」と製造業の持つ意味合いやその重要性を力説する。 

                                                  
23 出所：“Defining High Value Manufacturing”2006 年 1 月、ケンブリッジ大学から NSRI 作成 

http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/uploads/Research/CIG/DefiningHVM.pdf#search='high+value+manufact
uring 

 

環境制約と経済価値の最適化 

材料資源の加工 
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製造業に対するケンブリッジ大学 IfM の認識を整理すると以下の諸点にまとめられる。 

図表 19 IfM(ケンブリッジ大学製造研究所）の製造業に対する認識 
 製造業は進化すべきだが進化してきたとは言えない。 
 価値は収益以上である。 
 HVM 企業は財政的、戦略的、社会的価値を創造する。 
 HVM をシンプルに定義づけられる定義は存在しない。 
 IfM(ケンブリッジ大学製造業研究所）は HVM を分析するフレームワークを開発した。 
 HVM 企業には多くの形態と規模がある。 
 英国の製造業は未来において HVM にならなければならない。 

出所：“Defining High Value Manufacturing”2006 年 1 月、ケンブリッジ大学から NSRI 作成 
http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/uploads/Research/CIG/DefiningHVM.pdf  
 

「製造業は進化すべきだが進化してきたとは言えない」という点については、「製造業とはア

イデアを製品やサービスに変換する業種」であると位置づけている。サービスという用語が製品

と並列で出ている。グローバルに競争力を持つ製造業を担う人とは「発明家であり、イノベータ

ーであり、グローバルサプライチェーンのマネージャーであり、サービスプロバイダーである」

とされる。 

製造業の役割については、「かつては製品としてしか見えなかったものが、今では製品に加え

て研究、デザイン、サービスの提供が含まれる」としている。製品を超える価値を有するがゆえ

に「高価値」と名付けられるようになったという。「価値は収益以上である」というユニークな

指摘はこうした認識から生まれている。 

また、価値が収益以上であることについて次のように説明している。すなわち「価値」は「収

益」や「収入」と同じように見えるが、製造企業の持つ「価値」は、単なる財務状況を超えたと
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（4）HVM(高価値製造)企業 
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ービス収入）、グラクソスミスクライン（研究志向製品とマーケティング） 
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HVM の単純な定義づけは難しいが、その代わりに製造業者を 4 類型に分けられるマトリクス

の開発を行った。この類型は縦軸が主な収入発生源が製品かサービスか、横軸が主なコスト発生

源が製品か非製品かによる24。こうして HVM 企業にみられる多くの形態が次のような 4 類型に

整理できるようになった。 

図表 20 IfM(ケンブリッジ大学製造研究所）による英国 HVM 企業の 4 類型マッピング 

 
注. 英国サウスイーストにおける 10 企業の分析から得られた 4 類型マッピング 
出所：“Defining High Value Manufacturing”2006 年 1 月、ケンブリッジ大学から NSR 作成 

http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/uploads/Research/CIG/DefiningHVM.pdf 

この 4 類型はそれぞれ上図の右上のフィービジネスの部分(コストも収入もサービス＝生産物

以外がメインのケース)が「製品関連サービス型製造業」（生産による収入を製品周りのサービス

による収入が上回る）、上図左上が「サービス牽引型製造業」（重要な生産能力を基にしたサービ

スの提供）、上図左下のカスタマイズ生産とロジスティックのアウトソース化のところが「製品

生産製造業」（生産した製品を通して価値を提供）、上図右下のメンテナンスサービスの部分が「シ

ステムインテグレーター」（外部生産ネットワークの力を借りて消費者とのチャネルをコントロ

ールする）となるという。 

このうちの製品関連サービス型製造業は、英国クランフィールド大学ロイ教授が指摘25する製

品全生涯にわたる工学的サービスという概念に相当すると考えられる。 
 

（5）HVM(高価値製造)分析フレームワーク 

ケンブリッジ大学が開発した HVM 分析フレームワークの一つに、HVM（高価値を生み出す

製造業）の活動が、財務的・戦略的・社会的価値とどのように関連するかを一覧にしたマトリク

                                                  
24 図表 20 は横軸に生産物以外のコストが占める比率を、縦軸に生産物以外の収入が占める比率を取り、縦横そ

れぞれ比率の高低により二分したものである。高の場合はサービスがメイン、低の場合は製品製造がメインであ
る。縦横二分により四つの区画を 4 類型と呼んでいる。 

25 CIRP シンポジウムにおいてインタビューした際に聴取（事業活動資料編参照） 
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スがある。 

このマトリクスからは、製造業の影響力が国・投資家・従業員の各レベルに沿った形で財務

面、戦略面、社会面にどのように及ぶのかが整理されている。 

なお、HVM の政策立案過程をみると、サイクロン型掃除機で有名な英国のダイソンの創業者

が、生粋の英国生まれの製造企業として積極的に立案に参加している。 

また、車体のメーカーでもある英国のマクラーレンは、自動車のエンジン回転数などの Big 
Data を素早く解析し、F1 レースに活用していることで知られる。最近、マクラーレンテクノロ

ジーは、F1 レースで蓄積した Big Data の解析技術を外販すると報じられている。この 2 例は英

国における製造業の蠢動を象徴しているように見受けられる。 

 

図表 21 IfM(ケンブリッジ大学製造研究所）が開発した HVM 分析フレームワーク 

 
出所：“Defining High Value Manufacturing”2006 年 1 月、ケンブリッジ大学から NSRI 作成 

http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/uploads/Research/CIG/DefiningHVM.pdf 
 
 

ロンドン市は国の HVM 政策や製造業復活戦略に沿った活動を行っている。 

同市は技術や ICT をキーとした「ロンドン技術週間」というイベントを実施している。イベ

ントを通してロンドン市は、国内のみならず広く欧州や世界から“技術の巨人”やダイナミック

な活躍を続けるスタートアップ企業が集まるグローバルハブとなり、起業のためのプラットフォ

ームを提供し、デジタル・イノベーションの最前線となると宣言している。 

図表 22  ロンドン技術週間について 
 2014 年 6 月に行われた“ロンドン技術週間”はここロンドンが世界中の技術主導タイプの企

業にとってのビジネスを進めていく上でのショーケースであることを立証した。 

 ロンドン技術週間は幅広い関係者が集い、英国の IT 産業が前進するための議論を行う価値ある

プラットフォームを提供し、政策形成を進める土台となる。 

 ビジネスリーダーや技術の専門家は沢山のイベントに参加することができる。 

 ロンドン市長ボリス・ジョンソンは「ロンドンは“技術の巨人”やダイナミックな活躍を続け

るスタートアップとともにデジタル・イノベーションの最前線となっている」という。 
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 この輝かしいセクターはここロンドンにおいて潜在的に何十万人という雇用吸収力と成長力を

持っている。 

 「ロンドン技術週間は、ロンドンの技術セクターにとっての一里塚となるだけでなく、技術セ

クターにとってのロンドンのグローバルハブとしての地位を確固とすることにもなる。」(ゴード

ン・イン、ロンドンバートナー(ロンドン市長公式推進機関）CEO) 

 「ロンドンは引き続きビジネス気運を高め、世界中から最良の才能を惹きつける場所となる。

ロンドンパートナーは喜んで『触媒』機能を発揮し、英国経済にとって極めて重要なセクター

を成長させルことにコミットし、一連の重要な高付加価値の技術的なイベントを創り上げるこ

との役に立つようにしたい。」(同 CEO) 

 「ロンドンファッションウイークと同じようにこのロンドン技術週間をして世界中の技術セク

ターを引き寄せる地球規模での磁石となるように、この新しいイベントがブランドとなるよう

希望する。」（同 CEO) 

出所：London Technology Week から NSRI 作成 http://londontechnologyweek.co.uk/about/ 
なお、イベントの中をみると英中貿易協会による“Doing Business in China Seminar”やサムスンの
“Open Innovation & Technology Scouting”などの催し物があるも、日本関係は見当たらず！ 

 
 
 

4）ドイツの政策 

（1）ドイツのハイテク戦略 2020 

ドイツのハイテク戦略 2020 は、向こう 10～20 年後をターゲットとしたドイツ連邦政府の研

究開発およびイノベーションのための包括的な戦略である。2006 年 8 月に発表され、2010 年に

更新されている。2014 年 9 月には 2010 年の改訂版となるハイテク戦略第 3 版が公表された。 

ハイテク戦略はドイツの科学・イノベーション政策の基本計画に相当する。同戦略は省庁横

断型の戦略であり、予算化から研究開発に至るまで、幅広い施策や戦略が列記されている。研究 
の重点分野をみると「気候・エネルギー」「健康・栄養」「交通輸送」「安全セキュリティ」「コミ

ュニケーション」の 5 分野となっている。 

新ハイテク戦略には大きな方向転換はみられないといわれている。2010 年改訂のハイテク戦

略 2020 で行われている未来プロジェクトは引き続き継続実施される。戦略の中核は産学連携の

強化と中小企業支援、及び起業の促進にある。 
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図表 23 ドイツのハイテク戦略 2020 

 
出所：CIRP シンポジウム「国家レベルの産業競争力強化の取り組み」―欧米における生産技術研究開

発プロジェクトの動向― 2014.12.11 開催の Prof.Dr.M.Kleiner 氏講演「ドイツの取り組み」内容
から NSRI 作成 

 
 

（2）ハイテク戦略 2020 の狙い 

ハイテク戦略 2020 の狙いは、繁栄と生活の質に関する将来の課題を優先した重点 5 分野にお

いて、ドイツが科学技術ソリューションを先導し、新市場開拓の先頭に立つことである。ドイツ

は世界のイノベーションリーダーとしての地位を目指している。 

このため、アイデアをどこよりも早く生産プロセスに落とし込み、製品化し、サービスとし

て市場に投入しなければならない。産学連携の一層の強化が叫ばれているほか、イノベーション

を引き出す環境づくりと中小企業も巻き込んでの参加と連携の強化が謳われている。その個別具

体的なテーマを未来プロジェクトと呼んでいる。 

ハイテク戦略 2020 の中にある未来プロジェクトは全部で 10 本ある。このなかには CO2、エ

ネルギー、医療、栄養・健康、高齢者、EV、個人情報セキュリティの問題などが取り上げられ

ている。 

そのうちの 1 つが Industrie 4.0 という位置づけである。 
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図表 24 ドイツのハイテク戦略 2020 の概要と狙い 

 
出所：連邦教育科学研究技術省（ドイツ）、The German High Tech Strategy から NSRI 作成 

http://www.bmbf.de/en 
 

 
（3）同戦略における Industrie 4.0 の位置づけ 

Industrie 4.0 の狙いは、製造業のような伝統的な産業の ICT 化を推進し、生産技術の研究開

発とエンジニアリングに注力することによって、関連装置・機器やシステム等の生産・販売のリ

ーダーとなること、及び関連輸出市場の獲得を目指すことである。 

図表 25 ドイツ Industrie 4.0 実現に要する ICT 投資額 

 
注.原典は BITKOM による「Industrie4.0 を実現するために必要となる IT 投資額の推計」で 2015 年には企

業全体で 657 百万ユーロ（前年比 54％増）に達するとしている。 
出所：ドイツ・NRW.INVEST 社「日独が描く未来工場・生産技術ー革新ソリューションでその将来像を模

索」20149.26（金）における NRW.INVEST 社 アジア部長 アストリッド・ベッカー氏講演資料「生
産技術とイノベーションを育む拠点」のデータを基に NSRI 作成 
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具体的には ICT を徹底的に活用し、変動への対応力や省資源性に優れ、人間工学を踏まえた

インテリジェント工場 (or スマート工場)を創り上げるためにドイツ中が協働して取り組むプロ

ジェクトである。 

図表 26 ドイツ Industrie 4.0 の位置づけ 

 
出所：acatech(ドイツ工業アカデミー)発表の資料など諸資料を基に NSRI 作成 

 

スマート工場は機器間ばかりか外部企業や顧客ともネットワークで結ばれ、マスカスタマイ

ゼーションやサービスの高度化によって高賃金国ドイツにおける製造業の国際競争力強化を図

るための象徴となっている。 

Indstrie4.0 は、ドイツのハイテク戦略のキーテクノロジーとなっており、伝統的な産業の ICT
化の推進と生産技術の研究開発などへの注力が謳われている。ドイツの産業界に共通する利益の

追求と長期的コンセプトの提示により求心力を発揮しようとしている。 
 

（4）Industrie 4.0 の二つの戦略 

Industrie 4.0 の具体的な目標としては CPS26(Cyber Physical System)の活用促進と CPS 製

品等のマーケティングの 2 つであり、この 2 つによってドイツ製造業の競争力強化と輸出拡大へ

の貢献が期待されている。 

従って Industrie 4.0 の戦略もこの 2 つに集約される。その 1 つ目はドイツの機器・装置産業

による新市場の切り出しと創出を図るための先導戦略であり、2 つ目は Industrie 4.0 を先導す

るドイツ国内市場の拡大戦略として、企業間協力の推進と地域中小企業の参画促進が挙げられて

いる。 

戦略の 1 つ目は伝統的なハイテク戦略に製造業特化の ICT 技術を体系的に融合することが目

                                                  
26 詳細は「4 章.ドイツの Industrie 4.0 構想」の「2）Industrie 4.0 を構成する技術」を参照 
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標である。同 2 つ目は異分野のデジタル統合を標榜することから、異企業間の緊密な協力を必要

とし、地域中小企業の参画促進が期待されていることである。 

図表 27  Industrie 4.0 の狙いと二つの戦略 

 
出所：.Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0  acatech(National 

Academy of science and Engineering：ドイツ工学アカデミー） April 2013 から NSRI 作成 
 
 

5）EU の政策 

（1）EU の製造業に対する認識と取組み姿勢 

2008 年の金融危機に見舞われたとき、欧州の工場は閉鎖の危機にさらされた。折しもその当

時は、特にグリーンエネルギー、クリーン輸送、新製造法、ノーベル賞級新材料、スマート通信

システムなどでイノベーションと技術的発展がブレークスル―を迎えようとする時期と重なっ

ていた。EU では「第三番目の産業革命」と呼んでいる。 

また米国勢もアジア勢も製造業に対する投資を積極化している。このような背景のもと、欧

州も投資を積極化することが必要だという認識が醸成されてきた。 

（2）EU の未来の製造業と産業政策 

21 世紀を迎えるに当たり、欧州域内では衰退する製造業の流れを逆転させて新しい産業革命

をリードするだけの産業競争力の確保が必要だという認識が共有されるようになった。そこで政

策の焦点を当てるべき重点分野として浮上したのが、「先進型製造技術」、「キーとなる技術」、「バ

イオベース製品」、「持続可能な産業・建設政策」、「原材料」、「クリーンな乗り物とスマートグリ

ッド」の 6 分野である。 

このうち 2 つ目の「キーとなる技術」にはマイクロエレクトロニクス、ナノエレクトロニク

ス、先進型材料、工業的バイオテクノロジー、フォトニクス、ナノテクノロジー、先進型製造シ

ステムがある。また 6 つ目の「クリーンな乗り物とスマートグリッド」がセットになっている背

景には電源としての EV の存在が考えられる。 
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（3）EU の産業政策 

産業政策の柱は 4 つある。1 つ、インフラ分野と R&D の 6 重点分野で新規投資を刺激する施

策。2 つ、インターネット市場の早急なる機能改善。3 つ、中小企業の投資とイノベーションを

促すファイナンス環境の改善。4 つ、スキルを持った人的資本の充実に資する施策である。 

 

6）先進各国の製造業関連戦略の比較 

次の表は米英独の三か国の政策を比較したものである。米英独の三か国の政策を比較すると、

製造業強化への取り組み時期は、英独がそれぞれ 2006 年から、米国は少し遅れて 2011 年から

強化の動きが見られる。 

それぞれの政策推進母体をみると、米国は大統領に対する提言という形で立案27され、英国は

ケンブリッジ大学が理論的枠組みを用意しているのに対し、ドイツは民間企業からの発意を受け

てドイツ工学アカデミー（acatech）が提言を発表。連邦政府が参画して機械、電気、情報の 3
業界団体が共同で事務局を構成するというユニークな取り組みになっている。 

政策の大本ではどの国も、大学や公的研究機関における基礎研究を、民間企業の商業ベース

に乗せるための橋渡し機能に重点を置いていることが共通している。米国は NNMI が、英国は

HVM カタパルトが橋渡し機能を担う。ドイツは 81 の専門分野別の研究所を傘下に持つフラウ

ンホーファー研究機構28などがその役割を果たしている。この面では米英両国はドイツをベンチ

マークにしている。 

ドイツの取り組みは産学官が一体化して組織化されているとみられており、産業全体が連邦

政府や州政府、公的な研究機関などの支援を受けられる点で抜きんでている。米英等外国から注

目されている。 

次ページの表は、米英独三か国の製造業に係る戦略の比較を一覧表にしたものである。この

ようにドイツは言うに及ばず、米英両国とも製造業重視政策に転じていることが判る。 

 

 
 
 

                                                  
27 立案：大統領によって任命された「先導的科学者と技術者」による提言を、大統領科学技術諮問委員会事務局

（PCAST 注）が取りまとめ、Report to the President on Capturing Domestic Competitive Advantage in 
nufacturing(先進製造業の競争力上の利点確保に関する報告）2011.6 として公表し、以降関連したレポート等が
次々と発表され、予算化されている。 

  注.PCAST（President's Council of Advisors on Science and Technology)：大統領科学技術諮問委員会 
28 フラウンホーファ研究機構、この呼称はフラウンホーファ日本代表部の HP によるもの。以下において単に「フ

ラウンホーファー」とある場合にはこの「フラウンホーファー研究機構」を指す。同機構の傘下に専門分野別研
究所が配置されている。詳細は図表 49 のある囲み記事や第Ⅱ部 3 章.参考資料の 3）を参照 
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注 図表 28 の図中における記号について 

米国 
NSF: National Science Foundation アメリカ国立科学財団 
DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency アメリカ国防高等研究計画局 
NIST: National Institute of Standards and Technology アメリカ国立標準技術研究所 
DOE: Department of Energy エネルギー省 
PCAST: President's Council of Advisors on Science and Technology 大統領科学技術諮問委員会 
AMP: Advanced Manufacturing Partnership 先進製造パートナーシップ 
NSTC：National Science and Technology Council 国家科学技術会議 
 

英国 
IfM:Institute for Manufacturing ケンブリッジ大学製造研究所 
Innovate UK: 研究、開発、イノベーションに投資する英国の政府機関の一つ 
 

ドイツ 
CPS: Cyber-Physical-System サイバーフィジカルシステム 
IoT:Internet of Things インターネットオブシング 
IoS:Internet of Services インターネットオブサービス 
VDE: DKE（ドイツ国家電気安全規格 DIN EN（VDE） 制定機関）を傘下に持つ電気電子の安全認証機関 
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4 章.ドイツの Industrie 4.0 構想 

1）Industrie 4.0 構想 

（1）Industrie 4.0 とは 

“Industrie 4.0”とは第四次産業革命を意味する。製造業のパラダイムシフトをドイツなり

に展開していくための一大構想を指している。英語では Industry4.0 という表記に相当する。ド

イツはこの呼称を一種のトレードマークとみているため、本事業では“Industrie 4.0”とドイツ

語表記を使用する。 

本構想は、産学官一体となって取り組む 10 年から 15 年、20 年といった長期を展望する戦略

プランである。この間、徐々に進化（evolution）を進め、振り返れば革命的な変化（revolution）
を遂げているような世界が構想されており、構想全体を“Industrie 4.0”（＝第四次産業革命）

と名付けている。 

（2）Industrie 4.0 の特徴 

本構想は IoT(モノのインターネット)とほぼ同じ構想であるが、特に工業に焦点を当てている

点がユニークである。生産に関連するあらゆる生産機器や搬送機器、部品・半製品・製品に ID
チップやセンサ(情報取得)、エナジーハーベスト機構(駆動源)、CPU(情報処理)、無線回路(情報

送信)などで構成されるモジュールを装着して無線通信でつなぐほか、仮想と現実を融合した高

度な生産を可能にする CPS（Cyber Physical System）を開発する。 

 

図表 29 統合されたインターネット主導型 ICT イノベーション 

 
出所：ドイツ工学アカデミー（acatech）“Smart Service Welt Recommendations for the Strategic 

Initiative Web-based Services for Businesses” 2014 年 3 月のｐ2 Prf.Dr.-Ing.Michael 
Abramovici の図から NSRI 作成 

 

こうして工場がスマート化されることにより、エンジニアリングチェーンやサプライチェー

ン全体から膨大なデータが収集され、解析されて可視化することが可能になる。工場内はもちろ
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んのこと出荷後も廃棄されるまで製品に係る情報の可視化が進み、新商品開発・新サービス展開

を始めとして新生産プロセス開発の為の新しい知見を得ることができる。これを統合されたイン

ターネット主導型 ICT イノベーションと呼んでいる。 

Industrie 4.0 におけるインターネット主導型 ICT イノベーションは英語では「Parallel、
Internet-driven  ICT  innovation」と表記される。“Parallel“とあるのは、主役が製造業であ

り、ICT 産業だけにとどまるものではないことを強調するためにハードウエアとソフトウエアの

両方という意味で冠したものと考えられる。 

（3）Industrie 4.0 の狙い 

こうした革命的変化をドイツが主導することによって、ドイツが強みとする製造業の産業競

争力を一段と強固にし、高賃金国でありながら自国内に製造基盤を確保し、輸出力をさらに強化

していくことが政府の狙いとなっている。 

高賃金国でありながら新興国の追い上げを回避しつつ、ソフトウエア系大手によるハードウエ

ア領域への進出など米国を中心に巻き起こされつつある製造業の新潮流に対抗し、国内工場の海

外流出にも歯止めをかけ、新市場を開拓しようという狙いが窺える。 
連邦政府の取り組みをみると、日本の文部科学省に相当する教育研究省と経済産業省に相当

する経済エネルギー省がそれぞれ予算プログラムを所管しているが、協同で所管する助成プログ

ラムのあることが注目される。 
 
図表 30  Industrie 4.0 開始に至るまでのドイツ連邦政府による ICT 関連プロジェクト 

 
出所 「ドイツ政府の第四次産業革命 Industrie 4.0―日本のモノ作り産業へのインパクト―」科学技術振興

機構研究開発戦略センター永野博氏から  2014 年 7 月 24 日日本機械学会 

http://www.jsme.or.jp/msd/html/92/msd_seminar_140724_speaker02.pdf  
助成プログラムなどの支援時期や期間をみると、2006 年から始まり、その後 2007、2008 年
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とほぼ毎年のように 3 年ないし 4 年間のプログラムが打ち出されている。プログラムのターゲッ

ト年は 2015 年(ドイツ・デジタル)、2020 年（ソフトウエア・エンベッデッド・システム)などと

なっている。 
（4）Industrie 4.0 構想実現後のイメージ 

本構想が実現すると、顧客の要求変更や突然の仕様変更など様々な変動に対応可能な生産シ

ステムが生まれる。究極的には需要家それぞれの要望を満たせるような単品受注であっても、量

産相応のコストとスピードで生産（マスカスタマイゼーション）することができるようになり、

効率性や生産性が劇的に改善されるような生産システムが展望されている。 

さらにこのシステムから得られる膨大かつ多様なデータを収集・解析することよって、従来

人手に頼っていた改善活動のためのデータ収集や作図作表は、本構想実現後はより詳細な科学的

データに基づき作図作表が自動化され、見える化される。人間は生産システム改善のための頭脳

労働に専念できるようになると考えられている。 

QCD(品質、コスト、納期)に加えて効率性や生産性、柔軟性といった目標の最適化が可能に

なるとともに、安全性はもとより製品の生涯データの追跡ができるようになることから、環境に

も十分な配慮が可能になる。また働く人の環境も改善されるよう「人間中心」の生産工程が描か

れており、「機械に使われる人」から「機械を使いこなす人」へと転換が進む。 

Industrie 4.0 のワーキンググループには労働組合も本構想の推進者の一つとして参加してお

り、ワークライフバランスも実現できるような労働環境面への配慮が強調されている。 

 

2）Industrie 4.0 を構成する技術 

（1）構想実現に必要な技術 

本構想の原動力は、ネットワーク技術やデジタル技術などの ICT 系技術や RFID チップのよ

うな半導体系技術が中心となる。 

CPS を開発し、現実の世界を PC 上の仮想世界のような感覚で取扱い、再び現実の世界に戻

すことによってハードウエアとソフトウエアを融合する仕組みを創りだす。工場内を無線通信や有

線通信によって、ネットワーク化して「スマート工場」を実現するとともに、工場外の様々な世

界ともネットワークでつなぎ合わせることによって一段とビジネスチャンスや競争力の強化に

資することが展望されている。 

いわば伝統的な製品やサービスを「CPS の開発」を梃にした「インターネット主導型 ICT イ

ノベーション」によって「スマート化（自律分散処理型の知能化）」する構想といえる。 

ソフトウエア系の技術としては、インターネット関連技術として「IoT、IoS、Ipv6、ソーシャ

ル・メディア」などが、ソフトウェア技術として「意味解析技術、Big Data、クラウドサービス」

などが、コミュニケーション技術として「M2M ネットワーク、WiFi ホットスポット、LTE29」

などが挙げられている（図表 31）。 

                                                  
29 LTE(Long Term Evolution) 
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一方、ハードウエア系の技術としては、組込型マイクロシステム（Embeded System）として

「RFID タグ、マイクロセンサー／アクチュエータ、マイクロプロセッサー」などが、機器面で

は「スマートデバイス、AR メガネ、インタラクティブ・ディスプレイ」などが列挙されている

（図表 31）。 
 
図表 31 Industrie 4.0 を構成する技術（インターネット主導型 ICT イノベーションの全貌） 

 

出所 工業科学アカデミー（acatech ）“Smart Service Welt Recommendations for the Strategic Initiative  

Web-based Services for Businesses”2014 年 3 月のｐ2 Prf.Dr.-Ing. Michael Abramovici の図か

ら NSRI 作成 
 
 

（2）CPS 技術とは 

CPS（サイバーフィジカルシステム）とは、工場全体の現場（Physical）の情報をセンサーや

RFID を活用することで、ICT システム（Cyber）上に取り込み、これを蓄積・分析し、これら

のフィードバックを現場に反映させるという仕組みのことである。 

CPS によって実現するスマートファクトリーには、工場内部をシステム化する垂直方向の連

結（エンジニアリングチェーン）と工場と外部調達先など工場外部とをシステム化する水平方向

の連結（サプライチェーン）の二つ30がある。 

ここで垂直方向の連結とは、工場全体を「サイバーフィジカルシステム（Cyber Physical 
System）」とすることを目指す。つまり、製造シミュレーションを現場の生産活動に一致させ、

コンピュータの計算結果を現場の生産性向上に直結させることを目指している。そのためには、

現在バラバラでサイロ化している ERP（Enterprise Resource Planning）などの基幹システム

や生産管理システム、製品ライフサイクル管理（PLM）システム、製造実行システム（MES）、

                                                  
30 MONOist“インダストリー4.0 に必要な“十字”の連携 (2/2)“ 2014 年 11 月 27 日 

http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1411/27/news111_2.html  
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ロボットや製造機械などの制御システムなどを一元管理できるようにしていかなければならな

い。 

また、水平方向の連結とは、サプライチェーンおよびバリューチェーンの情報通信ネットワ

ークによる連結だ。製造業による生産活動は現在、1 社により完結するものはほとんどない。あ

る工場で生産する場合、原料や部品、組み立て（アセンブリー）工程などを外部に出したり、外

部から調達したりする。それらについても各情報システムを連結し、一元的に管理できるように

していくというものである。 

図表 32 CPS(Cyber Physical System) 

 
上図中の「注」の出所：ものづくり推進会議シンポジウムでの NEDO プレゼン資料などから NSRI 作成 
出所：Industrie 4.0-What can the UK learn from Germany‘s manufacturing strategy? 

4February 2014 Prof.Dr.Henning Kagerman から NSRI 作成 
 

（3）Industrie 4.0 と IoT、IoS、CPS に係る技術 

キーテクノロジーの性質としてオープン性、双方向性のほか、ハードウエアのリアルタイム処

理技術や低消費電力技術があるとされる。具体的な技術としてはコンピュータ科学の他に情報技

術、コミュニケーション技術、製造科学技術を発展させつつ融合させる技術が必要である。 

Industrie 4.0 の中核を占める ICT 技術として IoT、或いは CPS が挙げられる。英国では

Industrie 4.0 という用語よりも IoT がより一般的な呼称であるといわれている31。また、M2M
も IoT と同義の言葉として使われている。ドイツでは IoT のほかに IoS も IoT と同程度に重要な

                                                  
31 英国：CIRP シンポジウム開催時に実施した英国大学教授インタビュー(第Ⅱ部事業活動資料編 2 章 2)英国の生

産技術開発のプロジェクト動向の 5.を参照）から。 

注.実世界からウェッブを介して取得したデータをサイバー空間に取り入れて共有・分析・制御

といった様々な操作を行い、その結果を再びウェッブを介して実世界に戻すことができる装

置や仕組みのこと。キーテクノロジーとしてオープン性、双方向、ハードリアルタイム処理、

低消費電力技術があるとされる。 
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キーテクノロジーの性質としてオープン性、双方向性のほか、ハードウエアのリアルタイム処
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術、コミュニケーション技術、製造科学技術を発展させつつ融合させる技術が必要である。 

Industrie 4.0 の中核を占めるICT技術としてIoT、或いはCPSが挙げられる。英国では

Industrie 4.0 という用語よりもIoTがより一般的な呼称であるといわれている 31

                                                  
31 英国：CIRP シンポジウム開催時に実施した英国大学教授インタビュー(2 章 2)英国の生産技術開発のプロジェ

クト動向の 5.を参照）から。 

。また、M2M
もIoTと同義の言葉として使われている。ドイツではIoTのほかにIoSもIoTと同程度に重要な概念

注.実世界からウェッブを介して取得したデータをサイバー空間に取り入れて共有・分析・制御

といった様々な操作を行い、その結果を再びウェッブを介して実世界に戻すことができる装

置や仕組みのこと。キーテクノロジーとしてオープン性、双方向、ハードリアルタイム処理、

低消費電力技術があるとされる。



---42--- 
 

概念として登場する。このほか IoD(データ )や IoI(情報 )という用語も見受けられる。

IoE(Evrything)という表記（シスコ社)もある。 

図表 33  Industrie 4.0 における CPS の技術的背景 

 

出所：GERMANY TRADE&INVEST の冊子“Industrie 4.0 Smart Manufacturing for the Future から NSRI 作成 

 

このうち工業 CPS は CPPS(サイバー・フィジカル生産システム)と略称されている。CPS の

ような ICT 技術は、あらゆる分野の需要に応えられるイノベーションモーターとして位置づけ

られている。 

CPS を実装した生産ラインは電源を入れれば稼働する“Plug&Play”方式になる。CPS の普

及によってデジタル経済の時代が本格化すると考えられている。 

IoT はデバイス機器などの物理的対象に、センサーやアクチュエータ、高性能マイコンを組み

込み、無線などでネットに接続したものである。そうしたシステム全体を IoT と称する。従って

CPS も IoT の一種ということになる。IoT を実現していくには、セキュリティの問題のほか、あ

らゆるアプリケーションに対応して接続を可能にするための標準・規格の問題をクリアする必要

がある。 

CPS が登場すると想定される分野には、工業 CPS（スマートファクトリー）、エネルギーCPS
（スマートグリッド）、モビリティ CPS（スマートモビリティ）、医療 CPS（スマートヘルス）

などの分野が例示されている。 
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図表 34  CPS と IoT、IoS の関係(イノベーションモーターとしての ICT 技術) 

 
注：サービスの概念：「メンテナンス、中断事故対応、修繕、顧客対応」等 

サービスの出所：International Journal of Computer Integrated Manufacturing  Vol.28,Issue1,2015
“Digital Enterprise technology---integrating through-life engineering service knowledge with 
production design and manufacture“:Tariq Masood,Rajkumar Roy,Andrew Harrison,Yuchun Xu,Stephen 
Gregson,&Carl Reeve 著から NSRI 作成 

出所.GERMANY TRADE&INVEST の冊子“Industrie 4.0 Smart Manufacturing for the Future“から NSRI 作成 
 

IoS や IoD と呼ぶサービスとデータのインターネットはコンピュータの使い方の発展によっ

て可能になったものである。 

図表 35  Industrie 4.0 における IoT、IoS 

 

出所：Industrie 4.0-What can the UK learn from Germany’s manufacturing strategy? February 2014 
Prof.Dr.Henning Kagerman から NSRI 作成 
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膨大な量のデータがインターネットを行きかい、サービスのために利用される。また IoS に

