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は し が き 
 

 海外では、ドイツのインダストリー４．０や米国のＡｄｖａｎｃｅｄ Ｍａｎｕｆａｃｔ

ｕｒｉｎｇ（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、平成２６年度に「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

て調査を進めています。 

 ２年度目となる平成２７年度の調査では、内外の情報収集を継続するとともに工場見学や

講演会を交えて実施し、パラダイムシフトに向けた取組の参考に資する事例を分類・整理し

ました。また専門部会委員を対象としたアンケート調査と、分科会方式によるディスカッシ

ョンを行い、インダストリー４．０の受け止め方や各社の対応ぶりなどを探りつつ、これか

らの日本のものづくりに関する考え方などの議論をして、ＴＡＫＵＭＩ４．０を提案しまし

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 27 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 

平成 26 年度の本事業において既にみてきたとおり、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

れている。製造業重視の機運の高まりは、中国・インドなどにおいてもみられ、“製造

2025”や“Make in India”などの政策的取組が相次いで発表されている。一方、Amazon
や Google など、他業種からの製造分野への進出や、ものづくりを標榜したスタートアッ

プの起業が目立つなど、IT 系企業による新しい活動が進行中である。 

製造業で生じている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。 
これらに共通する特徴は、技術進歩が著しい ICT 系の技術を梃に、製造分野への進

出を図ったり、ICT 系技術を製造業に応用したりという姿勢にある。 

ドイツではデジタル化に向けた様々な取組が行われている。平成 27 年 3 月にはドイ

ツ科学技術アカデミー（acatech）から、「アジェンダ CPS」のような研究レポートが公

表されている。同年 4 月には「インダストリー4.0 実現戦略～プラットフォーム・イン

ダストリー4.0」が発表され、初めて連邦政府がプラットフォームに参画することが明ら

かになった。さらに同年同月 BITKOM2、 VDMA3、ZVEI4の三業界団体が連名で「イ

ンダストリー4.0 実現戦略」を公表した。政府・企業・業界団体・学術・労組がスクラム

を組んで各 WG を運営している。また、標準化・規格化に向けての RAMI4.0（レファ

レンス・アーキテクチャー・モデル）がその姿を現している。 

米国でもドイツと同様に、GE やシスコなどによる IIC（Industrial Internet 
Consortium）が活発な活動を行っている。スペインのバルセロナで開催された IoT 世界

ソリューション会議と IIC との合同会合では、世界 53 カ国から 4500 人が参加する盛況

                                                  
1 HVM：High Value Manufacturing 
2 BITKOM：情報経済・通信・ニューメディア連盟 
3 VDMA：ドイツ機械工業連盟 
4 ZVEI：ドイツ電気・電子工業連盟 
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であったという5。IIC のパビリオンには NEC のほかに、Moxa、 RTI、 Works System、

インフィニオンなどが出展した。テストベッド・エリアにおいてこれらの出展者がデモ

ンストレーションを行っている。テストベッドは制御された実験のためのプラットフォ

ームで、テストベッドの積み重ねによって IIC レファレンス・アーキテクチャーを形成

していくと報じられている。 

一方、こうした海外での動きに併せて、我が国においても、2 つの取組が始まってい

る。一つは RRI（ロボット革命イニシアティブ協議会）であり、もう一つは IVI（イン

ダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ）である。 

このようにパラダイムシフトに係る動きは、内外ともに急である。パラダイムシフト

に関して登場するキーワードを挙げると、「IoT」、「つながる」、「リモートサービス」、「ス

マート」などである。共通する点はインターネット技術を含む ICT 技術の活用である。

そのベースには、ムーアの法則を具現化してきた半導体の目覚ましい技術革新があり、

かつてのスパコンが、今はパソコンで使えるといわれるほどのコンピュータ技術の目覚

ましい発展がある。コンピュータはソフトウェアがないと作動しない。ソフトウェア技

術も目覚ましい革新が起きていることがわかる。 

技術革新の多くは、これまでソーシャルネットワーキングの世界的な普及によってよ

り身近なものになってきた。現在、製造業に押し寄せているパラダイムシフトは、ソー

シャルネットワーキングで実現したこと以上の、かつて経験したことの無い世界が、製

造業の事業運営の一つ一つにわたって起きようとしていることを暗示している。 

新しい製造業の姿としては、以下のような理想像が語られている。製造業は売り切り

の事業から、製造物を基点とした様々なサービスを提供する業態へと変化していく。製

造の各ステップはもちろんのこと、生産に係る仕事のやり方をはじめとして、バリュー

チェーンのあらゆる事業のやり方に変化が生じる。外部企業との関わり方やユーザーの

実際の使い方にまで、事業全体を視野に入れる形で、体系的統合的な事業運営が行われ

る。生産システムは、最終ユーザーの需要に沿うように短時間で製造・配送される。消

耗品以外の製品の多くは、その全生涯にわたってトレースできるようになる。最終的に

リサイクルされたり、リユースされたりする。全生涯にわたって収集されるデータは、

新製品開発にフィードバックされ、最終需要の急激な変動や、バリューチェーンの不測

の事態にも即応できるようなる。 

製造業を取り巻くこのような新しい流れは、不可避的であり、製造業に身を置く機械

工業としても早急な対応が求められている。急速に変化しつつある事態を冷静に観察し、

日本企業として取るべき戦略を明確にしていく必要があることは、明らかである。 

 

                                                  
5 IIC Quarterly Report: November 2015  
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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内容や方向性

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必要な「進むべ

き方向性」と要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）今年度事業の経緯と位置づけ 

平成 26年度の第一回専門部会開催に当たり、実施した各委員宛て関心項目調査（下

表）によれば、各委員の関心事項は、第1に“目指すべき日本型機械工業の将来像（4-2）”、
第 2 に“ドイツ：Industrie 4.0（3-2）”、第 3 に“我が国の「製造業論」とものづ

くり環境（4-1）”と“生産技術（2-1）”、第 5 は“パラダイムシフト論・新産業革

命論（1－2）”であった。 

図表 1 平成 26 年度実施した専門部会委員に対する問題意識調査結果 

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．ハードウェア・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     
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  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 

平成 26 年度の本事業は、こういった委員の関心動向を踏まえ、外部識者による講

演や海外有識者に対するインタビューを行った。さらにインターネット検索や文献調

査も実施した。調査の視点は、米国のシリコンバレーの最新の動向や、欧米の大手製

造企業が着手しつつある新しい事業、ドイツのインダストリー4.06に代表される各国

の新しい産業政策の動向などを把握することであった。製造業に起きているパラダイ

ムシフトに係る事象を抽出し、整理したことが、平成 26 年度の成果であるといえよ

う。 

一方、ドイツのインダストリー4.0 も、米国 GE が主導する IIC（インダストリアル・

インターネット・コンソーシアム）にしても、ともに現在進行形で変化している「新

興の事象」である。本事業を開始した当時は、「インダストリー4.0」と言っても、ま

だそれほどマスコミをにぎわせるテーマとは言えなかった。2014 年から 2015 年に年

替わりしたあたりから、徐々にマスコミでもこの種の話題が増加に転じた。2015 年 4
月に開催されたドイツのハノーバー・メッセでは、かつてない規模で日本からの参観

者が押し寄せたと報道されていた。そして一年後の現在は、もはやインダストリー4.0
は当たり前の話題になっていると言ってよい。 

日本においても、世界の新しい潮流に合わせるようにして新しい動きが始まった。1
つは、政府が主導した「ロボット革命イニシアティブ協議会（RRI）」であり、もう 1
つは、法政大学デザイン工学部の西岡靖之教授 提唱による「インダストリアル・バリ

ューチェーン・イニシアティブ（IVI）」である。 

以上を踏まえ、今年度は、前年に引き続きインダストリー4.0 や IIC などの内外の動

向をサーベイする一方、工場見学会の開催や専門家による講演会を交えながら、専門

部会内部での議論を活発に行うこととした。 

議論を進めやすくする観点から、各委員を調査対象とするアンケート方式の調査を

行うことにした。アンケートで採りあげた調査項目は以下のとおりである。 

 パラダイムシフトに対する各社の受け止め方 

 パラダイムシフトに対する自社の位置づけ 

 自社ものづくり力の現況認識 

 自社の今後の展開 

 専門部会の活動に関する意見 

                                                  
6 本事業の平成 26 年度においては、“Industrie4.0”とドイツ語表記をそのまま使用した。平成 27 年度は、
「インダストリー4.0」とカタカナ表記とする。 
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回答は、書面方式とし、選択肢を設ける通常の設問のほか、自由記述の説欄を多く

することで、各委員の考え方を多面的に集約することとした。 

 

（2）今年度の実施項目 

今年度事業をスタートするにあたり、調査研究の対象として次の 4 つの柱を予定し

た。（1）世界の製造業のパラダイムシフトの方向、（2）日本のものづくり環境変化

の実態、（3）日本の強みを発揮するために磨き上げるべき製造技術、製造プロセス、

（4）今後の日本の製造業がとるべき世界戦略、以上である。 

この 4 つの調査項目については、上述の「今年度事業の経緯と位置付け」に述べた

観点と昨年度からの継続性を踏まえ、以下の 4 つの柱に改組して事業を展開した。 

A) 製造業パラダイムシフトの流れと方向性 

B) 製造業パラダイムの具体的事例 

C) 製造業パラダイムシフトの日本での受け止め方 

D) 製造業パラダイムシフトへの日本の機械工業としての対応 

具体的にみると、「A）製造業パラダイムシフトの流れと方向性」は、昨年度におい

て、特に集中的に調査研究をしてきたところである。しかし、現状を見るに、米国に

おけるインダストリアル・インターネット・コンソーシアムやドイツにおけるインダ

ストリー4.0 などのように様々な活動が絶え間なく継続されているという実情がある。

また、折に触れ、関連のある注目すべきレポートが公表されてきた。パラダイムシフ

トに係る諸活動は、今後も様々な形で継続してゆくであろうことは明らかである。本

事業としては、引き続きそれらの動向を注視し、追跡調査を行う。 

「B）製造業パラダイムの具体的事例」については、今や世界中の企業が新しいパラ

ダイムシフトに乗り遅れまいとしていることから明らかなように、様々な取り組み事

例が報じられている。こうした事例で多く見られるのはどのような事例か。多くの取

組が目指すのはどのような方向か。事例を理解するための枠組みはどのように捉えれ

ばいいのか。このような観点から、報道されている事例をベースにした具体的事例の

収集を行う。また、分類するための枠組みの検討も合わせて行う。枠組みの検討は、

日本がとるべき対応として長期的戦略を考察する際の参考となりうる。 

「C）製造業パラダイムシフトの日本での受け止め方」については、主に専門部会委

員の受け止め方に対する調査から検討していく。表面的にみると、我が国は世界のも

のづくりのパラダイム「シフト」の後塵を拝している。3D プリンターやドローンも同

様。一方、ビッグデータ、スマートシティなどへの取組では、日本特有の対応をして

きたものの、世界をリードしているようには見えない。また、相次ぐリコールの問題

化などにより、揺らいできたという見方もある日本の現場力や日本の強み、製造技術

などの技術戦略、製造プロセス革新の在り方など生産技術の動向についても調査を行
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う。以上の調査検討を経たうえで、機械工業が目指すべき方向性のヒントを探る。 

「D）製造業パラダイムシフトへの日本機械工業としての対応」については、今後の

日本の製造業がとるべき世界戦略について、米独とは異なる日本の強みを最大限発揮

し、新興国の追い上げにも対応できるような戦略について、専門部会において議論を

行い、方向性を検討した。平成 26 年度調査においては、「モノづくり」の“High Value
化”を考えることの必要性を訴求したが、平成 27 年度調査ではさらに具体的に

“TAKUMI4.0”という表現を案出することにより、欧米とは異なる日本らしさが「現

場力」にあるとの考え方を強調した方向性を打ち出している。 

 

5）事業推進体制と事業運営 

日本機械工業連合会の内部に、平成 26 年度同様、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、調査研究テーマは前年度に引き続き「世界

の製造業のパラダイムシフトへの対応調査研究」とした。 

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）と工場見学を行い、調査機関が作成する調査資料を基に、専門部会内部における