はセマンティック・テクノロジー(データから意味を読み取る技術)やクラウドコンピューティン

グの他に IoT と同様あらゆるアプリケーションに対応可能にするための問題の解決が必要であ

る。 
 

（4）Industrie 4.0 と関連する他の技術プロジェクト 

Industrie 4.0 と関連した他のプロジェクトをみると、CPS2020 市場先導プロジェクトがある。

これは Industrie 4.0 の一部として 2020 年までに CPS の先導的なプロバイダーになることを目

標としている。 

図表 36  Industrie 4.0 の関連プロジェクト 

 
出所：GERMANY TRADE&INVEST の冊子“Industrie 4.0 Smart Manufacturin for the Future から

NSRI 作成 

 

AGENDA CPS プロジェクトは、acatech が BMBF に提出し、エネルギー、モビリティ、

健康、工業の４大応用分野の研究を推進する 2025 年までの計画である。 

ICT2020 は Industrie 4.0 のための IT システムの研究とイノベーションが狙いである。ICT
研究の焦点は、組込システム、新ビジネスプロセス、生産方法、IoT＆S にある。 

このほかには Industrie 4.0 のための AUTONOMICS があるが、サービスロボットなどが対

象となっている。 
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3）Industrie 4.0 世界の具体的イメージ 

（1）スマートファクトリーのイメージ 

スマートファクトリーとは、従来の工場のように工場全体を集中制御するのではなく、機器

同士の組み込みシステムが相互に通信しあい、柔軟に迅速に臨機応変に生産することができるよ

うな自律分散型制御による自動生産が可能な工場である。設計や生産計画から製造、出荷に至る

エンジニアリングチェーンを、CPS によってリアル世界とバーチャル世界が融合しあいながら自

動的に生産できる工場である。 

図表 37 スマートファクトリーを取り巻く環境と安全のためのイメージ図 

 
出所：GERMANY TRADE&INVEST の冊子“Industrie 4.0 Smart Manufacturing for the Future から

NSRI 作成 
 

スマートファクトリーは、工場の生産内部の見えにくかったところまで見える化できるばか

りでなく、工場の外部ともつながる工場である。スマートファクトリーでは生産現場の情報を即

時にフィードバックする機能が付くことで生産プロセスの大半が可視化され、不具合は未然に防

止され、生産の中断によるロスが解消されると期待されている。 

また、「スマートファクトリー」をベースに工場間、工場と本社などのほか製造企業の外部と

もネットワークを広げることが想定されている。受注後の材料や部品、半製品から完成品までの
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調達や生産フローを可視化できるだけでなく、出荷・納入後も製品の保守点検・維持管理などの

サービスも容易になる。つまり保守管理や検査・品質保証体制まで含めたプロセスイノベーショ

ン全体の革新が企図されている。 

ユーザーの利活用データはリアルタイムで製造元へフィードバックされ、データの収集・解

析から新たな「未知の知見」が得られるようになり、製品サービスの改善や改革、さらには新製

品への展開と事業を前進させることが可能になる。 

（2）工場が外部と繫がるというイメージ 

スマートファクトリーは、工場が通信機能を介して、別の工場やサプライヤー、物流業や流

通業ともつながることができる。こうしてサプライチェーン全体ともネットワークを組むことに

より、自社工場の上流や下流の様々な情報を収集し、解析して、生産性の向上やコスト低減など

を通じて付加価値の向上に役立てることができる。 

ネットワークから得られる膨大な量の情報はクラウドなどに集められるか、フォグコンピュ

ーティングのように分散して収集処理され、従来は未知であった知見を紡ぎだすことが可能にな

る。 
こうしたネットワークでは安全性の担保がシステム稼働の最重要条件である。セキュリティ

は、 Indutrie 4.0 の最優先課題となっている標準化の次に重要な課題と位置付けられている。な

お、Indutrie 4.0 でいう「標準化」とは、機器間のみならず製品、コンポーネント、IT システム

相互のデータ交換を意味する「コミュニケーション」の土台(プラットフォーム)をオープンにし、

規格化することによって、ネットワークの範囲を極力拡大しようという試みをさす。 

（3）ネットワーク化とビッグデータ、クラウド 

Indutrie 4.0 では、スマートファクトリーによって工場の中がつながるとともに、工場を中心

に外部のサプライチェーンともつながる世界が想定されている。そこから収集される膨大な量の

データ処理は技術進歩によって可能になる。収集されたデータは解析され「見える化」される。

そこから意味のある「知識」が生産される。 

ビッグデータ（英: big data）とは、市販されているデータベース管理ツールや従来のデータ

処理アプリケーションで処理することが困難なほど巨大で複雑なデータ集合の集積物を表す用

語32である。なお、ビッグデータの解析には、生起しそうな事象の発掘を行う「予測」、今生じて

いる現象の発掘を行う「監視」、過去の事象の生起原因を探索する「分析」、取るべき行動を発掘

する「洞察」がある。 

「クラウド33」については、ユーザーは自分自身ではハードウエアやソフトウエア、データな

                                                  
32 ビッグデータ:ウイキペディアから 
  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%B0%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF  

 
33 ウイキペディアのクラウドの定義をみると、定義ははっきりされていないことが多い。ただし、アメリカ国立

標準技術研究所 (NIST)による次の定義が掲載されている。 
“クラウドコンピューティングとは、ネットワーク、サーバー、ストレージ、アプリケーション、サービスなどの

構成可能なコンピューティングリソースの共用プールに対して、便利かつオンデマンドにアクセスでき、最小の管

理労力またはサービスプロバイダ間の相互動作によって迅速に提供され利用できるという、モデルのひとつである。

このクラウドモデルは可用性を促進し、5 つの基本特性と、3 つのサービスモデルと、4 つの配置モデルによって構
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どの資源を保有せずにインターネットの向こう側（クラウド）の中にある資源を利用し、その利

用料金を支払う仕組み全体を指す。 

ビッグデータは将来の「ビジネスの知性」になるといわれている。 

 

図表 38 ビッグデータの解析機能（解決策の導出可能な「ビジネスの知性」) 

 
出所：計測展 2014 OSAKA  - 計測と制御で創る未来の地球 - ～ 未来が、動きだす。 ～における平成

26 年 11 月 20 日 FROST&SULLIVAN によるプレゼン資料「 Industrie 4.0  The Future of Innovation-Big 

Data,IoT and the Rise of the Smart Factory Frost&Sullivan Japan Head of ICT Research Marc 

Einstein の配布資料から NSRI 作成 

 

 

（4）Industrie 4.0 の“Before”“ After” 

①.生産プロセスにおける変化 

工業の CPS は、開発設計や生産工程では、現実世界と仮想世界を融合するシステムとして機

能し、受注から出荷までのリードタイムの大幅短縮が可能になるといわれている。 

CPS の働きにより突然の注文変更や一人ひとりの要望に対応した製品開発や生産が、従来に

比べ圧倒的に短時間で対応することができる。 

従来、オーダーメードは高品質高価格であったが、Industrie 4.0 ではいわばオーダーメード

を、高品質を維持したまま既製品価格で提供できることが目標となっている。 

                                                                                                                                                               
成される[3]。— アメリカ国立標準技術研究所”（NIST）なお NIST の原文は“The NIST Definition of Cloud 
Computing” http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf  
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図表 39  Industrie 4.0 実現後のイメージ 
実現後のイメージ 

 最終的には量産でも“1 to 1” マーケティングへの対応まで展望 

 ユーザーからの急な要求変更にも対応可能に 

・KAIZEN、6σ、ボトルネックの発見、ANDON、ムリ・ムラ・ムダの排除 

～ネット上でシステム対応→生産性劇的改善！ 

 製品の全ライフサイクルの追跡可能に 

・ライフサイクルコスト把握→新たなビジネスモデル工夫可 

ハードウエアコスト＋保守メンテナンス等コスト+リユースコスト＋廃棄コスト 

出所：日独産業フォーラム 2014 のスマートファクトリー KL 会長 Prf.Dr.Dr.h.c. Detlef Zuhlke 氏講

演などから NSRI 作成 
 

② .不具合対応と品質 

現在では、設備の不具合が発生すると現場の生産をストップさせ、問題の発見や課題解決に

少なからぬ時間と労力、コストを費やしている。Industrie 4.0 では生産工程からあらゆるデータ

が収集可能になる。リアルタイムによる解析の結果、対応が必要なシグナルは事前に発見するこ

とができる。こうして不具合発生の前に予防的な措置を講じることが可能になる。 

つまり設備の予知保全が可能になる。設備の稼働状況の変化から、部品交換時期や、ねじの

緩み具合などがリアルタイムで把握できるようになり、製品の品質確保や品質管理の容易化が進

む。 

 

③ .労働環境の変化 

生産プロセスでは機器などのモノ同士が通信しあい、データを交換することによって加工・

組み立てが自動で処理される。人工知能によるアシストや判断支援システムのお蔭で人間は条件

設定や求められる品質レベル、生産システムの改善など判断を要する知的活動に集中できる。 

いわば機械の都合に合わせて機械に使われていた人間が、人間の都合に合わせて機械を使い

こなすことができるようなると期待されている。これによって労働者のワークライフバランスも

実現するという。 

具体的に次図の「Industrie 4.0 にシフト後の階層イメージ」をみると、レベル 1 の製造現場

は無線通信技術とインテリジェントデバイスが活躍する世界となる。レベル 2 の生産工程の自動

化・制御によって直観的な制御ができるようになる。レベル 3 ではクラウドコンピューティング

を活用しながら生産計画や日程・ライン管理などが行われる。レベル 4 ではソフトウエアやソー

シャルメディアなどと統合された戦略や資源配分計画が立案される。PLM や製品設計、生産技

術はこのうちのレベル 3～4 に該当するといわれている。 

また、ICT はあくまでツールであり、最終的に価値を生み出すのは人の役割34である。人間が

発想し、仮説を立て、検証するというアプローチが重要だと言われている。 
                                                  
34 「価値を生むのは人」という指摘の詳細は「第Ⅱ部事業活動資料編」1章 3）の東工大圓川教授講演抄録参照 

－48－ －49－



---49--- 
 

図表 40  Industrie 4.0 にシフト後の階層イメージ 

 
出所：計測展 2014 OSAKA - 計測と制御で創る未来の地球 - ～未来が、動きだす。～における平成 26 年

11 月 20 日 FROST&SULLIVAN によるプレゼン資料「Industrie 4.0 The Future of Innovation-Big 
Data,IoT and the Rise of the Smart Factory Frost&Sullivan Japan Head of ICT Research Marc 
Einstein の配布資料から NSRI 作成 

 
④ .外部規制等の制約条件への対応 

工業製品は化学物質規制や環境規制など様々な規制を受けるほか、製造物責任が問われるな

ど多くの制約条件を抱えている。Industrie 4.0 では製品ライフサイクルに係る製品情報や生産履

歴データがいつでも瞬時に利用可能になることから、様々な社会規制や環境規制、製造物責任の

追及や事故対応、修理・保全などに対して迅速な対応が可能になるとされる。 

⑤ .ドイツ国内工場の変化 

将来、Industrie 4.0 を実現したドイツ国内の工場では、生産性、効率性、処理時間、柔軟性

（変動対応力）が格段に向上し、商品開発力が高まり、斬新なサービス提供ができるようになる。

省資源、省人、省エネ、省土地等の制約条件をクリアしつつ、安全と環境にも配慮した生産シス

テムの構築が目標とされている。この結果、ドイツ国内の工業の国際競争力は高まり、海外市場

の開拓が進む。 

（5）優先課題 

優先分野の課題は、「ネットワーク等の標準化」「複雑化するネットワークの管理手法の開発」

「産業用包括的ブロードバンドのインフラ整備」「ネットワーク等の安全保障」「作業組織の最適

設計」「職業訓練と継続的専門教育」「法規制面の整備」「省資源の追求」の 8 つ。 

現在この中の「標準化ロードマップ」について IEC などを巻き込みながら最優先課題として

取組中。 
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4）Industrie 4.0 の推進体制 

（1）推進体制 

次図は Industrie 4.0 の推進体制である。 

図表 41  Industrie 4.0 の推進体制 

 
 
出所：工業科学アカデミー Acatech(National Academiy of science and Engineering）“Recomendations for 

implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0” April 2013 から NSRI 作成 
 

最上位に運営委員会があり、メンバー企業、3 分野の工業団体などからなる。このほか理事会、

科学諮問委員会と事務局がある。事務局は工業団体が共同で務める体制となっている。 

工業団体は機械（VDMA）、電気・電子（ZWEI）、 IT/通信・ニューメディア（BITKOM）

の三団体が事務局として共同のプラットフォームを構築し、製造システムおよびエンジニアリン

グ分野における優先分野の課題に対して研究開発ロードマップを作成する。 

広報宣伝活動としては HANNOVER MESSE（ 国際産業技術見本市）の場を活用して、2012
年以来、毎年反響を呼ぶ催しを展開している。メッセの開催が Industrie 4.0 の広報宣伝活動と

なっており、自動化された生産システムの実演など毎年話題を集めるようなデモンストレーショ

ンが行われる。 

運営委員会の下部に WG(ワーキンググループ)が数多く活動しており、分野ごとのエキスパー

トが WG に代表を送り込んでいる。 

WG 別のメンバー構成をみると次のとおりである。 
WG1.ではスマートファクトリーがテーマである。メンバーの Wittenstein は世界全体の従業

員 1,809 名、減速機などメカニカルエンジニアリングと駆動システムのメーカー。

Trump はグループ全体の従業員 10,914 人、機械工具、工業用レーザー、エレクトロニ

クスのメーカー。Daimler はベンツで有名な自動車メーカー。VDMA はドイツ機械工

業連盟。Fraunhofer IPA はフラウンホーファーグループの中の生産技術・オートメー

ション研究所。Wbk KIT はカールスルーエ工科大学の生産科学研究所。 
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WG2.では現実環境がテーマである。メンバーは、シーメンスにドイツテレコム、ABB、ドイ

ツポストといった大企業とアーヘン工科大、KIT の各大学のほかドイツ労働総同盟が参

加。 
WG3.では経済環境がテーマである。メンバーは SAP を筆頭に、スイス ABB、米 HP、ソフ

トウエア AG、IDS Sheer（コンサルティングファーム）等が参加している。 
WG4.では人事・労働がテーマである。メンバーには BMW と Fest が参加。Fest は世界で

16,700 人のインテリジェントオートメーションの会社。このほかドルトムント工科大

と労働者の代表 DGB（ドイツ労働総同盟）が参加している。 
WG5.では技術要因をテーマとしている。メンバーには自動車部品で有名なロバートボッシュ

と半導体のインフィニオン、ICT 技術に係る企業の団体である BITKOM が参加してい

る。大学ではミュンヘン工科大、オーデンブルグ大、ブレーメン大が参加している。 
図表 42 Industrie 4.0 の WG 別推進体制 

 
出所：Industrie 4.0-What can the UK learn from Germany‘s manufacturing strategy?4February 

2014 Prof.Dr.Henning Kagerman から NSRI 作成 
 

Industrie 4.0 は長期的な大構想であることから、対外的にも対内的にも広報宣伝にかなりの

力を入れている。主要メンバーのホームページをみると Industrie 4.0 に関する情報が掲載され

ている。また、国際産業技術見本市である Hannover Messe35において、2012 年以来毎春に

Industrie 4.0 を共通テーマとしたデモンストレーションが行われている。 

2015 年のテーマは「工業の統合、ネットワークに加わろう」である。ネットワ－ク化された

製造工場の生産工程や次世代産業用ロボットの実演が行われる予定である。 

                                                  
35 ハノーバーフェアーズジャパン株式会社の FACT SHEET によれば「ドイツメッセ株式会社（以下ドイツメッセ）は、

見本市大国と言われるドイツにある世界最大の見本市会社。設立は 1947 年で、当時第二次世界大戦で疲弊した

ドイツ経済の復興に、見本市は欠かせないとして設立。その後、半世紀以上に亘り発展拡大し続け、ドイツメ

ッセが所有する展示面積は世界最大。「ハノーバー・メッセ」（国際産業技術見本市）や「セビット」（国際情報

通信技術見本市）---最先端技術や未来志向のアイデアの発信基地として、国際的に認知」とある。 

http://www.hannovermesse.co.jp/pdf/DeutscheMesse_FactSheet.pdf  
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実演を行う Endress+Hauser 社36(図表 43 の「展示プログラム」欄参照)は、ホームページの

を自社紹介みると、従業員数 12,000 人以上を擁し、流量計、レベル計、圧力計、分析機器、温

度計、記録、デジタル通信のためのプロセスソリューションを提供し、経済効率、安全性、環境

への影響という点でプロセスを最適化すると謳っている。 

図表 43 Hannover Messe 2015 国際産業技術見本市 

2015 年のメインテーマ「Integrated Industry－Join the Network」 

実演実施予定(デジタルネットワーク化製造工場と新しい生産工程、次世代産業用ロボット) 

 防護柵を必要とせずに人間のそばで協業できる産業用ロボット 
 AM 法→新たなビジネスモデルや企業間協業のあり方の提示 
 部品メーカーから完成品メーカーへの部品販売不要の可能性→データセットのダウンロ

ードによる原料カートリッジを提供（ドイツメッセ㈱取締役副社長 Dr.Jochen Koekler)

 出品予定企業：SAP、ダッソーシステムなどの常連＋マイクロソフト(2015 から新規出展）

 公式パートナーカントリーに「インド」を迎える 

展示プログラム 

 工業オートメーション、エネルギー、モビリテック37、デジタル・ファクトリーなど 
 国際産業技術見本市 HANNOVER MESSE 2015 の出展企業 Endress+Hauser 社はプ

ロセスオートメーションのユーザー向けに Industry 4.0 を実現するためのソリューシ

ョンを発表予定。 
 同社の出展物はプロセスオートメーションの応用分野で Industry4.0 の実現化につなが

る異なる側面、即ち現場の情報からビジネスコントロールまでを関連付ける垂直統合、

生産過程のバリューチェーンにおいて、最大の出力を引き出す水平統合、プラニングか

らプロセスコントロールまですべての範囲で、時間と資源を節約するエンドトゥエン

ド・エンジニアリングに焦点が当てられている。 
（2015 年 3 月日本代表のニュース から

http://www.hannovermesse.co.jp/news/HM/2015/Release_HM2015_MAR2015.pdf   

出展国別状況 
 中国 500 イタリア 261 オランダ 237 トルコ１５９ アメリカ 96 フランス 88 ポ

ーランド 82 インド 71 スイス 70 スペイン 68 韓国 68 台湾 61 ロシア 58 オ
ーストリア 51 チェコ 51 英国 49 デンマーク 36 等々 

 日本 23 社(下記は含む現地法人） 
Z メカニズム技研㈱、㈱野口製作所、奈良精工㈱、アクアシステム㈱、㈱丸山機
械製作所、ジャスト㈱、㈱小林製作所、松本興産㈱、㈱ミナミダ、㈱中野鍛造
所、㈱NC ネットワーク、㈱プロト、㈱関プレス、㈱タイカ、iCAD㈱、東芝三
菱電機産業システム、㈱ニッポン高度紙工業㈱、高石工業㈱、㈱岡崎製作所、
㈱キャリースルー、㈱フジクラ、A-Rise Pipe Support(株)（㈱アドヴァンス）、
三菱電機㈱、横河電機㈱、㈱安川電機、TDK㈱、 川崎重工業㈱、寺崎電気産
業㈱、㈱いけうち、TOA&ARAI 

出所：国際産業技術見本市 HANNOVER MESSE 2014、同 2015 のパンフレット及び同サイトから NSRI
作成 http://www.hannovermesse.co.jp/repraesentauten/hannover.html  

 
                                                  
36 Endress+Hauser 社ホームページ  http://www.jp.endress.com/ja/Endress-Hauser-group  
37 モビリテック（MobiliTech）：ハノーバーメッセ 2015 の日本語パンフレットや同メッセホームページ上に記載

のある同メッセの専門分野 10 のうちの一つ。 
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（2）Industrie 4.0 参画メンバー企業 

ドイツ企業では WG の構成メンバーから明らかなように世界的に名の通った多国籍大企業や

ドイツ国内の大手企業ばかりでなく中堅企業も参加している。例えば大手企業ではボッシュ、ド

イツテレコム、フェスト、インフィニオン、フェニックスコンタクト、SAP、シーメンス、ティ

ッセンクルップ、トルンプなどが、中堅企業ではヴィッテンシュタインなどが参加している。 

ドイツ以外ではスイス ABB、米 IBM、米 HP が、リーディング・インダストリとして或いは

パートナーとして名を連ねている。企業以外では日本でいう経済産業省と文部科学省に相当する

連邦政府機関のほか、大学や公立研究所のみならず労働組合も重要メンバーとして参加している。 

WG には上記企業を始め、3 分野の工業団体や大学の他にフラウンホーファー研究機構の IPA
研究所が加入している。全体調整役にはボッシュのメンバーと acatech(ドイツ工業アカデミー)
のメンバーで SAP 創立者の二人が当たっている。 

「現実環境」問題を議論する WG のメンバーにはドイツ労働総同盟が加入している。今次の

新しい産業革命によって自動化が人間を追い出すのではなく「ワークライフバランス」を実現す

るとしている点が労働組合の賛意を引き出せる背景にあると考えられる。 
 

5）Industrie 4.0 の課題 

（1）Industrie 4.0 の実現に向けての課題 

ドイツでは実現に向けての鍵が、複数の企業がネットワークに接続する「つなぎ」にあると

みられていることから、「標準化」を最優先課題と捉え、そのための取り組みが進んでいる。 

このほかの課題としてはシステムマネジメント、ネットワークインフラの整備、安全性と危

機管理などが当面のターゲットと考えられている。 
（2）Industrie 4.0 実現のための 8 課題 

Industrie 4.0 に必要な研究開発として次の 8 つの課題が挙げられている。 

図表 44 Industrie 4.0 に必要とされる課題 

第 1 に「ネットワーク等の標準化」である。具体的には、企業間ネットワークと統合に伴う単一

共通仕様のための標準化の必要がある。 

第 2 に、複雑化するネットワークの管理手法の開発がある。標準化を進めるには増大する複雑さ

を管理する基礎となる適切なモデルが必要であり、技術者はモデルを開発していくための方法や

ツールを身につける必要がある。 

第 3 に、産業用包括的ブロードバンドのインフラ整備である。信頼に足る包括的で高品質の通信

ネットワークは不可欠であり、ブロードバンド・インターネットのインフラは膨大なスケールで

の拡張が必要となる。 

第 4 に、ネットワーク等の安全保障である。スマート製造業にとって上述の第 2 と第 3 の課題は

不可欠であり、そのセキュリティ確保は大前提である。製造設備や製品が外部からの侵入により

危険に晒されないこととデータや情報が誤用や不正アクセスから守られること。この二つが満た
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されて初めてネットワークに接続できる。 

第 5 に、作業組織の最適設計である。従業員の役割は大きく変化し、より大きな責任と能力開発

が必要になる。従業員参加型の作業組織の設計と生涯学習手段の提供、関連プロジェクトモデル

の提示を要する。 

第 6 に、職業訓練と継続的専門教育である。この構想は従業員の仕事と能力の輪郭を劇的に変え

る。それゆえ適切な訓練戦略と学習・生涯学習・就業ベースでの CPD(Continuing Professional 
Development：継続能力開発＝技術者の継続的な専門教育）を支える就業環境を整備する必要が

ある。 

第 7 に、法規制面の整備である。新しい製造プロセスや水平的ネットワークは法や既存の規制に

対応する必要があるが、同時に法や規制も新しいイノベーションに対応していく必要がある。企

業のデータ、義務・責任、個人情報や貿易制限の取り扱いなどは、法規制に留まらず新しいガイ

ドラインや契約書の雛形、監査のような社内協定または社内規則のイニシアティブが必要にな

る。 

第 8 に、省資源の追求である。環境問題や供給制約への脅威に対処して、資源生産性や資源効率

を高める必要がある。 
出所：Acatech (National Academiy of science and Engineering）“Recommendations for implementing the 

strategic initiative INDUSTRIE 4.0” April 2013 から NSRI 作成 
 

また、Industrie 4.0 を実現に向けての課題として整理された次の資料をみると、第 1 に標準

化があるほか、大きな課題としてシステムマネジメント、ネットワークのインフラ整備、安全性

と危機管理の四つが挙げられている。四つ目の安全性と危機管理の中に、安全規制と標準規格と

いう項目がある。ここに既存の ISO や IEC などと機械や制御システム等との対応が整理されて

いる。 
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図表 45  Industrie 4.0 実現に向けての課題 

 
出所：ドイツ NRW 州「第四次産業革命に対する第三者機関の対応」テュフ ラインランド ジャパン㈱ 産業サ

ービス部 杉田吉広氏による 2014.9.26（金）日独が描く未来工場・生産技術―革新ソリューションで

その将来像を模索 ドイツ・NRW 州のベストプラクティス― における講演での講演時配布資料から NSRI

作成 

 

 

6）Industrie 4.0 と標準化 

（1）Industrie 4.0 における標準化動向 

Industrie 4.0 のワーキンググループでは「情報ネットワークの標準化と参照アークテクチャ

ー」を推進している。主に工場内通信規格を標準化し、生産工程内にある様々な機器を繋げるよ

うにして自動化を促進することが目標となっている。 

ドイツは 2014 年 7 月 IEC(国際電気標準会議)で既に Industrie 4.0 検討グループの設置を主

導し、米国とドイツがそれぞれ議長職に就任して検討が開始されている。ドイツ国内では

DKEFB9～DKE(ドイツ電気技術委員会)、NAM/VDMA（ドイツ機械工業連盟(VDMA)内の標準

化委員会）、NIA/DIN～DIN（ドイツ標準協会）においてそれぞれ所管の標準化委員会が活動し、

国際標準化機関 IEC、ISO の各専門委員会のカウンターパートとして活動している。 

DKE は 2013 年 11 月には「ドイツ標準化ロードマップインダストリ 4.0」のドイツ語版を発

表し、半年後の 2014 年 4 月にはその英語版が公表されている。 

オートメーションの非営利団体である OPC 財団38(本部米国アリゾナ州)は、Industrie 4.0 を

                                                  
38 OPC 財団の参加メンバー：ドイツ人工知能研究センター、TUM(ミュンヘン工科大)、フラウンホーファ IGD、
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念頭に置いたデータ交換標準を OPC UA(OPC Unified Architecture)として公刊している。また

OPC UA はオートメーションなどにおける安全なデータ交換などで潜在的な将来性があるとい

う見方39がある。 

 

（2）Industrie 4.0 と世界の標準化 

標準化団体には Industrie 4.0 の他に様々な団体がある。 

図表 46 Industrie 4.0 における標準化の位置づけ 

 
上図出所：DKE THE GERMAN STANDARDIZATION ROADMAP INDUSTRIE 4.0 Version 1.0 英語版

から NSRI 作成 
 

産業分野における IoT を標準化しようという IIC (Industrial Internet Consortium)、 一般的

な家電製品やモバイル端末の連携促進を狙う AllSeen Alliance、IoT に関連する機器の規格と認

証を担う OIC( Open Interconnect Consortium)が近年創立され、活発な活動を展開し始めてい

る。 

ドイツの Industrie 4.0 は工場系のデータ連携・共有の標準化をターゲットとしているのに対

し、残り三つはいずれも米国企業がメインでそのターゲットは IoT のほか家電製品、IoT に関連

する機器などに焦点があり、必ずしも工場系に絞ってはいない。 

なお、IIC は 2014 年 4 月の創立である。2014 年 11 月頃から具体的な導入事例(Use Case)の
収集を始めたといわれている。産業インターネットを唱導している GE を始めとして、AT&T や

シスコ、インテル、IBM が名を連ねるほか、日本企業も富士電機、富士フィルム、富士通、日

立製作所、NEC、トヨタ、東芝、三菱電機が加盟している。 

このほか、グーグルやアマゾン、アップルはデファクトを狙った標準化・規格化に取り組ん

でいるといわれている 

                                                                                                                                                               
同 IOSB、同 IOSB-INA、ABB、ティッセンクルップ、SAP、フェニックス・コンタクト、シーメンス、フェス

ト、ベッコフ、コンティネンタル、ZVEI、BITKOM、VDMA など、ドイツの Industrie4.0 と同様の顔ぶれが並

ぶ 
39ドイツ Beckhoff Automation 社日本法人社長の川野俊充氏による 2013 年 5 月 16 日セミナー「FA 進化論 2013：
製造業の新時代を拓く次世代生産システム」（日経ものづくり主催）の講演、或いは MOF2008 パネルディスカッ

ション「産業用イーサネットのイントラ接続の可能性と相互接続を考える」JPCERT コーディネーションセンタ

ー業務統括伊藤友里恵氏 2008/09/12 の PPTｐ20 などを参考にした。 

出所：日本貿易振興寄稿ブリュッセル事務所海外調査部 欧州ロシア

CIS 課 「ドイツ「Industrie4.0」と EU における先端製造技術の取組に

関する動向」2014 年 6 月 から NSRI 作成 
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図表 47 標準化団体 Industrie 4.0、 IIC、 AllSeen、 OIC 

出所：標準化団体の各 HP から NSRI 作成 

 

7）Industrie 4.0 に対する世界の反応と対応 

（1）ドイツ国内の見方 

2013 年に行われたドイツの三つの業界団体40による「Industrie 4.0 との関わり方」に関する

278 社調査(うち従業員 500 人未満が 205 社)によれば、半数が Industrie 4.0 に関わっていると

答えている。その中で関連研究に従事しているのは 51 社、実践中との回答が 33 社ある。 

また、2014 年 9 月に実施された独ローランドベルガ―社による調査によると、Industrie 4.0
をチャンスと捉えると回答した企業は 49％に達し、自社の在り方や市場環境に影響を与えると

みる企業が全体 200 社中の約 6 割を占めるに至っている。 

ドイツ各社はそれぞれのホームページにおいて Industrie 4.0 への取り組みを紹介している。 

例えばスイス ABB は、オートメーションの先駆者として複数の工場をネットワーク化し最適

生産を追求する、或いはモノ、ヒト、サービスが常時繋がれば、遠隔操作ロボットなどが商品と

して浮上するなどの他、スマート工場の提案もターゲットとしている。 

この調査では既に実践しているという企業が 33 社あることが注目される。実践に向けての最

大の課題はという問いへの回答をみると、「標準化」が最多となっている。次に多い課題は「プ

ロセス・仕事の組織化」である。 

どのような支援が必要と思うかという問いへの回答では、「経験をシェアする機会」が最も多

い。次が「規制等のニュースレター（規制等に関する情報提供）となっている。 

 

                                                  
40 BITKOM、 VDMA、 ZVEI、それぞれドイツ IT・通信・ニューメディア産業連盟、ドイツ機械工業連盟、ドイ

ツ電気・電子工業連盟 
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えている。その中で関連研究に従事しているのは 51 社、実践中との回答が 33 社ある。 

ドイツ各社はそれぞれのホームページにおいて Industrie 4.0 への取り組みを紹介している。 

例えばスイス ABB は、オートメーションの先駆者として複数の工場をネットワーク化し最適

生産を追求する、或いはモノ、ヒト、サービスが常時繋がれば、遠隔操作ロボットなどが商品と

して浮上するなどの他、スマート工場の提案もターゲットとしている。 

この調査では既に実践しているという企業が 33 社あることが注目される。実践に向けての最

大の課題はという問いへの回答をみると、「標準化」が最多となっている。次に多い課題は「プ

ロセス・仕事の組織化」である。 

どのような支援が必要と思うかという問いへの回答では、「経験をシェアする機会」が最も多

い。次が「規制等のニュースレター（規制等に関する情報提供）となっている。 

 

                                                  
40 BITKOM、 VDMA、 ZVEI、それぞれドイツ IT・通信・ニューメディア産業連盟、ドイツ機械工業連盟、ドイ

ツ電気・電子工業連盟 
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図表 48 ドイツ各社の反応（278 社サーベイ調査）2013 年調査 

 
出所：Recomendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0  Acatech(National 

Academiy of science and Engineering） April 2013 2  The vision:Industrie 4.0 as part of a 
smart, networked world のｐ25 を基に NSRI 作成 

 
（2）ドイツの具体的な取り組み 

シーメンスは2014年4月世界最大級の産業見本市であるハノーバメッセにおいて次世代自動

車生産ラインのデモ～「車体に IC タグを埋め込み、必要な部品や組立手順などの情報を記録し、

産業用ロボットと情報をやり取りしながら組み立てる」を実施した。車体とロボットが「会話」

することで適切に作業し、生産ミスを減らす狙い。多品種少量生産の低コスト製造への道が開け

るとしている。 

イッツオールネットワーク“it`s owl”（Intelligente Technische OstWestfahlenLippe の略称）

は研究機関・大学・企業による「科学技術ネットワーク」である。2012 年の BMBF(日本の文部

科学省に相当)による「先進主導型クラスターコンペ」で勝ち抜き、スマート工場のモデル運用

“Plug and Produce“を受託し、3 者協働による研究開発を実施している。  

（3）ドイツ以外の反応 

Industrie 4.0 は各国に大きな影響を与えており、米国では Advanced Manufacturing の他に

Big Data Research & Development Initiative などが、英国では High Value Manufacturing な
どが産業政策として打ち出されている。 