議論を重ねることにより事業を進めた。 

なお、今年度は特に、専門部会の企業側メンバーを 3 つのグループに分ける分科

会方式（以下、グループ）を採用し、グループごとのディスカッションを重視する運

営を行った。 

これは、専門部会委員からの発議に基づくものである。専門部会メンバー間で議

論する機会を増やしたいとの要望に沿って設置された。グループ分けは、事務局サイ

ドにおいて、業種がばらけるように調整を行い、グループごとにリーダーを選任した。

グループごとの議題は、メンバー間の協議によることとした。3 つのグループに属さ

ない専門部会長と 2 名の学識経験者、事務局等のメンバーは、4 つ目のグループを形

成し、専門部会長をリーダーとして独自に議論を展開することとした。 

6）平成 27 年度実施した内容 

（1）第 5 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 7 月 21 日（火） 15：00－17:00    
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）平成 27 年度調査資料について 
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    （２）前年度調査の「残された課題」について 
        ①海外情勢・国内の取組みの継続ウォッチ 
        ②パラダイムシフトに繋がるような具体的事例の収集 
        ③ＩＣＴによる「ものづくり」の High Value 化の考え方 
        ④ＩＣＴ化に求められる人材像の検討とその育成策 
        ⑤目指すべき日本型機械工業の将来像の検討     
    （３）調査の進め方 
            ・調査方法（討議、アンケート調査、有識者講演、現地調査 等）

・調査スケジュール 
 〔配布資料〕  

・平成 27 年度調査基礎資料  <A4 縦> 
・平成 27 年度調査基礎資料（概要版） <A4 横> 
・専門部会参加企業に対するアンケート調査骨子案 
・〔参考資料〕平成 26 年度調査・研究報告書の要約 

 

（２）第６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 9 月 11 日 14:00~17:00 
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）アンケート結果報告と内容の検討 
パラダイムシフトに関する専門部会委員向け調査(全 18 社ベース)の

単純集計分について委託先から報告 

（２）調査・収集資料の内容について 
委託先から調査資料の説明 

 
（３）第７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 10 月 23 日（金） 12:40～18:00 
２．場所：三菱電機（株）名古屋製作所 
     愛知県名古屋市東区矢田南五丁目 1 番 14 号 

３．議 題： 
   （１）見学スケジュール 

13:00-13:30  名古屋製作所概況説明 
13:30-14:00  e-F@ctory 説明 
14:05-14:45  FCC・加技センター視察 
14:45-15:25  サーボモータ工場視察 
15:30-16:10  新生産棟（e＆eco-F@ctory） 
16:10-17:00  質疑応答 
17:00-18:00  日機連・会合 

（２）17:00～18:00 の日機連・会合 
今後のグループ別活動等について検討      
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（4）第 8 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 12 月 10 日（木） 10:00～13:15 
２．場 所： 機械振興会館 6 階 65 号室 東京都港区芝公園 3－5－8 
３．議 題：  

（１）委託先からの調査資料の説明 
 「つなぐ」の捉え方 

 事例集の紹介 

 アンケート調査回答集計結果の報告 

 agendaCPS の部分訳の紹介 

 TAKUMI4.0 を考えるための参考資料の紹介             

（２）グループ別ディスカッション 
 A～C:委員だけのグループ 

 D:委員長、副委員長等の委員以外の日機連事務局、委託先を

含むメンバー 

 
（5）第 9 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 28 年 1 月 26 日（火）14:00～17:30 
２．場 所： 機械振興会 6 階 6D－2 号室  東京都港区芝公園 3－5－8 
３．議 題： 

（１）講演 「NEC Industrial IoT について」 
＜講師＞日本電気（株）第一製造業ソリューション事業部  販売促進部 
       部長 関 行秀 様 
（２）グループ別ディスカッション 
（３）全体討議 

 

（6）第 10 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 28 年 2 月 23 日（火）14:00～17:30 
２．場 所： 機械振興会館地下 3 階研修 2 号室  東京都港区芝公園 3－5－8 
３．議 題： 

（１）講演 「これからのものづくり技術が目指す方向は？」 
＜講師＞法政大学理工学部 教授 木村 文彦 様 
（２）グループ別ディスカッション 
（３）全体討議 
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2 章. 製造業パラダイムシフトの流れと方向性 

本事業の平成 26 年度のメインテーマは、「世界の製造業のパラダイムシフトの方

向」を捉えることであった。ドイツのインダストリー4.0 をはじめとして、米国の先

進製造戦略や英国の高付加価値製造戦略などを調査した。先進国は、競うように ICT
との融合を狙った製造業に焦点を絞った産業政策の展開を始めている。 

企業サイドをみると、米国の GE がインダストリアル・インターネットを掲げ、IIC
というコンソーシアムを立ち上げ、米国内にとどまらず世界中の企業が参加して具体

的な活動を始めている。ドイツではシーメンスなどが、ハノーバー・メッセなど様々

な場において、先進事例の発信に努めている。こうした流れは一過性のものではなく、

現在進行形で引き続き世界中で進んでいく現象である。 

そこで今年度も前年に引き続き、世界中の製造業に関係した新しい取組の動向を

ウォッチしていくことにした。以下は、世界各地における動向を調査するとともに、

製造業のパラダイムシフトの方向性についてまとめたものである。 

1）世界の動向 

（1）ドイツ：インダストリー4.07 

1.インダストリー4.0 の沿革と進捗の概要 

インダストリー4.0 の沿革と体制 

そもそもインダストリー4.0 とは、ドイツの「ハイテク戦略 20208」で採用された

未来プロジェクトの一つであり、ハイテク戦略のキーとなるプロジェクトである。

2011 年にはインダストリー4.0 に関する最初の提言が行われ、2012 年 10 月にはイン

ダストリー4.0 の実現に関する提言書が、2013 年 4 月には最終となる提言書が提出さ

れている。 

教育研究省の支援で行われた研究のお蔭で、インダストリー4.0 は第 4 次産業革命

に導く第一歩をスタートした。 

インダストリー4.0 を推進するために、ドイツ連邦政府は、急激な変化の途上にあ

る社会的技術的発展分野における主導権を握り、ドイツのイノベーションに係る全て

の関係者が相互に協力しあうための仕組みづくりを進めた。この仕組みとなる土台が

インダストリアル・インターネット 4.0 のプラットフォームである。ここに進行係と

                                                  
7 出所：Industrie4.0 Platform の各サイトから NSRI 作成  

http://www.plattform-i40.de/ 
http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/Plattform/Plattform-Industrie-40/pl
attform-industrie-40.html  

8 ドイツの「ハイテク戦略 2020」：2006 年に発表され、2010 年に改訂された。連邦政府の諮問機関は
“Forschungsunion Wirtschaft – Wissenschaft”直訳すると「経済・科学研究連合」 
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しての事務局が置かれ、当初は、機械・電気・情報の各業界 3 団体9が協力して執務

する体制がとられた。 

全体の運営は運営委員会が担い、その下部に 5 つの作業部会（WG）が設置されて

いる。WG は、スマートファクトリー、現実の環境、経済環境、人事・労働、技術要

因のそれぞれに分かれて活動が展開される。 

プラットフォームと業界三団体との関わり10 

業界 3 団体には約 6000 の企業が含まれている。インダストリー4.0 のさらなる発

展のために 3 団体の協力が必要とされ、プラットフォームに招集された。その結果、

業界の垣根を越えて 3 団体が意味のある協業の形を取ってインダストリー4.0 プラッ

トフォームの運営を行うことになった。プラットフォームの正式の発足は、公式には

2013 年のハノーバー・メッセで公表されている。 

2.インダストリー4.0 プラットフォームに連邦政府が参加 

推進体制の拡充 

インダストリー4.0 は、2015 年春までは 3 つの業界団体が共同で事務局を務めて

きた。ところが、2015 年 4 月 14 日には、拡大プラットフォームがスタートし、行政・

産業・労組・研究機関の強力な連携を謳う組織が出来上がった。インダストリー4.0
プラットフォームという組織の頂点には、連邦経済エネルギー相と連邦教育研究相が

名を連ね、政府自らがインダストリー4.0 プラットフォームの運営に乗り出し、連邦

政府の意気込みを内外に示した。そこでは「関係者みんなで第 4次産業革命を成し遂

げよう」というスローガンが謳われている。 

強化される経済のデジタル化推進体制 

2015 年 4 月 14 日は新しい「インダストリー4.0 拡大プラットフォーム」発足の日

として記憶されることになる。行政や産業、労組、研究機関による強力な連携の下、

「経済のデジタル化計画」が始動した。関係省庁には、連邦経済エネルギー省（BMWi）、
教育研究省（BMBF）、内務省（BMI）が、団体ではドイツ機械工業連盟（VDMA）、

通信/ニューメディア産業連合会（BITKOM）、電気・電子工業連盟（ZVEI）が参画

している。産学官労組が一体となった強力な体制ができたのである。  

3.プラットフォームに政府が参画した背景 

2015 年春までのインダストリー4.0 プラットフォームの活動について、民間企業

はどのようにみていたのか。巷には「インダストリー4.0 プラットフォームは実際に

                                                  
9 機械：VDMA(ドイツ機械工業連盟)、電気：ZVEI(ドイツ電気電子工業連盟)、情報：BITKOM(通信/ニ
ューメディア産業連合会） 

10 出所：インダストリー4.0 プラットフォームの HP から NSRI 作成 
http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/Plattform/Plattform-Industrie-40/plattform-
industrie-40.html   
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は何も進んではいないのでは」という見方があった11と伝えられている。「実際には何

も進んでいないのでは」という問いかけに対し、ABB の役員は次のような回答を行

っている。 

「関係者間における生々しい討議を通じて一般大衆にも手の届く話題を創り上げ

ることに成功した。加えるに昨年『次なるステップの推奨』を公刊したほか、ユース

ケース、研究ロードマップ、RAMI を打ち出している。3 団体によるプラットフォー

ムは文字通り土台を提供し、引き続き進化を続けている。ただ、統合的標準を提案す

ることには荷が重すぎると3団体は考えており、これが連邦経済エネルギー省（BMWi）
のイニシアティブが重要と考える所以だ」と。 

インダストリー4.0 プラットフォームの活動に、肯定的な見方を示すとともに、連

邦政府が乗り出すべき必要性を指摘していることが注目される。 

一方、連邦政府の HP12をみると、「インダストリー4.0 のビジョンの実施は、いま

だよちよち歩きの段階である。ドイツのユーザーは今や積極的に参加し、歩調を合わ

せて開発していくチャンスに直面している。インダストリー4.0 プラットフォームは

今や最大のネットワークを誇る。100 以上の組織から 250 以上の参加者が集い、世界

的な広がりを持つ最大で最も多様なネットワークとなっている。今日でさえ、インダ

ストリー4.0 プラットフォームは多くの国々にとってモデルとなっている。」との評価

を載せている。 

 

4. 拡大後のプラットフォームの全体像（構造）13 

拡大プラットフォームの体制 

拡大後のプラットフォームをみると、体制のトップに二人の連邦政府の大臣を据

えている点が目につく。連邦政府が参画することによって、業界間などの利害対立を

調整する役割や、社会全般への普及啓発、デモンストレーションのためのテストベッ

ドの推進、標準化活動などを統括する役割などが期待されている。 
運営委員会のメンバーをみると、ドイツ企業以外に、ABB、HP（Hewlett-Packard）、

IBM のような本社の国籍がドイツ以外の企業や通信業（ドイツテレコム）の名がみ

える。事務局を担う 3 業界団体も運営委員会のメンバーに名を連ねている。 

                                                  
11 ABB(Dr. Wolfgang Scheremet, Director-General Industrial Policy)へのインタビュー記事 
12 出所：インダストリー4.0 プラットフォームの HP から NSRI 作成 

http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/Home/home.html  
 
13 出所：ドイツ連邦経済エネルギー省 HP の“ Industrie 4.0: The Digitization of the Economy”から

NSRI 作成  http://www.bmwi.de/EN/Topics/Economy/Industrial-policy/industrie-4-0.html  
 出所：Industrie4.0 の HP から NSRI 作成  
http://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/DE/Standardartikel/plattform-struktur-diagramm.html   
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図表 2 拡大後のプラットフォーム体制図 