インド政府は Make in India 政策によって製造業のハブを目指しつつあるが、2015 年 1 月に

は Draft IoT Policy を発表した。先進各国における ICT による製造業革新の動きに対し、これを

先進国追撃のチャンスと捉えたインド政府が IoT 政策に関するドラフトとして公表したもので

ある。また 2014 年 8 月には Digital India Program を発表し、インドをデジタルの力で知識経

済社会に変える意志を明らかにした。 

中国では「中国製造 2025」の策定が進むとの情報もあるが詳細は不詳である。台湾や中国で

は Industrie 4.0 を「工業 4.0」と漢字表記41されて使われている。 

 

                                                  
41 20141122 中国深度财经 中国“智造”搭车“工业 4.0 时代” 
https://www.youtube.com/watch?v=uUa6nJJFzU4  
 機械產業研發整合 迎工業 4.0 時代趨勢 https://www.youtube.com/watch?v=7Dy73smQpVE  
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は研究機関・大学・企業による「科学技術ネットワーク」である。2012 年の BMBF(日本の文部

科学省に相当)による「先進主導型クラスターコンペ」で勝ち抜き、スマート工場のモデル運用

“Plug and Produce“を受託し、3 者協働による研究開発を実施している。  

（3）ドイツ以外の反応 

Industrie 4.0 は各国に大きな影響を与えており、米国では Advanced Manufacturing の他に

Big Data Research & Development Initiative などが、英国では High Value Manufacturing な
どが産業政策として打ち出されている。 

インド政府は Make in India 政策によって製造業のハブを目指しつつあるが、2015 年 1 月に

は Draft IoT Policy を発表した。先進各国における ICT による製造業革新の動きに対し、これを

先進国追撃のチャンスと捉えたインド政府が IoT 政策に関するドラフトとして公表したもので

ある。また 2014 年 8 月には Digital India Program を発表し、インドをデジタルの力で知識経

済社会に変える意志を明らかにした。 

中国では「中国製造 2025」の策定が進むとの情報もあるが詳細は不詳である。台湾や中国で
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（4）イギリスからの報道 

ドイツ政府が産官学一体となって推進する Industrie 4.0 については、肯定的な反応が多い中、

英国の Economist 誌は“ドイツのグーグル恐怖症”と題した批判的な記事を掲載した。 

同誌によれば---ドイツの産業全体で共通のデータプラットフォームを構築する「Industrie 
4.0」と呼ばれる取り組みは失速している。ドイツの新興企業からは、お役所的な障害が多すぎ

て成長を阻まれていると不満の声が続く。グーグル叩きは政治家にとって格好の隠れ蓑かもしれ

ないが、効果的な政策だとはお世辞にも言えない。---と辛辣な評価を下している。 

（5）学会（CIRP）からの反応 

以下は CIRP シンポジウム42出席者へのインタビュー記録43である。 

・英国ラジクマール・ロイ教授（クランフィールド大学） 

ドイツの Industrie 4.0 は英国でも大変高い関心を呼んでいる。英国では Industrie 4.0 とは

呼ばない。IoT 或いは CPS という用語は好んで使われる。ドイツの Industrie 4.0 は政府が強く

関与しており、英国に比べより組織化されている。英国では製造業を復活させるために HVM(高
価値製造業)政策を推進している。研究成果の民間移転の組織として HVM カタパルトがある。 

英国の HVM カタパルトは基本的に産学間の橋渡し機能を果たす組織であり、TRL44のレベル

4～7 の機能を担う機関として誕生した。TES（“Through-life engineering service knowledge”
の略称）は HVM 政策の一部であり、製造された製品の全生涯にわたるプロセスで生じる不具合

や補修、保全維持などのトレースを可能にするという考え方である。TES により製品の機能品質

を保証するという要望に応えられるようになる。 

製造業は全生涯コストの削減をユーザーに提案することによって「製造しっぱなしビジネス」

から「製造後のメンテナンスまで」サービスとして継続的に収益源に取り込むことができるよう

な新しいビジネスモデル に移行することができる。 

IoT はサービス技術の一つであり、全生涯にわたって行われるメンテナンスもサービスの一つ

である。製品の全生涯にわたるトレースができる技術を開発して設計、製造、メンテナンスの全

局面をサポートしていくことが未来の製造業の姿である。 

 

 

 

                                                  
42 CIRP シンポジウムの詳細については事業活動資料編参照 

43 このインタビューは本専門部会副部会長の法政大学木村教授のお骨折りにより、CIRP シンポジウムで来日され
た英米独三か国からの講演者に事前に面談の機会を得、日鉄住金総研が実施したもの。インタビュー詳細は事
業活動資料編参照 

44 TRL: Technology Readiness level の略称で NASA において次のようなスケールで測定される。基礎技術研究
(TRL 1~2)、実施可能性立証研究（TRL 2~4）、技術開発(TRL 3~6)、技術のデモンストレーション(TRL 5~7)、シ
ステム/サブシステム開発（TRL 6~9)、システム試験、据え付け、操業（TRL 8~) TRL は米国国防省による定義の
ほか、NASA、ESA(欧州宇宙機構)、EC(欧州委員会）などがそれぞれの定義を打ち出している。~ 出所：
Wikipediaから http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level なおNASAの定義(英語)は次のサイト
参照 http://esto.nasa.gov/files/trl_definitions.pdf   
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・米国スコット・スミス教授（ノースカロライナ大学） 

米国には先進製造（Advanced Manufacturing）という戦略がある。今までとは異なる新しい

ものづくりをしようとしている。 

この戦略を推進するために、米国はドイツのフランホーファ―研究所のようなものを作ろう

としている。従来から米国のカレッジや大学が実施している基礎研究などをサポートする組織に

NSF45があるが、このほかに近年の NNMI46がその役割を期待されている。NNMI によって先進

製造技術を中小企業に伝播させることにより、世界的に競争力のある製品を作り出し、それによ

って製造業のイノベーションを起こそうというものである。 

NNMI の狙いは、TRL レベルの 4～7 までの担い手がいない分野のギャップを埋め、商業化し

ようとしている民間企業への橋渡しをすることにより、イノベーションのインフラを整備すること

である。ドイツの場合、このギャップを埋めているのが DFG（Deutsche Forschungsgemeinschaft）
であり、マックスプランク研究所である。ドイツの産業政策は米国に比べ組織的である。ドイツは

米国よりもっと多くの予算を投入している。 

 

・ドイツ マティアス・クライナー教授（ドルトムント工科大学） 

ドイツでも製造活動は「旧式経済」に属するものと認識されていたが、「新式経済」はインタ

ーネットバブルで崩壊した。しかしながら現在では、旧式経済と新式経済を一緒にするような新

しい事態が生じている。それは IoS(Internet of Services)であり、IoT(Internet of Things)であり、

IoI(Internet of Information)である。 

我々は IT 系企業のインターネットを駆使した情報のもつパワーが、ものづくりにおける実世

界のパワーを上回るようになりつつあることを理解し、認識する必要がある。それ故に、機械ツ

ールや機械製品を製造する企業は、各社が競争する土台となる共通の接続方法などについてどう

定義するか積極的になっている。機械が相互にさまざまなデータや情報を交換するという局面で

必要となる標準化は、高度の安全性とセキュリティレベルが要求される問題だ。昨年も多くの情

報漏洩流出問題が表面化している。巨大な IT 系企業のどれかに従属させられないように注意す

ることが必要である。 

インターネットバブルがはじけた後や 2008 年の金融危機があったときも、生産拠点を国内に

残してきたことがドイツ経済の復調に大いに役立った。 

フラウンホーファー研究機構に所属する各研究所は企業と一緒に応用研究に注力する。ほと

んどすべてのディレクターが大学教授を兼ねており、大学の知識指向の研究業務とフラウンホー

                                                  
45  NSF（National Science Foundation）:科学の進歩を前進させることが使命。全米の科学者、エンジニア、教

育者によって行われる研究や教育の提案に対して資金支援することでこの使命が全うされる。NSFは 1950年設
立の独立した連邦政府機関。全米国民の健康、繁栄、福祉を推進し、国防を確保することなどが目的。2014 会
計年度予算は 72 億ドル。全米のカレッジ、大学で実施される基礎研究のおよそ 24％の資金を提供。数学からコ
ンピューター科学、社会科学まで包含。  http://www.nsf.gov/about/  

46  NNMI（National Network for Manufacturing Innovation）:オバマ大統領の提案による製造業にイノベーシ
ョンを起こすための産学官連携のためのハブ組織として 2012 年に“National Additive Manufacturing 
Innovation Institute (現在ではAmerica Makesとして知られる)”がパイロットハブとして設立。全米にNNMI
のネットワークを張り巡らし、イノベーションに役立つインフラとして急速に整備するためにまず 15 か所、10
年後までに 45 か所建設するよう提案されている。 http://manufacturing.gov/nnmi.html  
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ファー研究機構における応用指向の研究業務とが結びついて産業界のイノベーションに役立っ

ている。

※フラウンホーファー研究機構について47 

フラウンホーファー研究機構(以下、「フラウンホーファー」)はドイツ内外に67の拠点(研
究所・研究ユニット・研究施設)を持つ、欧州最大の応用研究機関である。ドイツの非営利団

体の 1 つとして、経済発展と社会貢献に資する応用研究を行い、企業・政府・公共自治体に

研究所で培った技術を提供している。また、応用研究に加え、イノベーションの推進・国内

外の技術力強化・先進技術の普及推進・科学技術を担う次世代人材の育成も行っている。

フラウンホーファーの年間の総予算額は 2013 年で 20 億ユーロを超え、その中の研究予算

17 億ユーロの内、30％弱がドイツの各連邦州・連邦政府から拠出されている。残り 70％強が

民間企業からの委託及び公的財源の研究プロジェクトによるものである。

フラウンホーファーのビジネスモデルは委託研究と基礎研究の 2 つに大別される。基礎研

究では、ドイツ連邦教育研究省からの助成を受け、将来性のある技術分野の先進的な研究を

行う。ここで培われた高度な専門知識は、委託研究や共同プロジェクトを通して産業の発展

に寄与する。

図表 49 フラウンホーファーが提供する技術サービス

1 製造段階に至るまでの製品開発及び最適化

2 技術と生産プロセスの開発と最適化

3 新技術導入のための支援

4 テクノロジーアセスメント、フィージビリティスタディ、市場調査

5 試験／評価

6 コンサルティング

出所：「フラウンホーファー研究機構」(2015.1 月フラウンホーファー日本代表部)から作成。詳細は事業活動資料編

参照 http://www.fraunhofer.jp/content/dam/japan/ja/documents/2015_Brochuer_ROJP_web.pdf 

次ページの表は、英米独三か国からの教授に対するインタビュー結果の要約を一覧にしたも

のである。ドイツの Industrie 4.0 に対する英米の反応が興味深いインタビューとなっている。

47 「フラウンホーファー研究所」(2015.1 月フラウンホーファー日本代表部)から作成。詳細は事業活動資料編参照

http://www.fraunhofer.jp/content/dam/japan/ja/documents/2015_Brochuer_ROJP_web.pdf
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（6）日本の反応 

①.内閣府 科学技術イノベーション総合戦略 

平成 25 年 6 月 7 日に科学技術イノベーション総合戦略、同年 6 月 14 日日本再興戦略が閣議

決定を経て、総合科学技術・イノベーション会議の司令塔機能が強化された。司令塔機能には、

政府全体の科学技術関係予算の戦略的策定と SIP48、革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）
の三つの柱がある。 

このうち SIP は「戦略的イノベーション創造プログラム」と称され、イノベーション重視の

政策で、総合科学技術・イノベーション会議が府省・分野の枠を超えて自ら予算配分して、基礎

研究から出口(実用化・事業化)までを見据え、規制・制度改革の含めた取組を推進する。 

SIP は、10 テーマから構成され、うち 1 件に「製造業全般」がある。ここにドイツの Industrie 
4.0 に相当しそうな「革新的設計生産技術」というテーマが掲げられている。 

ImPACT は、実現すれば産業や社会に大きな変革をもたらす革新的な科学技術イノベーショ

ンの創出をめざし、ハイリスク・ハイインパクトな挑戦的研究開発を推進する。 

 
図表 51 SIP：革新的設計生産技術 

 
出所：三菱電機株式会社 FA システム事業本部 産業メカトロニクス事業部 技師長 内閣府戦略的イ

ノベーション創造プログラム（SIP)「革新的設計生産技術」サブプログラムディレクタ安井公

治氏による日機連技術開発研究委員会(2015 年 2 月 27 日)講演資料から 
 

②.独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 

NEDO の電子・材料・ナノテクノロジー部の紹介49によると、将来像を起点として現在の取

り組みを考える「バックキャスト型」と、現在を起点として将来像を見据える「フォアキャスト

型」の 2 つのタイプの技術ロードマップが策定されている。 

バックキャスト型ロードマップをみると、10 年後目指す社会像、各分野の社会インフラ、共

                                                  
48 SIP：戦略的イノベーション創造プログラム http://sip-cao.jp/subject/pdf/sip10.pdf  
49 NEDO による冊子「2014 事業紹介 電子・情報システム分野 材料・ナノテクノロジー分野」から 

－62－ －63－



---64--- 
 

通技術としての CPS の基盤技術、基盤技術としての IoT/M2M デバイス、オンライン解析、モ

デル化技術などが挙げられている。 

「NEDO の IoT 戦略と最新技術開発動向50」によれば、「IT の生産と活用は日本経済の成長

には必須であるとの認識の下、NEDO が取り組んでいる実世界を取り巻くデータの取得・分析

技術やネットワーク化、制御の各技術をシステム化すると、CPS という体系でまとめることがで

きるという。 

また、Industrie 4.0 の基盤も CPS であり、「 CPS でことづくり51」は有力な成長戦略となる。

この実現には業界を挙げた CPS 共通基盤化によるコスト低減も欠かせない。ハイリスク研究、

オールジャパンによる産学・産産協業、標準化・基盤共通化によるコスト低減、ロードマップ作

りなど、自社資源だけではできない課題に挑戦する機会を提供することが NEDO の機能である。

このように NEDO の IoT 戦略は CPS の基盤技術を軸として推進するとされている。 

なお NEDO52では、CPS を実世界（Physical）で起きる様々な出来事を、各種のセンサーな

どを介して IT 世界（Cyber）に取り込み、それを適切に処理して、実社会をより高度、あるい

は快適で便利なものにするようなシステムと説明している。 

③.日本学術会議 

「ものづくり」とは、人間社会の利便性向上を目的に人工的に「もの」(形のある物体および

形のないソフトウェアとの結合を含む)を発想、設計、製造、使用・回収・再利用する一連のプ

ロセス及びその組織的活動であり、結果が社会経済的価値の増加に寄与できるとともに、人間・

自然環境に及ぼす影響を最小化できることである。(日本学術会議報告「21 世紀ものづくり科学

のあり方について」の定義 2008.9.18 による） 

新しいものを創出するという設計本来の学術分野構築の観点からみると、もの(ハード)、コン

テンツとしてのソフト、機械、電気、制御・ファームウエアといったソフトを包括的に捉えたも

のづくりと、ものづくりを具体化する設計手法についての科学・技術が重要であることから、設

計科学の体系化が急務であると指摘している。 

「サービス化指向のものづくり」については、製品を対顧客サービス内包のための媒介・手

段と位置付け、顧客との相互作用を通じた顧客ニーズに反映する仕組み構築の必要性がある。 

今後の競争力強化の方向として、ものづくりの 5 因子（QCDES：Quality、Cost、Delivery、
Emvironment and Safty)の技術基盤を科学的視点で突き止めていくことが必要としている。 

 
④.日本機械学会生産システム部門：「製造プロセスイノベーション提言」 

最新の ICT（情報通信技術）を工場に応用する「つながる工場」について、日本におけるあ

り方を提言する「製造プロセスイノベーション提言」を公表（2014 年 6 月 2 日）。基本的に ICT
は「製造現場を核とした設計、製造、保全といったエンジニアリングチェーン上のプロセス連携」

                                                  
50 モノづくり日本会議2015.2.12開催によるNEDO新エネルギー・産業技術総合開発機構 電子・材料・ナノテク

ノロジー部長 岡田武氏講演から http://www.cho-monodzukuri.jp/activity/2015/02/post-54.html  
51 同上 
52 NEDO による冊子「2014 事業紹介 電子・情報システム分野 材料・ナノテクノロジー分野」から 
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を強化するもの。「ICT への過度な依存に走る欧米」とは「注意深く一線を画し」現場と ICT と

の融合を進めるべきであり、そこで得たものを国際的に発信したいとしている。 

機械学会の役割の 1 つとして、「技術者や技能者による形式知と暗黙知が混然一体となった製

造現場」のモデルの構築を挙げている。モデルは、日本的な「つながる工場」を実現する上での

議論のたたき台として必要としている。 

ICT は、あくまでもリアルな意思決定を補完する道具であるという位置づけになっている。 

⑥ ロボット新戦略 

政府の有識者会議「ロボット革命実現会議」による「ビジョン・戦略・アクションプラン」 

（2015 年 1 月 23 日）。この新戦略のポイントをまとめると53以下のようになる。 
 我が国の現状は「ロボット大国」 であり、産業用ロボットの年間出荷額、国内稼働台

数ともに世界一である。 
 少子高齢化や老朽インフラ等「課題先進国」であることからロボットが期待される。 
 欧米はロボット戦略で巻き返しを画策、中国もロボット投資を加速する。 
 データ駆動型の時代も、ロボットの徹底活用で世界をリードする。 

「ロボット革命」とは54 以下のような姿が構想されている。 
 ロボットが自律化、情報端末化、ネットワーク化により劇的に変化し、自動車、家電、

携帯電話や住居までもがロボット化する。 
 製造現場から日常生活まで様々な場面でロボットを活用 
 ロボットが社会課題の解決、国際競争力の強化など新たな付加価値を生み出す社会 

ロボット革命の実現に向けてつぎのような「三本の矢」が挙げられている。 

①世界のロボットイノベーション拠点に 
②世界一のロボット利活用社会  

中小企業、農業、介護・医療、インフラ等  
③IoT 時代をロボットでリード 

ＩＴと融合したロボット、ビッグデータを使いこなせるロボット、ネットワーク

を使いこなせるロボット、人工知能を使いこなせるロボット  

 

                                                  
53 ロボット新戦略のポイント Japan’s Robot Strategy －ビジョン・戦略・アクションプラン－ 2015 年 1 月

23 日から NSRI 作成 
54  同上 
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5 章.日本が進むべき道～残された課題(案) 

以下に掲げる諸問題や事象の捉え方などについては、現在までのところ専門部会で十分に議

論したとは言えないことばかりである。あくまでも次年度以降さらに検討を重ねていくために整

理したものに過ぎない。こうした課題のうちどれに重点を置くかは、専門部会の委員各位の総意

による。 

1）急速に変化する製造業 

(1).日本の先進事例 

日本における Industrie 4.0 の目指す方向性と同様の事例を各種報道からピックアップしたも

のが次の表である。 

事例企業 事例概要 出所 
アルプス電気 内外工場を相互接続し、品質・生産性改善を実

現。生産ライン制御に直接反映する取組みも。

日経ものづくり 2014.5 

IHI 様々な製品に共通使用できる監視システム開

発（稼働率の保障や故障予兆分析の新たなサー

ビスを提供） 

日経ものづくり 2014.12

エクセディ（クラッ

チ、トルコン部品） 
工場の生産実績を分単位で把握 
データを紙から自動入力へ 

日経ものづくり 2014.9 

オリンパス 開発設計、製造に至る厳密なトレーサビリティ

実現。文書の異版数間・異部門間での情報分断

回避 

日経テクオン・スペシャ

ル 2014.11.28 

オムロン ビッグデータを活用した生産プロセス革新の

オープン技術~変化する生産現場の見える化

実現、故障予測の統計解析   

日 独 産 業 フ ォ ー ラ ム

2014 本条智仁氏講演 

オムロン綾部工場 「強い工場アワード」特別賞受賞、消費電力量

や環境データをリアルタイムで収集、見える化

～環境アンドン（品質や生産性を落とさずに緻密な省

エネ制御を実行) 

日経ものづくり 2013.12

オムロン草津工場 ‘超多品種少量生産’ラインの加工データと画

像情報のビッグデータを活用してFA機器の生

産性向上を目指す 

日刊工業新聞 26.7.16 

キューピー伊丹 不具合兆候パターンをデータ分析し、不良発生

の予兆を判定、対応策を自動で実行。工場の無

人化による生産効率の最大化を図る 

日経ものづくり 2014.9 

栗田工業 水処理装置と省エネ運用（運用状況を常時把握

し先回り提案） 
日経ものづくり 2014.12

コマツ コムトラックスによる一台毎の位置、稼働状

況、燃料の残量などを関係者が共有、保守管

日経新聞2014.11.24坂根

正弘氏「私の履歴書」 
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理・市場動向即把握可能 
コマツ コムトラックス、2014 年新たに部品管理シス

テムを中国市場に導入、補修部品一つひとつに

電子荷札で追跡し、模倣品を排除 

日経新聞 2014.7.16 
日刊工業新聞 2014.7.16 

コマツ粟津工場 部品モジュール化、異機種間作業共通化などに

よる生産性向上、エネルギー有効利用、代替エ

ネルギー活用により新工場購入電力量 9 割減 

日経ものづくり 2014.9 

ダイキン ビルなどの空調機器から 24 時間データを取得 日経産業新聞 2014.10.9 
東芝四日市工場 半導体メモリー生産における 1000近い工程の

生産ラインから得られるビッグデータを活用、

工程最適化により良品率（歩留り）を向上 

日経ものづくり 2014.5 

パナソニックデバイ

ス SUNX 竜野 
電力消費のピーク超過を自動制御で未然に防

止 
装置ごとの電力計でデータ収集 

日経ものづくり 2014.9 

パナソニック・オート

モーティブシステム

ズ・オブ・アメリカ 

2012 年末開発のインフラをクラウド上に移

行、パートナー企業や顧客を巻き込み、製品開

発の迅速化と効率化を図る。 

日経テクオン・スペシャ

ル 2014.11.28 

三菱電機 ｅファクトリ：工場全体や個々の機械からデー

タ収集、見える化して分析。顧客企業の生産効

率・品質向上に資するサービスを独自の仕組み

で実現 

日経ビジネスオンライン

2015.1.6 

三菱重工 ICT 活用による航空機の製造期間半減。ERP
を中核に長期需要予測を日々の工程に落とし

込むリアルタイム管理システム構築 

日経新聞 2014.7.16 
日刊工業新聞 2014.7.16 

有名な事例の一つであるコマツによるコムトラックスは、建設機械の稼働状況等についての

情報を集中管理、遠隔監視、現況確認するためのシステムの実用化事例（出荷後のデータ追跡が

可能になる製品の「ネットワーク化」）である。 

全体として個々の技術レベルでは進んでいる事例が多いものの、ネットワーク化による生産

プロセスやサプライチェーン全体の見える化55という点では多くの企業、事業所がこれからとい

う段階のところが多いと言われている。 

 
(2).米国の先進事例 

米国ではスタートアップの活躍が華々しく伝えられる。特にテスラ自動車の場合、車の購入

者は購入後であっても最新ソフトを取り込むことによって機能を更新できるとされる。これは従

来の製造物のイメージを根底から覆す進化ではなかろうか。グーグルやフェイスブックのような

IT 系企業で当たり前のように行われていたことが、テスラのようなものづくり企業においても

                                                  
55 東工大圓川教授は日本企業のサプライチェーン管理の遅れを指摘されている。事業活動資料編 1 章 3)を参照 
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行われるようになる。まさに革新が起こっているのであり、パラダイムがシフトしつつあるとい

えよう。 

このほかの米国の事例をみると、GE の航空機エンジンの遠隔監視による燃費改善支援、GM
による製品の開発基盤とソフトウェアの開発基盤の連携による迅速な新製品の市場投入など多

くの事例がみられる。 

(3).ドイツの先進事例 

ドイツの事例では、Kaeser Kompressoren によるコンプレッサー設備費を圧縮空気の販売で

回収する事業モデル56をはじめ、Rational による業務用調理機器に調理プログラムを抱き合わせ

た販売手法57により業務を伸長している事例がある。 

nobilia の生産工場58では加工済み部品から注文ごとに必要な部品をシステムが選定し、個体

識別用のタグやバーコードを貼付、自動制御による特注品の生産を可能にしている。ボッシュ59の

「プロセスの標準化による部門間でデータを共有しやすい開発環境づくり」、 Industrie 4.0 の主

導企業の一つであるシーメンス60による「自動車生産ラインの提案」などさまざまな事例が数多

く生み出されている。 

以上の事例はすべてではなく、あくまで現在ある事例の一部に過ぎない。現在進行形の事象

をさらに詳しくトレースしていく必要がある。ドイツサイドでは現在そのような導入事例の収集

が行われている模様であるが、本専門部会においても一層多くの内外にわたる具体的事例の収集

とその分類体系化を進める必要があり、次年度の重要な課題となる。 

(4).ICT 徹底活用時代の到来 

IoT が普及すればますますリアルタイムで様々なデータの入手が容易になる。デ－タを収集し、

解析するためのツールも技術進歩によってますます手が届きやすくなる。 

ビジネスはグローバルに拡がり、世界中からデータが集まり、データに基づいた予測や開発、

改良、改善が当たり前になる時代が来る。製造業における ICT 系の技術が機械や電気と同じく

らい重要な役割を果たす時代が来つつある。 

米国系の ICT アドバイザリ企業であるガートナー社は、2015 年にむけた戦略的技術トレンド

トップ 10 を発表している。参考までにこのトレンドをみると、トップ 1~3 位を「どこでもコン

ピュータ」「IoT」「3D プリンティング」が占めている。この三つのトレンドを「現実世界と仮想

世界の融合」と捉えている。4～5 位は機器等がインテリジェンスを具備する「どこでも知能」

がトレンドとして挙げられている。こうしたトレンドはまさに Industrie 4.0 の方向と同じであ

る。 

                                                  
56 日経ものづくり 2014.12～「おもてなしのモノ作り」を極める～ 
57 同上 
58 機械振興協会テクノフォーラム&ORiN ミーティングにおけるベッコフ川野社長講演から 
59 日経テクオン・スペシャル 2014.11.28「製造業の革新が加速 急がれる、「新しい“ものづくり企業”への変

革」 ―新時代の製造業の姿を示唆する先進的なコンセプトとはー 日本アイ・ビー・エム株式会社 ソフトウェ

ア開発研究所 ディスティングィシュト/エンジニア/アジア・パシフィック CTO  IBM ラショナル 博士 上村務

氏から 
60 同上 
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図表 52 参考：ガートナー社による 2015 年に向けた技術トレンド 

 
出所：ZDNeT Japan [ガートナー、2015 年の戦略的テクノロジのトップ 10 を発表--3D プリンティングが上位に] 

Larry Dignan （ZDNet.com） 翻訳校正： 川村インターナショナル 2014 年 10 月 08 日 16 時 23 分

http://japan.zdnet.com/cio/analysis/35054843/  
及び、日経産業新聞 H26.10.28 IoT 企業支出 4.3 兆円の記事を参考に NSRI 作成 
 

同じくガートナー社による 2015 年以降の展望をみると、経済のデジタル化に伴う変化が職種

等のヒトへ及ぼす影響について論じられている。要は「つながる」ことによって、新しいビジネ

スモデルを考え出そうとする正にそのことが、IoT 時代の変革と衝撃力をもたらす原動力となる。 
 

図表 53 参考：ガートナー社による 2015 年以降の展望 

出所：ガートナー ジャパン株式会社  広報室 2014 年 10 月 21 日  
  http://www.gartner.co.jp/press/html/pr20141021-01.html  
 

2）標準化等知財戦略と日本の対応 

(1). ドイツ主導による標準化と日本がとりうる対応策 

ドイツによる Industrie 4.0 に係る標準化の動きにどう対応するかについて、ベッコフオート

メーションジャパンの川野俊充氏は次の三つに分けた議論を提起している。三つの選択肢に対す

る具体策とその採択事由として考えられること、それぞれの長所短所が指摘されている。同氏の

議論を基に整理したものが次の表である。 
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2）標準化等知財戦略と日本の対応 

(1). ドイツ主導による標準化と日本がとりうる対応策 

ドイツによる Industrie 4.0 に係る標準化の動きにどう対応するかについて、ベッコフオート

メーションジャパンの川野俊充氏は次の三つに分けた議論を提起している。三つの選択肢に対す

る具体策とその採択事由として考えられること、それぞれの長所短所が指摘されている。同氏の

議論を基に整理したものが次の表である。 
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図表 54 ドイツの Industrie 4.0 と我が国の選択肢 
選択肢 具体策 採択事由 マイナス面 

ドイツに対抗

(攻める） 
 日本版 Industrie 4.0 
 日本が主導権を取る？ 

 産業機器やロボット 
 →日本とドイツは競合

• 多数の企業併存 
• 利害調整に難 

受け身(守る） 
 

 海外進出時のみドイツ

標準を受け入れ 
 不都合点には異議を 

 国内の工場 
→日本独自規格は特別

の対策不要 

• 国内仕様と海外仕様

の両面対策→コスト

増 
ドイツとタッ

グ(組む） 
 

 ドイツに便乗 
 Indudtrie4.0 対応を売

り物に 
 日本の独自ミドルウエ

ア活用 

 ドイツは先行 
 欧州はドイツ標準 
 中国、台湾等追随の可

能性高い 
 

• 国内関連メーカーの

自社仕様変更負担と

既存仕様との接続性

確保負担に 

出所 機械振興協会 テクノフォーラム＆ORiN ミーティング ジョイントセミナー ベッコフオートメ―
ション代取社長 川野俊充氏講演 を基に NSRI 作成 

 
(2).世界の標準化動向と日本の対応(案) 

①.世界の標準化動向への対応 

これまで ISO(全般：国際標準化機構)や IEC(電気技術：国際電気標準会議) 、ITU(通信：国

際電気通信連合)といった国際標準化機関において国際規格開発が進められてきた。日本やドイ

ツなど各国もそれぞれに対応する標準化機関において様々な活動61が行われている(図表 55)。 

図表 55 日本とドイツ：国際標準化体制の比較 
 国際標準 地域標準(欧州) 国家標準(独) 国家標準(日) 

全般 ISO CEN DIN JISC 

電気技術 IEC CENELEC DKE VDE DIN JISC 

通信 ITU ETSI DKE VDE DIN 
総務省情報通信審議会

情報技術分科会 

一般財団法人日本 ITU 協会

出所：NEDO 出口戦略強化セミナー（H26.12）NEDO 標準化・知財戦略 G 鈴木氏資料を基に NSRI 作成 

特に Industrie 4.0 におけるドイツ主導の標準化動向については、我々も無関心ではいられな

いことは事実である。日本企業が進めている研究開発や日本の国内市場環境からみて不利である、

或いは不適合であるような規格の出現を座視することはできない。そもそも技術的に困難な規格

や技術的裏付けに乏しい規格が制定される懸念も無いとは言えない。いうまでもなく日本企業の

競争力強化に資する標準化が望ましい。 

当専門部会としては「標準化」の問題は、サプライヤー側企業にとっては関心が高いテーマ

であるが、ユーザーサイドの企業にとっては立場が異なる可能性がある。そもそもサプライチェ

ーンにおいて、モノとモノを繋ぐ RFID の適用規格（ISO1736X シリーズ（ISO TC122/WG12））
があり、欧米自動車業界で積極活用されているが、日本企業は無関心62だという指摘がある。社

                                                  
61 標準化団体の概要については図表 55 の他に“CyberLibrarian”を参照した。 

http://www.asahi-net.or.jp/~ax2s-kmtn/ref/standard_org.html  
62 本専門部会における東工大圓川教授講演(詳細は「事業活動資料編」１章 3)の講演抄録参照 
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内でも事業により異なる規格やコードの問題があるという63。 