共同議長：ガブリエル（Sigmar Gabriel）大臣（連邦経済エネルギー省 BMWi） 
共同議長：ヴァンカ（Johanna Wanka）大臣（連邦教育研究省 BMBF） 

 ●技術的/実務的専門事項意志決定 

     運営委員会----実業界代表、BMWi、 BMBF 
     WG（作業部会）---各 WG 委員長、ゲスト、推進役 

 ●ガイダンス、社会、普及啓発 

     戦略グループ（政府、実業界、労組、研究機関） 

   ---運営委員会の代表、連邦事務局、内務省、各州代表 

   ---業界団体（VDMA、ZVEI、BITKOM、BDI、VDA、BDEW） 

   ---労組代表（IG Metall） 

   ---研究機関代表（Fraunhofer） 

 ●市場活動 

     工業連携、発議---テストベッド、応用事例 

            国際標準化---連携、標準化団体、DKE（ドイツ電気電子情報委員会）など 

 
出所：ドイツ連邦経済エネルギー省 HP の“Industrie 4.0: The Digitization of the Economy”  

http://www.bmwi.de/EN/Topics/Economy/Industrial-policy/industrie-4-0.html 
及び、Industrie4.0 の HP から NSRI 作成 
http://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/DE/Standardartikel/plattform-struktur-diagramm.html  

 

図表 3 インダストリー4.0 プラントフォームの運営委員会メンバー 

ABB AG FESTO AG & 
Co. KG 

Hewlett 
Packard 
Gmbh 

PHOENIX 
CONTACT 
Electronics Gmbh

Robert Bosch 
Industrietreuh
and KG 

ThyssenKrupp 
AG 

Bosch 
Rexroth 
AG 

TRUMPF 
Werkzeugmas
chinen Gmbh 

IBM 
Deutschland
Gmbh 

WITTENSTEIN 
AG 

SAP 
Deutschland 
AG & Co. KG 

Technische 
Universität 
Darmstadt 

Deutsche 
Telekom 
AG 

VDMA 
Infineon 
Technologies 
AG 

ZVEI Siemens AG Bitkom 

出所：同上 
 

プラットフォーム活動の担い手14 

このプラットフォームの全体像構造から明らかなとおり、経済エネルギー相と教

育研究相は、産業界や学術界、労組の高位代表者とともに、プラットフォームを管轄

し、ほかの連邦各省とも連携しながらプラットフォームの運営と解決に携わっている。 

 

  

                                                  
14 出所：Industrie4.0 Platform の各サイトから NSRI 作成  

http://www.plattform-i40.de/  

http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/Plattform/Plattform-Industrie-40/plattform-industrie-40.html  
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プラットフォームのワーキンググループ15 

プラットフォームの専門的実質的な活動は、WG で行われる。各 WG は、それぞ

れのテーマについて非競争領域における概念や特定の活動勧告を開発し、文書化する。

こうした活動は全ドイツの全ての参加者にとっての競争的利益になることが求めら

れる。  

5.プラットフォームの活動内容 

プラットフォームで取り扱われているテーマは、標準化、セキュリティ、法的枠

組み、研究や設計作業なども取り扱っている。運営委員会では、企業の代表が中心と

なって技術的な WG の結論を実行するための戦略を開発してきた。戦略グループは政

界、産業団体、学術界、労組、連邦各部局とともに政治的なコントロールやインダス

トリー4.0 の普及啓発上の社会政治的な効果についての討論における役割などを議論

している。 

6.プラットフォームの狙い16 

プラットフォームの狙い 

プラットフォームの狙いをみると、ドイツの製造業がいかに国際競争力を強化し

ていくか、そのためにインダストリー4.0 の生産基地としてのドイツが工場設備の提

供国たりえるかという問題意識がうかがえる。 

ドイツの役割 

ドイツの役割は二つある。一つは、標準化を定めること。もう一つは、人々の便

益に資するような労働環境を打ち立てていくことである。 

その答えはプラットフォーム 4.0 における数々の対話の中から生まれる。企業と従

業員に労組、業界団体、研究機関と政治が一緒に議論して初めてその効果が生まれる。

既にすべての「役者」が担うべき野心的で達成可能な勧告が出ている。 

その勧告には適切な標準化への始動が盛り込まれている。加えて、ユーザーのニ

ーズやユーザーのことを研究するためのアジェンダを発展させることも必要である。

最終的には、意味のある応用例を提示することが必要になる。ネットワークされた製

品や価値連鎖のネットワークが様々な効果を持つという事例ができれば、デモンスト

レーションとしてニュービジネスやワークモデルとして直接的に役に立つことにな

る。 

                                                  
15 出所：インダストリー4.0 プラットフォームの HP から NSRI 作成 

http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/Plattform/Plattform-Industrie-40/plattform-
industrie-40.html  

16 出所：インダストリー4.0 プラットフォームの HP から NSRI 作成 
http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/Plattform/Plattform-Industrie-40/plattform-
industrie-40.html    
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プラットフォームの役割17 

プラットフォーム自体が目的としているところは、あらゆる「役者」間の協業を

発展させることによって、一貫した信頼性の高いフレームワークとして機能させるこ

とである。競争の前段階において協業とネットワーク化を進め、ドイツにある起業ス

キルと起業へのエネルギーをさらに支援することもプラットフォームの役割である。 

こうしたプラットフォームの主張は、製造業における関連する発展の方向性を明

確にし、インダストリー4.0 の共通理解を深めることにつながる。言い換えると、プ

ラットフォームの役割は、実際の市場においていろいろな活動を実行し運営していく

のではなく、事前に主導されたり、支援されたりすることが必要な研究プロジェクト

や企業主導の事業における、デモンストレーション・センターとして機能することに

ある。 

この役割は標準化作業においても同様である。プラットフォームは作業部会が行

うような標準化作業を進める場ではなく、標準化に向けた活動の必要性を訴求し、国

家レベル国際レベルの作業部会に向けて積極的に勧告することにある。 

7.インダストリー4.0 の実現戦略18 

2015 年春に公表された「インダストリー4.0 の実現戦略」の概要をみると、次の

とおりである。 

図表 4 インダストリー4.0 の実現戦略 

 インダストリー4.0 の定義、戦略と目標、便益、競合 
 学術諮問委員会の命題 
 インダストリー4.0 の実現戦略 
 研究と革新 

 価値ネットワークを通じた水平統合 
 ライフサイクル全般を通じた終始一貫したエンジニアリング 
 垂直統合とネットワーキングされた生産システム 
 新しい社会労働インフラ 
 インダストリー4.0 用の分野横断的技術 
 上記各研究項目の相互依存関係と相関関係、特徴検出等々 

 レファレンス・アーキテクチャー・標準化・規格化 
 RAMI4.0:インダストリー4.0 レファレンス・アーキテクチャー・

モデル 
 標準化及び規格化 

 ネットワーキングされたシステムの安全性 
 インダストリー4.0 脅威の構図 

                                                  
17 出所：インダストリー4.0 プラットフォームの HP から NSRI 作成 

http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/Plattform/Plattform-Industrie-40/plattform-
industrie-40.html  

18  出所：「インダストリー -4.0 実現戦略」プラットフォーム・インダストリー4.0 調査報告
BITKOM,VDMA,ZVEI 2015 年 4 月の６．レフェレンスアーキテクチャー・標準化・規格化（2015 
年 8 月 日本貿易振興機構（ジェトロ）：翻訳士 井上 英巳 氏） から NSRI 作成 

原典：Umsetzungsstrategie Industrie 4.0 Ergebnisbericht der Plattform Industrie 4.0 
http://www.plattform-i40.de/sites/default/files/150410_Umsetzungsstrategie.pdf   
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 インダストリー4.0 の安全目標とセキュリティ要求条件 
 模範的なセキュリティ対策 
 展望と要求事項 

 付録 
 参考文献一覧 
 インダストリー4.0 の用語集 
 執筆チーム 

このうち、特に注目点を抜き出してみたものが以下である。 

“まえがき”から 

 インダストリー4.0 の技術が各種の技術に及ぼす影響は進化的なもの 
 既存のビジネスプロセスには革命的な変化をもたらす 
 新たなビジネスモデルも生まれる 
 その焦点となるのは、開発・製造・物流・サービスという産業の中核を

為すプロセスの最適化 

“インダストリー4.0 の効果”から 

 顧客の個別的要望への対応能力向上 
 単品～少量の個別生産の収益性向上 
 I4.0 がビッグデータ・ソーシャルメディア・クラウドコンピューティン

グなどとともに提供する様々な情報により、以下の諸点が可能に 
 意思決定の最適化 
 設計決定のリスク早期回避 
 不具合への柔軟な対応 
 資源の立地横断的最適化 
 生産性の向上と資源の利用効率向上による生産効率改善 
 製品を補完する新しいサービスの提供など新たな価値創造形態の

出現 

“労働の在り方”から 

 身体能力・認知能力の支援 
 インダストリー4.0 の「決定的な付加価値」 

 インダストリー4.0 を通じた人材育成のための柔軟かつ多様なキャリ
アモデル 
 教育水準が高い社員の知識ベース（知識と経験）を維持できる 
 経営幹部と専門人材のキャリア 

 ソーシャルメディアによる生産計画と労働時間の柔軟性増大 
 従業員～人材投入計画に自ら関与する可能性拡大 
 仕事と家庭や余暇との両立しやすく 

“ドイツを“インダストリー4.0 ソリューション”の模範市場にする”から 

 大手企業、中小企業～知識は群を抜く 
 工業用自動化技術、IT、工具・機械製造業種など 

“インダストリー4.0 構想の前提” から 

 製品ライフサイクルを通じすべての関係者が企業横断的に通信・協力を
リアルタイムで行うこと 

 インターネットベースのプラットフォームによって実現 
 このデジタルプラットフォームが革新的バリューチェーンの基盤と

なる 
出所：「インダストリー-4.0 実現戦略」プラットフォーム・インダストリー4.0 調査報告 BITKOM、

VDMA、ZVEI 2015 年 4 月の６．レフェレンスアーキテクチャー・標準化・規格化（2015 
年 8 月 日本貿易振興機構（ジェトロ）：翻訳士 井上 英巳 氏）から NSRI 作成 

原典：Umsetzungsstrategie Industrie 4.0 Ergebnisbericht der Plattform Industrie 4.0 
http://www.plattform-i40.de/sites/default/files/150410_Umsetzungsstrategie.pdf   
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8.レファレンス・アーキテクチャー・モデル・インダストリー4.0（RAMI4.0） 

レファレンス・アーキテクチャー・モデルの登場 

2015 年の春は、インダストリー4.0 プラットフォームの活動に連邦政府が参画す

るというニュースのほかに、もう一つの新しいニュースがあった。ドイツのインダス

トリー4.0 に関連する新しい動きとしてレファレンス・アーキテクチャー・モデル・

インダストリー4.0（RAMI4.0）の出現19である。これは、VDI（ドイツエンジニア協

会）/VDE（ドイツ電気技術者協会）、及び ZVEI のワーキンググループ SG2 が緊密

に連携して公刊したものである。 

 

レファレンス・アーキテクチャー・モデル・インダストリー4.0（RAMI4.0）とは 

参照アーキテクチャーに関する基本的考え方20をみると、様々な側面を一つの共通

モデルとしてまとめ上げたものとされ、次の 3 つの側面が描かれている。 

第１の側面：工場内の垂直統合：自動化機器や各種サービスなどの生産手段を相

互にネットワーキングすること。 

第２の側面：工場内の垂直統合：インダストリー4.0 では生産手段に加えて製品と

半製品もネットワーキングに含める。 

第３の側面：価値ネットワークの水平統合：生産手段や製品・半製品において発

生する技術データ・管理データ・商業データなどが価値連鎖のあらゆる局面で整合性

を保ちながら、いつでもアクセス可能でなければならない。これが「終始一貫したエ

ンジニアリング」の意味合いとされている。 

 