今後は電機・電子や情報処理などの他、ロボットや産業機械、自動車など関連諸団体とも協

調しつつ、連携を図っていくことが求められる。 

自動車産業は自動運転化や電気駆動方式の導入など、電子化や ICT の活用が進む大きな産業

分野である。また、EV が災害時の電源としても注目されている。自動車産業との連携・協調も

視野に入れる必要がある。 

②.パラダイムシフトと標準化・知財戦略 

ドイツが提案する Industrie 4.0 では、標準化がクローズアップされやすいが、問題は協調と

競争の線引きである。「もの」と「もの」を繋ぐ部分は標準化を進め、中身は自社固有技術とし

て非開示にするのが一般的である。つなぐ部分の標準化によってさらに技術開発や製品開発が促

進され、業界全体として事業が拡大できるような「標準化」であることが求められる。いわば機

械工業全体にとっての「公共財（どの企業も使用したり利用したり享受できるもの）」といえる

かどうかが鍵である。 

各社によってクローズドな競争領域では秘匿化・特許化などの戦略が、また標準化可能なオ

ープンな協調領域では特許実施権供与・クロスライセンスなどの戦略があり得る。またハードウ

ェアとの融合が進むソフトウェア系をみてもオープンソースソフトウエアやオープンコラボレー

ションなど新しい形態が出現している。オープンイノベーションもあくまで協調領域の話である。

このように知財戦略については各社各様の異なった戦略が考えられる。知財戦略はますます高度

化かつ複雑化していく分野であり、別途の取り組みが必要である。 

 
3）「つながる」ことの意義と活用 

(1).「つながる」ことの含意 

製造業におけるパラダイムシフトとして指摘されている現象をみると、「つなぐ」ことが焦点

の一つとなっている。しかし、「何でもつなげばいい」のではないことは自明である。生産プロ

セス全体の可視化や、製品生涯全般のトレースの可視化によって、何ができるかに関する事前検

討も重要である。膨大なデータから未知の新たな知見が得られる可能性があり、生産高度化やプ

ロセスイノベーションの推進、さらにはビジネスの革新・新展開が可能になるというストーリー

を描けるか。「つなぐ」ことの意義と展開について正確な把握と理解が必要である。 

ネットワークを「つなぐ」という場合、「どの範囲」でつなぐのか、「どこ」の「何」と「ど

こ」の「何」を、「どのように」つなぐのか。「つなぐ」ことによって何が可能になるのか。「つ

なぐ」ことのメリットとデメリットは何か。つないではいけない場合（つなぐべきではない場合）

とはどういう場合か、なぜつないではいけないのか。セキュリティが万一機能しなかった場合に

は何が問題になるのか、その対策などについて予め検討しておく必要がある。 

他方、大手の組み立て加工メーカーが、様々な種類の機械を多数つなげて稼働させた場合、

優秀な機械はどれか一目瞭然となり、最優秀機が「総取り」するようなケースが起こり得るとの

                                                  
63 本専門部会における東工大圓川教授講演(詳細は「事業活動資料編」1章 3)の講演抄録参照 
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指摘64もみられる。このように自社工場内で「つなぐ」場合の検討は言わずもがな、出荷した先

で繋がった場合の検討も必要なことがわかる。 

(2).「つながる」ことによって開ける新しい世界 

IoT は「もの」と「もの」をネットワークでつなぎ、デジタルデータがやり取りされる世界で

ある。収集されたビッグデータは高速コンピュータによって解析処理される。Industrie 4.0 を始

め、欧米で新産業革命が唱えられる背景にはそうした変化が劇的であり、従来の製造業の拠って

立つ基盤が根本から変化するであろうことを指摘している。それがパラダイムシフトといわれる

所以である。そうしたシフト後の世界と課題を描くと以下のようになる。 

      （１）製品販売後の運用・サービスの収益源化 
  “Through-life engineering service ”の展開 
      （２）生産変動への臨機応変対応   
  →環境などの諸規制、天災、人災等対応、トータルコストの把握削減、改善等 
      （３）グローバル生産やグローバル R&D の最適化、オープンイノベーションへの取

組の進展 
 →他部門、他社、他組織との協業等 
      （４）開発・生産の最適化(需要捕捉、需要予測、販売後のグレードアップ） 
   →“Value Up & Cost Down”の実現 
      （５）人材の確保・育成、再訓練・再教育 

→PCE(Professional Continuous Education：専門継続教育 )、或いは CPD
（Continuous Professionsl Development：継続能力開発)への取り組み、各教

育段階における ICT 系教育の強化、職業教育・訓練体系の見直し  
      （６）ワークライフバランスと労働生産性改善 
  →機械中心から人間中心への道筋の明確化 

（つながるメリット→未知の知見活用機会→働き方・作業内容に及ぼす影響） 
  

4）パラダイムシフトと我が国の課題 

(1).日本の強みが抱える潜在的危機 

一般に日本の製造業の強みとして挙げられるのが「ハードウェア中心」「品質とコストを最重

視」「現場を主体とした改善能力」「チームワークや組織力」「現場でじっくり磨き上げた完成度

の高い製品」「グローバルな市場に提供する能力」などであり、それらを支えてきた「高度な生

産技術」（現場作業者が実際に手を動かしながら思考することなど）である。日本の製造業はこ

のような観点から高い評価を獲得してきたと言われている。 

しかし、現在進行しつつある「産業のパラダイムシフト」或いは「新産業革命」、「第四次産

業革命」などと称される製造業に生じている大きな地殻変動は、これまで日本の強みと評価され

てきた基準そのものを変えてしまう懸念がある。これが現代の日本の機械工業が直面するもっと

                                                  
64 日機連・技術開発委員会 2015.2.27 の三菱電機㈱FA システム事業本部産業メカトロニクス事業部 技師長 兼 

内閣府・戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）「革新的設計生産技術」サブプログラムディレクタ安井公

治氏講演から 
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も深刻な懸念であり、潜在的危機ではないかと考えられる。 

特に、単純な繰り返し作業や人手だと間違いやすい作業を, ICT 活用により自動化されていく

と考えられる。 

(2).危機の予兆と対応可能性 

例えば、既に電機産業の一部で経験してきたように、従来の方針に沿って完成度の高い製品

開発に手間取っている間に、外国企業がいち早く市場投入を行い、シェアを押さえるとともに迅

速な改良と追加投入などにより、先行者メリットを享受しつつ市場を支配しているケースがみら

れる。 

(3).ハ－ドソフト融合時代に浮上する課題 

一般機械、電気機械、輸送機械、精密機械等の機械生産はこれからどのような位置づけに変

わるのか。 

従来、機械産業では概ね様々な材料を加工し、部品等を組み立て、部品等を組み合わせて機

械が出来上がるというパターンが一般的であったと思われる。これは機械そのものが「加工され

組立される機械・機器・装置等」という正にハードウェアそのものであった。 

ところがこれから、Industrie 4.0 に挙げられているような課題がクリアされるようになると、

従来のパターンが変化する。部材や部品に電子タグが付き、チップによって部品同士や加工機械

同士がデータや情報を交換するという会話を行う。最適な生産機械や生産工程は、生産現場で自

律的に選定される。このような生産形態は、ハードウェアを扱うとはいってもその本質は、電子

化・ICT 化によって生産工程が統合されたシステムの世界である。システムやソフトが主役を演

じているように見える。 

これは機械装置というハードウエアが、ソフトウェアの塊によって生産され、使用されるよう

になっていくことを示唆している。 

「ハードのシステム化」の主役はセンサーやコントローラーをチップ化した組込システムで

ある。システム化はハード要素とソフト要素の複雑な連携が必要である。システムには複雑性に

よる最適化難というシステム開発固有の問題があるほか、要素ごとに異なるベンダーが介在する

ことから生じる信頼性の問題が潜むといわれている。こうしてシステムの塊となったことにより、

広義の機械というシステムは予期しない問題を招来するという指摘65もみられる。 

システムにはさらにソフトウェア開発の効率や生産性の問題のほか、開発の自動化・ライフ

サイクル管理の問題、分散開発・オフショア開発の問題、ソフトウェアのアーキテクチャとコン

ポーネントの標準化・再利用の問題などがあるとも言われている。 

(4).パラダイムシフトを乗り切るための方策 

・ビジョン(あるべき姿・目指すべき方向)の必要性 

Industrie 4.0 は長期構想であり、「かくありたい」「かくあるべし」という理想像や願望から

出発している。これは現在進行中のパラダイムシフトがネットワーク化、3D デジタル化を始め

                                                  
65 MMRC-J-187 人工物の複雑化とものづくり企業の対応 ―制御系の設計とメカ・エレキ・ソフト統合― 東

京大学大学院経済学研究科 藤本隆宏 2007 年 12 月 
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ICT の活用範囲が広大であることから、従来のごとく部品別・要素技術別のハード中心の観点か

らだけでは議論ができなくなりつつあり、そのハードウエアを含む全体の大きなシステムや機能

に着目した観点から見ていかないとパラダイムシフトの本質が見えてこない。すなわちパラダイ

ムシフトの本質を見極めるためには、15 年 20 年先を「予測するという手法」では捉えきれない

ほど事態が複雑化高度化しているということである。 

予測が難しいのであれば正に「こうありたい」「こうあるべきだ」というビジョンを幅広く議

論して、その集約されたものに向かって協調できる分野を探し出し、産学官一体となって取り組

む。これがドイツの取り組みのエッセンスではないかと考えられる。 

そのためには日本市場のみならず世界市場にも通用するような将来像を構想し、あるべき論

としてのビジョンを考えることが必要ではないかと思われる。（ドイツはそれを Industrie 4.0 と

称している。） 

・苦手分野（SCM）への挑戦 

特にサプライチェーンについては「日本企業は概して無頓着」であり、「SCM(サプライチェ

ーン・マネジメント)が経営の柱になっていない」上に「日本企業は、IT を駆使した広い範囲の

見える化は苦手」という指摘66もみられる。正にそうした苦手な分野に挑戦していくことも重要

である。   

・業種別差異を踏まえたアプローチ 

しかしながら、機械工業にも他業種同様様々な産業組織が見られる。例えば、最も多いと考

えられる多数企業競争型業界をはじめ、オーダーメード型受注単品生産型業界、見込み生産大量

生産型業界、少数企業市場寡占型業界、技術革新不断進行型業界などである。取引先企業や外部

企業との「つなぎ」には業界のパターンに応じたビジョンを検討することが必要であろう。 

・ツールとしての ICT と新しいビジネスモデル 

「各社の強い要素技術」をベースに技術自体を磨きあげ続けることは本業として当然である。

課題は IoT 化・３次元デジタル化関連技術分野への挑戦を断行し、パラダイムシフトの波に乗り

遅れないことである。ICT 化へのシフトはものづくりとその販路拡大のための「ツール」であっ

てものづくりの本業そのものの転換を意味しない。生産プロセスの完全見える化と製品生涯トレ

ース化を可能にし、見える化から得られる新たな知見をベースに新しいビジネスモデルを探索67

する。 

・維持したいものづくりへのこだわり 

それは「ものづくりをベース」にした「サービス収入拡大」によるビジネスモデルの変容で

はあっても、「ものづくり」はあくまで「ものづくり」であり、その技術力がビジネスのベース

                                                  
66 SCM に関する一連の指摘の詳細：「事業活動資料編」の１章 3）東京工業大学圓川教授による本専門部会講演抄

録を参照。 
67 ビジネスモデルの変容の方向：日本企業は「裏の品質力（設計品質に適合した品質を作り出す力）」は強いのでさ

らに「表の品質力（顧客の顕在・潜在ニーズを満たすような顧客が感動するコトづくりを産み出す力）」を強化す

るべきという考え方などが参考になる。詳細は「事業活動資料編」の 1章 3）東京工業大学圓川教授による本専門

部会講演抄録を参照。 
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を支える主役として「こだわりを持つべき実体」であることに留意したい。 

「サービス収入拡大」というビジネスモデルへの挑戦には ICT 等最新技術を駆使した「社会

インフラ（プラットフォーム）」が整備され、生産システムやサプライチェーンの「ネットワー

ク化」、「見える化」を実現できる技術の採用が重要である。そのためには従来とは異なる業種や

産業とのコラボレーション(協業)が必要となる。視野の一層の拡大が求められる。 

・これから目指す方向性 

これから目指すべき方向として考えられるものを整理したものが以下の諸点である。 

    (1)膨大なデータからの未知なる知見の活用 
例、新たな知見を活用し、既存の技術を組み合わせてワクワク感、ドキドキ感を出す

こと68によって競争優位を確保 
  (2)生産プロセス（やサプライチェーン）の「完全みえる化」 
            例、トータルコストの把握 

      最終ユーザーの利用履歴を新製品開発に迅速にフィードバック 
      リアルタイムで捕捉できる大量のデータに基づく科学的“改善”の推進 

  (3)他社との水平的・垂直的協業→協業の民主化(イコールパートナー)と協業範囲の拡大 
             例、共同研究・開発(オープンイノベーション）活性化、サプライチェーンの見える

化など～分業から協業へのシフト 
  (4)機械工業における ICT 精通人材の確保・育成 

例、データサイエンティストの養成、確保・育成 
  (5)裏の品質力を維持したまま、表の品質力も強化 

例、顧客が評価する製品～お客様第一の顧客価値実現 
 

以上の方向はいずれもその狙いは、国際競争力強化の実現による我が国機械工業のさらなる

発展にある。 
なお、製造業は地方経済において相対的に高賃金の職場を提供できる産業として特に期待が

大きい産業であるといわれている。製造業の雇用吸収力の増強・確保を展望することによって、

製造業の持つ価値を広く社会にアピールしていくことが必要である。 
 

                                                  
68 内閣府の SIP:革新的設計生産技術をみると、新しい価値設計に基づくものづくりとして「デライト製品」や「デ

ライト」という用語が使われている。「ワクワク感、ドキドキ感」が得られる製品とは消費者に喜び(デライト)
を与えることができる製品のことであろうから「デライト製品」に近い考え方ではないかと思われる。 
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図表 56 これから目指す方向性 

 
出所：東京工大圓川教授による日機連専門部会での講演資料から 

 
 (5).来年度以降に残された課題 

来年度以降に残された課題を整理すると、以下の 5 点が挙げられる。 

まず第 1 に、急速な変化を遂げる海外勢の動向と国内における様々な取り組みを引き続きウオ

ッチしていく必要がある。 

特にドイツの Industrie 4.0 は 2011 年に構想発表以来、既に 3 年以上が経過している。標準

化の取り組みに加え、各社ごとに Industrie 4.0 に対する取り組みが様々に行われている。 

また、米国はモノづくり系スタートアップ企業が活発に活動しており、大企業を中心に多く

の標準化団体が結成され、鎬を削りつつある。その動向も注視する必要がある。例えば GE、IBM、

インテルなどの産業間 IoT標準化団体である IIC(Industrial Internet Consortium)、クアルコム、

マイクロソフト、ソニーなどの機器間通信標準化団体である AA（AllSeen Alliance）、インテル、

ブロードコム、サムスンなどの機器間通信標準化団体である OIC（  Open Interconnect 
Consortium）などの動向である。 

このほか IT 系企業の動向もものづくりへの大きな影響が予想され、その動向から目が離せな

い。グーグルはまだ同調社数が少ないとはいえ、「スレッドグループ」という標準化団体を立ち

上げ、サムスンが名乗りを上げている。このほかアマゾンやアップルも最終消費者との巨大なネ

ットワークを有しており、同様にその動きから目を離せない。 

第 2 に、パラダイムシフトに繋がるような具体的事例の収集である。ドイツの Industrie 4.0
や米国の IIC なども具体的事例（“Use Case”）の収集段階にあるといわれている。そうした情

報が即座に公表されることは考えにくい。個別の事例を丹念に収集していく必要がある。これは

独米などの海外事例のみならず、わが国内においても同様である。 

幾つかの国内企業は早くからパラダイムシフトに向けての取組みを進めており、一部の事例

は海外より進んでいるともいわれている。     
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第 3 に、今後製造業の ICT 化が進む中で、ハードを制御するソフトの質や収集データの解析

による解決策の導出など、ICT による「ものづくり」の High Value 化をどう考えていくか。 

第 4 に、このようなパラダイムのシフトを進めるに当たり、パラダイムシフトを推進する人

材、生産現場・生産技術を担う人材、ビジネスモデルの検討を担う人材など ICT 化に求められ

る人材像の検討とその育成策を検討しておく必要がある。例えば、シフト後の生産現場や生産技

術を担う人材、ビジネスモデルの検討を担える人材のほかにも、外部企業との協業を担う人材、

機械工業に必要とされる ICT 系技術者などの人材像や確保・育成の問題がある。 

ドイツの Industrie 4.0 では人間が人間の都合に合わせて機械を使いこなし、ワークライフバ

ランスを達成するとしている。しかしそのメカニズムの詳細は不明である。また、ICT 系人材の

確保育成が大きな課題となることが予想される。 

特に日本企業の場合、米独に比し、機械工業内部における ICT 系人材の層は薄いといわれて

いる。これは ICT 活用の徹底化を推進するうえでのネックとなりかねない。人材の供給源とし

ての教育機関における ICT 系教育とものづくり系教育の内容や両者のバランスにも注意を払う

必要が出てくる。 

以前日機連で取り組んだ69ことのある理数系教育の問題やこれからの企業が必要とするよう

な人材像の検討、大学等でのエンジニア教育などはパラダイムシフトから派生する重要な課題で

あるといえる。 

第 5 に、目指すべき日本型機械工業の将来像をどう描くかである。パラダイムのシフトが続

く中で、従前の製造業がどのような進化を遂げるべきか。機械工業の各業界別に、ICT 技術を導

入してどこまで繋ぎ、どのように繋ぐのかなどといった内容の吟味や見える化のステップとその

意義や狙いの検討などを行う必要がある。 

 

なお、パラダイムシフト論や新産業革命論には様々の観点があるが、日本機械工業連合会の

特性を踏まえ、ICT 系の議論や標準化等の議論に目配りはしながらも、メインは「将来の生産技

術のあり方」など機械工業に主眼を置いた検討を行う。 

以上 

                                                  
69 平成 23~25 年度の日機連調査研究の以下の事業参照： 

平成 23 年度 理数系基礎学力の強化とモノづくり人材育成の課題に関する調査研究報告書－理数系グローバル
人材育成・教育に関する調査専門部会報告書 

 http://www.jmf.or.jp/japanese/houkokusho/kensaku/2012/23jigyo_12.html  
平成 24 年度 国際交流の推進活動 理数系基礎学力の強化とモノづくり人材育成の課題に関する調査研究報告

書（Ⅱ） －理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会報告書－ 
http://www.jmf.or.jp/japanese/houkokusho/kensaku/2013/24jigyo_09.html  

平成 25 年度 国際交流の推進活動 理数系基礎学力の強化とモノづくり人材育成の課題に関する調査研究報告
書（Ⅲ） －理数系グローバル人材育成･教育に関する調査専門部会報告書－ 

http://www.jmf.or.jp/japanese/houkokusho/kensaku/2014/25jigyo_08.html  
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第Ⅱ部 事業活動資料編 

1 章. Industrie 4.0 と IoT：ものづくりの変革の方向性（有識者講演から） 

 1）インダストリー 4.0 が目指す姿と日本の現状について 

講師 経済産業省 製造産業局 ものづくり政策審議室 室長 西垣 淳子 氏 
演題 Industrie 4.0 が目指す姿と日本の現状について 
講演内容 
 

1．IT 技術による新たなビジネスサイクルの出現 
 

図表 57 IT 技術による新たなビジネスサイクルの出現 

 
出所：本専門部会 2015.1.23 における経済産業省製造産業局ものづくり政策審議室室長西垣淳子氏講演資料 

 

 データ活用の観点から、あらゆる分野で競争領域が変化。データ収集、解析、処理というサ

イクルへ。 
 

2.米独製造業はデジタル化に対応した戦略へと転換 
 米独の製造業企業においては、製造業のデジタル化を見越して、ハードウェアからソフトウ

ェア等のデジタル分野へと重点化する動きが顕著。 
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4.インダストリアル・インターネット（アメリカ） 
 航空機エンジン等製造物に取り付けたセンサーから取得したデータを分析、活用し、機器制

御の効率化や保守の高度化を目指す動きが進展。GE は、製造物に付加したサービスで稼ぐ方

向へビジネスモデルを転換。 

 この動きを推進するため、GE 等の米企業 5 社が発起人となり、インダストリアル・インター

ネット・コンソーシアムを提唱。 
 

5.Industrie 4.0 の背景と経緯 
 経緯 

－少子高齢化による労働人口減少や、原発の停止等に起因する国内立地環境の悪化 
－ドイツ国内で GDP の約 25%・輸出額の約 60%を占める製造業の存在感が低下 
（ＥＵ全域でアジアへの製造業流出の懸念も） 

 2011 年 11 月、独政府は“High-Tech Strategy 2020 Action Plan” のプロジェクトの 1 つと

して、独製造業の競争力強化のための構想である Industry4.0 を提示 
 連邦教育研究省（BMBF）、連邦経済エネルギー省（BMWi）が所管 

 

6.デジタル化で設計・製造・販売プロセスが変容 
 日本企業は、各工程のデジタル化（各企業が設計に活用する 3D-CAD/CAM、各企業の生

産システム、コマツ等の保守システム）は進めているが、それらは横に繋がっていない。 
 欧米ではそれらを横に繋げるソフトウェアツールを活用しており、欧米勢（独：シーメン

ス、仏：ダッソ－、米：PTC（ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ））が独占。 
 

図表 58 デジタル化で設計・製造・販売プロセスが変容 

 
出所：本専門部会 2015.1.23 における経済産業省製造産業局ものづくり政策審議室室長西垣淳子氏講演資料 

 
7.マーケティング・ドリブン＝変種変量生産を可能にするﾃﾞｼﾞﾀﾙ革命 

 企業の競争力は、『技術力』から『市場ニーズへの対応力』へ 
 すなわち、多様な顧客ニーズを反映した製品をロットサイズ１から市場に迅速に提供する

方向へ 
 そのためには、デジタル化でマーケットと生産を直接つなぐ、『変種変量生産』が必要。 
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図表 59 マーケティング・ドリブン＝変種変量生産を可能にするﾃﾞｼﾞﾀﾙ革命 

 
出所：本専門部会 2015.1.23 における経済産業省製造産業局ものづくり政策審議室室長西垣淳子氏講演資料 

 

8.Industrie 4.0 におけるドイツの狙い 
 設計～生産～販売までの製品が持つデータと、受発注～製造実行の生産に関係するデータ

をリアルタイムに解析し、相互にフィードバックすることによって一連のサイクルを最適

化・効率化。→ 消費者ニーズが多様化する未来を見据え、ロットサイズ１生産のリード

タイム削減・在庫削減へ。 
 我が国においては、上述のとおり、縦横各部分の取組は見られるが、下記の全体像を自社

の技術で目指す動きはない。 
     
9.ドイツが描く未来の製造業の姿 

 ロットサイズ１からの変種変量生産をライン間、工場間、企業間を越えてソフトウェアで

繋ぐことによって、全体として効率的な生産を自律的、自動的に行うことを目指す。 
 例えば、ある消費者が「フォルクスワーゲンの車にポルシェのシートカバーをつけたい」

と言えば、それが自動的に生産される姿を目指している。 
 ※ただし、ポルシェはフォルクスワーゲンの傘下にあり、企業間で激しく競争するベンツとフォルクス

ワーゲンでも同様のことを実現できるよう目指すのかどうかは不明。 
 

10.ドイツのもう一つの狙い：Industry4.0 仕様の工場を新興国へ輸出 
 BMW の全車種が１本の生産ラインで製造可能な組立工場を中国にフルターンキーで納入。

99%以上の高い稼働率や高品質の組立が可能だが、ノウハウはブラックボックス化され、

現地作業員が制御できる部分は各種パラメータのみ。 
→Industrie 4.0 仕様の生産システムがコスト競争上優位となり、我が国企業の海外生産にお

ける競争力劣位が発生するおそれあり。 
→Industrie 4.0 仕様の標準化が進むと、我が国の FA 関連機器が海外市場において参入でき
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なくなるおそれあり。 
図表 60 標準化の例：通信規格 

 
出所：本専門部会 2015.1.23 における経済産業省製造産業局ものづくり政策審議室室長西垣淳子氏講演資料 

 

11.国際標準化をめぐる動き 

 IEC (International Electrotechnical Commission) において、Factory of Future や Smart 
Manufacturing に関する標準化の議論が既に開始。米独のせめぎあいをベースに急速に

動きを見せている。 
 
図表 61  IEC の組織構成と Industry4.0 関連の標準化に向けた検討の枠組み 

 
出所：本専門部会 2015.1.23 における経済産業省製造産業局ものづくり政策審議室室長西垣淳子氏講演資料 

 Factory of Future に関する White Paper が 15 年 6 月、Smart Manufacturing に関する
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標準化分野の指針策定が 16 年半ばに結論を得るスケジュール感でキックオフ済み。 
 

12.我が国の現状 
 Industrie 4.0 関係 
・我が国製造業は、大量生産を念頭に置いた、IT 活用による生産自動化を実施。それぞれ

の工場内の生産性向上の分野では世界をリード。また、必要に応じて、混流生産（一つの

ラインで複数の製品を生産）も実施。 
・しかし、IT 技術の発達を通じて多様なニーズに対応していく市場を念頭に置いたシステ

ムとまではなっておらず、機械同士がつながることで、相互に連携しながら自律的に生産

ラインを変えて変種変量生産を実現する動きには至っていない。 
 
 インダストリアル・インターネット関係 
・我が国製造業にも、製造物や生産ラインに取り付けたセンサーからデータを取得し、製品

の保守や生産ライン効率化に活用する先進的な動きがある。 
・しかし、いずれも自社で閉じたシステムであり、GE のように競合他社へのシステム提供

を通じ、付加価値を独占しようとする動きにまで至っていない。 
 

13.ロボット新戦略 
 ロボット革命実現会議において、「ロボット新戦略」を決定。世界の IoT の潮流を睨み、日

本の強み（ロボット）を使って、欧米の下請けとならない位置取りを確保することが重要。 
 ロボットによりビッグデータを集め、これを活かして更にロボットを進化させるデータ駆

動型の製造業を目指す。 
 
 
2）IoT 時代の価値共創を目指したモノ・コトづくりへの挑戦 

講師 貝原 俊也 氏 神戸大学 大学院システム情報学研究科 副研究科長 教授  
演題 IoT 時代の価値競争を目指したモノ・コトづくりへの挑戦 
講演内容 

1.価値の共創 
 価値の共創とは、「サービス」である。 
 ISO のサービスの定義は「サービスは供給者および顧客との間のインタフェースで実行され

る少なくとも一つの活動の結果であり、一般に無形である」とある(ISO9000：2005)。 

 JST のサービスとは「提供者による被提供者のための価値創造を目的とした機能の発現」で

あり、Vargo & Lusch 2006 によれば「人・モノ・情報といった特定の対象に働きかける価値生

産的な変換の活動、またはプロセスそのもの」である。 

 一般的に「サービス」とは、サービス業が行っていることをイメージする人が多いかもしれ

ない。ここで言う「サービス」はより広い概念を指す。 
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図表 62 サービス・ドミナント・ロジック   図表 63 サービスとは 

 
出所：本専門部会 2014.11.19 における神戸大学大学院システム情報学研究科貝原俊也教授講演資料 

 サービスで測定されるべき価値とは、共創価値である。提供者・被提供者の両方がメリット

を享受できる、或いは、提供者・被提供者が共にリソースを提供し価値生産する、共創プロセ

スは文脈に依存し文脈も刻々と変化する、こういったことを価値共創として考えていく必要が

ある。 

 マーケティングでは、モノとサービスを分けて考えるのが一般的だった。但し、最近では「モ

ノもサービスも」包括的に捉え、企業がいかにして顧客と共に価値を創造できるかという価値

共創の視点から、企業経営論理を構築しようという声が上がっている。 

 「サービス」を考えるときには、優れた製品やサービスを製造し販売するという交換(対価)
価値(value in exchange)だけではなく、製品やサービスを顧客が使用する段階における使用価

値(value in use)にも注目するべきだとされる。 

 JST の価値共創の概念とは、まず、サービスの提供者が顧客に価値を提供し、顧客は提供さ

れたものを使うことによって満足を得、得た満足に応じて提供者に対価を支払う。提供者は、

顧客から対価を得た経験を積むことで、「こういうものを提供すると、これだけの対価が得られ

る」ことが分かってくる。そして、顧客は提供されたものを使ううちに、次のサービスに対す

る期待を膨らませ、提供者も経験価値をベースに知識を蓄積し、次を提供するための工夫を行

う。このようなループを通じて価値が共創される。 

 製造業のサービス化では、まずはアフターサービスに注力するべきである。次の段階は Use 
Value の創造、つまり顧客に受け入れられる製品を先回りして作ることである。さらには、プ

ロダクトサイクル全体を見ていくようになる。 

 製造業のサービス化におけるキーワードは「Value in Use と Use Value は似て非なるもの」

ということである。 

 Use Value とは、企業が顧客の望む価値を事前に作り込み、顧客は価値があるから買うという、
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まさに交換価値の段階である。 

 Value in Use とは、使っていく段階の価値(所謂、使用価値)である。この段階では、企業は価

値を顧客と共創する仕組みを作り込み、顧客は消費することで価値が生まれる。 

 多くの企業は既に Use Value の段階はクリアしているが、さらに進んだ Value in Use の段階

まで到達することが今後の課題と考える。これからの製造業にとっては、製品属性の面では

Value in Use に着目し、製品イノベーションを起こしていくこと、機能面では感性や経験に訴

える価値が重要である。こうすることでモノづくりからコトづくりにシフトしていくことがで

きる。 

 製造に関わるサービスは、大きく分けて「つくるものがサービス財(使用価値)か物財(交換価

値)か」という軸と、「販売するものが物財かサービス財か」の 2 軸がある。 

 この 2 軸で 4 つのカテゴリーをつくると、①製造ビジネス(物財を作って物財を販売する)、②

サービス財が付加された製品販売(物財を作っているがサービスもセットしている)、③製品使

用権サービス・レンタル・リース(作るのは物財だが販売するのはサービス)、④ソリューショ

ンビジネス(サービスをつくって、サービスを販売する)に分けられる。 

2.製造業のサービス化事例 

 製造業の事例として以下の事例を挙げる。 

 日本における製造業のサービス化事例で最も代表的なのは(株)小松製作所の KOMTRAX(建
設機器)だろう。KOMTRAX には位置情報や機械内部の状態などを発信するセンサーが取り付

けられており、CPS を介して情報がサーバーに流れていき、リアルタイムでサービスを提供す

ることができる。 

 小松製作所が目指しているのは徹底的な「見える化」で、どの製造業においても、まずは顧

客の状態を把握するために「見える化」を図るべきである。 

 盗難防止、稼働状況や燃料消費量のチェックといった具体的なサービス内容から入るのでは

なく、まずは前段階として顧客の価値を共創できるレベルの徹底した「見える化」を進めるこ

とが重要である。 

 KOMTRAX の事例をサービス価値という視点から考察すると、製品を販売するだけ(＝販売さ

れる製品そのものに価値がある)ではなく、製品販売後の製品の仕様を通じて顧客による使用価

値が作り出されていると言える。因みに、KOMTRAX 自体には課金していない。次の建設現場

でもコマツ機械を買ってもらうことを目指している。 

 但し今後のビジネスとしては、例えば鉱山採掘において、採掘の成果に対して課金を行うと

いうモデルに発展していく可能性はある。 

3.我々の取組み 
＜事例 1：共創的デザインによる環境変動適応型レストランサービスモデルの構築＞ 

 レストランは無形のサービスを提供しているのではなく、材料を仕入れてきて(場合によって

は材料から自分たちで作って)、顧客のためのモノを作って(料理して)いる。 

 提供しているサービスが食事なので、作ったものがすぐに消費されるという点は工業製品と
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異なるが、レストランは物理財を取り扱うサービスの一形態であると言える。 

 このようにレストランのサービス内容をとらえると、これからのレストランにとっては、優

れた製品やサービスを創り販売するという交換価値よりも、製品やサービスを顧客が使用する

段階における使用価値に注目し、その価値創造を追求していくことが重要である。 

 レストランを取り巻く現状には、外部環境(季節・天候・時刻・イベント等)の変化により需要

が激しく変動する、労働集約的な性質が強いため内部環境の変動(技能レベルや経験の違い、仕

事へのモチベーション等)も大きい、という課題がある。 

 おそらく、こうした課題は製造業にも共通するところだろう。また、価値共創のためには、

まずサービス提供における非効率性を排除すること(＝ロボットの導入など)が重要課題の 1 つ

である。 

 このような現状・課題に対処するため、まず、製造業で導入しているようなセル生産システ

ムのコンセプトをレストラン厨房に導入した。また、環境変動に対して的確に厨房やフロアの

人員レイアウトを行える共創的デザイン手法を構築した。 

 外食産業は現在、どこも人手不足で従業員 1 人 1 人の重要性が高まっている。従業員自身に

も気持ちよく働いてもらい、また外部環境が変化する中、適材適所となるよう厨房・人員のレ

イアウトを効率的に進めていく必要がある。 

 因みに、従業員や顧客へのアンケートや行動観察を行っていると、「コミュニケーション」が

満足度に大きく影響することが分かった。例えば、和食の新しい食べ方を教えてもらったとき

などに、顧客の満足度が上がる。このように、顧客・従業員・経営者それぞれの満足度(CS・
ES・MS)が向上することで、サービスの価値創造が進みやすくなる。 

 通常、飲食業は第三次産業に分類されるが、モノとサービスを提供している点で 2.5 次元的な

サービス産業であると言える。 

 方法論を一般化することで、同じような 2.5 次元的なサービス産業や、サービス業化が求めら

れている製造業にも展開していきたい。 

 
＜事例 2：ラバー産業を対象としたデライト(超一流)設計とアジャイル(迅速)生産による社会経済的

な価値共創の実現＞ 

 我々は、地域資源である神戸のラバー産業及び(ラバーを使っている)シューズ産業に着目し、

テーラーメイド・シューズを先導的モデルとする革新的設計生産技術のテーマに取り組んだ。 

 我々の描く価値共創ループにおいては、まず製品を市場で適用(使用)し、ユーザーがどのよう

に製品を使用しているか計測し、デジタルモデリング化を行う。こうして得られたデータをビ

ッグデータも含めて分析し、プロダクトイノベーション、設計に役立てる。その後、設計した

ものを実際に作ってみて運用し、市場に新たな商品を供給する。そして、新たな商品の使用状

況を計測し…と繰り返し続いていく。 

 ここで従来の考え方と大きく異なるのは、人工物とはつくるものではなく、育てるものとい

う点である。本事例では、靴がどのように使われているかを分析し、デジタル化し、設計し、
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新たな靴を製造した。 

 本事例の価値共創は、3 段階のループから成っている。 

 ファーストループはリードユーザー(選手・準選手)を対象とするフルテーラーメイドである。

ファーストループの対象は所謂走るプロなので、数値の測定に加えより走り易くするにはどう

したら良いか感覚的な部分の情報も正確に提供してくれる。こうした感性の部分を機能と融合

させ、測定したデータの分析を加えながら新しい靴を設計し、使ってみることを繰り返した。 

 セカンドループは、ファーストループよりももう少し一般的な準リードユーザー(市民ランナ

ーレベル)を対象としている。セカンドループで目指しているのは、靴をカスタム化するときに

ある程度デフォルトとなるものを抽出することである。 

 一般ユーザーを対象としているのがサードループである。速く走りたいのか、長く走りたい

のか、リハビリに使いたいのか、などとユーザーのニーズごとに部分テーラーメイドを行い、

使用→分析→設計→運用…と回していく。 

 こうした価値共創において、消費者・流通小売現場・物流現場・設計製造現場など、あらゆ

るものをつなぐ役割を果たすのが Internet of Things である。 

 例えば、3D プリンターを活用したテーラーメイドの価値共創を目指しており、設計製造現

場・流通販売現場・消費者をシームレスにつなげるシステム化の構築が IoT により可能となる。 

 モノを媒介した交換価値の提供から、使用価値や文脈価値をダイレクトにデザインし提供す

ることで、価値共創に基づいた消費者の豊かなライフスタイルの送出を実現することができる。 

 ここで目指しているのは、設計情報も使用価値や文脈価値の源泉と広くとらえることで、IoT
の概念を超えた価値のインターネット(Internet of Values)を実現することである。 
 

4.「モノ・コトづくりの実現に向けて」 

 我が国の製造業にとっては、新興国における低賃金労働集約型生産の台頭やグローバル化に

対抗しうる競争力の維持・強化が急務である。 

 そのためには、顧客への価値提供の主軸が、従来のものづくり技術を競争力とした「モノ」

主体の交換価値の提供から、サービスやシステムまでをも含めた「もの・コト」による使用価

値の提供へと移行していくこと、及び「ものづくり力に加えたコトづくり力」の強化が必須で

ある。 

 それに対し、我々は、人的要素を内包した生産システムの構成・運用法を提案したり、製造

業における従来の交換価値から使用価値へのイノベーションを実現するための文理融合型「モ

ノ・コトづくり」の実践を進めたりしている。 

 
 
 

－86－ －87－



---86--- 
 

図表 64 文理融合型のもの・コトづくり 

 
出所：本専門部会 2014.11.19 における神戸大学大学院システム情報学研究科貝原俊也教授講演資料 

 

3)  IoT 時代に向けての日本のものづくりの強みと弱み 

講師 圓川 隆夫 氏 東京工業大学大学院 社会理工学研究科 経営工学専攻 工学博士 教授  
演題 IoT 時代に向けての日本のものづくりの強みと弱み 

―目の前のリスクには厳しく日常を離れたリスクに無頓着な日本文化（企業、消費者）― 
講演内容 
・IoT は ISO でも随分前から IoT の規格案が上がっていたが、手つかずで、止まっていた。 
・専門はオペレーションマネジメント。そういった立場から歴史的経緯を踏まえて説明する。 

1．オペレーションズマネジメントの歴史は変動（リスク）との戦い 
 オペレーションマネジメント（OM）とは、企業経営の中核となる製品・サービスを、効果的・

効率的に創造するための生産システムのマネジメントのことである。 
・オペレーションマネジメント（OM）の歴史は変動（リスク）との戦いであった。 
・変動には、内なる変動（作業のバラツキ、故障、不良、段取り替えに起因する変動）と外か

らの変動（需要変動、ニーズの変動、天災、ｶﾝﾄﾘｰﾘｽｸ等）の二つがある。 
→100 年前、作業の変動＝「ばらつき」を抑えるために one best way を追求した「標準」と

いう概念が生み出され（テイラー）、次いで作業だけでなく製品の標準化、そして専門化・単純

化を加えた３Ｓ（フォード）が、効率的ものづくりの基礎となった。 
 そこで登場するのは TPS70に代表される組織的改善の日本モデルである。TPS は多能工化、

平準化などにより外なる変動へ対応対応。内なる変動には目で見る管理（visibility）、自働化等

をツールによる変動低減活動（Kaizen）で対応。 

                                                  
70 TPS（Toyota Production System）：トヨタ式生産方式 
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 ・こうした工場内、現場の変動（リスク）の顕在化と対応は、世界中に伝播され、“lean & 6
σ”の掛け声のもとで知られ、今でもその意味では 5S にはじまる世界から日本の強い現場

は尊敬されている。 
 

図表 65 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの歴史 

 
出所：本専門部会 2014.2.13 における東京工業大学大学院社会理工学研究科圓川隆夫教授講演資料 

   しかしながら、時代を経て標準に従って仕事をするだけでは間に合わない状況に。 

 しかしながら、2000 年代からはグローバル化に伴う IT を駆使した変動リスクの見える化

（visibility）によるマネジメント（SCM）が競争優位の鍵になると、それに乗り遅れた。⇔ 一

方、lean や JIT71の普及に伴い、それを単なる経営手法として変動軽減活動を伴わない

“romantic JIT”は、世界でことごとく失敗した。そこで登場したのが米国における Factory 
Physics(変動に対応できなくても、変動を認めた上で最適化を図る科学的アプローチ) 
 IoT および Industrie 4.0 は、IT 関連の標準化やグローバル SCM72に遅れた日本企業がキャッ

チアップする絶好の機会ととらえるべき。 
 加えて、高度成長時代の高品質・高信頼性の成功体験から脱却しニーズの変動ということを

意識し直す必要。国内の市場が成熟化し、文化も異なるグローバル市場（ニーズの変動）をと

らえるためには、それぞれの市場で顧客価値は何か、ということへの対応も必要。 
 
2. TPS からグローバル SCM へ 

                                                  
71 JIT（Just in Time）:ジャストインタイム 
72 SCM（Supply Chain Management）:サプライチェーンマネジメント 
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 要するに、テイラーからフォードに至るリスクマネジメントの歴史は、標準化による内なる

変動の抑え込みの歴史であった。 
 一方、トヨタ生産方式（TPS）は、Kaizen による外からの変動への対応と内なる変動低減

活動である。トヨタ生産方式（TPS）を整理すると、次の四つにまとめられる。 
① 多品種下における平準化思想： 

・そのもとでのかんばん方式、１個流し（混流生産）、プッシュからプルへ(JIT) 
② 変化に対応できる人の育成とシステム： 

・標準作業、多能工化の育成、オペレータも品質・設備に責任、“自工程完結” 
③ 異常の顕在化による連続的な体質強化： 

・“在庫は諸悪の根源”、自働化、あんどん、目で見る管理 
④ 組織としての学習メカニズム： 

・外生率 70% 
 ここで、TPS を Indusrie4.0 との対応で考察すると 
・デジタル化された中でも内なる変動は伴う。変動低減活動としての人の役割は？ 
・旬による調整→日割平準化→1 個流し→多品種下での平準化に対して、そのような枠組みな

しサイクルタイムも異なるもの１個１個生産可能か？ 
・加えて、トヨタ生産方式には中小企業を育成する学習メカニズムが入っている。 

→そのような学習メカニズムが IOT の中でも機能するためには？ 
 TPS からさらなる外からの変動の増大への日本における対応策：セル生産：CANON の事例 

・部品約 8,000 点といわれる複写機の組立の歴史を振り返ると、手組みライン→ コンベア

→ ロボット自動化ライン+自動倉庫→ コンベア→ セル生産（All キヤノンで）と進化。 
・多能工によるセル生産にはグループセル（大、中、小）、一人完結セル（巡回セル）S マ

イスター、マルチセル（多品種）がある。 
・“助け合い”による内なる変動の吸収と、設備投資を抑えた（LCA）セルの数を調整する 
ことによる外からの変動への対応 
・30 分で完全にセル組換え、最近では 40 秒の事例も。そしてロボットセル・マシンセルへ 

 デンソーのロボットセルの事例 
・７～８年前よりエアコン生産のロボットセル。量に応じてロボットセルの数を調整（基本

１ロット６個の生産）。現在、現在、国内３工場８本、米国１の工場で全面展開 
・サイクルタイム中に占める正味加工時間を高める Kaizen を組み込む取り組みを継続。 
・ロボットセルやその Kaizen 力は、今でも日本の方が進んでいるのではないか。 

 サプライチェーン視点での変動の増幅と SCM 
 SCM 性能と日本企業の弱点 

・The Gartner Supply Chain Top 25 for 2014（Stan Aronow, Vice President, Supply Chain 
Research）をみると日本企業で 50 位以内に入っているのは、辛うじてトヨタのみ。 

・日本企業は、この 20 年で世界の SCM 強化の流れに大きく遅れをとった(1990 頃までの

CIM73の時代は大きくリード）。日本の弱点はサプライチェーン。 

                                                  
73 CIM：Computer Integrated Manufacturing 
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・構図：外からの変動×意思決定段階数×ボトルネック（内なる変動）→さらに困難度（変

動）が加速 → 掛け算ではなく、足し算にするには「見える化」。 
・経営に直結する変化を先読みしてシミュレーションシステム（S&OP）が遅れている。 
・工場や物流現場は世界最強、なのにサプライチェーン全体の見える化は無頓着。 
・結局、SCM が経営の柱になっていない。この点を問題提起したい。 

図表 66 サプライチェーン視点での変動の増幅と SCM 

 

出所：本専門部会 2014.2.13 における東京工業大学大学院社会理工学研究科圓川隆夫教授講演資料 

 企業における SCM 組織についての認識の日米の差 
・日本：多くの企業は、“物流”の延長。SCM（本）部はあっても、スタッフ部門（営業と

のリンク）はほとんどない→全体を見れて権限を発揮できる組織構造になっていない 
・米国：87％の企業がサプラチェーン総括組織を持ち、担当役員のレポートラインの 68％、

は COE（2010 年、2005 年はそれぞれ 75%、30%） 
 外からの変動（リスク）概念の拡大と緩和戦略（レジリエンシー） 

・サプライチェーン全体を見渡しリスクを予め特定し、それぞれの発生頻度や影響度を分析

し（構造分析）、取り組みの優先順位づけし、対策、コンティンジェンシー計画、危機管

理体制を構築すること 
 内なる変動との格闘の功罪：Factory Physics 登場（W.P.Hopp & M.L.Spearman: Factory 

Physics, second ed. Irwin McGraw-Hill(2000), third ed.(2008) 
・リトルの公式：スループット（時間あたり生産量）＝WIP／リードタイム 
 ※リードタイムは変動の大きさ(故障頻度、修復時間、段取り回数時間など)、負荷率及び 
  平均加工時間の積で決まる（キングマンの公式）。 

 
 
 
 

－90－ －91－



---90--- 
 

図表 67 「現場の強み」だけではもう勝てない 

 
出所：本専門部会 2014.2.13 における東京工業大学大学院社会理工学研究科圓川隆夫教授講演資料 

・変動を減らしリードタイムが削減出来れば WIP も減らせる（リーン）、一方、変動を認め

てリードタイムが大きくても、それに対応した WIP を持てば同じスループットを確保で

きる（ファットだが）。逆に WIP を抑えることばかり考えるとスループットを損なう。 
・変動を認めない日本のものづくり（故障 0、不良 0 を目指した改善活動）vs. 変動を認め

た上でバッファリング（在庫・負荷・時間）を図る欧米のものづくり 

図表 68 外からの変動（ﾘｽｸ）概念の拡大と緩和戦略（ﾚｼﾞﾘｴﾝｼｰ） 

 
出所：本専門部会 2014.2.13 における東京工業大学大学院社会理工学研究科圓川隆夫教授講演資料 

 最後にニーズの変動について（裏の品質力と表の品質力） 
・高度成長時代の日本＝高品質・高信頼性に向けての改善努力→高い競争力 
・今でも強いが高度成長時代の成功体験が足かせ（イノベーションのジレンマ）となり、あ
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くまで裏の品質力であり、表の品質力（CS74や顧客価値、経営成果）に結びついていない 
・特に顧客価値の異なる新興国市場で出遅れ。→ニーズの変動、要キャッチアップ。 

図表 69  Factory Physics(生産科学の考え方） 

 
出所：本専門部会 2014.2.13 における東京工業大学大学院社会理工学研究科圓川隆夫教授講演資料 

 IMD ランキングのビジネス領域の強み弱み 
・CS 重視の経営はほぼ一貫してトップ。一方、起業家精神は一貫して最下位。 
・供給サイド視点の CS 経営になってないか。 
・背後に日本固有の文化があり、それに立脚した（強みを活かす）戦略が必要？ 

 世界 8 ヶ国（先進国 4、新興国 4）の CS 調査 
・日本は世界で一番 CS が低い。中でも女性（主婦）が厳しい。 

図表 70  裏の品質力と表の品質力 

 
出所：本専門部会 2014.2.13 における東京工業大学大学院社会理工学研究科圓川隆夫教授講演資料 

                                                  
74 CS:Customer Satisfaction 
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 製品だけでないガラパゴス化した日本社会 
・多機能、高機能過ぎて海外で競争力を失った携帯電話（ガラケー）をはじめとした製品 
・賞味期限の 1/3 しか引き取らない小売（1/3 ルール）といったビジネス慣行・・・ 
・絶対安全を求める消費者など過剰なまでの正確さ清潔さ、鮮度さ！が要求される社会 

 多機能の罠：Feature Fatigue（多機能疲労）現象 
・少ない機能しか使って（使えて）いない人ほど CS が低い（不満を引き起こす） 

 CS 生成メカニズムは、国によって大きく異なる。特に米国や中国ではブランドイメージの

影響が著しく大きい → ニーズの変動に対応するために生産文化の視点の強化 
 生産文化の視点：CS や顧客価値、その生成メカニズムが国の文化に大きく依存。商品設計

や品質を文化に合わせて共創的にカスタマイズする必要。加えて一方で、日本的な感性文

化が世界で受け入れられるというような双方向の視点 
 3. IoT、Indutrie 4.0 に向けた３つの論点 
 論点１ ラインのつくり込みからデジタル化対応を進め、生産ラインの自律的組み換えを行

い、ロットサイズ１の生産が、ラインを超え、工場を超え、企業を超えて実現が可能か？ 
・１個１個異なるものを段取り時間 0 で、等しい加工時間が可能か⇒製品設計対応（モジュ

ール化に基づく対応？）生産技術上の制約から魅力的な製品が出来るか？ いずれにして

も、可能な商品や製品の対象を分類しておく必要（ソフトをアップロードして製品を進化

させる技術を含めて）、その際“モジュール対擦り合わせ”以上の分類基準が必要 
•自己完結型セル生産であれば１個１個工数の違いがあっても問題なし⇒日本の優位性 
•ライン生産であれば、１個１個加工時間が異なると、著しくサイクルタイムの延長や TH(時

間当たり生産量)の低下をもたらす⇒Factory Physics 
•例えば、いくらラインを作り込んでも、故障や特にチョコ停の可能性をゼロに出来ない。 
 

 保全技術の重要性：TPM（Total Productive Maintenance) 

図表 71  TPM（Total Productive Maintenance) 

 
出所：本専門部会 2014.2.13 における東京工業大学大学院社会理工学研究科圓川隆夫教授講演資料 

・TPM(トータル・プロダクティブ・メンテナンス)の 8 本柱の内、「計画保全」が重要。 
・チョコ停(要：人の介在)があると自動化の阻害要因（タッチレスの改善が必須） 
・Industrie 4.0 の状況では特に故障予知や良品条件確保のための予知保全が特に重要に！ 
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図表 72  計画保全と初期管理 

 
出所：本専門部会 2014.2.13 における東京工業大学大学院社会理工学研究科圓川隆夫教授講演資料 

 論点２ 市場からのビッグデータからだけで顧客やビジネスの価値創造が可能か、また日本

の大学には統計学科がないこと、最適化が苦手であることが、弱点にならないか 

・価値を生むのは人：ビッグデータの活用の時代こそ人の共創発想が求められる 

例）例えば、１日 1600 万人、5000 万の POS データを活用し、週 100 品目という商品を入

れ替え、PB 商品を開発投入成功しているセブンイレブンでは、2000 人もの OFC を抱え、

市場、顧客、店舗の生の声を聞き、そこから“共創”発想に基づく仮説を立て PDCA を回し

ているからこそ、成り立っているものであり、POS データはその結果の検証の道具 
•日本の大学には統計学科がない⇒理系の大学では（数理）統計学はほぼ必修（過去、統計

学の最大の有効活用例が日本の SQC と言われている） 
•一番の問題は日本には最適化アプローチの OR の学者は多くいるにもかかわらず、現実の

問題には無関心？ 加えて企業側の認識や対応も最適化アプローチに理解が皆無に近い 

 論点３ 企業を超えてモノとモノをつなぐ通信、制御のプロトコル、ソフト、活用モデルの

（国際）標準化とその利用に、企業内でも遅れている日本の現状に対応するには 
・例えば、サプライチェーンにおいてモノとモノをつなぐ RFID の適用規格として、

ISO1736X シリーズ（ISO TC122/WG12）があるが（現在 JIS 化中）、欧米では自動車業

界（米国 AIAG、欧州 ODETTE）において積極活用で先行⇒日本企業は無関心（社内だ

けの活用、社内でも事業により異なる規格やコード） 
•ISO では、IoT のための計画はあったが停滞。⇒SC31 へ？ 
・モノから“形のないもの”の議論は、識別コードを含めて全く見えていない 
•そもそも EDI では、ユニークデータ（企業コード）の体系がない？ 
•しかしながら、その前に日本企業、企業内のモノの認識やソフトの標準化が急務では、 

 東日本大震災からの教訓（日本企業の弱点強化の視点） 
・結局、サプライチェーン全体の見える化（ボトルネック認識、トレーサビリティ）とバ

ーチャルリソース活用のための標準化、80%のコモンプラクティス（インフラの標準化）

と 20%のベストプラクティスの実践強化。 
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4.日本文化に遡った日本のリスクマネジメントの２面性ー目の前のリスクには厳しく日常を離れた

リスクに無頓着な日本文化（企業、消費者） 

 日本文化の特徴：重層性と３大特徴 
・モノや時間等の不確実性回避傾向が著しく高い（無限遠点に目標を置いた改善が働く）

のに、思想や宗教には寛容で（飽きなく探求心でカスタマイズしてしまう：重層性）、一

方で日常生活を離れたリスクに無頓着なのは、文化で説明できる 
・無限遠点に目標を置いた組織的改善→相対劣位のメンタリティ＋インスティテューショ

ナル集団主義、日常生活を離れて抽象的思考や心象の創造、或いはリスクマネジメント

やルールをつくるのが苦手→現実主義・現世主義、言霊信仰の神道も影響 
 “公”、日常の心象の範囲をサプライチェーンに拡張すれば、Industrie 4.0 という黒船の世界

で日本の強みを発揮できることは歴史が証明 
図表 73  日本文化の特徴：重層性と３大特徴 

 
出所：本専門部会 2014.2.13 における東京工業大学大学院社会理工学研究科圓川隆夫教授講演資料 

 問題発見・解決のために 3 つのクラス。現在の日本のものづくりの閉塞状況はクラスⅡによ

る根拠曖昧な成功体験が原因、クラスⅠ（標準化＋最適化）、クラスⅢ（共創的アプローチ）の

強化が不可欠。Indurie4.0 の流れはその絶好の機会では。 

図表 74  問題発見・解決のための３つのクラスとその方向性 

 
出所：本専門部会 2014.2.13 における東京工業大学大学院社会理工学研究科圓川隆夫教授講演資料 
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 これから目指す方向性 
強みである「表の品質力」に加え、弱いとされる「表の品質力」を強化するためには、設

計・生産と販売・マーケティングの間に強固なブリッジをかける必要がある。IoT の流れ

のグローバルサプライチェーンの見える化はそのための有効な手段となる。 

図表 75  これから目指す方向性 

 
出所：本専門部会 2014.2.13 における東京工業大学大学院社会理工学研究科圓川隆夫教授講演資料 
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2 章. 欧米の生産技術開発プロジェクトの動向 

ここでは CIRP シンポジウムの講師へのインタビューなどから欧米の生産技術開発プロジェ

クトの動向を概観する。 

1）CIRP シンポジウムについて 

テーマ：国家レベルの産業競争力強化取り組み ― 欧米における生産技術研究開発プロジェクト

の動向 ― 
主催：国際生産工学アカデミー（CIRP）国内委員会、東京大学 社会構想マネジメントを先導

するグローバルリーダ養成プラム（ GSDM） 
共催：精密工学会、日本機械学会、日本塑性加工学会、電気加工学会、日本経営工学会、製造科

技術センター、日本工作機械工業会、日本ロボット工業会、日本鍛圧機械工業会、他 
後援：経済産業省 、工作機械技術振興財団 
協賛：産業技術総合研究所、産業競争力懇談会（COCN）、他 
日時：2014 年 12 月 11 日（木） 13:00 13:00 ～18:00 18:00 
場所：東京大学伊藤国際術研究センター 伊藤謝恩ホール 
このシンポジウムに先立ち、英米独三か国からの参加者に対するインタビューを実施した。以下

はその記録である。 
 
2）英国の生産技術開発プロジェクトの動向 

ここは英国から来日した Prof.Rajkmar Roy へのインタビュー記録である。 

平成 26 年 12 月 9 日 17：00～ 

於 東京ガーデンパレス 

(1)ロイ教授の略歴 

クランフィールド大学 デシジョン・エンジニアリング・センター長、PhD 
ロイ教授はこれまで十年間にわたり同大デシジョン・エンジニアリング・センターにて競争的

設計研究をリードしてきた。同大での研究テーマは、技術集約的製品と同製品に係るサービスの

全「生涯」を研究することである。その手法は設計情報や知識経営を効率的に運用して設計の最

適化を行うというアプローチをとる。 

同教授は質的コストモデリング、必要とされる経営、設計最適の研究で知られており、20 以上

のジャーナルや 100 以上のカンファレンスペーパーを刊行している。現在、全「生涯」コストと

サービス知識捕捉分野における三つの PSS(製品サービスシステム)プロジェクト（IMRC75のプロ

ジェクトで EPSRC76から資金補助を受ける）の筆頭研究者を務めている。同時に IMRC が資金供

給しているアフォーダビリティ・エンジニアリング分野秀逸ネットワークの筆頭研究者も務めて

                                                  
75 IMRC - Innovative Manufacturing Research Centre 主な研究分野は製造技術と PSS- Product-Service 

Systems 
76 Engineering and Physical Sciences Research Council の略 英国の政府機関の一つ、英国中の大学や機関にお
ける工学と物理化学の研究とポストグラデュエートの訓練のための資金提供機関。年に 8 億ポンド以上を投資し、
数学から材料科学まで、情報技術から構造工学まで幅広く支援。前身は 1965 年創立の SRC(Science Research 
Council)科学研究委員会である。http://www.epsrc.ac.uk/about/history/ourbeginnings/  
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いる。 

同教授の研究に対する主なスポンサーには、BAE システムを始めとしてエアバス、ロールスロ

イス、MoD、BOC エドワード、日産、フォード自動車が名を連ねる。最近、クランフィールド大

で競争的創造設計に関するイニシアティブを主導しており、ロンドン芸術大学とともにクランフ

ィールド大の未来実験室で革新的 PSS を開発している。 

同教授はソフト・コンピューティング技術を使った設計最適化の研究で PhD を取得している。

博士号を取得する前にはインテリジェント・システムと生産工学に関する公式のポストグラデュ

エイトを修了している。また、チャータード・エンジニアであり、AcostE（コスト・エンジニア

協会）の副理事長兼フェローでもある。IEEE、IED、インドエンジニア協会のメンバーであり、

CIRP で 3年にわたり準会員でもある。 

(2)クランフィールド大学の概要 

同大学は世界のイノベーションへの寄与で世界をリードしている。特に航空宇宙、自動車、防

衛・セキュリティ、健康、環境、経営と製造の各分野がある。同大学はまた社会の動向に合わせ

て変化してきた。知識を生成し、変換し、社会の利便となるように努めてきた。 

中小企業から大手のブルーチップ多国籍企業までと連携を取り、政府だけでなく多国籍 NGO
や慈善団体とも連携している。こういった連携こそがクランフィールド大をして大学としての価

値足らしめているといえる。 

イノベーションはクランフィールド大の組織としての DNA であり、60 年以上の伝統を有する。

同大学は政策立案の材料を提供し、新技術を生み出し、世界経済のための製品を産出する。こう

いった研究やコンサルタント業の蓄積の中から、学生に傑出した実世界の学習環境や、専門性の

涵養を可能にする環境を提供する。学生は新知識を世界経済に移転する。これこそが常にクラン

フィールド・ウエイであるが、今ほどこのようなことが必要とされる時代はない。 

学生数 4423 人(2012/13) 英国 EU その他 

 
フルタイム 2,333 人 22％ 36％ 42％ 

パートタイム 2,090 人 76％ 9％ 15％ 

 
修士課程 3,664 人 48％ 29％ 23％ 

博士課程 759 人 ＊＊＊ 

(3)クランフィールド大学の沿革 

1946 年  前身はアエロノーティックカレッジとして設立 

1950～1960 年代 

 

航空機の分野で研究と設計が大きく発展した。そこから他の技術や製

造業や経営の分野にも広がりを見せるようになっていった。 

1969 年 クランフィールド技術機構（CIT）と改称、併せてクランフィールド

経営学校（CSM）設立 

過去 30 年 実質的に更なる発展がみられ、防衛アカデミーとのアカデミック・パ

ートナーシップが進み、クランフィールド大学は欧州でも最大の応用

研究・開発・設計のセンターとなった。 

HEFCE（イングランド高等教育資金カウンシル）から資金提供など

を受け、応用研究に邁進。 
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(4)インタビュー内容 

 1.科学研究成果の民間移転 

Q:Roy 先生が取り組んでこられた Cranfield model は、大学での研究成果を民間企業に移転する仕

組みと理解している。またイギリスの High Value Manufacturing Catapult も同様の仕組み

と理解している。両者は関連があるとすればどのような点か。 
A: クランフィールド大学は大学院大学であり、学部課程は無く、修士課程と博士課程のみの大

学である。ともに工学分野と経営学分野の二本立てである。本学は応用研究を行う大学であ

り、企業との連携がメインである。その成果は民間企業に移転される。 

HVM のカタパルトも同様の機能を有するが、両者は全くの別物である。カタパルトは国

の主導によるものであり、大学や研究所から生まれる新しいアイデアや技術を民間企業に移

転する役割を持つ。多くの大学や研究所は工学の基礎研究に力を入れる。TRL77の 1～3 くら

いまでのレベルを担う。企業は TRL の 8～9レベルを行っている。両者の間にあたる TRL の

4～6 のところは繋がりがなく、大きなギャップが横たわっている。そこで両者の橋渡しを行

う機関としてカタパルトが生まれた。 

カタパルトはメンバーとなった大学とは密接に協力しあう。メンバーになると長期の資金

供給が保証される。しかし、本学はメンバーに応募はしたが現在はメンバーとはなっていな

い。メンバー以外の大学もカタパルトに対し、新しい分野のプロジェクトを提案するという

形で応募し、参画することができる。本学も応募してカタパルトと協力してプロジェクトを

進めている。プロジェクトが採択されると財政支援が得られる。 

本学は産業界とは密接な関係にあり、産業界との連携に長期的観点からみた価値を見出し

ている。ほかの大学と異なり、本学は基礎研究 TRL 1 のレベルからスタートして製品の試作

(プロトタイプ、TRL 6 のレベル)までを行う。その意味で特異であり、産学連携をより際立

たせる特徴となっている。 

 

 2.産学官連携におけるテーマ選定 

Q:Cranfield 大学は、もともと航空宇宙産業とのかかわりが大きいと伺っている。Cranfield model 

における研究テーマの選定は、軍事主導の研究成果などの民間移転を行うモデルがメインと

みてよいか。米国の NASA による R&D の成果が民間に波及する仕組みと Cranfield model の仕

組みとの違いは何か。 

A: クランフィールド大学は元々航空宇宙からスタートした大学である。現在のメジャーの分野

は航空宇宙を含めて 8 つある。残りは防衛軍事、製造、輸送、環境、エネルギー、農業・食

品、経営とリーダーシップである。 

48 のチームがそれぞれの分野で活躍している。防衛アカデミーとの関係は直接的であり、

同アカデミーに対する教育を担当している。防衛軍事に関する技術や防衛関連製造業を対象

                                                  
77 TRL: Technology Readiness level の略称で NASA において次のようなスケールで測定される。基礎技術研究

(TRL 1~2)、実施可能性立証研究（TRL 2~4）、技術開発(TRL 3~6)、技術のデモンストレーション(TRL 5~7)、シ
ステム/サブシステム開発（TRL 6~9)、システム試験、据え付け、操業（TRL 8~) TRL は米国国防省による定義
のほか、NASA、ESA(欧州宇宙機構)、EC(欧州委員会）などがそれぞれの定義を打ち出している。 出所：
Wikipedia から   http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level  
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としている。防衛軍事に由来する製造要件も対象になる。 

また、製品の全「生涯」をサポートできるような設計手法も対象である。同時にこういっ

た防衛関連技術を民生用の他の製造業にも活用するという意味での二重活用(デュアル・ユー

ス)に力を入れている。例えばモータースポーツや農業のような分野の産業が二重活用の対象

になっている。 

農業では、人工衛星ベースの遠隔監視技術によって種まきから土壌管理までモニタリング

しながら農業の機械化を進めることができる。逆もまた真なりで土壌に関する情報は軍事に

も重要な情報となる。土壌情報があると戦車が活動しやすくなる。それゆえ土壌技術は軍事

目的に使われる。NASA とは似ているといえるが、英国は革新的に重要な技術を対象として

いる。 

図表 76  EPSRC の投資先ポートフォリオ 

 
出所：EPSRC の HP“Visualizing our Portfolio”から 
   http://www.epsrc.ac.uk/research/ourportfolio/vop/  

防衛軍事以外で他業種への波及効果の対象になるのは、徹底的なほどブレークスルーが必

要な技術である。こうした事業をサポートする政府機関は二つある。 

未来の製造業 

デジタル経済

情報とコミュ
ニケーション

各円の大きさは EPSRC からの投資額に比例 

EPSRC パートナー一覧 
 エアバス 
 Arup 
 アストラゼネカ 
 AWE 
 BAE システムズ 
 英国癌研究 
 国立インフラ保護センター 
 運輸省 
 DSTL 
 ダイソン 
 EDF エナジー 
 E.ON UK 
 GE エイビエーション 
 グラクソスミスクライン 
 NDEvR 
 工学技術機構 
 ジャガー・ランドローバー 
 国防省 
 モビール VCE 
 国立核研究所 
 国立物理研究所 
 ファイザー 
 プロテクター＆ギャンブル 
 鉄道安全標準ボード 
 ロールスロイス 
 Sustrans 
 技術戦略ボード 

物理科学 

研究インフラ 

数理科学 

工学 

エネルギー
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一つは EPSRC であり、もう一つはイノベート UK である、一つ目の EPSRC78の研究委

員会は、大学におけるブレークスルー技術に資金を供給し、カタパルトは大学の成果を産業

界に橋渡しする支援を行う。二つ目のイノベート UK79も政府機関である。英国の技術戦略と

その産業利用を使命としている。カタパルト・ネットワークには 89 百万ポンドを新規投資80し

ている。このうち、HVM(High Value Manufacturing)のカタパルトセンターには 61 百万ポ

ンドを投資している。残りの 28 百万ポンドは医薬品や化学の投資に回っている。 

 