レファレンス・アーキテクチャー・モデルの要件 

レファレンス・アーキテクチャー・モデルの要件をみると、上記 3 側面を一つの

モデルとして表現できるとともに、以下の点を踏まえた一体的なモデルであることが

必要であるという。以下の点とは、次の 3 点である。 

 ミリ秒で走査を行う制御系 

 複数の工場間の動的な連携 

 連携に伴う新たな商業的問題点 

  

                                                  
19 出所：ZVEI Statusreport “Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 (RAMI4.0)から NSRI 作成  

http://www.vdi.de/fileadmin/user_upload/VDI-GMA_Statusreport_Referenzarchitekturmodell
-Industrie40.pdf  

20 出所：「インダストリー-4.0 実現戦略」プラットフォーム・インダストリー4.0 調査報告BITKOM,VDMA,ZVEI 
2015 年 4 月の６．レフェレンスアーキテクチャー・標準化・規格化 からNSRI 作成 

原典：Umsetzungsstrategie Industrie 4.0 Ergebnisbericht der Plattform Industrie 4.0 
http://www.plattform-i40.de/sites/default/files/150410_Umsetzungsstrategie.pdf   
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参照アーキテクチャーにおける重要なポイントは、様々なアプリケーション領域

で異なる視点を理解し、その本質的な部分を捉えて、共通のモデルとして一体化する

こととある。 

 

レファレンス・アーキテクチャーの立体モデル 

図示化された具体的なモデルをみると、以下のような立体図となっている。この

図には「インダストリー4.0 レファレンス・アーキテクチャー（以下、RAMI4.0）」
と称され、参照基準となる層の構成は、如何にあるべきかという観点から案出された

ものとある。 

RAMI4.0 の縦軸方向の層をみると、事業層（ビジネスレイヤー）、機能層（ファン

クショナルレイヤー）、情報層（インフォーメーションレイヤー）、通信層（コミュニ

ケーションレイヤー）、統合層（インテグレーションレイヤー）、資産層（アセットレ

イヤー）がある。左側横軸方向の層をみると、開発と生産という二つのバリュー・ス

トリームが、それぞれ右側のヒエラルキー・レベルと公差している。 

図表 5 RAMI4.0：レファレンス・アーキテクチャー・モデル・インダストリー4.021 

 

  

                                                  
21 出所：ZVEI Statusreport “Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 (RAMI4.0)から NSRI 加筆 

http://www.vdi.de/fileadmin/user_upload/VDI-GMA_Statusreport_Referenzarchitekturmod
ell-Industrie40.pdf  
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立体モデルが強調していること 

RAMI4.0 の図で強調されていることは、4 つある。ライフサイクルと価値連鎖（バ

リューストリーム）、及び、タイプとインスタンス。 

“ライフサイクル”は、製品・機械・工場等のライフサイクル全体の相関関係や

繋がり、特徴などを可視化し、標準化するため。もう一つの軸はライフサイクルに結

びついた価値連鎖を表わす。IEC62890 のドラフトが参考になるという。 

“タイプ”は、指示・開発・試験から試作第一号及びプロトタイプの製造までの

「開発」において成立する製品や機械などのタイプ（型）のこと。 

“インスタンス”は、一般的なタイプに基づいて生産された製品の一つひとつに

一意的な製造番号が付けられる。それがこのタイプのインスタンス（個別特定製品）

となる。 

バリューチェーンの（価値連鎖） 

“価値連鎖”は、全工場とエンジニアリングから納入業者、顧客までを含めたす

べてのパートナーを合わせて考えるもの。価値連鎖は、購買・受注オーダー計画・組

立・物流・メンテナンス・顧客・納入業者を結び付ける。そこには大幅な改善の可能

性が秘められている。顧客は、製品の製造工程における完成度がわかる。納入部品は、

特定の時点にどこにあるかわかる。購買はリアルタイムの在庫状況がわかる。工場内

物流は、受注状況に即した自己組織型になる。物流データは、組立工程で利用できる

ようになる。 

9.インダストリー4.0 の研究・技術開発関連の動向 

ドイツ規格化戦略 

ドイツ規格化戦略22によれば、規格化（英語では法律上の標準（standard））とは、

一般に通用するため、権威ある機関により、作業に関する規則・指針・要件などを完

全なコンセンサスに基づいて策定すること。 

標準化 

標準化とは、ドイツ規格化戦略によれば、仕様の策定プロセスのことを指す。そ

のための文書形式には様々なものがある。例えば VDE 適用規則、DIN 仕様書（DIN 

SOPEC）、PAS（Publicly Available Specifications/公開仕様書）、技術仕様書（TS）、
ITA（Industry technical Agreement）、TR（Technical Report）などがある。 

 

                                                  
22 出所：「インダストリー-4.0 実現戦略」プラットフォーム・インダストリー4.0 調査報告BITKOM,VDMA,ZVEI 

2015 年 4 月の６．レフェレンスアーキテクチャー・標準化・規格化 からNSRI 作成 
原典：Umsetzungsstrategie Industrie 4.0 Ergebnisbericht der Plattform Industrie 4.0 

http://www.plattform-i40.de/sites/default/files/150410_Umsetzungsstrategie ’  
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規格及び標準の効能については、技術標準の確実な基盤を確立し、アプリケーシ

ョンの総合運用性を保証し、環境や装置、消費者を統一した安全規格により守り、将

来を見据えた製品開発の基盤となり、統一した用語や概念によって関係者すべての意

思疎通の助けとなるとある。 

CPS の研究開発動向 

インダストリー4.0 の研究・技術開発の動向をみると、アジェンダ CPS の研究レポ

ート23を挙げることができる。題名は「ネットワーク化された世界に生きる  統合研

究指針 サイバーフィジカルシステム（CPS 指針）」著者は、エバ・ガイスバーガー/

マンフレッド・ブロイ編、ドイツ科学工学アカデミー スタディ 2015 年 3 月 刊行。 

主要な目次をみると、以下のような展開が見られる。 

図表 6 アジェンダ CPS の研究レポート 

1. サイバーフィジカルシステムのビジョン、特徴、新たな能力（将来性） 

2. CPS 主題となる分野 

3. 政治的、社会的課題 

4. 技術的工学的課題 

5. ビジネスモデルとエコシステム 

6. ポジションの決定、分析、及び結論 

付録 A:研究と技術の現状 

付録 B:サービスプラットフォームの質と運用可能性 

（自動車等の例示によって示されるようなサービス） 

付録 C:中小規模企業の調査結果 

なお、抄訳については第Ⅱ部参考資料編“７.ドイツ科学工学アカデミー「CPS 指

針」から”に収載されている。 
 

10.ドイツ側の世界のインダストリー4.0 に類似する取組に対する認識 

ドイツ・アカデミアの認識24 

各国でいろいろな取り組みが行われている。ドイツの学者による発言を拾う。「製

造業のデジタル化は世界の潮流」という認識に立ち、各国別の取組について次のよう

に評している。 

「ドイツ（欧州）は、エンジニアリングの卓越性をデジタル世界へ。米国は、デ

                                                  
23 Living in a networked world Integrated research agenda Cyber-Physical Systems  (agenda CPS)  

Eva Geisberger/Manfred Broy (Eds.) acatech  STUDY March 2015  
24 出所：東工大・アーヘン工科大国際産学連携共同シンポジウムにおける RWTH Aachen University 

Professor Fritz Klocke のプレゼンから NSRI 作成 
  http://www.sangaku.titech.ac.jp/document/pdf/news_0330_4.pdf 

原典： P. Kabasci, Fraunhofer IPT, Werkzeugmaschinenlabor, BMBF - INBENZAP 
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ジタル・イノベーションを現実世界へ。中国は、スピードが速く、潜在力と長期戦略

の実利的な採択を行う。一方、日本については「採択」してイノベーションに持ち込

むのが得意で、量産能力が高い」としている。 

また、インダストリー4.0 とよく似たものとして、「デジタル・プロダクション、デ

ジタル・ファクトリー、スマート・サービス・ワールド、インダストリアライズド・イ

ンターネット・イニシアティブ、ブリリャンド・ファクトリー、IoT」を挙げている。 

デジタル化やビッグデータについて、「デジタル化は、世界各地にみられるインダ

ストリー4.0 と似た取組であり、製造業のデジタル化は世界の潮流」である。さらに、

「ソーシャルネットワークは、データの「宝庫」であり、ビッグデータでも活用され

るべきである。特に、ビッグデータの活用という点では、製造業はまだビギナーに過

ぎない」との認識を示している。 

 

インダストリー4.0 に対するドイツ企業の反応 

2015 年 4 月、会計監査法人でもある pwc 社25から、ドイツ企業 235 社への調査結

果26「インダストリー4.0 の本質的な特徴と、それがもたらす機会と課題」といレポー

トが公表された。同レポートでは、インダストリー4.0 を推進27する力として、次の 3
つを挙げている。 

図表 7 インダストリー4.0 展開の推進力 

第一、バリューチェーンの垂直及び水平統合と管理改善の機会 

 今後 5 年間に 18％を超える生産性の改善を期待（調査対象企業） 

 現在、自社の主要プロセスをデジタル化している企業は 5 社に 1 社 

 5 年後、重要な事業部門のすべてに導入、85％ 

第二、製品・サービスのデジタル化と相互接続（IoT、IoS） 

第三、デジタルビジネスモデルの登場 

 顧客の個別の要望に合わせたテーラーメードのソリューションによる付加

価値の提供 

 バリューチェーンの各工程における水平的連携の著しい増加 

 データの統合的な利用・分析 

出所 「インダストリアル・インターネットの機会と課題－インダストリー 4.0」ｐｗｃ 
http://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/thoughtleadership/opportunities-and-challe
nges-of-the-industrial-internet1504.html 

                                                  
25 出所：ドイツ企業 235社への調査そのものは、ドイツの市場調査会社TNS Emnidによって実施された。

調査対象企業は、製造・エンジニアリング、自動車、プロセス、電気・電子システム、情報通信
産業に属する企業である。 

26 出所：「インダストリアル・インターネットの機会と課題－インダストリー 4.0」pwc 社 
27 pwc 社のレポートでは「インダストリアル・インターネット展開の推進力」とある。 

http://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/thoughtleadership/opportunities-and-challenges-of-the-i
ndustrial-internet1504.html  
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また、デジタル社会への移行に伴う課題として、インダストリー4.0 が、個別企業

レベルでの投資対効果が不明確であること、或いは、業界としての基準決定が未合意

のままであること、データ保護の分野、従業員に求められる能力が（展開上障害とな

るとの認識などが挙げられている。 

コラム 1 It's OWL：：Intelligente Technische OstWestfahlenLippe28 
it`s owl 
 “it`s owl”とは、研究機関・大学・企業による「科学技術ネットワーク」のこと。 
２０12 の BMBF29による「先端主導型クラスターコンペ」での勝者となったトップクラスター。 
明日の技術体系は「インテリジェントかつ繋がる」を掲げる革新的プロジェクト。 
技術移転のためのプラットフォーム構築が狙い。 

It's OWL~ハノーバー・メッセ（2015.4.13）での賛辞
 it’s OWL は積極的な啓発活動に努めている。 
 it’s OWL による「未来の工場」にむけてのソリューションの紹介 

Solutions for the Factory of the Future  
 it’s OWL によるパダーボーン大学のプレゼン （アイデアからの事業化） 

Startup Weekend Paderborn （2015.5.8～5.10） 
  it`s OWL 参加企業と成功事例

 企業 
世界のリーダーBeckoff、 BOGE、 Böllhoff、 Claas、 DMG Mori Seiki、

KEB、 Lenze、 Miele、 Phoenix Contact、  
WAGO 、 Weidmüller 及び他の中堅技術リーダー Strothmann 

 大学 
Bielefeld 大学、Paderborn 大学、 OWL 大学、 Bielefeld 応用科学大学 

 研究機関 
 Fraunhofer（Paderborn）、 Fraunhofer（Lemgo） 

 it`s OWL クラスターからの技術移転成功例 
Bielefeld 大学→ BOGE compressors、BE devices 
Krause DIMATEC～Additive Manufacturing 技術で 2015.1 創業 
Claas：農業機械メーカー、収穫過程のソフトウェアによる最適化技術によ