 3.HVM の好事例 

Q:HVM ではロールスロイスやグラクソスミスクラインがモデル事例として出ている。先生の関わっ

た具体的なモデル事例(好事例)についてうかがいたい。 

A: モデル事例としては航空宇宙産業におけるエアバスが該当する。防衛産業では BA システム

ズもそうだ。軍事用航空機や陸上や海上の軍事システムを製造している。いろいろな条件を

監視したり、電子産業における欠陥ゼロ問題に関わったりした。また、鉄道ではボンバルデ

ィアの事例がある。電車を製造するという事例では個人的な研究テーマでもある製品の生涯

を通した工学サービスの問題や劣化に関する評価を研究した。こういう企業との協業案件で

は企業側からアプローチしてくることもあるが、多くはこちら(大学サイド)からオファーす

る。ロイ教授の研究が知られているような地域では企業からアプローチしてくることがある。 

企業との連携で重要なことが三つある。一つは産業界が探しているような新しいアイデ

アで先進的な研究であること。二つ目は学術側がそのアイデアを産業界にきちんとコミュニ

ケートすることができ、かつ作業分担をきちんと説明できるとともにどうして関連があるか

を解説できること。三つ目は産業界が知的財産権との関連できちんと仕事ができるような環

境があることである。 
 

 4.Through-life engineering service knowledge 

Q:初めて聞いた用語であるがこれは HMV の推進上どのような役割を果たすのか。この考え方も ICT

技術の発展あってこそと思われるが、ドイツの Industrie 4.0 の考え方にも通底すると思わ

れる。先生のお考えは。 

A:  “Through-life engineering service knowledge”の略称は TES。これも HVM の一部であ

り、製造された製品のその後の全生涯にわたるプロセスで生じる不具合や補修、保全維持な

どのサービスをトレースできるようにしてその機能品質を保証するという要望に応えようと

いう試みである。機械装置の全生涯利用可能性の保証を支援するためには、そのための技術

                                                  
78 Engineering and Physical Sciences Research Council の略 英国の政府機関の一つ、英国中の大学
や機関における工学と物理化学の研究とポストグラデュエートの訓練のための資金提供機関。年に 8
億ポンド以上を投資し、数学から材料科学まで、情報技術から構造工学まで幅広く支援。前身は 1965
年創立の SRC(Science Research Council)科学研究委員会である。 
http://www.epsrc.ac.uk/about/history/ourbeginnings/  

79 イノベート UK は以前の技術戦略ボードの新しい名称。英国の政府機関の一つで Department for Business、 
Innovation & Skills.の予算で運用。英国を世界で最もイノベーティブなビジネスやサービスを生み出せる場所に
するために研究、開発、イノベーションに投資する機関。 
https://www.gov.uk/government/organisations/innovate-uk  

80 89 百万ポンドの投資〝 £89 million new investment in UK Catapult network“この文脈は NSRI 作成 
https://www.gov.uk/government/news/89-million-new-investment-in-uk-catapult-network  
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課題を抽出し、求められる技術開発を遂行していくことが必要となる。こうして製造業は製

品の全生涯にわたるユーザーサイドのコストを把握することが可能になる。製造業は把握可

能になった全生涯コストの削減をユーザーに提案することによって「製造しっぱなしビジネ

ス」から製造後のメンテナンスまでサービスとして継続的に収益源に取り込める新しいビジ

ネスモデル81に移行することができる。 
その理由は製造業にとって機械装置の劣化は「脅威」であり、メンテナンスの費用もば

かにならないからである。TES を把握するためのモデルを構築し、研究するためにはソフト

ウエアやデータコミュニケ―ション、ハードウエアのアーキテクチャ(データ収集ユニットや制

御システム)の開発が必要となる。DMG 森精機はこういった全生涯にわたるサービスと遠隔

監視機能の付いた工作機械を提供している。通信機能の付いた機械装置が安全に操業するた

めにはサイバー上のメンテナンス・セキュアが保証されなければならない。この面ではいか

にしてサイバーテロの脅威を防ぐかが大事である。この面ではブリティッシュ・テレコムと

協働研究している。 
企業の中にはこういったリモートメンテナンスを嫌うところもある。自社の肝心のデー

タを吸い上げられるという疑念がぬぐえないところは簡単には乗ってこない。 
そのほかの分野としてはたとえば次のようなものが考えられる。診断と予後、自律的メ

ンテナンス、自己修復・自己修繕のようなメンテナンス負荷軽減、メンテナンスをこなすロ

ボット用アプリなどである。 
また、メンテナンスには、衝撃やコンポーネントの劣化に関するプロセスパラメータを

考慮した設計・製造技術が求められる。 
バーチャル・サービス・エンジニアリングでは 3 次元シミュレーションの中でメンテナ

ンスをどうやって計画し、可視化するか、機械装置の長寿化にとって重要な要因である陳腐

化をどう管理するかといった課題がある。 
サービスコストのモデリングは、機械ツールメーカーにとってどうやってメンテナンス

コストを削減するかを計算するために必要であり、その意味でサービスエンジニアリングと

呼ぶ。製品の全生涯にわたる工学サービス訓練に使えるメンテナンス用 AR（Augmented 
Reality）技術の開発が求められる。AR 技術に特化した専門のセンターがこの開発にあたっ

ている。いまや航空宇宙機器ビジネスの収入の 50％以上は全生涯にわたるサービスから得ら

れる。 
 5.製造業の復権の動きについて 

Q:高賃金国における新しい製造業復権に向けた活動が、新しい産業革命などと称されて活発化し

ている中で、ドイツ Industrie 4.0 では IoT、仮想現実統合システム（CPS）、スマート工場な

どにおけるネットワーク接続標準化の問題が進められている。イギリスではドイツの動き

(Industrie 4.0)をどう受け止めておられるか 

A: ドイツの Industrie 4.0 は英国でも大変高い関心を呼んでいるが英国では Industrie 4.0 とは

呼ばない。IoT とか CPS という用語なら好んで使われる。ドイツの Industrie 4.0 は政府が強

く関与しており、英国に比べより組織化されている。ドイツの目的は Industrie 4.0 という一

                                                  
81 日本では既にコマツがコムトラックスにおいてこのような新しいビジネスモデルを実現している。 
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つのブランドを構築し、それによって将来の製造業の競争力を強化することにあるのであろ

う。 

英国は世界がつながるということに興味を持っている。英国政府が 2013 年 10 月 31 日に

出した Foresight projects82によれば、「将来の製造業は英国にとって新しい時代へと導く機会

であり挑戦である」という研究リポート83の中で、製造業の未来は「つながっている」と記さ

れている。IoT はサービス技術の一つであり、全生涯にわたって行われるメンテナンスもサー

ビスの一つである。 

製品の全生涯をトレースできる技術を開発して設計、製造、メンテナンスの全局面をサ

ポートしていくこと、これが未来の製造業の姿である。 

 

3）米国の生産技術開発プロジェクトの動向 

ここは米国から来日した Prof. Scott Smith に対するインタビュー記録である。 

平成 26 年 12 月 9 日 18：00～19：00 

於 東京ガーデンパレス 

(1)スミス教授の略歴 

ノースカロライナ大学 シャーロット校 機械工学・エンジニアリングサイエンス部門 教授

兼部門長 

 フロリダ大学、機械工学、PhD  
専門：Dynamics of Machine Tools Vibrations Machine Design 
受賞歴：Black all Award (ASME)  

Charles F. Carter Advancing Manufacturing Award (AMT)  
Pinckney Award (American Helicopter Society) Teetor Award (SAE)  
Outstanding Young Manufacturing Engineer Award (SME) 

所属学界：Fellow, The International Academy for Production Engineering (CIRP) Fellow 
ASME International Fellow,  
The Society of Manufacturing Engineers American Society for Precision 
Engineering American Society for Engineering Education 

(2)ノースカロライナ大学 シャーロット校 

機械工学・エンジニアリングサイエンス部門において、本学の学部は精密工学、モーター

スポーツエンジニアリング、バイオエンジニアリング、度量衡学、コンピューター論、機械

工学、材料工学の権威である。本学のプログラムは全国的にも認知されており、学生がどん

な工学の選択をしても成功するように準備されている。 

本学の教育は一連の流れとなるように設計されている。一年生は工学への入門としてハン

                                                  
82 Foresight projects   

http://cache.yahoofs.jp/search/cache?c=ppXq-rN4M8QJ&p=foresight+report&u=https%3A%2F%2Fwww.gov.
uk%2Fgovernment%2Fcollections%2Fforesight-projects  

83 Future of manufacturing: a new era of opportunity and challenge for the UK のレポートによれば「製造業が技
術の急速な進歩によって如何にダイナミックで新しいフェーズに入ろうとしているか、如何にビジネスのやり
方が変わるか、グローバル競争や価格の潜在的変動性、資源の利用可能性などについて研究され分析されてい
る。その結果によれば英国の製造業の未来は新しい世界で競争し、繁栄することができるという推奨が記述さ
れている。https://www.gov.uk/government/publications/future-of-manufacturing  
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ズオン・チームプロジェクトからスタートする。二年生はマシンショップを使い始め、空気

圧エンジンを製作する。ジュニアクラスは主に電気・機械的なシステムに焦点を当て、ラピ

ッドプロトタイピング技術を使いはじめる。設計のクラスではロボットを製作する。一連の

設計の頂点がシニアデザインである。そこで学生はさらに複雑な設計/製作に取り組み、大学

と連携する企業パートナーの資金で学際的なプロジェクトにも関わることになる。 

取得可能な学位は B.S.M.E(機械工学の科学学士、特にモータースポーツ工学或いはエネ

ルギー工学に特化)、M.S.M.E(機械工学の科学修士)、M.S.E(工学の科学修士、Ph.D(機械工

学の博士)。 
 

(3)インタビュー内容 

 1. プロセスイノベーションの将来像 

 Q: 米国で考えられているプロセスイノベーションの将来像はどのようなものか？ 

Q-1.CPS のような加工組み立て工程の自動化・ネットワーク化？ 

A：現在では多くの論客が製造業は経済にとって重要であると認識するようになった。少し前ま

ではエコノミストは米国の発展はもはや「工業社会」というべき段階ではなくいまや「ポス

ト工業社会」と呼べる段階に達していると主張していた。しかし、この主張は間違いであっ

た。そうした主張は高度な技術ばかりでなく、軽度な技術まで含めたうえでの議論であった。 
（米国の産業政策） 

政府にしても明確に産業政策と呼ばれるようのものはみられなかった。今は明確に産業政

策を打ち出してきている。米国のような高賃金国でも高度のオートメーションによって製造

業を成り立たせようという戦略である。これは先進製造（Advanced Manufacturing）という

戦略であるが、幅広い意味を持つ。要するに将来今までとは異なる新しいものを作り出そう

ということである。 
こうした戦略を推進するために、米国はドイツのフランホーファ―研究所のようなものを

作ろうとしている。従来から米国のカレッジや大学が実施している基礎研究などをサポート

する NSF84がある。このほかに近年の NNMI85がその役割を期待されている。NNMI はオバ

マ大統領の提案による。先進製造技術を採用して世界的に競争力のある製品を作り出し、そ

れによって製造業のイノベーションを起こそうというものである。産学官連携によるスピル

オーバーが期待されている。 
（米国のイノベーションにおける産学分担） 

米国では一般に TRL(Technology Readiness Level86)のレベル 1～3 までは大学が担い、企

                                                  
84  NSF（National Science Foundation）:科学の進歩を前進させることが使命。全米の科学者、エンジニア、教

育者によって行われる研究や教育の提案に対して資金支援することでこの使命が全うされる。NSFは 1950年設
立の独立した連邦政府機関。全米国民の健康、繁栄、福祉を推進し、国防を確保することなどが目的。2014 会
計年度予算は 72 億ドル。全米のカレッジ、大学で実施される基礎研究のおよそ 24％の資金を提供。数学からコ
ンピューター科学、社会科学まで包含。  http://www.nsf.gov/about/  

85   NNMI（National Network for Manufacturing Innovation ）:2013 年 9 月、オバマ大統領の提案による製造
業にイノベーションを起こすための産学官連携のためのハブ組織。全米に NNMI のネットワークを張り巡らし、
イノベーションに役立つインフラとして急速に整備するためにまず 15 か所、10 年後までに 45 か所建設するよ
う提案されている。  http://manufacturing.gov/nnmi.html  

86 TRL: Technology Readiness level の略称で NASA において次のようなスケールで測定される。基礎技術研究
(TRL 1~2)、実施可能性立証研究（TRL 2~4）、技術開発(TRL 3~6)、技術のデモンストレーション(TRL 5~7)、シ
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業はレベル 8～9 を担うが、レベルの 4～7 まではだれも担い手がいなかった。このギャップ

を埋めてイノベーションのインフラを整備しようというのが NNMI の狙いである。ドイツの

場合、この差を埋めているのが DFG であり、マックスプランク研究所である。結局、競争力

を獲得していくためにはオートメーションやネットワークのレベルをより高め、より高い生

産性を実現し、労働者をより高度に訓練していくことが最も重要である。 

 2.鋳物・鍛造・熱処理といった素材分野の省人化・省エネルギー化 

A：労働集約的な仕事は人件費の安い国の仕事である。省力化は競争条件として重要である。賃

金格差があるということは生産性にも格差があることを意味する。この格差は自動化による

しか埋めることはできない。従って中国では機械一台に一人が張り付いているが、高賃金国

ではオートメーション化が進み、一人が多くの機械を担当している。フォクスコンを使って

製品を製造するアップルのスティーブ・ジョブスは、工場は「戻ってこない」と言っている。

フォクスコンは生産量が巨大なのでコストを抑えることができるのだろう。 
（省人化の狙い） 

重要なことは例えば高度な自動化プロセスを導入すること、ほかのどこにもないような製

品を作り出すこと。これにはより精密なイノベーションが必要である。市場にもっと近づい

ていること。例えばデトロイトにおける自動車産業の経済的トラブルなどである。ただし、

米国でも南東部ではそうではなく、自動車生産は主にドイツメーカー主導により堅調だ。 

（省エネの目的） 

省エネの目的は環境保護というよりは資源の効率的使用にあり、競争力を高めるためだ。

我々はどこであれば化石燃料が風力発電との対比でベターかという議論はしている。我々の

資源を効率的に使う必要があるという事実について議論する必要はない。 

（ターゲットとなる技術） 

米国は Advanced Manufacturing に記載されている技術だけをやろうとしているのかと

の問いかけに対して、その技術分野を政府が決め、資金も出して研究するということだ。服

を作るには、手縫いで作る方法から今のように自動で製造する方法まであるようなものだ。

産業を絞ろうというわけではなく、考え方を「服を作るとき」のように変えていかなければ

いけない。米国政府はどうしたら競争力を高めることができるかについて考えているわけで、

どの産業をピックアップするかについて考えているわけではない。 

2.ネットワーク化により増大するリスク 

Q: NIC87が警告するように「IoT などによるネットワーク化」はリスク耐性を一層脆弱化するので

は。 

A：答えは Yes だ。情報が移転すればするほど利用可能性に関する信頼性は低下し、リスクは増

大する。クレジットカードの決済でもリスクはある。リスクはいつも気にしていなければな

                                                                                                                                                               
ステム/サブシステム開発（TRL 6~9)、システム試験、据え付け、操業（TRL 8~) TRL は米国国防省による定義
のほか、NASA、ESA(欧州宇宙機構)、EC(欧州委員会）などがそれぞれの定義を打ち出している。 出所：
Wikipedia から  http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level  

87 NIC; National Intelligence Council 国家安全情報会議、CIA（中央情報局）、NSA（国家安全保障局）、DIA
（国防情報局）、NRO（国家偵察局）、FBI(連邦捜査局など多数の情報機関からの情報に基づき、アメリカ合
衆国大統領のために中・長期的予測を行う諮問機関  

http://www.dni.gov/index.php/about/organization/national-intelligence-council-who-we-are  

－104－ －105－



---106--- 
 

らない。移転プロセスのすべて、つながった先のすべてが信頼性のリスクにさらされる。IoT
戦略は製造のデジタル化であり、設計の革新であり、製造業のあらゆる局面で使われること

から、あらゆる情報が保護されなければならなくなる。情報はストックされないこともリス

クになりうる。もっと言えばネットワークで結ばれないこともまたリスクを抱えることにな

る。 
（結ばれないことによるリスク） 

例えば、ジェットエンジンの修繕サービスを行うときにアクセスするためのネットワーク

手段を持たないことは、そのシステムに何か問題が起きたときに大変なリスクとなる。マシ

ーンツールでも似たような問題がありうる。マシーンツール自体の部品が破損した時に、マ

シーンツール自体がネットワークによってすぐ近くに修繕用の部品があり、それを使えば修

繕可能かどうか認識し判断できることの意味は大きい。それこそが時間とカネをかけるに値

する真の価値である。ネットワーク化なしにはマシーンツールは操業中止に追い込まれる。

これは耐え難い損失である。 
（悪意によるリスク） 

例えネットワークで繋がらないことがそれほど大きなことではないとしても、だれがその

データを欲しがっており、どうやってそのデータを使って敵対してくるかわからないという

事態は危険ですらある。例えばシーメンスの制御機器は、イランの核製造プロセスに侵入し

て攪乱させたソフトウエアとともに使用された。悪さを働くソフトウエアを通して個人情報が

窃盗されるという事態は、製造現場にも設計分野でも起こりうることである。 

3.ドイツの Industrie 4.0 について、米国サイドでの受け止め方 

Q:ドイツの Industrie 4.0 について、米国サイドではどう受け止めているか。 

A：確かなことは言えないが、一般的な受け止め方ということで述べる。ドイツの産業政策は米

国に比べより組織的でドイツはもっと多くの予算を投入している。 
（産業政策対象選定の米独比較） 

フラウンホーファーは 60 か所以上も研究所がある。米国はドイツより経済規模が大きい

にもかかわらず 4 か所しかない。米国はドイツよりもっと製造業自体が劣後している。米国

のマシーンツールは、昔はもっと多くの製造業者を抱えていた。今ではそんなに多くはない。 
一方、ドイツは相変わらず強力である。ドイツは魅力的な話題を取り上げる傾向があるが、

ファンダメンタルは十分ではない。 
この点のリスクは米国も同様だ。「スマート」な人々の間で議論して正しい戦略分野を絞り

込んでピックアップしようとすることは危険である。というのはまず「スマート」な人々の

間の議論が不一致となる可能性があること、また、「スマート」な人々それぞれが専門分野を

持っており、明らかに自身の分野でのトピックスを推薦するだろうからだ。米国の当初案に

は研究所は自分で選択するようになっていたし、トピックスも特定されてはいなかった。研

究所は産業界とパートナーとなるだろうし、トピックスは自然と市場の選択によって絞られ

るとみていた。 
しかしながらこのような展開にはならなかった。そもそも政府から新規資金が拠出された

わけではなく、既存の資金がそのまま使われただけだからだ。それ故に研究所はトピックス
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を選択しなかった。その結果、連邦政府の各省88が各省ごとの分野からトピックスを選ぶこと

になった。 
（産業政策の対象選定の考え方） 

フラウンホーファーも初期のころは、成形技術研究所のように魅力的な分野を選んで創立

していた。米国でも四つの研究所が創立された。魅力的な分野として積層造形製造技術

（Additive manufacturing）やワイドバンド・エレクトロニクスなどがある。 
魅力的かどうかという観点だけから選択すると、大金を投じる以上それだけの判断では危

険というほかない。なぜならば、魅力ということよりもその技術が研究所設立後 5 年以内に

経済に大きなインパクトを与えることが出来なければ、その大金は無駄になると考えている

からである。インパクトを与えた分野としては軽量の原材料が挙げられる。この種の材料は

産業の様々な分野で投入されるようになっている。魅力より経済的インパクトの大きさが問

題である。 
（積層造形製造技術） 

積層造形製造技術の先行きの展望については、今の時点では大きな評価はできないと思わ

れる。大きな量は期待できない。高度に複雑である、歯科のインプラントのような個別的な

生産には向いている。しかし、国として求められていることは、大量生産の問題であるし、

エンジンやピストンのような反復使用可能な機械である。こうした製造には大きな期待はで

きないゆえに評価はしていない。 
GE は将来、エンジン生産の 60％は印刷（3Dprinting、 積層造形製造技術）によって行

われると主張している。しかし、この主張には曲解がある。金属で「印刷」する場合にはト

ラブルが多く、生産する量にも限りがある。金属で成形しても形状や表面の品質は決して期

待するレベルには達しない。さらに金属粉末はその性状からみて爆発を起こしかねないから

だ。 

4）ドイツの生産技術開発プロジェクトの動向 

ここはドイツから来日した Prof. Dr.-Ing. Matthias Kleiner へのインタビュー記録である。  
平成 26 年 12 月 11 日 11：00～ 

於 東京大学伊藤国際学術研究センター 伊藤謝恩ホール 

(1)クライナー教授の略歴 

DFG 理事長を経て現在はドルトムント工科大学教授、工学博士(Ph.D-Ing) 
専門は生産工学  

1955 年ドイツ、NRW（ノルドラインヴェストファーレン）州北西部のルール地方にある

レッキングハウゼン生まれ。1974 年大学入学資格試験合格。1997 年ライプニッツ賞受賞。2010

年連邦第１等十字賞受賞。2014 年 1 月以来、ライプニッツ協会の理事長兼ドルトムント工科

大学成形技術教授。2007 年から 2012 年まで DFG （German Research Foundation）の理事

長を務める。 

このほか、ドイツ科学工学アカデミー(acahtech)の会員、ベルリンブランデンベルグ科学

アカデミー会員など。 

                                                  
88 商務省、国防省、エネルギー省、NASA、NSF など 
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(2)ドルトムント工科大学 

1968 年創立の州立大学、略称 TU Dortmund 
NRW(ノルドラインヴェストファーレン)州のドルトムント市内 

学生数：31,583 人（2013/2014） 
HP：www.tu-dortmund.de  
四大研究分野： 

① 生産とロジスティックス 
② 化学とバイオロジー及びバイオテクノロジー 
③ モデリングとシミュレーション及び複雑系の最適化 
④ 若者と学校の教育研究 

四つ目に教育研究があるのは本学が 1980 年にルール教育大学を併合したからである。

2007 年にドルトムント大学はドルトムント工科大学と称することになった。学部は全部で 16、
数学、物理、化学と化学バイオロジー、コンピューターサイエンス、統計学、バイオと化学

工学、機械工学、電子工学と情報技術などを揃えている。 

(3)DFG の概要 

DFG は Deutsche Forschungsgemeinschaft の略称で英語では German Research Foundation、

ドイツ研究基金という意味になる。 

創立  1951 年 

所在  ドイツのボン市 

URL  dfg.de  http://www.dfg.de/  

設立目的 連邦政府の科学研究推進のための組織 

予算規模 26.9 億ユーロ（2013 年） 

基金の出資者 連邦政府と州政府 

法人の特性 欧州最大の研究助成機関、公益非営利法人 

DFG の目的は「研究活動に対する助成支援と研究者間の協働化を推進することによってあらゆ

る分野の科学研究に貢献すること」である。さらに「科学の諸問題に関する議会や公的な権威に対

する助言と研究者と産業界、海外の研究者との関係を維持する」ことである。 

(4)インタビュー内容 

 1. DFG について 

Q:クライナー教授が理事長を務めた DFGについて 
A：クライナー教授は 2007 年から 2012 年まで都合 6 年間理事長を務めた。現在はドルトムント

工科大学の製造業に関する教授である。 

DFG はドイツにおける基礎研究助成のための主要な基金団体であり、欧州におけるもっと

も大きな助成機関の一つである。自然科学と人文科学のすべての分野をカバーしており、考

古学から動物学まであり、工学も対象となっている。工学の基礎研究にはわずかな資金しか

回らない。予算総額は 27～28 億ユーロで米ドルに換算すると 35 億ドルである。ドイツの科
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学に関する独立した機関であり、予算の 60％は連邦政府から、残りの 40％は州政府が拠出し

ている。 

クライナー教授が DFG 理事長を務めた 6 年間はちょうど 2 回の選挙期間に相当する（二

期務めたことになる）。理事長職は常勤職であり、理事長職は公選制である。投票参加者は

DFG のメンバーであるドイツの研究集約型大学と研究機関である。DFG が助成する生産工

学にはロジスティックや情報技術の一部も広義の解釈によって含まれている。年間予算は 140
百万ユーロと生産工学に回る資金はわずかに過ぎない。予算の 24％は工学に来るが、その 1/3
が生産分野に回るだけである。 

DFG の資金規模は、小さなものから、研究センタ―で 12 年間も運営されるような大きな

ものまである。年間の助成金としては数百万ユーロ程度である。最も優れた基金の一つであ

る DFG は、基礎研究分野（生産分野も含まれる）における最も集約的な研究助成を行う。し

かし、ほかにも資金源はある。DFG は日本の JSPS89（日本学術振興会）の科学研究費助成

事業（科研費）ときわめてよく似ている。また、JST90による助成とも似たところがある。 

2. ライプニッツ協会について 

Q:クライナー教授が理事長を務めたライプニッツ協会について 

A：クライナー教授は 2014 年 1 月からライプニッツ協会91（Leibnitz Association）の理事長を

務めている。ドイツ国内に 18 の研究コミュニティがある。このほか研究博物館、研究インフ

ラの研究所があり、対象科学は人文科学、社会科学、自然科学、経済学、工学、生命科学、

薬学、などと広範な分野をカバーしている。職員は約 18 千人でその半数約 8.8 千人が科学者

である。年間予算は 15 億ユーロほどである。 

 

3. Industrie 4.0 と標準化 

Q:ドイツ Industrie 4.0 では IoT、仮想現実統合システム（CPS）、スマート工場などにおけるネッ

トワーク接続標準化の問題が進められているが、その際にドイツでは利害調整のような問題

は生じないのか。（誰かの利益は誰かの損失のような問題） 

A：ドイツ国内で Industrie 4.0 を推進するうえでどのようなコンフリクトが生じているのか正確

なことはわからない。標準化は重要なテーマであり、緊急性の高いテーマだ。 

標準化というテーマについては、我々は国内レベルばかりでなく、欧州レベル、世界レベ

                                                  
89 JSPS: 科学研究費助成事業｜日本学術振興会「科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金／科学研究費補
助金）は、人文・社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる「学術研究」（研
究者の自由な発想に基づく研究）を格段に発展させることを目的とする「競争的研究資金」であり、ピア・レビ
ューによる審査を経て、独創的・先駆的な研究に対する助成を行うもの」 www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/  

90 JST:独立行政法人科学技術振興機構「ミッション：第４期科学技術基本計画の中核的実施機関として科学技術
イノベーションの創出に貢献、ビジョン：① 創造的な研究開発による科学技術イノベーションの実現、② ネ
ットワーク型研究経営による成果の最大化、③ 科学技術イノベーションの加速に向けた我が国の科学技術基盤
の整備」 
http://www.jst.go.jp/gaiyou.html  

91 ライプニッツ協会は通称で正式にはゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ学術連合（WGL：Gottfried 
Wilhelm Leibniz Scientific Association (“Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V.）。86 の
研究施設を統括する連合組織で非営利法人。 http://www.leibniz-gemeinschaft.de/en/about-us/organisation/  
http://www.dwih-tokyo.jp/ja/home/partners/the-leibniz-association/  
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ルでも活動する必要がある。現在、IT 系の大企業が我々の標準を決めつつある。その標準は

必ずしも 100％第四次産業革命ではない。また、類似の活動において明確なアプリケーション

となりつつあるわけでもない。IT 系大企業が物事を決定する力を持っているわけではないと

いう点は、きちっと確認しておく必要がある。 

標準化を具体的に定義していく作業には、これからさらに 2～3 年という時間がかかるも

のと思われる。この将来ネットワークが、国内レベルはもとより国際的なレベルにおいてき

ちんと機能するように適切な形で定義されていかなければならない。 

 

4. Industrie 4.0 に係るリスク認識 
Q-1:ネットワ-クが企業を超えて多くの企業に拡大し、相互接続された状態になると、国全体が却って脆

弱になるリスクが高まるのでは。 

A：この問題の重要性はよく理解している。機械が相互にデータやさまざまな情報を交換すると

いう局面で必要となる標準化は、高度の安全性とセキュリティレベルが要求される問題だ。

昨年も多くの情報漏洩流出問題が表面化している。巨大な IT 系企業のどれかに従属させられ

ないように注意することが必要である。 
 

2:ネットワ-ク拡大の影響 

Q:ネットワ-クが拡大すると ICT 系業者のコンピュータに様々の企業の固有データ（技術やノウハ

ウなど）が蓄積される。「ものづくり」の頭脳部分は、結局、ICT 系の企業（Google、Amazon、

SAP、シーメンスなど）に押えられ.モノづくり企業は単に「サービスを提供するための箱も

のづくり」に堕してしまうという懸念があるのでは。 

A：数年前に我々は旧式経済（在来型製造業）と新式経済（IT 系企業）の間である種のコンフリ

クトが生じた事例を観察している。 

製造活動は旧式経済に属すものと認識され、新式経済はインターネットバブルで崩壊した。

しかしながら現在では、旧式経済と新式経済を一緒にするような新しい事態が生じている。

それは IoS(Internet of Services)であり、IoT(Internet of Things)であり、IoI(Internet of 
Information)である。 

我々は IT 系企業のもつパワー（インターネットによる情報力）が、ものづくりにおける実

世界のパワーを上回るようになりつつあることを理解し、認識する必要がある。 

それ故に、生産業種を始めとする機械ツールや機械製品を製造する企業は、共通の競争土

俵となる接続の方法についてどう定義するか積極的になっている。そのように定義する活動

への注力によって、製造業の出自とは異なる世界的規模の一社とか二社とかが、世界中を独

占してしまうことが無いようにしたい。 
 

5. Industrie 4.0 後の労働・雇用のイメージ 

Q:スマートファクトリーが実現すると、生産工程などは機械装置などが自律分散処理を始めるの

で自動化が徹底的に進む。人間の役割はどう変化するのか。なぜワークライフバランスが実
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現すると考えられているのか。 

A：ドイツの産業界はこれまで製品のサービスレベルと労働環境レベルを継続的にシステム的に

質的に向上させることに成功してきた。こういったことから希望的に述べると、インダスト

リ 4.0 においても労働環境は一段一段と質的な改善を続けていくだろうと考える。 
（大学進学率の上昇） 

ドイツでは、大学進学率はここ数年で劇的に上昇している。ドイツのデュアルシステムと

呼ばれる学校の授業と企業での職業訓練の二元制教育システムは専門教育の極致としてドイ

ツ教育の特徴であることをわきまえておく必要がある。こうした二元制教育は大学(デュア

ル・スタディ)でも行われている。 
（デュアルスタディ92による大卒の即戦力化） 

しかし、今日、いくつかの応用科学大学などにおいて、特別に企業での職業教育と大学で

の学士課程の授業を併行して受けることができる制度がある。こうした取り組みはさらに発

展していくであろう。それによって労働力の質的レベルが改善されていくことが期待される。 
10 年前のマイスター資格は、今日ではデュアルスタディを修了した学士号取得者と同等と

みなされるようになっている。本制度によって、高等教育修了者を雇用できるようになった。

つまり、高等教育修了者でかつ有能な人材を採用することができるようになったのである。 

教育制度の改革は産業界のシステムレベルを高めることにつながる。したがって、単に世

界のための製品を生み出すばかりでなく、生産システムも世界のために創りだしつつあるの

である。これはこれまでもあったことであり、これからも他の国々でも見られることである。

日本もその例外ではない。 
（製造業の位置づけ） 

例えばイギリスはここ数十年、金融業に集中してきた。一方、ドイツは生産基地を捨て去

るようなことは決してして来なかった。2008 年の金融危機やインターネットバブルがはじけ

た後、生産基地を国内に残してきたことがドイツ経済の復調に大いに役立った。おかげで今

日のドイツ経済をみると失業率は大変低く、特にアカデミックセクターの失業率をみると、

2.5％～3.0％と一般の場合の半分程度と低い水準にある。 
（第四次産業革命の必然性と国際協力） 

もちろんドイツにも課題は沢山ある。世界中で競争は激化しており、特に生産における最

近の新興国の追い上げを考えると、ドイツの産業界も急いでより高いレベルに至らなければ

ならない。それゆえにこの第四次産業革命を行動的に推し進めなければならない。 

おそらく、Industrie 4.0 を通して国際協力を推し進める必要が出てくるはずである。対象

国は例えば、この分野で先進的なドイツのほかに日本や自国の製造業の再構築を狙っている

米国が対象となろう。IoT や IoS、IoI などを推し進めて世界的なネットワークを構築しよう

とすると、どうしても国際協力は不可避となってくる。 

                                                  
92 デュアルスタディ：バーデンビュルテンベルク州で始まった大学版デュアルシステム。同州の場合、学生は企業

に採用されると企業は提携大学（BWDH, Duale Hochschule Baden-Württemberg、英訳：Cooperative State 
University）にその社員を学生として登録。学生は 3 か月ごとに大学と企業を行き来し、大学で理論学習を、企
業で専門実務に就く。3 年で学士号（修士コースもある）を取得できる。企業はその間学費・生活費相当を支給
する。具体例は以下の URL など参照。 http://www.dhbw-stuttgart.de/themen/hochschule/  
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6.ドイツの海外進出戦略 

Q:ドイツは東欧に進出してきたが、それにとどまらず中国とも技術開発などで緊密な関係を築い

てきた。このような国際展開の中でこれからドイツの国内の製造業をどのように位置づけて

いくのか、また、今後の国際展開はいかなる方向に向かうのか。 

A：産業の発展というものは国際間の相互交流の中で育まれるものである。ドイツの大企業はそ

れぞれドイツ国内や東欧、中国、或いはほかの新興国に強力な足場を築いている。 
（隠れたチャンピオン：Hidden Champion） 

ドイツにはそもそも中小企業ではあるが、ある特定のエリアで世界市場のほとんどを独占

しているような「隠れたチャンピオン」と呼ばれる企業がきわめて高い比率で存在する。こ

の種の企業が高度にダイナミックで優れて迅速に活動し、ドイツや他の国々に足場を築いて

きた。しかし過去数十年の間、そうした中小企業が苦境に陥るようになった。 

この苦境には二つの背景がある。一つは賃金上昇の問題、二つ目は環境問題である。多く

の問題を突きつけられるようになってきた。このように企業を取り巻く環境は悪化した。従

って中国での低賃金労働を活用した生産とドイツ国内でのコア技術を磨く努力の両方をバラ

ンスさせることが唯一、この苦境を切り抜けて発展していくための解だといえる。 

ドイツの中小企業は、ドイツ経済発展の鍵である。機械ツール産業などの機械製造業はそ

の核となる産業である。そうした企業の売上高 R&D 比率をみると、他産業比極めて高い比率

を誇っており、中には同 10％も R&D に投下している企業があるくらいである。加えて専門

研究機関との協働研究が盛んである。 

（フラウンホーファー研究機構(以下、フラウンホーファー)） 
もう一つ世界的に知られたシステムにフラウンホーファーのシステムがある。この研究所

は企業と一緒に応用研究に注力する。ほとんどすべてのディレクターが大学教授を兼ねてい

る。大学の知識指向の業務とフラウンホーファーにおける応用研究指向の業務とが結びつい

て、産業界のイノベーションに役立っている。 

7.中小企業の Industrie 4.0 の受け止め方 

Q:中小企業はどのように Industrie 4.0 を受け止めているのか？ 

A：Industrie 4.0 の概念は産学官の提携から来ている。連邦政府はハイテク戦略の中でイノベー

ションプロセスに係るあらゆる関係者の参画を呼び掛けている。関係者とは具体的には連邦

のいくつかの省庁、フラウンホーファーのようないくつかの研究所、大企業と中小企業とそ

の属する業界団体である。参画とは何が主たる目的かについて理解した上で開発していくべ

き行動とはどのようなものかを考えることである。 
このことを理解するには、ハイテク戦略の中に異分野の定期的な集まりがあり、その中の

一つが Industrie 4.0 であるが、そうした集まりの中では SAP やシーメンスのような大企業

ばかりではなく、Wittenschtein93のような小さな企業や中小企業の業界団体代表なども集う

                                                  
93 Wittenschtein: 従業員 1,809 名(うちドイツ 1,503 名)、メカトロニクス駆動システム(低バックラッシ遊星歯

車減速機、サーボ用減速機、サーボモータシステム、小型サーボユニット、ギア技術、ロータリ/リニア・アク
チュエータシステム、電子機器、ソフトウエア、医療技術など), 
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という点に注目したい。 

SAP はこの Industrie 4.0 の中小企業への伝達者の役割を果たしている。というのも中小

企業の多くが SAP の ERP(業務統合管理システム)を使っているために、自身の利害が前面に

出る大企業よりも SAP のほうがより伝達者としては受け入れられやすいからである。 

Industrie 4.0 の中心メンバーではない多くの企業は、コンファレンスなどに参加して

Industrie 4.0 に関する情報を収集したり、我々にどうやったら寄与することができるか尋ね

てきたり、或いは、自分たちにとって何がリスクで何が課題でどんなメリットがあるのかに

ついて確認したりしている。 

Industrie 4.0という考え方に親しむようになるためにはいくつかのプロセスを踏む必要が

あるし、それには時間もかかる。しかし Industrie 4.0 は革命を起こそうというのではなく、

4 つ目の進化のステップなのである。 

8. Industrie 4.0 に対する期待と実現可能性 

Q:Industrie 4.0 への高い期待とリスク 

A：Industrie 4.0 というこの新しい動きについては、新しい動きが常にそうであるように、その

最初の段階では非常に高い期待を集めるものだという点に注意しなければならない。

Industrie 4.0 の実現には時間がかかるので期待が高すぎると、失望することになる。科学は

アイデアを生み出すことと期待を醸成することのバランスを取る必要がある。同時に我々が

約束したことに過度に制限されるべきではない。こういったことはいくつかの技術で見てき

たことである。 
（AM 技術と金属 3D プリンター) 

例えば積層造形製造技術（AM）もその一つである。政府がこの技術開発のために助成金

を出している。しかし、これは政府の誇大宣伝である。いくら期待しても実現には時間がか

かり、5 年から 10 年は待たなければならないかもしれない。期待を長続きさせるとしてもや

はり失望もつきものである。企業からは「これは我々が期待したことではなく、約束された

ことでもない」という圧力がかかる。 

金属を材料とする 3D プリンターについての問題は、それがいつ作動するようになるかと

いう点である。何年もという時間軸よりも何十年もという方が当たっているのではないか。

成形加工や機械加工を考えると、大量生産に使えるようになるにはやはり数十年という時間

が必要なように思われる。場合によると100年以内には大量生産には使えないかもしれない。

しかし、この技術は徐々に熟成されて発展していく余地がある技術の一つではある。 

しかしながら、金属を使うという技術は挑戦的課題であり、その応用の特定の仕方にかか

っている。特定如何によってはより短い時間で成功することができるかもしれない。 

ただし、金属成形の場合、プレス加工などは 1 年間に 2 億から 3 億も部品を加工生産して

おり、この技術は少なくとも 10 年以内には 3D プリンターに置き換えられることはないと思
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う。 

（エネルギー効率と CO2排出規制) 
材料に目を向けると、注目している材料や核となる技術は何かという問題が出てくる。

CIRP フェローのジュリアン・オルウッドは、持続可能な材料に関する本を出している。その

本でオルウッドは「何が基礎的な原料か。その原料を生産するために必要なエネルギーやこ

の原料を使うときに必要となるエネルギー、或いは、リサイクルするときにかかるエネルギ

ー」について論じている。そして、このような「原料の全生涯にわたる過程計算でどれだけ

エネルギーが必要になるか」といった観点が、従来以上に重要になると主張している。特に、

CO2排出規制に係る問題は、今以上に決定的になってくると述べている。 

Q:Industrie 4.0 の実現可能性？ 

A：実現が難しいからといってあきらめるべきではない。失望に襲われたときには過去の似たよ

うな事例を思い起こすべきである。例えば CAD や CAM などの例である。今日では CAD 等

は話題にも上らない。それは今やコンピューターなしには誰も設計などできないからである。

ロボットもそうである。多くの産業で既にたくさん使われているので今では誰も話題にすら

しない。誰もがロボットにたいそう親しみ、ロボットを持つことが当たり前になっている。

スマートファクトリーや Industrie 4.0 のようなものはおそらく 20 年もたてば現実になって

いるのではないか。しかし、そこに至る道のりは決して一直線上にはないかもしれない。 
9. 生産分野に対するドイツの関心度合い 

Q:ドイツは昔から生産の分野には力を入れてきた。ドイツ政府は Industrie 4.0 において以前に

比べ、さらに強力にこの分野を発展させようとしているのか？ 

A：ドイツが生産分野に継続的に目を向けてきたというなら、今はより良い環境にも恵まれてい

るというべきだと思う。ドイツ政府は生産と生産技術については継続的に支援をしてきた。

連邦研究省が「明日の生産」と題した政策プログラムで助成をしてきた第三次か第四次の助

成金制度がある。最初のコンセプトはフットシュロッカー研究所が立案した。クライナー教

授はその第二次を立案した。そして現在は第三次か第四次のプログラムが稼働中である。 
フラウンホーファーの 10 か所の研究所が、ロジスクティックスや生産分野の組織と情報

技術など生産に関する研究を行っている。 

ドイツには AiF94（連邦産業研究協会）という非営利団体がある。ここでは中小企業のた

めのあらゆる産業分野の R&D を支援している。EU レベルでも生産に係る政策プログラムが

ある。ドイツの生産に係る分野の研究は、長い歴史と伝統や文化に裏付けられたものであり、

決して一時的な政策というわけではない。 

参考 欧米における生産技術研究開発プロジェクトの動向 

 米国 英国 ドイツ 日本 
 製造業の位置づけ 

 
 製造業は富を生み

出す主要なメカニ

 英国も米国と同様 
 政府は,製造業は経

 我々が生きている

世界は、自然界でも

 既にあるものを組

み合わせてものづ

                                                  
94 AiF：The German Federation of Industrial Research Associations、ドイツ連邦産業応用協会。1954 年に産業

界によって創立され、特に中小企業の R&D 支援を目的としてドイツ国内と欧州全体で活動している。生産工程
改革のような様々な産業分野の応用研究を効率よく進めたり、R&D プログラムの推進を担ったりしている。 
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ズム 
 経済の健全性に直

接つながる 
 脱工業社会へシフ

トするという考え

は正しくない 
 製造業とイノベー

ションは密接な関

係にある 
 製造することでイ

ノベーションを生

み出す環境ができ

る 
 直近まであった間

違った傾向を変え

ていかなければな

らない 

済を安定化させる

と認識 
 地域ごとの雇用創

出や経済的富は、各

地域に適した製造

を推進していくこ

とで実現出来る 
 例えば、スコットラ

ンドに適した製造

物やイングランド

に適した製造物な

ど 

バーチャルでもな

く、人工的に作り上

げられた世界 
 人工的な世界にお

いて、食料や住宅、

安全保障、交通、通

信、きれいな空気や

水など人類の基本

的なニーズに応え

ていくのは、科学者

やエンジニア 
 我々科学者とエン

ジニアには特定の

役割がある 

くりを継続しても

価値が生まれる時

代ではなくなり、新

しいものを作って

いくことが必要 
 日本は今まで設計

研究にあまり投資

してこなかったが、

これからはそれを

見直して付加価値

を作れるような設

計研究を行うこと

が大事 

 デザインの重要性

や捉え方 
 過去 20 年間の米国

では、設計はエンジ

ニアリングのカリ

キュラムに組み込

まれていた 
 最近になって設計

は製造から切り離

すことはできない

ことが明確に 
 学生は特定分野で

システムを設計し

て作れることが条

件に→認証評価の

変更が提案 
 設計と製造は表裏

一体 
 

 設計は、資源の制約

範囲内で、顧客のニ

ーズに応えるため

のソリューション

を提供するもの 
 手ごろなホールラ

イフコストと良い

性能を達成するこ

とで、真に設計に成

功したと言える 
 条件としてDelight
が含まれる 
 例えば韓国で製品

設計者とエンジニ

ア を 統 合 し 、

Delightにおける課

題への研究が進む 
 15～20 年前の英国

には、デザインセン

ターやエンジニア

リング設計センタ

ーが 10 箇所も 
 次世代の IT 技術の

活用は、より個人化

 未来の IT はデザイ

ンでの区別が重要 
 文化的背景を考慮

した製品の設計製

造をして、製品を文

化等と関連づけら

れれば Delight は

より高くなる 

 メーカーが、意図的

に寿命を制限した

製品を設計してい

ることから、消費者

はライフサイクル

設計に懸念 
 持続性、エネルギー

効率や CO2 排出が

より重要になるに

つれ、消費者の視点

や意見もより重要

になる 
 将来、気候変動がデ

ザインに影響を与

える 
 サービスデザイン

は将来重要になる

可能性 
 自立的走行車の事

故による法的責任

問題(ソフト・ハー

ド両面のデザイン)

 形のあるものだけ

ではなく、形のない

ものもデザインで

ある 
 売る側も作る側も

製品の価値が明確

ではなくなってい

て、メーカーが顧客

を満足できると思

える製品が徐々に

減少 
 メーカーとユーザ

ーが共創しないと、

徐々に良いものを

作っていくことが

できない 
 新しいものづくり

の思想が必要 
 まだ答えは見つか

っていない 

 海外パートナーと

の協調 
 NNMI (National 

Network for 
Manufacturing 
Innovation)は、海外

か ら の パ ー ト ナ

ー・研究者・企業を

受け入れる体制 
 団体同士が一緒に

 英国も同一 
 大手や中堅企業の

大半が外資系、グロ

ーバル市場に入っ

ているため差別は

できない 
 産業が公的資金を

受けて利益を得て

 国際レベルでは、ビ

ッ ク デ ー タ ー や

IoT 等情報交換の

面で国際標準を決

めていく必要 
 独占が起きないよ

うに各国が協力し

なければならない 

 地域の活性化など

が理由で、日本は比

較的国内に集中し

ている 
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成長し、相手国のサ

ービスに投資をす

る 

いる場合、その産業

は国に還元しなけ

ればならない 
 海外の企業が英国

にきてパートナー

になると、製造、設

計、サポート等の分

野において英国に

還元することが求

められる 

 ヨーロッパでは戦

略が明確、皆が得す

る 
 日本をHorizon2020
のパートナーとして

歓迎する 

 産業政策の対象と

基準 
 政策対象は、魅力的

なトピックではな

く、経済への影響力

が高い分野を選ぶ 

 航空宇宙、防衛、自

動車、製薬などバイ

オ関係も 

 主要な産業分野よ

りも、主要な技術･

能力に集中 
 自動車やエネルギ

ーなどが国の強い

分野 
 公的技術政策は主

要技術・能力を指定

 共通して多いのは、

複写機器、医薬関

係、建設機械、自動

車、家電製品、デバ

イス 
 中小企業・地域活性

化のための製品が

ターゲット 
 各プログラム・プロ

ジェクトの評価方

法 

 経済に最も良い効

果や影響をもたら

すものを選定 
 研究機関の実態を

見る三つの視点 
 1.プログラムに加

わっている研究機

関、が強力な実行力

と良いテーマを掲

げていれば、多くの

企業が集まる 
 2.実績としてのサ

クセスストーリー

に着目 
 3.人材に着目～研

究機関が上手く機

能していれば、人材

も育つ 

 英国工学物理科学

協議会  (EPSRC)
は学者（産業シニ

ア）により未来のた

めの優先分野を協

議 
 製造業の将来ター

ゲットを特定 
 産業主導か学問的

関心か、両極端のど

ちらかになる可能

性 が あ る た め 、

EPSRC は両方の

バランスを重視 

 ボトムアップとト

ップダウンのバラ

ンスが取れている 
 DFG では知識への

渇望がある研究者

が提案する 
 中小企業のニーズ

に応える資金が必

要 
 政治主導の研究テ

ーマでは社会のニ

ーズ（交通、エネル

ギー、ナノテクノロ

ジー、安全保障な

ど）を中心に選択 
 科学者が省庁に対

して、提言をするこ

とも行われている 

 

注.米国は北カロライナ大学シャーロット校スコット・スミス教授、英国はクランフィールド大学ラジクマール・ロ

イ教授、ドイツはドルトムント工科大学マティアス・クライナー教授、日本は内閣府 SIP 革新的設計生産技術担

当プログラムディレクター佐々木直哉氏 
出所：平成 26 年 12 月 11 日開催の CIRP シンポジウム「国家レベルの産業競争力強化の取り組み―欧米における生

産技術研究開発プロジェクトの動向―」於、東京大学伊藤国際学術研究センターにおけるパネルディスカッショ

ンにおける各講師発言を基に NSRI 作成 
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3 章.参考資料 

1）「調査資料」の PPT 

ここでいう調査資料とは、本専門部会の第三回専門部会において、「海外（米、英、独）のも

のづくりの新潮流とドイツの Industrie 4.0 今、世界の製造業で起きていること～INDUSTRIE 
4.0 とその背景～」と題して平成 27 年 1 月 23 日に日鉄住金総研株式会社 NSRI から報告した

もの。 

全体の構成は 1.海外のものづくりの新潮流、2.海外の産業政策の動向、3.ドイツの Industrie 
4.0、4.日本のものづくりへの影響と対応からなる。 

本資料の「1.海外（米、英、独）のものづくりの新潮流」ではまず、海外(米、英、独)のもの

づくりの中で、特に今起きている注目すべき数多くの新しい事象を取り上げている。米国勢では

グーグルやアマゾンなどの ICT 系企業による製造業分野への進出をはじめとして、テスラなど

のスタートアップ企業によるものづくりルネッサンスに注目する。 

また、いわゆる無人ヘリコプターを指すドローンを冠したドローン革命や日本政府が推進す

るロボット革命、3D プリンティングによる印刷革命のほか、インターネットを冠した IoT など

のインターネットオブ○○といった事象などを取り上げる。各事象はほぼ同時並行的に登場し、

複雑に関係し合っている。こういった事象の相互関連についての世界の捉え方やその背景を検討

している。 

 

(1).今起きている様々な現象 

  混沌、複雑、同時進行 それぞれのネーミング 
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（2）.新産業革命論等といわれる現象の背景 
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（3）.米英独の受け止め方と政府の反応 
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（3）.米英独の受け止め方と政府の反応 
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ドイツ連邦政府 INDUSTRIE 4 0 の取組ドイツ連邦政府 INDUSTRIE 4.0 の取組

1
出所 「ドイツ政府の第4次産業革命Industrie4.0ー日本のモノ作り産業へのインパクトー」科学技術振興機構研究開発戦略センター永野博から
2014年7月24日日本機械学会



---129--- 
 

 

（4）.ドイツの“Industrie 4.0“ 
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（4）.ドイツの“Industrie 4.0“ 
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ドイツ： INDUSTRIE 4 0 IOTとIOSドイツ INDUSTRIE 4.0 IOTとIOS
ソフトウエア業界にとってのINDUSTRIE4.0

ICT技術はあらゆる分野の需要に応えられる ●サービスの概念ICT技術はあらゆる分野の需要に応えられる

イノベーション・モーター！

●サービスの概念
「メンテナンス、中断事故対応、修繕、顧客対
応」等
出所：Intenational Journal of Computer Integrated 
Manufacturing Vol 28 Issue1 2015 Digital Enterprise

IoS(Internet of Service）
• セマンティック・テクノロジー

クラウドコンピュ ティング

Manufacturing Vol.28,Issue1,2015 „Digital Enterprise 
technology---integrating through-life engineering service 
knowledge with production design and manufacture“:Tariq 
Masood,Rajkumar Roy,Andrew Harrison,Yuchun Xu,Stephen 
Gregson,&Carl Reeve著からNSRI作成

• クラウドコンピューティング
• サービスのためのオペレーター・プラットフォーム

(あらゆるアプリ・シナリオに対応可能なクロス・セクション・テーマ）

工業 エネルギ モビリティ 医療工業
CPS スマート
ファクトリ シ

ナリオ

エネルギー
CPS スマー
ト グリッド

シナリオ

モビリティ
CPS スマート
モビリティ シナ

リオ

医療
CPS スマー
ト ヘルス シ

・・・
CPS ・・・

・・・
シナリオナリオ シナリオ リオ ナリオ シナリオ

IoT(Internet of Things）
• セキュリティ

長期オペレ シ ン エンジニアリング

2

• 長期オペレーション、エンジニアリング
• 訓練と上級訓練
• 標準と規格、参照アーキテクチャ

(あらゆるアプリ シナリオに対応可能なCPSのクロス セクシ ン テ マ）(あらゆるアプリ・シナリオに対応可能なCPSのクロス・セクション・テーマ）

出所.GERMANY TRADE&INVESTの冊子“Industrie 4.0 Smart Manufacturing for the Future“からNSRI作成
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（5）.日本への影響と対応 
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（5）.日本への影響と対応 
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製造業におけるパラダイムシフトの流れの中で製造業におけるパラダイムシフトの流れの中で
日本の製造業のとるべき課題は？(案）

●「標準化の問題」

情報入手ルート確保（ITU、IEEE、IETF等における標準化進行状況ウオッチ）

I T化 ３次元デジタル化など専門家から 電機工業会など関連諸団体との連携緊密化IoT化・３次元デジタル化など専門家から →電機工業会など関連諸団体との連携緊密化

●「繋がる」ことの意義と活用

1 「ネットワーキング」
何でもつな何でもつな
げばいい1. ネットワ キング」

「どこ」と、「何を」、「どの範囲」で、「どれ」を、「どのように」つなぐか

「つながる」と「何が」できるか、「するべき」ことは何か

プ プ

げばいい
か？

★.プロセスイノベーションの推進：スマートファクトリー化とサプライチェーン最適化

２.「つながる」（IoT・ネットワーク、３次元デジタル、ビッグデータ、クラウド）

（１）製品販売後の運用・サービスの収益源化（１）製品販売後の運用 サ ビスの収益源化

“Through-life engineering service ”

（２）生産変動への臨機応変対応（LCA管理）

環境など 諸規制 災 人災等対応 ト タ ト 改善等

繋がるメリット
→未知の知見

活用機会→環境などの諸規制、天災、人災等対応、トータルコスト、改善等

（３）グローバル生産、R&D最適化、オープンイノベーションへの取組

（他部門、他社、多組織との協業など）

活用機会

（他部門、他社、多組織と 協業など）

（４）開発・生産の最適化(需要捕捉、需要予測、販売後のグレードアップ）

“Value Up & Cost Dwn”

（５）人材 確保 育成 再訓練 再教育(ICT系教育 強化 初等中等高等教育）（５）人材の確保・育成、再訓練・再教育(ICT系教育の強化：初等中等高等教育）

（６）ワークライフバランスと労働生産性改善、

(機械中心から人間中心へ）機 ）
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2）アンケート結果  

本アンケートは日機連のドイツ視察団（平成 27 年 3 月 1 日～8 日）での追加質問事項につい

て専門部会委員に対して調査したものである。アンケートの実施は専門部会事務局より平成 27
年 1 月 9 日付で電子メールにて発信し、1 月 19 日期限で回答された内容を視察団関心分野に沿

って整理したものである。 

アンケートの結果、Industrie 4.0 に対して標準化の進展状況やノウハウ流出、セキュリ

ティー対策などの他、「製品設計と生産の融合、自立型生産、予防保全」等の技術課題への

対応、自律的組み換え可能な生産設備の準備とコスト負担、調達システムの進化等々、現場

に近い具体的課題に関心が集まった。 

Industrie 4.0 に関するアンケート結果の概要 
（ドイツ視察団資料の関心事項部分） 

分野 Industrie 4.0 に関する関心事項 

各機関連携、推進体制 

・政府機関相互の連携、推進体制、制度・予算、規制緩和 

・VDMA、 ZVEI、 BITKOM の連携の経緯、役割分担 

・産官学の役割分担 

標準化 ・ＩＥＣにおける標準化作業に係るドイツとしての期待と展望 

国際的アライアンス 

・国際的アライアンスについての基本的考え（対米国、対中国等） 

・ＥＵの共通政策化についての考え 

・日本との連携についての考え 

技術開発 ・Industrie 4.0 でコアとなるべき技術開発分野（ＩＴ以外での重視技術） 

会員企業、中小企業 

メーカとユーザの違い 

・会員企業、中小企業の参加を促すための普及、 啓発、 支援策 

・会員間の利害調整対応、企業の業種毎（例：ＩＴベンダーとそのユーザ、 

 工作機械メーカとそのユーザ等）で異なる考え方の違いと相互調整の進め方

ノウハウ流出、 

セキュリティ対策 

・外とつながる場合のドイツ企業のノウハウ、強み流出懸念 

・情報セキュリティ対策についての考え方 

人材育成 ・Industrie 4.0 ロードマップに関連する IT 人材育成/確保の取り組み 

出所：ものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会 事務局 

 

Industrie 4.0 に関するアンケート結果の詳細 
１．ドイツ視察団資料の関心事項と関連する専門部会アンケート結果 

視察団の主な関心事項  左記の分野、関心事項に関連する専門部会委員からの 
アンケート回答 

（視察団への追加質問事項） 
網掛け部分が回答内容、文末※は他分野と共通 

分野 Industrie 4.0 に関する 

関心事項 

各 機 関 連

携、推進体

・政府機関相互の連携、推

進体制、制度・予算、規制

・Industry4.0 は多分野に亘るプロジェクトですので、政府機関相互の連携が

必要と思いますが、政府の組織的推進体制について教えて下さい。また、計

画実現に向けて、制度や予算の仕組みをご説明頂けますか。 
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制 緩和 Industry4.0 を推進するに当たり、産業に対する規制緩和が推進されているの

でしょうか。或いは、今後必要となる規制緩和としてどのような点や、分野が予

想されますか。可能でしたら、具体例を教えて下さい。 

・ドイツが国家として競争力・優位性の向上を目指すことは理解するが、各企

業が如何にメリットを享受するのか。 国家像を個々の企業の成長が適合し、

動機付けする全体シナリオを教えて欲しい。※ 

・フラウンホーファー研究機構(以下、「フラウンホーファ」)の資料の中で、将来

的に PLC の制御ロジックがクラウド上に実装されるという説明がある。実現され

る時期は何年後くらいを想定しているのか。このようなパラダイムシフトを実現

させるための取組みとしてドイツ政府はどのような取り組みを今後実施していく

計画があるのか。 

・海外への PR のため、海外支部の設置や他国の政府・学術団体との連携を

しているのか。※ 

・参画する団体への国からの補助金等は支給されるのか。※ 

・ドイツの主体である中小企業が追従するための施策･創意工夫は何か。※ 

・VDMA、 ZVEI、 BITKOM

の連携の経緯、役割分担 

・（ＶＤＭＡに対して）貴会は Industry4.0 の事務局を務めるなど、プロジェクト

に積極的に参されておりますが、事務局としてどのような役割を担っているの

でしょうか。また、ZVEI(ドイツ電気・電子工業連盟)、BITCOM(IT・通信・ニュー

メディア産業連合会)等とどのように連携しているのでしょうか。 

・参画する団体への国からの補助金等は支給されるのか。※ 

・産官学の役割分担 ・国策として進められているとのことだが、目的や扱う製品の異なる様々な大

学、機関、企業を束ねて推進する中心となる機関はどこなのか。 

・フラウンホーファー以外の研究所は具体的にどこがどのように Industrie 4.0

に関わっているのか。また、工科大学の関わり方は産業界と直接的かそれとも

フラウンホーファーを介してか、またその役割は何が期待されているか。  

標準化 ・ＩＥＣにおける標準化作業

に係るドイツとしての期待と

展望 

 

・国際標準化やドイツ国内での標準化活動の具体的事例と、その進捗状況に

ついて教えて下さい。また、EU の機関などと連携することはあるのでしょうか。

※ 

・ドイツ国内規格（DIN）と国際規格（ISO/IEC）等に反映するための役割分

担、組織等は構築されているか。その組織と構成メンバは？※ 

・競合他社（団体）とどのように調整していくのか。 

・複数のシステムを使う企業間をどのようにして CPS の仕組みに繋げていこうと

しているのか。 

・量産品･個産品で対応方法が全く異なる筈。 1 個からでも対応可能というも

のの、あくまで標準化されたベースと追加可能となっている仕様内での組合

せの話と推定するが、どうか。 

国際的アラ

イアンス 

・国際的アライアンスにつ

いての基本的考え（対米、

対中国等） 

・米国、中国、日本等との国際連携に関するドイツの考え方についてどのよう

に受け止めておられますか。 

・米国における取組、例えば、GE が進める Industrial Internet や米国政府が

進める Advanced Manufacturing Partnership などの取組と 比較して、

Industrie 4.0 をどう評価されるか。 

・「つながる工場」は全て国内企業のみで構成されるのか。国外の企業の方が

優位性（QCD）を有する場合、部分的に選択されることはあるのか。 

・海外への PR のため、海外支部の設置や他国の政府・学術団体との連携を

しているのか。※ 

・ＥＵの共通政策化につい ・EU の中での共通政策化の動きも余り進んでいないように感じられますが如
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ての考え 何ですか。 

・国際標準化やドイツ国内での標準化活動の具体的事例と、その進捗状況に

ついて教えて下さい。また、EU の機関などと連携することはあるのでしょうか。

※ 

・ドイツ国内規格（DIN）と国際規格（ISO/IEC）等に反映するための役割分

担、組織等は構築されているか。その組織と構成メンバは？※ 

・日本との連携についての

考え 

・ドイツが興味のある日本の分野・テクノロジーはどのようなものか。また、それ

について日本と協力していく意向はあるか。 

技術開発 ・Industrie 4.0 でコアとなる

べき技術開発分野 

（ＩＴ以外での重視技術） 

・Industrie 4.0 実現のためにマイクロエレクトロニクス技術がカギとなると思いま

す。同技術の現時点での採用状況、またその展望についてお聞かせ下さい。

・｢製品設計･生産設計の融合｣｢自律型生産｣｢予防保全｣等の多岐の技術課

題があるが、それぞれどう取り組むのか。 

・Industrie 4.0 はネットワーク、ICT 技術が中心であるが、高度技術戦略との連

携はどのように考えているか。また、高度技術戦略の進捗状況はいかがか。 

会員企業、

中小企業、 

メ ー カ と ユ

ーザの違い 

・会員企業、中小企業の参

加を促すための普及、 啓

発、 支援策 

・会員企業に対する支援、広報等どのような体制を構築されているのでしょう

か。会員企業の Industry4.0 に対する関心度はいかがでしょうか。 

・会員企業にとっての利点は何でしょうか。また、Industry4.o をどのように活用

していくのでしょうか。中堅・中小企業にとって困難性は無いでしょうか。 

・中小の部品、素材供給メーカが下請け状態になることが危惧される。これに

対する反発や、回避するための具体的な施策はあるか。 

・ドイツが国家として競争力・優位性の向上を目指すことは理解するが、各企

業が如何にメリットを享受するのか。 国家像を個々の企業の成長が適合し、

動機付けする全体シナリオを教えて欲しい。※ 

・長期間を要するため、開発投資の持続性が課題と伺っている。欧州内での

見通しと、日本などの欧州以外の地域での投資の期待はどうか。※ 

・自律的組み換え等、生産設備にかなりの余裕を持って設計しないと実現不

可能と思えるが、コスト面等のデメリットについてどう考えているのか。 

・ドイツの主体である中小企業が追従するための施策･創意工夫は何か。※ 

・会員間の利害調整対応、

企業の業種毎（例：ＩＴベン

ダーと 

そのユーザ、工作機械メ

ーカとそのユーザ等）で

異なる考え方の違いと

相互調整の進め方 

 

・会員企業間で利害の違いがある場合には、どのように調整されるのでしょう

か。 

・Industrie 4.0 の形態は、各産業(自動車･食品他)、或いは企業規模によって

異なると思うが、どのようにモデル化するのか。 

・装置メーカなど企画サイドと、ユーザサイドの考え方や取り組み方に違いは

ないか。 

・ネットワークの中心に IT 系企業が介在すると生産ノウハウなどの様々な情報

が吸い上げれ、IT 系企業に総合的な情報が蓄積されて、付加価値の大部分

を握ってしまうという懸念があるのでは。どのような対策を考えているか。また、

製造業がこうした動きに対抗できるとするとそのポイントはどこにあると考えて

いるか。 

ノウハウ流

出、 

セキュリティ

対策 

・外とつながる場合のドイツ

企業のノウハウ、強み流出

懸念 

・外部企業と繋げるその場合、企業の持つノウハウや強みが流出するリスクを

懸念する声がありますが、ネットワーク上のセキュリティにどのように対処されま

すか。 

・グループ外とつなげる場合、情報やノウハウ等の漏洩の問題が懸念される。

どのように「つなげて」いくのか。VW グループと BMW グループがネットでつな

がるということはあり得るのか。 
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・高度な職人技や知識もデータの形になり、その活用や伝承も容易になるが、

一方ですり合わせやノウハウを守るしかけや方法が重要になると予想される。

その具体的なしかけや方法の検討は進んでいるか。 

・各企業が独自で培い、ブラックボックス化した技術を開示し合うことのデメリッ

トやリスクは伴わないか。 

・情報セキュリティ対策につ

いての考え方 

・通信を通じてこれまで以上に外の世界とつながる工場化が進む時のネットワ

ーク上のセキュリティ対策についてどのように進めようとしておられるのか。ま

た、こうした検討の中心機関はどこになりますか。 

・あらゆるものがつながることによるメリットとハッキングなどのリスク対策につい

てどのように考えているのか。 

・情報には、企業のノウハウや経営指標に関するものも含まれると想像する

が、共通のセキュリティポリシーがあるのであれば、その骨子を教えて欲しい。

人材育成 ・Industrie 4.0 ロードマップ

に関連するIT人材育成/確

保の取組 

・自国におけるＩＴ（人や仕組み）を Industrie 4.0 のロードマップとどのように関

連させて人材育成を進めるのか。学校教育のレベルも変えていくのか。 

・機械工業など各社には今後ますます情報系技術者が必要になると思われる

が現状は十分といえるか、今後自前で確保育成するのか、外部へアウトソー

シングしていくのか、なぜそうしようと考えるのか。 

 ・その他 

 