って機械の 50％が未利用状態にあることが判明。 
Miele：家電メーカー、新しい生産技術によってプロダクトコンセプトを見える

化する技術によって生産を実行できる。 
 SmartFactoryOWL 

Fraunhofer 工業自動化応用センターと East Westpharia-Lippe 大学との
連携事業として「未来の工場」を展示 

ここでは、適合性、資源効率性、人と機械との相互作用性などの重要な分
野の経験ができる。 

コラム 2 北京～ベルリン枢軸30 
中国と欧州が推し進める連帯強化の跡 

The Beijing–Berlin Connection “How China and Europe Forged Stronger Ties” パ
ーク・ニコルソン著:著者は米国「現代ドイツ」研究所の シニア・リサーチ・アソシエ
イツ。本論文以外の同著者の論文に「マイティドイツの神話～ベルリンは諸君が思うほど
強力ではない～」がある。 

                                                  
28 出所：It`s OWL のＨＰから NSRI 作成 

http://www.its-owl.de/home/    
http://www.its-owl.de/presse/news/detailseite/news/loesungen-fuer-die-fabrik-der-zukunft/   

29 BMBF:ドイツ連邦教育研究省 
30 出所：以下から  NSRI 作成  

https://www.foreignaffairs.com/articles/germany/2015-06-01/myth-mighty-germany  
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コラム 3 シーメンス：ハノーバー・メッセ 2015 出展プログラム31 
Hannover Messe 2015 
SIEMENS は米中モデルに対抗し、生き残りをかけて Digital Factory というソフトウェアを
売る会社を目指す。電子化、自動化、デジタル化の総合ポートフォリオからのソリューシ
ョンと製品を展示。 

今年のメッセでは未来の工業や持続的エネルギー生産の核となるべき全バリューチェ
ーンの「シームレス・デジタル化」に焦点を当てている。 
1.チームセンターによるデジタル事業の推進：The Digital Enterprise Software Suite 

シーメンスはインダストリー4.0 を実現するために、全バリューチェーンのシームレ
ス・デジタル化を提案する。Digital Enterprise Software Suite のバックボーンがチー
ムセンターであり、これがシーメンスが連携する際のプラットフォームとなる。 

2.マセラッティの生産ライン 

シーメンスの支援によってマセラッティでは自動車の設計から生産計画、エンジニア
リング、製造執行の全てのバリューチェーンにおける完全なライフサイクル管理を可能
にした。シーメンスのハード・ソフトの統合ポートフォリオによって開発・生産・サプ
ライヤーの全データの統合を可能にしている。 

3.インダストリー.4.0 への途を拓く「努力不用コミュニケーション」 

“Plug & Produce” インダストリー4.0 への途を拓く「工業コミュニケーション」の
ビジョンを示す言葉。 
“Effortless Communication”: セットアップ、テスト、機械や設備ネットワークの
アップグレードを努力・習熟を要せずして行うことができるようなコミュニケ―ション
を可能にするもので、一連の革新プロジェクトの初期段階にあたる。 

4.マルチ・キャリア・システム  

個々に制御可能な自走式キャリアを活用した革新的システム：製品輸送のカストマイ
ズ化と柔軟性の最大化を実現し、マスカスタマイゼーション時代に備える。 

5.プラント・データ・サービス 

シーメンス・デジタル工場からの新しい管理サービスの展示。スマートデータの活用
により工場のパファーマンスを最大化。 
このデジタル工場は、工場の資産管理、エネルギー管理、プロセス管理、セキュリテ
ィ管理の四つの管理をカバーする。パフォーマンスの最大化を図ることができる。 

6.AM（付加製造）法の工業化 
AM（付加製造）法の工業化には全データの管理と統合された自動化ソリューションが
必要となる。増大する省エネ・省資源要求、イノベーションの短期化要求、マスカスタ
マイゼーションへの要求に応え得る潜在力を秘めている。 

 

11.ドイツの取り組みに対する総括 

インダストリー4.0 で注目すべき特徴32 

平成 26 年度の本事業において注目したドイツのインダストリー4.0 に関連する取

り組み振りには次の 5 つの特徴があった。 

a.インダストリー4.0 に取り組むことによって、ドイツの製造業の未来を確実にす

                                                  
31 出所：シーメンス HP “Programm vom 13.April auf der Hannover Messe 2015”から NSRI 作成 

http://w3.siemens.com/topics/global/de/events/hannover-messe/programm/Seiten/programm-
13-april.aspx  

32 出所：Acatech 「戦略的イニシアティブ Industrie4.0」の実現へ向けて～Industrie4.0 ワーキンググ
ループ 報告書～2014 年 3 月版から NSRI 作成 
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るという「製造業重視路線の堅持・強化の姿勢」 

ｂ.製造分野において IoT と IoS を利用するという「モノにとどまらずサービスを

製造分野のターゲットとする姿勢」 

ｃ.スマート工場が、高度で複雑かつダイナミックなシステムになることから、幅

広い研修や学習を促進する業務組織モデルに、包括的な専門職に対する継続開

発訓練が必要になるという「人材開発・育成面への配慮」 

ｄ.従業員優先の組織設計、従業員の参加権利の強化、従業員との共同決定、研修

機会の増加といったドイツ伝統の従業員との共存を維持・発展させるためにド

イツ産業界の将来を保証する土台として展開するという「Better、not cheaper
戦略（キャンペーン）」 

e.ドイツが意識する外国を大きくとらえると、アジアと米国であり、国別検討の

対象国としては米国、中国、ロシア、インドのみという「日本については市場

規模のコメントの中で出てくるのみで日本という項目別検討は見られないとい

う事実」 

 

IoT と IoS がセットで登場することの意味合い 

前記 b.の IoS に注目する。ドイツのインダストリー4.0 関連資料をみると、必ずと

言っていいくらいに IoT と IoS はセットで登場する。一方、日本では報道を見える限

り IoT 一色33である。 

なぜ、ドイツでは、IoS というものとともにサービスをセットで捉えるのか。それ

は、ドイツ側資料34によれば、IoT と IoS によってすべての製造プロセスが、ネット

ワーク化され、工場をスマートな環境に変えることができると考えられているからで

ある。 

インダストリー4.0 とは、CPS（Cyber Physical System）によって製造と物流分

野を技術的に統合し、産業プロセスで IoT と IoS を活用することとある。CPS のサ

ブシステムである CPPS（サイバーフィジカル生産システム）は、機械や倉庫システ

ム、生産設備からなる。インダストリー4.0 によって「以前は記録不可能であった詳

細なプロセスと全体に及ぼす影響を、グローバルに追跡」できるようになる。CPS
によってサプライヤー企業や顧客間と従業員間が、ネットワークによってつながる。

製品出荷後の保守管理、メンテナンスや部品交換といったアフターサービス分野が、

インターネットで結ばれることから、IoS はドイツから見ると当然のことになる。 

                                                  
33 今世紀初頭、IT バブルなどで話題になった“IT”という用語が日本では一般的に使われたが、英語文

献では“ICT”という用語もよく使われていた。日本の用語の多くでは C(Communication)が抜け落ち

ていた。日本では“IoT”、ドイツでは“IoS 対 IoT”という対照との類似性が連想される。 
34「戦略的イニシアティブインダストリー4.0」の実現へ向けて～インダストリー4.0 ワーキンググループ 

報告書～acatech  2014 年 3 月版など 
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インダストリー4.0 実現後のイメージ 

インダストリー4.0 は、長期構想である。今から 10 年、15 年後という長期スパン

で将来のあるべき姿を描いた構想である。現在とのギャップをどう埋めていくか。現

在ドイツでは各 WG において検討が進んでいる。 

インダストリー4.0 のプラットフォームのサイト35をみると、「インダストリー4.0
に示される将来像は、2025 年をターゲットとした製造業の在り得る未来の姿を描い

たものである。ターゲットから逆に 2012 年という「過去」を見据える。ターゲット

となる未来の姿は、企業や従業員にとってのある特定の応用シナリオに基づく発展過

程やその結果を描いたものであり、広範な専門的社会的討議の基礎資料として供され

る。」とある。 

現時点でドイツがどのように実現後の姿をイメージしているか。各種資料36を基に

整理してみたものが以下の諸点である。 

a.「生産システムの進化」に関する構想をみると、最終的には量産ベースのコス

トレベルで“1 to 1” マーケティングへの対応37が可能な生産を目指している。

ユーザーからの急な要求変更にも対応可能になるなど、急激な需要変動はもと

より、環境規制や天災などの予測不能な事態に対しても対応できる。機械設備

やツールに作業員も相互にネットワークで結ばれ、生産システムの組み替えも

自律的に柔軟に迅速に行いえる。従来見えにくかった生産システムの全体の流

れが可視化され、データも瞬時に収集できる。こうして KAIZEN、6σ、ボトル

ネックの発見、ANDON などの改善活動やムリ・ムラ・ムダの発見・排除など

の人手に頼った活動が、インターネット上でシステム対応できるようになる。

生産性は劇的に改善される。 

 

b.製品にセットされた RFID チップなどによって、製品の全ライフサイクルの追

跡が可能になる。ハードウェアコストに加え、保守メンテナンス・コストやリ

ユースコストに廃棄コストまで把握できるようになる。製品の全生涯がトレー

スできる。ライフサイクルコストが計算できる。さらに販売時点情報に加え、

使用時点情報まで利用できることから、使用シーンや使用環境が具体的にイメ

ージしやすくなる。さらに、新しい製品を開発したり、新たなビジネスモデル

を工夫したり、案出したりしやすくなる。 

                                                  
35 出所：インダストリー4.0 プラットフォームの HP から NSRI 作成 

http://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/zukunftsbild-industrie-4-0.html;jsession
id=41E6FA78417458025334B78B19F5233D  

36 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 
http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1411/12/news108.html    

37 日本ではシチズンマシナリーが、「個品量産」の概念を打ち出している。内容的にはインダストリー4.0
の生産システムと類似した方向性が示されている。http://cmj.citizen.co.jp/creation/pdf/creation15.pdf   
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c.生産システムの全てが可視化され、データ収集とその解析が可能になることか

ら、設備の不具合対応をはじめ、部品やツールの適切な管理ができる。設備の

予知保全が可能となり、設備稼働率が向上する。生産準備や生産管理、品質管

理などが迅速、的確、適切に行われるようになり、製品の品質確保や品質保証

の精度が格段に高くなる。 

d.CPS によって、生産システムに係るあらゆる要素がつながることから、労働環

境も変化する。人間は条件設定をはじめ、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するとされる。WG には労働組合

も参加しており、ワークライフバランスの実現38が謳われている。 

 

インダストリー4.0 の描こうとする世界 

以上をまとめて敷衍すると、インダストリー4.0 を実現することによって、以下の

諸点が可能になると考えられている。 

図表 8 インダストリー4.0 の実現によってできると考えられていること 

 需要の多様化・個別化への対応 

“1 to 1” マーケティングへの対応が可能になる。 

 “造りっぱなし”批判に対する責任ある対応 

製品の全ライフサイクルの追跡が可能になる。 

 真のユーザーニーズへの対応 

使用時点情報の活用により、新しい製品開発や「製品をベースにしたサービス」提

供などの新しいビジネスモデルの具体化が可能になる。 

 設備の予知保全・設備稼働率の向上 

生産システムの全てが可視化され、設備の予知保全が可能になる。 

 変動対応可能な柔軟な生産システムの実現 

迅速・的確・適切な生産システムの運営が可能になり、生産性が劇的に改善し、品

質も格段に高まる。 

 ワークライフバランスの実現 

労働環境は、知的活動に集中できるようになり、自動化すべき作業から解放される。

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.Detlef Zuhlke 氏講演

などから NSRI 作成 

  

                                                  
38 ドイツは労働者の社会保障に早くから取り組んだ国であり、その伝統は生きているといえる。例えば、

ビスマルクの時代、1880 年代から事故保険、疾病保険、老齢・傷害年金保険を相次いで導入した。～

「ドイツにおける社会保障制度の特徴と保険料徴収制度の仕組み」税務大学校研究部教授 長坂光弘 

税大ジャーナル １ 2005.4 
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（2）米国政府と米国企業の動向 

ここでは、平成 26 年度事業報告書で詳しく触れた米国の産業政策を、ドイツや英

国の政策と比較することにより、先進国の政府が製造業に向けて企図している政策の

狙いを明らかにする。また、GE が主導するインダストリアル・インターネット・コ

ンソーシアム（以下、IIC）は、米国におけるドイツのインダストリー4.0 に比肩しう

る大きな流れである。前年度に引き続き、IIC の 2015 年以降の目覚ましい活動状況

をフォローする。 
1.米国政府等の産業政策とその狙い 

米英独の共通点 

米英独における政策には共通点がある。それは科学研究と商業化の間にある「死

の谷」を埋める施策である。 

どこの国でも科学研究のメインは、大学や公的な研究機関で行われている。一方、

当然のことながら商業化して市場経済の一翼を担うのは株式会社等の企業である。両

者に特別の接点があったり、科学研究をしていた当人がスタートアップを立ち上げた

りしない限り、第三者の助けなしには最新の科学研究の成果を、商業化していくこと

は簡単でない。 
 

ドイツモデル 

ドイツのインダストリー4.0 が衝撃的であったのは、産学官が見事なほどのスクラ

ムを組んで登場してきたことである。このドイツモデルには、他国には該当する組織

が見当たらない研究機関が介在し、しかも大きな役割を担っていたことが理解される

ようになっていった。それはフラウンホーファー研究機構39であり、シュタインバイ

ス財団や応用科学大学など、科学研究成果を“応用”して民間の企業に技術移転する

ことを職分とする研究所や大学の存在である。特にフラウンホーファー研究機構の

IPA 研究所40はインダストリー4.0 の WG においても主要メンバーの一つとして参画

している。 

英国のケース 

英国の場合41、政府が 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。この政策で重要な役割を期待されているのが

“HVM カタパルト”である。 
  

                                                  
39 フラウンホーファー研究機構については、平成 26 年度世界のパラダイムシフトへの対応調査研究、日

本機械工業連合会 報告書の p34、p50 などに記述が、p146～149 に解説がある。 
40 フラウンホーファー研究機構の IPA 研究所は、生産技術と自動化が研究対象。 
41 平成 26 年度世界のパラダイムシフトへの対応調査研究、日本機械工業連合会 報告書の p24 以下参照 
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米国政府 

米国の場合42は、Advanced Manufacturing（先進製造戦略）において製造イノベ

ーション研究所（IMI： Institute for Manufacturing. Innovation ）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。 

政府の役割 

英国の HVM カタパルトも米国の IMI もその役割は、科学研究成果の民間企業へ

の移転にある。いずれも科学研究の成果を民間に移転する機関である。移転機関のベ

ンチマーク先はドイツのフラウンホーファモデルである。 

キーワードは二つ。応用研究と技術移転。応用研究とは、科学研究を商業化する

ための研究や企業からの受託研究を指す。技術移転とは、大学や公的研究機関の研究

成果を民間企業に移転することである。 

こうした関係を NASA のモデルを用いて図示化したのが次図である。 

図表 9 研究開発から商業化に至る技術進捗別進度と“死の谷” 

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

図の骨格は転載。原典は NASA-developed Technology Readiness Level Model 
http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/uploads/Research/CIG/DefiningHVM.pdf#search='high+value+m
anufacturing 

 
“死の谷”の克服 

大学や研究機関の活動成果を産業界に移転してこそ、経済が発展し、雇用が確保

され、国民の生活水準が改善される。そのためには両社の間に横たわる“死の谷”を

                                                  
42 平成 26 年度世界のパラダイムシフトへの対応調査研究、日本機械工業連合会 報告書の p22 以下参照 
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克服していく努力が求められる。“死の谷”に橋を架けることができれば、社会経済

にイノベーションが生じ、新たな経済発展が期待できる。ここに独英米 3 か国の産業

政策の焦点があり、政策の意義がある。 
個別民間大企業との契約可能性 

ドイツの産学連携研究プロジェクトをみていると、Bosch や Siemns といった大手

企業が直接フラウンホーファーなどと契約を締結し、その成果をビジネスに活かして

いる。他方、日本では個別企業が直接国の研究機関と契約を結ぶことは難しいとの指

摘が専門部会の議論ではみられた。 
 

2. GE 社の経営戦略 

金融事業からの撤退を決意 

GE 社の HP で“GE imagination at work” 43をみると、Jeff Immelt（Chairman 
and CEO、 GE）の次の言葉が飛び込んでくる。“A simpler、 more valuable GE”

この「よりシンプルにもっと価値のある GE」にしていくために、彼が公表したこと

は、GE がこれまで手掛けてきた「金融事業の縮小」であった。そして GE Capital Real 
Estate の資産売却が合意に達したと発表した。 

これは、GE のトップが、金融部門は売却してインダストリアル・コアに集中する

という「GE の大転回」を宣言したものである。事業所得ベースで 2014 年に 42:57
であった金融とインダストリアル・コアの比率を、2018 年には 10：90 と読めるグラ

フが掲げられている。 

撤退を決意した新しい考え方 

GE には大転回を象徴する言葉44として「技術から製品をつくるのではなく、－－

－ “世界が いま必要としているもの を創るのだ”」がある。さらに GE の創業者で

あるトーマス・エジソン言葉として “I find out what the world needs、 then I 
proceed to invent it”（世の中が必要とするものを見つけ出し、それを発明するため

に前進する）という言葉もあるという。                            

従来の「製品・サービス単体」を生産して販売するという伝統的なスタイルから、

「ソリューション提案」へ、或いは、「ハードウェアカンパニー」から「ハードウェ

ア+ソフトウェアカンパニー」へという説明もあった。 

このように GE では「産業機器メーカーが未来を切り拓く唯一の道は、ハードウ

ェアだけではなく、ソフトウェアを活用し、膨大な情報を解析できる企業になる」と

                                                  
43 GE 社の HP から NSRI 作成 http://www.ge.com/stories/pivot  
44 これは日本 GE の役員による講演（日本モノづくりワールド 2015 特別講演 日本 GE 専務執行役員 

田中豊人氏講演メモ H27.6.24 から NSRI 作成）44からメモしたものである。 
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いう新しい製造業の姿を目指しつつあることがわかる。 

イメルト CEO は「企業文化を変えなければならない」と盛んに発言している。従

来の“GE Value”という標語は、今般、“GE Belief”と“Fast Work”におきかえら

れたという45。 

2. GE が具備しつつある新しい“武器” 

GE の「ブリリャント・ファクトリー」 

GE と言えばインダストリアル・インターネットである。ジェットエンジンにセン

サーを付け、インターネットでデータ収集し、解析されるという点が強調される。し

かし、GE はものづくりの最先端においてもしっかりと手を打っている。それが「ブ

リリャント・ファクトリー」だ。 

「ブリリャント・ファクトリー」とは 

GE によれば「『ブリリアント・ファクトリー』は、常に最新のテクノロジーを導

入し、リアルタイムなデータ活用でオペレーションを最適化する、GE の“考え方”

だ。優れたセンサーや管理システムによって、かつてないほど大量のデータを収集す

ることが可能になった。先進ソフトウェアや分析技術を活用して、これまで以上に高

度なデータ分析を行うことも可能だ。たとえば、工場内でのプロセスがどれだけ有効

に機能しているかを把握できれば、より適切に対応可能になる。リアルタイムで事態

を把握、対処し、何かあっても、最高品質を維持しつつ期限どおりの納品を実現する。

これが『ブリリアント・ファクトリー』だ」（GE グローバル・リサーチのファルスト

ス氏46） 

GE のものづくり 

GE は世界中に 400 の工場を展開している。照明機器から発電用のターボ製品、医

療機器に至るまで、個々の工場がそれぞれのオペレーションで様々な製品を製造して

いる。作っているものも違えば、工場のニーズもさまざま。異なる工場に対しても、

『ブリリアント・ファクトリー』の考え方を用いれば、多様なソリューションを備え

たツールキットを構築できる。『ブリリアント・ファクトリー』は、恒常的な業務の

変化に対応し、状況やタイミングに合わせた最適なソリューションを提供するための

技術を活用した取り組みといえる。（同上） 

ブリリアント・ファクトリーの現状 

ブリリアント・ファクトリーの進捗状況については、「真のデジタル化に向けてや

                                                  
45 出所：脚注 36 に同じ 
46 GE グローバル・リサーチでグローバル・テクノロジー分野のディレクターを務めるクリスティーン・

ファルストスのインタビュー記事（フォード生産方式の次へ。GE の場合は「ブリリアント・ファクト
リー」May 25, 2015 GE Reports Japan から NSRI 作成 

  http://gereports.jp/post/119838072549/the-brilliant-factory  
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るべきことは山積」している状況である。これまでに実現したのは、製品設計のハン

ドブックに掲載している設計ルールや材料特性のデジタル化だ。これによって、マシ

ンの稼働状態や、切削工具の使用状況がどうか、といったことまでが情報収集できる。

（同上） 
例えば、何らかのミスで正常に機能していない箇所が発覚した場合、わざわざ設

備を解体することなく、顧客の設計意図や期待を確実に満たすための調整法の判断が、

数秒間という瞬時にできるようになる。これが『ブリリアント・ファクトリー』を導

入した場合の効果だ。（同上） 
 

「ブリリャント・ファクトリー」を構成する体系 

『ブリリアント・ファクトリー』の構成体系47をみると、ビッグデータやソフトウ

ェア、センサー、積層造形技術などの進化をベースに、様々なものが統合されて運用

される。考え方としては、物質世界とデジタル世界、人と機械を繋ぎ合わせた全く新

しい工場を創ることである。 

「ブリリャント・ファクトリー」の要素技術 

『ブリリアント・ファクトリー』の要素技術として、バーチャル・マニュファク

チャリング、アドバンスト・テクノロジー、センサー活用オートメーション、ファク

トリー・オートメーション、サプライチェーン・最適化が挙げられている。 
バーチャル・マニュファクチャリングは、ドイツのインダストリー4.0 の CPS に

相当する概念。アドバンスト・テクノロジーは、レーザーを使った 3D プリンターに

よる試作時間大幅短縮を挙げ、次世代パーツ製造を加速できることが謳われている。 

センサー活用オートメーションでは、収集されるセンサーのデータをもとに予期

せぬダウンタイムの回避や生産性の向上が実現されるとしている。 

ファクトリー・オートメーションでは、ロボットの活用やデータに基づく作業プ

ロセスの改善などを通じて、生産性・効率性の最大化がリアルタイムで進めることが

できるようになる。 

サプライチェーン・最適化では、事業部門を横断するツールが、サプライチェー

ンと工場の運営を再構築し、標準化された方法でよりスピーディに特定顧客のニーズ

に対応できるとされている。 

GE の“Predix”48 

インダストリアル・インターネットのものづくり面としての工場に焦点を当てた

                                                  
47 GE Reports Japan の HP から NSRI 作成 

 http://gereports.jp/post/119838072549/the-brilliant-factory  
48 出所：GE の HP(Predix | Cloud-Based Platform | GE Digital - General Electric)から NSRI 作成 

www.ge.com/digital/predix   
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ものが『ブリリアント・ファクトリー』だとすれば、その情報技術面に焦点を当てた

ものが“Predix”である。 

“Predix”は、2015 年 8 月に産業向けクラウド製品として発表49された。 “Predix”
は、人と機械、ビッグデータ、解析の間に位置するクラウドベースのプラットフォー