 

 

 

 

 

 

         

【進捗関連】 

・Industrie 4.0 の今後数年先のロードマップは存在し、かつ公開されているの

か。 

・SCM における進捗情報（どの工程まで進んでいるか）をリアルタイムで共有

する取組は、ドイツではどこまで進んでいるか。また、その方法について実現

している統一的なシステムは存在するか。 

・調達システムの進化について、「必要な部品／材料を生産管理システム

（ERP）が自動計算して、Web サイトに自動提示し、リバースオークション（見積

額が一番低い会社へ発注）の方法で自動発注する」しくみを考えているが、ド

イツではどこまで進んでいるか。上記以外に効率的な方法があるか。 

【具体的事例関連】 

・Industrie 4.0 の概念を取り入れた企業での事例で、具体的なメリットデメリット

があれば教えて欲しい。 

・Industrie 4.0 の具体的な適用事例として、Mercedes･シーメンスの記載が経

産省の資料にあった。今回訪問時にも同様な事例紹介があると思うが、｢①い

つから導入したのか｣｢②効果は何があったのか（生産性、人的削減、品質、

省エネ面など）｣。 

出所：ものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会 事務局 

 
3）ドイツ産業界のイノベーションを牽引するフラウンホーファー95 

(1)フラウンホーファーとは 

フラウンホーファー（Fraunhofer）はドイツ内外に 81 の拠点(研究所・研究ユニット・研

究施設)を持つ、欧州最大の応用研究機関である。ドイツの非営利団体の 1 つとして、経済発

展と社会貢献に資する応用研究を行い、企業・政府・公共自治体に研究所で培った技術を提

供している。また、応用研究に加え、イノベーションの推進・国内外の技術力強化・先進技

                                                  
95 3）に関する記述については「「フラウンホーファー研究機構」(2015.1 月フラウンホーファー日本代表部)を参照

した。 
http://www.fraunhofer.jp/content/dam/japan/ja/documents/2015_Brochuer_ROJP_web.pdf  
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術の普及推進・科学技術を担う次世代人材の育成も行っている。 

フラウンホーファーの年間の総予算額は 20 億ユーロを超え、その中の研究予算 17 億ユー

ロの内、30％弱がドイツの各連邦州・連邦政府から拠出されている。残り 70％強が民間企業

からの委託及び公的財源の研究プロジェクトによるものである。 

＜フラウンホーファーの年間予算額の内訳＞ 

(百万ユーロ) 
 2011 年 2012 年 2013 年 
投資 236 199 235 
防衛研究 98 113 114 

企業からの委託 531 570 578 
公的プロジェクト 570 567 622 
連邦政府・州政府からの拠出 414 477 461 

委託研究計 1,515 1,614 1,661 
年間予算総額 1,849 1,926 2,010 

 
(2)フラウンホーファーのビジネスモデル 

フラウンホーファーのビジネスモデルは委託研究と基礎研究の 2 つに大別される。 

委託研究においてフラウンホーファーは、科学的専門知識を応用技術に発展させ、部品・

機械装置及び製品を開発している。フラウンホーファーの研究所が顧客と直接コンタクトを

取ながら研究を進め、顧客の課題に対し最適なソリューションを提案している。また、フラ

ウンホーファーの複数の研究所が共同で開発を行っているプロジェクトもある。 

一方、(応用志向の)基礎研究では、ドイツ連邦教育研究省からの助成を受け、将来性のあ

る技術分野の先進的な研究を行っている。ここで培われた高度な専門知識は、委託研究や共

同プロジェクトを通して産業の発展に寄与して行く。 

＜フラウンホーファーが提供する技術サービス＞ 

1 製造段階に至るまでの製品開発及び最適化 
2 技術と生産プロセスの開発と最適化 
3 新技術導入のための支援 
4 テクノロジーアセスメント、フィージビリティスタディ、市場調査 
5 試験／評価 
6 コンサルティング 

 
(3)フラウンホーファーの組織形態 

フラウンホーファーの本部はミュンヘンにあるが、欧州(英国・スウェーデン・イタリア・

ポルトガル)、北南米(米国・チリ)、アジア(日本・韓国・中国・インドネシア・インド)、中東、

オーストラリアにも研究拠点を持ち、総拠点数は 81 にも及ぶ。尚、日本にはフラウンホーフ
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ァー日本代表部がある(後述)。 

また、フラウンホーファーの組織には縦の組織である「フラウンホーファー・グループ」

と、横の組織である「フラウンホーファー・アライアンス」がある。 

フラウンホーファー・グループは研究領域ごとのグループであり、下記の 7 つがある。フ

ラウンホーファーの各研究所(拠点)はほぼ全て、いずれかのグループに所属している。 

＜フラウンホーファー・グループ＞ 

情報通信技術グループ ライフサイエンス・グループ 
欧州最大の ICT 研究グループで、各研究所

が連携することで近年市場での存在感を高

めている。本グループは先進技術をカスタマ

イズ／パッケージ化して、主に産業・メディ

ア業界向けに提供している。 

本グループのメンバーは、生物学・生物医

学・薬理学・毒物学・食品技術の専門家であ

る。予防領域(環境や消費者保護)、再生領域

(薬物療法や環境の修復)という 2 つの領域で

培ったノウハウや、ゲノム・プロテオミク

ス・代謝学で見出した研究成果を取り入れ、

最新かつ最適なソリューションを提供する。

光・表面技術グループ 防衛・安全保障グループ 
汎用性のある薄膜システムと被覆技術の開

発、表面機能化、レーザー光線及び微小光学

システムや精密工学システムの開発、材料加

工、光計測を行う。 

民間資金による研究開発の成果を国防技術

発展のために活用すると共に、国防技術を民

間の安全保障技術に適応させるという、両領

域の橋渡しを担っている。 
生産技術グループ 材料・部材グループ 

生産を重視した研究開発を行い、製造・卸小

売・サービス業界に総合的なソリューション

を提供している。複数の研究所の共同開発を

通して、インダストライアルエンジニアリン

グ及び情報科学の最新技術を、製品ライフサ

イクルまで含めたバリューチェーン全体を

網羅する幅広いサービスに応用している。 

新材料の開発、既存材料の改良、量産技術、

材料特性の測定、さらに特定の部品やシステ

ムを使用した際の材料挙動の評価まで、バリ

ューチェーン全体を網羅する。主な対象業界

は医療・交通・情報通信・建設(住宅)などの

経済性が重視される分野である。また、カス

タマイズ化した材料・部品の開発も行う。 
マイクロエレクトロニクスグループ 

センサーを初めとするマイクロシステムは

現在多目的化しており、自動化・通信・光学・

医療・IT システムなどの様々な分野におい

て電気プロセスの超小型化が求められてい

る。本グループでは分野横断型の研究プロジ

ェクトの計画・実施や、販売戦略システムに

係る技術支援を行っている。 
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＜フラウンホーファー・アライアンス＞ 

フラウンホーファー研究所には上記のグループのほかにフラウンホーファー・アライアン

スがある。このフラウンホーファー・アライアンスとは、各研究所・部門で開発された技術

サービスや研究成果をフラウンホーファー全体で共有し、顧客へのソリューション提供につ

なげる役割を果たしている、横断的な組織である。 

具体的には、以下の 23 アライアンスがあり、フラウンホーファーの各研究所(拠点)の多く

はいずれかのアライアンスに加入している。 

＜フラウンホーファー・アライアンス＞ 

1 アダプトロニクス・アライアンス 13 積層造形アライアンス 
2 アドバンスドセラミック・アライアンス 14 軽量構造アライアンス 
3 高齢者生活支援アライアンス 15 ナノテクノロジー・アライアンス 
4 自動車生産アライアンス 16 光触媒アライアンス 
5 バッテリー・アライアンス 17 高分子材料表面アライアンス 
6 建築物イノベーション・アライアンス 18 洗浄技術アライアンス 
7 ビッグデータ・アライアンス 19 シミュレーション・アライアンス 
8 クラウドコンピューティング・アライアンス 20 宇宙アライアンス 
9 デジタルシネマ・アライアンス 21 水系アライアンス 

10 組込システム・アライアンス 22 交通・輸送アライアンス 
11 エネルギー・アライアンス 23 ビジョン・アライアンス 
12 食品チェーン管理アライアンス   
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＜フラウンホーファー・グループの全体図＞ 

※(　)内のアルファベットは略称、一部の研究所は重複してグループに加入

応用・統合セキュリティ研究所
(AISEC)

ガーヒンク・バイ・ミュンヘン コンピュータグラフィックス研究
所(IGD)

ダルムシュタット／ロストッ

ク

通信技術システム研究所(ESK) ミュンヘン オプトエレクトロニクス・システム
技術・画像処理研究所(IOSB)

カールスルーエ／エットリン

ゲン／イルメナウ

情報通信技術
応用情報技術研究所(FIT) ザンクト・アウグスティン ソフトウェア・システムエンジニア

リング研究所(ISST)

ドルトムント

グループ
通信・情報処理・人間工学研究
所(FKIE)

ヴァッハトベルク 技術・経済数学研究所(ITWM) カイザースラウテルン

オープン通信システム研究所
(FOKUS)

ベルリン 交通・インフラシステム研究所
(IVI)

ドレスデン

インテリジェント分析・情報シス
テム研究所(IAIS)

ザンクト・アウグスティン 医用画像演算研究所(MEVIS) ブレーメン

労働経済・組織研究所(IAO) シュツットガルト アルゴリズム・科学計算研究所
(SCAI)

ザンクト・アウグスティン

デジタルメディア技術研究所
(IDMT)

イルメナウ 安全情報技術研究所(SIT) ダームスタッド／ザンクト・

アウグスティン

実験ソフトウェアエンジニアリン
グ研究所(IESE)

カイザースラウテルン

準会員
ハインリッヒ・ヘルツ通信技術研
究所(HHI)

ベルリン 集積回路研究所(IIS) エアランゲン／ドレスデン

ライフサイエンス 生物医学技術研究所(IBMT) ザンクト・イングベルト／ズ
ルツバッハ

細胞療法・免疫学研究所(IZI) ライプツィヒ

グループ
境界層・バイオプロセス技術研
究所(IGB)

シュツットガルト プロセス技術・パッケージング研
究所(IVV)

フライジング

分子生物学・応用生態学研究
所(IME)

アーヘン／シュマレンベル

ク・グラフシャット
海洋バイオテクノロジー研究所
(EMB)

リューベック

毒物学・実験医学研究所(ITEM) ハノーバー

光・表面技術
応用光学・精密機械工学研究
所(IOF)

イェーナ 物理計測技術研究所(IPM) フライブルク

グループ レーザー技術研究所(ILT) アーヘン 材料・ビーム技術研究所(IWS) ドレスデン

被膜・表面技術研究所(IST) ブラウンシュヴァイク 電子ビーム・プラズマ技術研究
所(FEP)

ドレスデン

防衛・安全保障
応用個体物理研究所(IAF) フライブルク 自然科学技術動向分析研究所

(INT)

オイスキルヒェン

グループ
化学技術研究所(ICT) プフィンツタール・ベルクハ

ウゼン
オプトエレクトロニクス・システム
技術・画像処理研究所(IOSB)

カールスルーエ／エットリン
ゲン／イルメナウ

高周波物理・レーダー技術研究
所(FHR)

ヴァッハトベルク 集積回路研究所(IIS) エアランゲン／ドレスデン

通信・情報処理・人間工学研究
所(FKIE)

ヴァッハトベルク ハインリッヒ・ヘルツ通信技術研
究所(HHI)

ベルリン

エルンスト・マッハ研究所(EMI) フライブルク／エフリンゲ

ン・キルヒェン
システム・イノベーション研究所
(ISI)

カールスルーエ

生産技術
ファクトリーオートメーション・
オートメーション研究所(IFF)

マクデブルク 生産技術研究所(IPT) アーヘン

グループ
物流・ロジスティクス研究所
(IML)

ドルトムント 環境・安全・エネルギー技術研
究所(UMSICHT)

オーバーハウゼン／ズルツ

バッハ・ローゼンベルク

生産システム・デザイン技術研
究所(IPK)

ベルリン 工作機械・変形技術研究所
(IWU)

ケムニッツ／ドレスデン

生産技術・オートメーション研究
所(IPA)

シュツットガルト

材料・部材
エルンスト・マッハ研究所(EMI) フライブルク／エフリンゲ

ン・キルヒェン
生産技術・応用マテリアル研究
所(IFAM)

ブレーメン／ドレスデン

グループ
太陽エネルギーシステム研究所
(ISE)

フライブルク 構造耐久性・システム信頼性研
究所(LBF)

ダルムシュタット

システム・イノベーション研究所
(ISI)

カールスルーエ ヴィルヘルム・クラウディッツ木
材研究所(WKI)

ブラウンシュヴァイク

応用ポリマー研究所(IAP) ポツダム セラミック技術・システム研究所
(IKTS)

ドレスデン／ヘルムスドルフ

材料メカニズム研究所(IWM) フライブルク／ハレ／ドレス

デン
境界層・バイオプロセス技術研
究所(IGB)

シュツットガルト

建築物理研究所(IBP) シュツットガルト／ホルツキ

ルヒェン
ケイ酸塩研究所(ISC) ヴュルツブルク

化学技術研究所(ICT) プフィンツタール・ベルクハ
ウゼン

技術・経済数学研究所(ITWM) カイザースラウテルン

非破壊試験研究所(IZFP) ザールブリュッケン

マイクロエレクトロニクス
モジュール固体技術研究所
(EMFT)

ミュンヘン 集積システム・デバイス技術研
究所(IISB)

エアランゲン

グループ
エレクトロ・ナノシステム研究所
(ENAS)

ケムニッツ マイクロエレクトロニックサー
キットシステム研究所(IMS)

ドレスデン／ヘルムスドルフ

高周波物理・レーダー技術研究
所(FHR)

ヴァッハトベルク フォトニック・マイクロシステム研
究所(IPMS)

ドレスデン

ハインリッヒ・ヘルツ通信技術研
究所(HHI)

ベルリン シリコン技術研究所(ISIT) イツェホー

応用個体物理研究所(IAF) フライブルク 信頼性・マイクロインテグレー
ション研究所(IZM)

ベルリン

集積回路研究所(IIS) エアランゲン／ドレスデン

ゲスト会員
通信技術システム研究所(ESK) ミュンヘン セラミック技術・システム研究所

(IKTS)

ドレスデン／ヘルムスドルフ

オープン通信システム研究所
(FOKUS)

ベルリン 非破壊試験研究所(IZFP) ザールブリュッケン

デジタルメディア技術研究所
(IDMT)

イルメナウ

フラウンホーファー本部
(ミュンヘン)

 

－150－ －151－



---150--- 
 

(4)日本におけるフラウンホーファー 

フラウンホーファーは、東京、東北大学内、産総研関西センター内に 3 つの拠点を有し、仙台市・

三重県・福島県・産業技術総合研究所と連携している。 
フラウンホーファー日本代表部は、ドイツの各フラウンホーファー研究所と日本企業・大学・公

的機関などをつなぐため、a)フラウンホーファーの研究者を派遣、b)日本での展示会やワークショ

ップ・セミナーでの情報発信、c)ウェブサイトやニュースレターでの情報発信、などを行っている。 
 
＜フラウンホーファー日本代表部の取り組み事例＞ 

東北大学との取り組み 産総研関西センターとの取り組み 
東北大学とフラウンホーファーENAS(エレ

クトロ・ナノシステム研究所)の共通研究開

発基盤。活動内容は以下のとおり。 
・主に NEMS/MEMS とマイクロ・ナノ製造

技術に焦点をあてた、マイクロシステムの

ための新材料開発とその応用、先進製造技

術開発における研究開発協力。 
・新材料製造技術に関する研究成果の商品化

と、産業界(特にマイクロシステムや半導

体デバイス製造業)への技術移転の推進。

・マイクロ・ナノシステムの産業界における

新市場の開拓。 
・フラウンホーファーと日本企業・研究機関

との連携支援。 
・共同研究プログラムを通した次世代の研究

者・エンジニア・技術者の育成。 

エレクトロアクティブポリマー(EAP)の実

用化をめざし、フラウンホーファーIPA(生産

技術・オートメーション研究所)の研究者と

産総研無機機能材料研究部門の研究者によ

る共同研究を強化する。 
・新しい EAP アクチュエータ材料の開発 
・デバイスプロトタイプの開発 
・EAP アクチュエータ量産化の技術開発 
上記 3 点を重点的開発課題とし、主に産総研

が材料開発を、フラウンホーファーがプロセ

ス開発・システム・インテグレーションを担

当する。 

仙台市との取り組み (独)産業技術総合研究所との取り組み 
東北大学と共同プロジェクトを行っている

他、毎年フラウンホーファーシンポジウム・

イン・センダイを開催している。 

日独の国際競争力向上と、産業科学技術の振

興を目指し、研究所間の人材交流及び研究に

おける協力の拡大を目的とした覚書を締結。

連携の第一例として、産総研関西センター内

のフラウンホーファー・プロジェクトセンタ

ーを開設した。 
三重県との取り組み 福島県との取り組み 

三重県産業支援センターと連携し、四日市市

の高度部材イノベーションセンターショー

ルームでの展示や、技術紹介セミナーを開催

している。12 年には三重大学・三重県との

相互協力係蹄が締結された。 

再生可能エネルギー分野に関する連携の覚

書を締結。エネルギー関連分野の情報提供の

ほか、次世代につながる社会の実現、福島の

復興に寄与して行く。 
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4）参考文献 等 

・インド 電子情報技術省、2015.1.5「IoT ポリシー・ドキュメントのドラフト案」 
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メ―ション代取社長 川野俊充氏講演 
・経済産業省：ロボット新戦略 ロボット革命実現会議 2015 年 1 月 23 日 

http://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150123004/20150123004b.pdf  
・経済産業省：ロボット新戦略のポイント―ビジョン・戦略・アクションプラン― 2015 年 1 月

23 日 
 http://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150123004/20150123004d.pdf  

・自動車技術 特集：国際標準化戦略 Vol.69 2015.02 号  
・ジェトロセンサー 2014.11(バイエルン州駐日代表部 プロジェクトマネージャー田山野恵氏寄 
・独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「2014 事業紹介 電子・情報システム分野 

材料・ナノテクノロジー分野」 
・総合科学技術・イノベーション会議 大臣・有識者会合「Industrie 4.0 の状況と日本の産業界の

対応」2015/1/8 総合科学技術・イノベーション会議議員 中西宏明 
・ドイツ NRW 州「生産技術とイノベーションを育む拠点」NRW.INVEST 社アジア部長 アスト

リッド・ベッカー氏 による 20149.26（金）日独が描く未来工場・生産技術―革新ソリューシ

ョンでその将来像を模索 ドイツ・NRW 州のベストプラクティス－における講演 
・ドイツ NRW 州「第四次産業革命に対する第三者機関の対応」テュフ ラインランド ジャパン

㈱ 産業サービス部 杉田吉広氏 による 20149.26（金） ―日独が描く未来工場・生産技

術―革新ソリューションでその将来像を模索 ドイツ・NRW 州のベストプラクティス－にお
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ける講演 
・ドイツ連邦教育科学研究技術省、The German High Tech Strategy 

http://www.bmbf.de/en/  
・ドイツ研究振興協会（DFG)  

 http://www.dfg.de/en/index.jsp  
・日独産業フォーラム 2014 年 オムロン株式会社 本条智仁氏 講演 
・日刊工業新聞 H26.7.16 コマツ コムトラックス、三菱重工 
・日刊工業新聞 H26.7.18 復権モノづくり 「IT×製造」で強み競う 
・日刊工業新聞 H26.10.24「世界市場へのパスポート 国際標準化の重要性 
・日刊工業新聞 H26.2.4(水)一面の「国内回帰、製造業 13％（ 経産省調査） 
・日経新聞 H26.7.16「強い工場アワード」など 
・日経新聞 H26.9.9「東芝、半導体『名よりも実』」 
・日経新聞 H26.11.24「私の履歴書」コマツ坂根正弘氏 
・日経 BP Factory 2014 Future Technologies ～製造業の新潮流を創る～2014.11.26 於目黒雅叙

園 http://ac.nikkeibp.co.jp/nmc/factory2014/  
・日経 BPnet「ドイツが挑む「第四次産業革命」、「マスカスタマイゼーション」で米国製造業に対

抗か 」2015 年 1 月 21 日 
・日経産業新聞 H26.10.9「ダイキン」 
・日経産業新聞 H26.10.22「よくわかる IOT ドイツで「第 4 の産業革命」 
・日経産業新聞 H26.7.13「 シリコンバレーに「もの作り」の波 最前線を追う  」   

http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK1102X_R10C14A7000000/ 
・日経産業新聞 H26.7.9「ハードで起業 新潮流」 
・日経ビジネスオンライン 2014.7.22 熊谷徹欧州通信 
・日経ビジネスオンライン 2014.9.11 “ドイツのグーグル恐怖症”The Economist の記事“©2014 

The Economist Newspaper Limited．2014.9.6” 
・日経ビジネスオンライン「Industrie 4.0 とは何か？ドイツが官民一体で進める「第 4 の産業革命」

熊谷徹のヨーロッパ通信 2014 年 7 月 22 日（火） 
・日経テクノロジーオンライン H26.11.28「製造業の革新が加速 急がれる、「新しい“ものづく

り企業”への変革」 ―新時代の製造業の姿を示唆する先進的なコンセプトとはー 日本アイ・

ビー・エム株式会社 ソフトウェア開発研究所 ディスティングィシュト エンジニア アジ

ア・パシフィック CTO IBM ラショナル 博士 上村務氏 
・日経ビジネスオンライン H27.1.5 No.1773「日本を脅かす第四次産業革命 米独印、次の勝者

は誰だ」 
・日経ものづくり 2013 年 12 月号（強い工場アワード） 
・日経ものづくり 2014 年 4 月号 （ものづくりの将来） 
・日経ものづくり 2014 年 5 月号 （製造業の次の一手、つながる工場） 
・日経ものづくり 2014 年 9 月号（羅針盤、究極の無人ライン化に向け、工場の自動化がさらに加

速） 
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・日経ものづくり 2014 年 12 月号 （「おもてなし、ものづくり」を極める） 
・日経ものづくり 2015 年 1 月号 （金属 3D プリンター、ビッグデータ、ものづくりの未来） 
・日経ものづくり 2015 年 2 月号「特集 10 年後の製造業」 
 第 1 部総論 これからの「もの」と「つくり」は、ユーザーにより近づき、寄り添う 
 第 2 部「つくり」の未来 個別最適を 3D プリンティングで実現、製造設計現場に大変革

迫る 
 第 3 部「もの」の未来 人の機能や可能性の拡張に挑む、QOL や移動の自由度を向上 
・日本学術会議 機械工学委員会 生産科学分科会「報告 社会や市場の変化に対応する生産科学

の振興と人材育成」平成 26 年 9 月 19 日 
・一般社団法人 日本電気計測器工業会 計測展 2014 OSAKA  - 計測と制御で創る未来の地

球 -～ 未来が、動きだす。 ～2014 年 11 月 20 日(木) 講演「計測・制御機器のプロパティ

に関する標準化動向  IEC SC 65B 議長、BASF SE Dr.Wilfried Hartmann 氏 、Bayer 
Technology Services GｍｂH Dr.Peter Zgolzelski 氏 レジュメ 

・同講演「計測・制御機器のプロパティに関する標準化動向  IEC SC 65B 議長、BASF SE 

Dr.Wilfried Hartmann 氏 、Bayer Technology Services GｍｂH Dr.Peter Zgolzelski 氏 レ

ジュメ 
・同講演 「安全とセキュリティ分野における IEC 標準と認証」 IEC SC 65A 議長、Rockwell 

Automation Inc. Robert. J. Kretschmann 氏 レジュメ 
・一橋ビジネスレビュー季刊 2009WIN 57 巻 3 号 「世界標準」が変える競争 東洋経済新報社 
・ピーター・マーシュ 前 Financial Times 製造業担当編集者「新産業革命論」 

Yale University Press Official London Blog“Peter Marsh on the democratization of manufacturing The 

Birth of a New Industrial Revolution”  

http://yalebooksblog.co.uk/2012/04/30/the-birth-of-a-new-industrial-revolution-author-article-by-peter-t-mar

sh/ 
・フラウンホーファー研究機構 

www.research-in-germany.de/fraunhofer  
www.research-in-germany.de/companies 
http://www.fraunhofer.jp/content/dam/japan/ja/documents/2015_Brochuer_ROJP_web.pdf  

・ヘルムホルツ協会 
 www.research-in-germany.de/helmholtz  

・ポータルサイト：“Research in Germany”  
・マイナビニュース H26.9.9 大河原克行氏 http://news.mynavi.jp/news/2014/09/09/193/  
・マックスプランク協会 

 www.research-in-germany.de/maxplanck  
・モノづくり日本会議 第３回 新産業技術促進検討会「製造業において、今後、IoT／CPS に対

して求められる課題と取り組み」 NEDO、東京工業大学、シスコ、ベッコフオートメーショ

ン、三菱電機 2015/1/9 ホテルグランドパレス 
・ライプニッツ協会 
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 www.research-in-germany.de/leibniz  
www.research-in-germany.de/main/research-landscape/41834/rpo.html 

 
・ Acatech (National Academiy of science  and  Engineering ）“ Recommendations for 

implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0” April 2013 
・AiF：ドイツ産業研究協会連合～中小企業向け German Federation of Industrial Research 

Associations  

http://www.research-in-germany.de/en/research-landscape/research-organisations/industri
al-research-associations-aif.html 

・BECKHOFF“PC control” The New Automation Technology Magazine No.4 November 2014 
・Alan S. Blinder - Princeton University “Fear of Offshoring”December 16,2005  

http://www.foreignaffairs.com/articles/61514/alan-s-blinder/offshoring-the-next-industrial-revolution  

・BCG(ボストンコンサルティング)“U.S.Manufacturing Nears the tipping point”2012  
http://doingwhatmatters.cccco.edu/portals/6/docs/US%20Mfg%20Nears%20Tipping%20Point.pdf 

・BCG“Made in America Again :Why Manufacturing Will Return to the U.S. BCG Focus, August 
2011“ 
http://www.bcg.com/documents/file84471.pdf 

 
・CIRP シンポジウム 国家レベルの産業競争力強化の取り組み 欧米における生産技術研究開発

プロジェクトの動向 主催 国際生産工学アカデミー（CIRP）国内委員会 2014 年 12 月 11
日 日米英独からの講演とパネルディスカッション 

・DAAD Tokyo、（German Academic Exchange Service） 
http://tokyo.daad.de/wp/research-in-germany-researchlandscape/ 

・Deloitte“2013 Global Manufacturing Competiveness Index Council on Competitiveness” 

ｐ33 Germany 
・DKE (ドイツ電気・電子・情報技術委員会“THE GERMAN STANDARDIZATION ROADMAP 

INDUSTRIE 4.0” Version1.0  
・FINANTIAL TIMES 電子版 2012.6.10“Industry:Future factories” By Peter Marsh 
・ Foreign Affairs  “ Offshoring: The Next Industrial Revolution?  ”  By Alan S. 

Blinder - March/April 2006  
http://www.foreignaffairs.com/articles/61514/alan-s-blinder/offshoring-the-next-industrial-revolution 

・Forbes “FAA  A pproves Limited Use Of Drones For Utility”  2014/07/12 
www.forbes.com/.../faa-approves-limited-use-of-drone... 

・FOREIGN  AFFAIRS“„New World Order“  Labor，Capital，and in the Power Law 

Economy” By Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee, and Michael Spence  From our July/August 2014 

Issue  

http://www.foreignaffairs.com/articles/141531/erik-brynjolfsson-andrew-mcafee-and-michael-spence/new-wo

rld-order 
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・Prf.Dr-Ing J.Gausemeiyer、Heinz Nixdorf Institute,Chair for Product Engineering ,Univ.of 
Paderborn “International Benchmark Industrie 4.0”NBENZHAP(独連邦教育研究省助成

の研究プロジェクト) – 
・GERMANY TRADE&INVEST “Industrie 4.0 Smart Manufacturing for the Future“の冊子 
・HANNOVER MESSE 2015 

http://www.hannovermesse.de/en/exhibition/facts-figures/  
http://www.hannovermesse.co.jp/news/HM/2015/Release_HM2015_NOV2014.pdf#search='HANNOVER+

MESSE+2015 

・JETRO 日本貿易振興寄稿ブリュッセル事務所海外調査部 欧州ロシア CIS 課 「ドイツ

「Industrie 4.0」と EU における先進製造技術の取組に関する動向」2014 年 6 月  
・JIBO“The World‘s First Family Robot. | Indiegogo ” 

https://www.indiegogo.com/.../jibo-the-world-s-first-fa 

・“Prof.Dr.Henning Kagerman Industrie 4.0―What can the UK learn from Germany’s 
manufacturing strategy?”4February 2014  

・McKinsey & Company “How big data can improve manufacturing” 
http://www.mckinsey.com/insights/operations/how_big_data_can_improve_manufacturing  

・MONOist「ドイツが描く第四次産業革命「Industrie 4.0」とは？」川野俊充／ベッコフオートメ

ーション 代表取締役社長 2014 年 04 月 04 日 
・MONOist 「新価値創造展 2014」“Industrie 4.0 はシステムインテグレーターに何を求めるのか” 

ピアーグループ（ドレスデン）社長のマイケル・アーノルド（Michael Arnold）氏の講演「IT
ソリューション企業から見た第四次産業革命」2015 年 01 月 08 日 

・MONOist 「新価値創造展 2014」ドイツのフラウンホーファーIPA（生産技術・オートメーショ

ン研究所）のヨアヒム・ザイデルマン（Joachim Seidelmann）氏が「科学技術の観点から見

た Industrie 4.0」 2014 年 12 月 17 日  
・MONOist 「新価値創造展 2014」 「Industrie 4.0 に必要な“十字”の連携」ドイツ連邦共和国 

ザクセン州経済振興公社 日本代表部代表の尾木蔵人氏、 2014 年 11 月 27 日 
・MONOist 「新価値創造展 2014」“ドイツ製造業の危機感が生んだ Industrie 4.0、日本はどうす

べきか？” 技術イニシアチブ「スマートファクトリーKL」の会長を務めるデトレフ・チュー

ルケ氏  2014 年 11 月 12 日 
・ MONOist Industrie 4.0 は IT と大量生産の支配から脱却する革命――ドイツ機械工業連盟

（VDMA）は 2014 年 6 月 24 日、東京都内で記者会見を開催  三島一孝、 
・ MONOist「Industrie 4.0 に見る日独における生産技術のさらなる進化 ――独 NRW 州セミナ

ー」 三島一孝、MONOist  2014 年 09 月 30 日 
・NEDO(独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構) 2014 事業紹介「電子・情報シス

テム分野」「材料・ナノテクノロジ―分野」～CPS の基盤技術 
・NEDO 出口戦略強化セミナー 2014.12.10 配布資料“Introduction” 
・NEDO 同上 配布資料“ドイツ産業革命 Industrie 4.0 における標準化戦略” 
・New York Times 「シリコンバレーのハードウエア・ルネッサンス」2012.8.26 記事 
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http://www.nytimes.com/2012/08/26/technology/silicon-valleys-hardware-renaissance.html?_r=0 

・New York Times A Hardware Renaissance in Silicon Valley（2012.8.26） 
・OPC Foundation “OPC Unified Architecture Pioneer of 4th industrial (r)evolution” 
・O‘Reilly Solid“ Software/ Hardware/ Everywhere” May 21–22, 2014 • San Francisco, CA 

http://solidcon.com/solid2014/public/content/about 

・ORiN 協議会「ORiN 協議会案内」一般社団法人日本ロボット工業会 技術部 ORiN 協議会事務

局 
・REUTER 電子版 

http://www.reuters.com/article/2014/05/06/us-technology-makers-idUSBREA450MF20140506  

・Jessica Schumer, The White House <info@mail.whitehouse.gov>2014/10/10 (金) 8:2 
・Technology Strategy Board“Driving Innovation „High value manufacturing“ 2014.5.27 

https://www.innovateuk.org/high-value-manufacturing 

・VDMA Jörn Lehman “Platform Industrie 4.0” 03.11.2014 
・Guntram Wolff, Director of Bruegel Brussels “Manufacturing Europe’s future” September 

2013  
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