ムであり、インダストリアル・インターネットのアプリケーションである。さまざま

な産業の機械データを、リアルタイムで管理、分析、および保存できる機能を備える。

“Predix”を使うことで、操業データをリアルタイムで収集し、より速くより良い意

思決定のための洞察を可能にする。HP 上では特に、資産（機械設備）のパフォーマ

ンスを改善し、機械設備のダウンタイムを最小にする効果が強調されており、先行し

て導入した企業の具体的な成果が見られるようになっている。 

“Predix”の具体例 

航空業界のケース：年に 220 億ドルにも上る非効率な飛行プロセスや避けられる

事故があり、GE の支援により遅延の減少や燃料の高効率化により改善が可能になる

としている。 

これは、“Flight Efficiency Service”と呼ばれている。収集されるデータは、航空

機に搭載するエンジンの稼働状況、パイロットによる航空機の操縦履歴、マレーシア

の航空当局や空港など管制や離着陸時の飛行ルート、等々多様である。60 百万時間

以上のデータを独自のソフトにより解析する。飛行機の運用効率の改善ノウハウが蓄

積される。こうしたデータの予測的な解析をおこなうことで、効率的な飛行機の航路、

運航手法を検討し、燃費改善をはじめとして航空機エンジンの故障の兆候を事前に察

知、トラブル削減、故障予知、整備コストの削減に資することができる。GE は多く

の顧客企業とデータを共有する契約を締結している。また、セキュリティ対策として

ソフト企業を買収50している。 

“Predix”を競争戦略の視点から見ると 

GE の飛行機会社とのこうした接続について、ハーバード大のマイケル・ポーター

等は、その競争戦略上の利点を次のように指摘51している。「接続によって、直接の顧

客である買い手の機体メーカーに対する交渉力の強化につながる。たとえば、何百も

のエンジン・センサーから得られる情報を活かすと、GE と航空会社はエンジン性能

の期待値と実測値との乖離を探り出して、最適化を図ることができる。イタリアのア

リタリア航空は、GE による燃料使用データの分析結果を基に、着陸時の下げ翼の位

                                                  
49 出所：japan.zdnet.com/article/35068496/    
50 出所：日経ものづくり 2014 年 12 月号から NSRI 作成 
51 出所：ハーバード・ビジネス・スクール ユニバーシティ・プロフェッサーマイケル E. ポーター 

Michael E. Porter PTC 社長兼 CEO ジェームズ E. ヘプルマン James E. Heppelmann 有賀
裕子／訳 “How Smart, Connected Products Are Transforming Competition,” HBR, November 
2014.  ©2014 Harvard Business School Publishing Corporation. April 2015 Diamond 
Harvard Business Review 2  から NSRI 作成 
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置を改めるという操縦プロセスの変更を行い、燃料使用量を減らした。GE は、航空

会社との緊密なつながりを活かしてともに差別化を推進する一方、機体メーカーへの

影響力を強めている。」と。 

3.インダストリアル・インターネット・コンソーシアム（IIC） 

インダストリアル・インターネット・コンソーシアム（以下、IIC）は、GE が提

唱しているインダストリアル・インターネットの標準化団体である。IIC は、産業分

野における IoT の標準化を標榜52している。 
インダストリアル・インターネット・コンソーシアムの会員 

会員にはドイツ企業をはじめ、世界中の企業が名を連ねる。日本企業も参加・加

盟している。2015 年 6 月には IIC のレファレンス・アーキテクチャーが発表された。 

図表 10 IIC の加盟企業一覧53 

メンバーの位置づけ／国籍 企 業 名 

創業メンバー企業  at&t cisco GE  intel  IBM 
貢献メンバー企業  SAP Schneider Electric 
米国主要企業 at&t cisco GE  intel  IBM  

Accenture、 Dell、 HP、 Honeywell、 N. Instrument、 Oracle、 
Unisys、Boeing、 Micron、 Microsoft、 MIT、  Johns Hopkins 
University、Georgia Institute of Technology、 Oracle、 California
（Berkeley） 

ドイツ・欧州主要企業 

（フランス、スイス、オースト

リア、フィンランド、スウェー

デンン） 

ABB、 Bosch、 Fraunhofer、 IOSB、 Hilscher、 Infineon、 SAP、 
Schneider Electric、 Siemens、 Wittenstein、 TU Dortmund、
KUKA、 Ericsson、 Steinbeis Transfer Center、 ICT Austria、
VTT（Finland） 

インド・中国・韓国・台湾 TaTa、 Tech.Mahindra、 Heir、 Huawai、 China Telecom、 
Shenyang Institute of Automation、 Samsung Electronics、 
Korea Electronics Technology Institute 、  Taiwan Network 
Information Center 

日本企業 富士電機、富士通、富士フィルム、日立製作所、三菱電機、NEC、

東芝、リコー、ローム、コニカミノルタ、 
出所：IIC の HP から NSRI 作成 http://www.iiconsortium.org/members.htm  
 
 

  

                                                  
52 この点は既に平成 26 年度の報告書においても、ｐ56,57,76 にて触れたところである。 
53 出所：IIC の HP から NSRI 作成 http://www.iiconsortium.org/members.htm  
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分野別の加盟状況 

IIC の活動は、分野別に分かれている。IIC の参加企業が、どの分野に加盟してい

るかを見たものが、次の表である。 

この中には日系企業が参加している分野もいくつかある一方で、日系企業が全く

参加していない分野もいくつか見られる。例えば、工業オートメーション分野、ネッ

トワーク／通信分野、研究開発分野などのほか、パラダイムシフト上で重視されてい

るサービス分野である。これに対し、ドイツ企業は、日系企業よりも多くの分野に参

加している。 

図表 11  IIC 分野別加盟企業の一覧54 

分 野 別 日 系 企 業 海 外 主 要 企 業 

ソフトウェア/情報技術

Computer Software 

/Information Technology 

富士通、NEC、 

日立、 

Renesas 
Electroncs  

Dell、 IBM、 HP、 Intel、 Micron、 
Microsoft、 SAP（独）、 Unisys 

工業オートメーション、 

Industrial Automation 
該当なし 

Bosch（独）、 Connio Inc. General 
Electric、Hilscher North America
（独）、 

Wittenstein（独） 

製造 

Manufacturing 
富士電機、 

富士フィルム 

三菱電機、 

ABB、 Fraunhofer IOSB（独）、

Honeywell、 National Instruments、 
Parker Hannifin、 Schneider 
Electric（独）、 Siemens（独） 

ネットワーク/通信

Networking 

/Telecommunications 
該当なし 

AT&T、CISCO、 China Telecom（中） 
Huawei（中）、Stream Technologies
（英）、TE Connectivity、 Telstra 
Software Group 

その他 Other 注 Renesas 
Electronics、  

Putman Media 

研究開発 

Research & Development 
該当なし 

中国情報通信技術アカデミー（中）、

 Industrial Technology Research 
Institute、 Institute for Information 
Industry 、 Fraunhofer USA 
Center for Manufacturing（独） 

                                                  
54 出所：Industrial Internet Consortium から NSRI 作成 
   http://www.iiconsortium.org/about-mem-ind-list.htm#m 
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韓国電子技術インスティテュート

（韓）、  西安自動化インスティテュ

ーション（中） 
 SINTEF、VTT 技術研究センター

（フィンランド）  
サービス 

Services 該当なし 

Accenture、 Deloitte、 ICT Austria
（奥）、Infosys、Tata Consultancy 
Services（印） 

注．主な項目のみ作表。その他の分野として、Data Automation、 Energy & Utilities、 Finance、 
Government、 Healthcare、 Mining & Metals、大学が挙げられている。 

出所：Industrial Internet Consortium から NSRI 作成 
 http://www.iiconsortium.org/about-mem-ind-list.htm#m 
 

IIC のレファレンス・アーキテクチャー 

IIC が 2015 年 6 月に HP 上で公表した IIC レファレンス・アーキテクチャー（以

下、 IIC/RA）をみると、 冒頭部に以下の記述がみられる。「このページは、採用に

当たって必要となる技術的要素、方法論、障害についての理解に資する」ページ。ま

た、IIC/RA を参照することによって、インダストリアル・インターネットに関する

製品やサービスを作り出すことが、いまや最高の品質を意味することになるというこ

とが理解される。IIC/RA は、 近々標準機関により採用されることになる。IIC/RA
をみれば、 インダストリアル・インターネット標準の概略を予め知ることができる。 

 IIC/RA の作成過程についても触れられている。IIC/RA の作業 WG の面々に対す

る謝辞が掲載されているページをみると、 「IIC/RA は、 作業 WG による何百時間

もの作業の賜物である」として、 関係者名が列挙（下表参照）されている。日系企

業では唯一富士通の社名が見える。 

図表 12 IIC／HP 上の謝意の対象先 IIC/RA 作成関係者一覧 

 ABB、 Inc         

 AT&T 

 Cisco Systems、 Inc

 EnterpriseWeb LLC 

 Fujitsu Ltd 

 General Electric 

 IBM Corporation 

 Infineon Technologies AG 

 Intel Corporation 

 Object Management Group 

 Real-Time Innovations 

 RSA、 

 The Security Division of EMC 

  SAP SE 

 Symantec Corporation 

 The MITRE Corporation 

 University of Pennsylvania 

 Wind River 
出所：IIC、 Industrial Internet Reference Architecture 

http://www.iiconsortium.org/IIRA.htm  
 

IIC のテストベッド 

IIC では「テストベッド」という用語が使われる。「テストベッド」は、IIC が焦

点を当てているような類のメンバーによる様々な活動を指す。テストベッド WG では、
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インダストリアル・インターネットのためのテストベッドの創造を加速している。テ

ストベッドがたくさんできるようになれば、それらを活用して、IIC がメンバーの活

動に対する助言機関として、役立つことができる。 

IIC のメンバー企業からのテストベッドに関する提案は、 中心となるグループに

集められ、 メンバー企業に体系的で柔軟なガイダンスとして提供される。 

IIC のテストベッドは、 インダストリアル・インターネットに関するイノベーシ

ョンがどこにあり、 機会がどこにあるのかについて、 新技術、 新アプリケーショ

ン、 新製品、 新サービス、 新プロセスの各方面で明らかにされる。しかも、市場

に出る前に先行的に、思考熟慮が繰り返され、厳格な試験が行われ、その有効性や実

行可能性が実証される。それがテストベッドである。 

現在までのところ、HP にみられるテストベッド（TB.と略記）は次の 9 つである。 
 

図表 13 IIC の HP 記載のある 9 つの TB 
 資産効率 TB 

 状態監視 TB 

 エッジ・インテリジェンス TB 
 FOVI TB.  
（Factory operations visibility & intelligence: 
工場運営の可視化と知性化）  

 高速ネットワーク TB. 

 産業デジタルスレッド TB. 
 INFINITE TB. 
（ International Future Industrial 
Internet Testbed） 
 マイクログリッド TB. 

 トラック&トレース TB. 
出所：IIC の以下の HP から NSRI 作成 http://www.iiconsortium.org/test-beds.htm 

なお、FOVI TB.55は、工場の操業可視化とインテリジェンス化をテーマとしてい

るが、参加メンバー企業には、 cisco や intel の両創業メンバーとともに、富士通が

名を連ねている。ユースケースとしては富士通からノートブックとネットワーク・ア

プライアンスの二つが提案されており、cisco や intel 両社との協業によって今後この

TB.が進展していくとある。 

9 つの TB.にはそれぞれ、 その TB の参加企業や対象となるマーケット、 課題、 
目標、 特性、 商業的な利益などが記載され、 現在提案されつつある TB.の具体的

な例が示されている。 

（3）ドイツ以外の欧州 

１.英国の製造業ビジョン 

英国は、2013 年 10 月に「製造業の将来:英国製造業発展のための長期展望、現在

                                                  
55 出所：IIC の以下の HP から NSRI 作成 http://www.iiconsortium.org/fovi.htm    
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と 2050 年」というプロジェクトを、2014 年 4 月にはその改訂版56を発表している。 

英国政府の製造業に関する認識 

この発表には、英国政府の製造業に対する次のような認識が示されている。「製造

業は経済にとって重要な寄与をしており、英国の粗付加価値の 10%以上を稼ぎ、約

250 万人の雇用を生み出している。英国の輸出の 53%、ビジネスの研究開発の 72%
を製造業が占めている。」 

製造業の長期展望プロジェクト 

このプロジェクトは、2050 年までの製造業の長期的展望57を描こうとしたもので

ある。グローバル・トレンドや将来の変化を促す要因を究明し、英国が、如何にすれ

ば、こうした機会を最大限に活用できるかという観点から実施された。その意義につ

いて、「本展望は、長期的課題に向けた、エビデンスに基づいた政策判断に資する資

料を提供」していると記している。 

「製造業の将来:英国のための機会と挑戦の新たな時代」と題されたプロジェク

ト・レポート58をみると、包括的な展望がコンパクト59に述べられている。 
例えば、2050 年の製造業は、30 年前がそうであったように、今日とは全く異なっ

た製造業に見える。未来の物理的・知的なインフラを利用することによって、将来の

製造業は、より速く、また変わりゆくグローバル市場により反応しやすく、顧客によ

り近い位置を占めるとしている。 

また、「新しい産業や技術の出現、競争の激化、製品やサービスに対する需要の変

化を考慮して、2050 年を見据えた英国の製造部門の長期的な重要課題を分析し、英

国の製造業の発展と回復のために、どのような政策ニーズがあるのかを提言すること」

に意義を見出している。 
 

未来の製造業ビジョン 

具体的な「未来の製造業ビジョン」として、指摘されていることは、以下の 2 つ

である。  

                                                  
56  出所：“Future of manufacturing”  Foresight project looking at the long-term picture for the UK 

manufacturing sector between now and 2050.(Government Office for Science and Department for 
Business, Innovation & Skills First published:30 October 2013Last updated:11 April 2014)から  
NSRI作成  https://www.gov.uk/government/collections/future-of-manufacturing  

57 出所：同上 
58 出所：G-Tec 報告書「主要国における次世代製造技術の研究開発に係る政策動向」独立行政法人科学技

術振興機構 研究開発戦略センター 津田憂子 2015 年 3 月） 
http://www.jst.go.jp/crds/pdf/2014/CR/CRDS-FY2014-CR-02.pdf  及 び 、 Future of 
manufacturing : a new era of opportunity and challenge for the UK（30 October 2013 
Research and analysis） 
https://www.gov.uk/government/publications/future-of-manufacturing から NSRI 作成 

59 出所：Future of manufacturing : a new era of opportunity and challenge for the UK Summery 
Report から NSRI 作成 

－38－ －39－



 

第一に、製造業は、重要な産業であることの再認識。製造業は、長期経済成長と

経済の安定のために極めて重要な役割を担っている。現に製造業は、その深淵部分が

変化して、物理的な製造そのものが、より幅広いバリューチェーン（収入を生み出す

様々な繋がり／連なりのこと）の中心となりつつある。製造業の発展は、研究開発か

らイノベーション、生産プロセス、サプライヤーや顧客との関係性、製品全生涯のメ

ンテナンス、修繕にわたり、再利用、再製造、リサイクルをしながら、最後に廃棄さ

れるまで持続可能な形で進む。こうした閉じたループが、エネルギーや資源の無駄を

削減することに貢献する。製造業の各企業は、新たな収入源として、サービサイゼー

ションに着目し、ビッグデータを取り入れて競争力を強化することが期待される。 

第二に、製造業が、全く新しい局面を迎えていること。それは、英国にとって本

質的な機会になる。新しい局面として 4 つのキーとなるポイントを挙げている。①製

造における迅速性・変動対応性・顧客接近性60、②新しい市場機会の創出と対応、③

さらなる持続可能性、④高度スキルに対する依存性の増大の 4 つである。 
 
 

政府の役割と産業政策 

近年、英国をはじめ、諸外国においても産業政策に関する取組が再浮上しつつあ

る。その論拠をみると、「製造業はもはや単なる製品を造るだけの産業ではない。英

国にとっての価値を創造する産業であり、社会全体に広範に便益を及ぼすような幅広

い活動の集合体である」点61を挙げている。前述のプロジェクト・レポートで注目さ

れる点は、「製造業に係る、拡大サプライチェーン全体を考慮に入れた、長期政策形

成が、政府には必要」と指摘している点である。 

図表 14 製造バリューチェーンの単純化モデル 
 
 
 
 
 
注.このバリューチェーンの中には、いくつかの繰り返しが何回も登場するような要素が含まれ

る。例えば、複雑な製品では様々な部品が組み込まれたり、様々なサブセクターがあり得た
りする。フィードバックループも同様である。決して左から右へと一方向に流れるだけでは
ない。 

出所：Future of manufacturing : a new era of opportunity and challenge for the UK 
Summery Report から NSRI 作成 

 

                                                  
60 英語では、“faster, more responsive and closer to customers” 
61 英国政府の HVM カタパルト政策(注)はこの延長線上にある産業政策である。 

注：HVM カタパルト：High Value Manufacturing Catapult の略。英国政府による科学研究成果の
商業化を支援するための産業資金政策。平成 26 年度「世界のパラダイムシフトへの対応調査研
究」日本機械工業連合会 報告書 ｐ17,22,24～26,35,58、98～100 の箇所参照 

研究開発 製品・サー
ビス開発 

サプライ
ヤー管理 生産 市場への

出荷 
アフター
サービス 消費 廃棄 

リユース、再製造、リサイクル・修復 
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英国が強化すべき産業をみると、自動車、航空・宇宙、ライフサイエンス、エネ

ルギーサプライチェーンが挙げられている。いずれも「先進製造業種」と位置づけら

れており、HVM（高価値製造業）に該当するとされている。 

政府は、また、新技術の商業化とスキルベースの充実に力を入れるべきとしてい

る。スキルベースの充実には特に力点が置かれ、STEM（科学・技術・工学・数学）

に秀でた商業的技術的洞察力を備えた、高度で質の高いリーダーやマネージャーの育

成を掲げている。 

スキルド・ワーカーの供給にも焦点が当てられ、質の高い労働力の確保が決定的

だとしている。特に、アプレンティス・シップのスキームをはじめ、研究者へのサポ

ートなどの重要性についても敷衍されている。 

なお、このレポート全体の特徴として、産業界と政府の連携が強調されている。

また、2015 年の 12 月に刊行された「英国製造レビュー2015/2016」をみると、ドイ

ツのインダストリー4.0 やドイツ企業 Bosch などの項目がみられる。 
 
 

コラム 4 コラム:英国製造レビュー2015/2016 
 英国クランフィールド大学が取りまとめた「英国製造レビュー2015/2016」62によると、英国の

製造業の一年間にわたる実績、進歩、またあるケースではその無気力についてレビューした

結果がでている。また、2016 年に向けての展望結果も収載されている。 

 目次をみると、次のような項目がある。 

 業種等では、航空・宇宙、エアバスグループ UK、自動車、化学、薬品、国立バイオセン

ター、金属、機械、食品飲料、電子、重電、鉄道、宇宙と石油ガス、部品など 

 事業分野等では、HVMカタパルトの年間レビュー、デジタルファクトリー～インダストリー

4.0、労働雇用、工学系人材市場、アプレンティス・シップと学位、教育との関わり、貿易、

国際市場へのアクセス、生産性、英国エネルギー市場、エネルギー効率と Bosch、産業

の地蔵性、政府のイノベーション支援、積層造形、製品サービスシステム研究、中堅企

業、税とイノベーション、製造業のための金融、教育など 

 国別のレポートでは、米国、ドイツ、フランス、中国、インド、日本、アフリカの項がある。 

 製造研究分野では、EPSRC 63（Engineering and Physical Sciences Research 
Council）が取り上げた個別のテーマ（新しい将来製造ハブ、積層造形、全生涯エンジ

ニアリング・サービス、CIM、インテリジェント・オートメーション、レーザー・生産・システム

などが採り上げられている。 
出所：「英国製造レビュー2015/2016」（英文名等脚注参照）から NSRI 作成 

                                                  
62 出所：UK MANUFACTURING REVIEW 2015/2016(全 255 頁)から NSRI 作成 
63 EPSRC （Engineering and Physical Sciences Research Council は英国政府の研究支援組織で、年間

約 8 億ポンドを研究やポスドクに費用に充てている。 
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2.フランスの「未来の製造業」プロジェクト 

2015 年 5 月 18 日、フランスもフランス版の「未来の工場」を発表64した。本プロ

ジェクトは、2013 年初版の改訂版（以下、第二ステージ）である。4 月に共和国大統

領によってローンチされた。副題には、「フランス産業のリニューアル（回復・再編）

に向けて」とある。 

フランス産業の再編 

再編を指向するための手段として、「未来の製造業」と「9 つの産業ソリューショ

ン」を挙げている。国内的にも国際的にも加速的な展開を図ることとされている。産

業の「新しい局面」における、優先分野 34 を定め、そのロードマップを策定し、産

業の再編を行うことを謳っている。 

しかし、実際に再編を遂行していくには、産業からの信頼が必要であり、消費者

のニーズに合わせられるように調整し、より国際的な展望をも示していく必要がある。

そこで、今回発表した第二ステージでは、「未来の製造業」に関する国を挙げての組

織化と新しい「勢い」を導入する。 

新しい「勢い」として、第一にすべきことは、国を挙げての「努力」である。企

業が進むべき方向として、生産基盤を近代化し、デジタル技術を応用した新しいビジ

ネスモデルへの転換など、顧客ニーズに素早く反応し、環境や労働力により多くの尊

敬を払うことなどが列挙されている。こうした試みに対して、政府として、より多く

の、より良い投資を行っていく。 

2015 年の第二ステージ 

第二ステージは、フランスにおける確固としたソリューションを開発する新しい

組織を導入していく。デジタル技術を活用した最良の製品やサービスを投入するとい

うだけの考え方では、もはや市場シェアを奪取するには十分とは言えない。製品とサ

ービスをともに採りいれたようなソリューションとして提案する能力が必要になる。

将来の大きな挑戦に対して、実際的で的を絞った反応を起こしていくことが求められ

る。 
こうしたニーズに適応するために、優先的イニシアティブのリストを統合する。

フランスの強さを国際的に見えるようにし、プログラム全般の運営管理をより効果的

なものにしていくことが求められている。 

新しい「勢い」と新しい組織体制の下で、以上の計画~すべてのフランス企業が、

「デジタル技術を使った新しいビジネスモデルに事業変換」するという再編を、断固

                                                  
64 出所：“Industry of the Future Rallying the≪New Face of the Industry in France から NSRI 作成

http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/pk_industry-of-future.pdf  
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とした実行あるのみという熱意をもって進める。 

「未来の製造業」の主な施策 

図表 15 フランスの「未来の製造業」プロジェクトの主な施策 

主な施策 施策の内容 

最先端技術の開発  積層造形、仮想工場と IoT、拡張現実（AR） 
新しいパラダイムへの転換企業支援  タックス・インセンティブ、資金融資 
労働者訓練 未来の人の役割、未来の課題に対応できる職業

訓練 
未来の工場の推進 15 事業の発足、ハノーバー・メッセのような

国際イベント組織化 
EU など国際協力の強化  フランスの国益、フランス企業支援、フランス

の影響力確保 
「未来の製造業」の連携強化  国、地域、産業雇用労組委員会、研究・訓練・

教育機関 
出所：“Industry of the Future Rallying the≪New Face of the Industry in France から NSRI

作成 http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/pk_industry-of-future.pdf 
 

「未来の製造業」プロジェクトの内容 

「未来の製造業」に向けて、戦略的業種別委員会の支援の下、以下の 9 つの産業

ソリューションを開発・発展させる。 

図表 16 9 つの産業別ソリューション65 
産業別ソリューション 該当する業種 

ニューリソース エコ産業、化学物質、天然資源採取産業と第一次処理 
スマートシティ エコ産業 
エコ・モビリティ 自動車産業 
明日のモビリティ 航空・宇宙、鉄道、船舶 
未来の医療 医療産業 
データ・エコノミー デジタル産業 
スマートデバイス デジタル産業、消費財産業 
デジタルの信頼性 デジタル産業 
スマート食料選択 農業 

出所：同上 

「未来の製造業」ではこの表のそれぞれの産業別ソリューションごとに、当該市

                                                  
65  同上 
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場の将来性を示す数値、フランスの強さ、目標、プロジェクトリーダー及びタイムテ

ーブルが記載されている。 

「未来の製造業」アライアンス 

本プロジェクトを具体的に推進する機関として、「未来の製造業アライアンス」が

ある。本アライアンスは、フランス政府や各地域代表、産業界にとどまらず、労働組

合、研究・教育・訓練機関が参加している。フランスにおける政府のデジタル化プロ

グラムを推進することが使命とされる。ダッソーシステムとフランスの総合エンジニ

アリング企業であるファイブスグループが共同議長を務めている。 

図表 17 「未来の製造業」アライアンスメンバーと参加企業 

 
出所：Industry of the Future “Rallying the «New Face of Industry in France» Press pack  

18 May 2015” から NSRI 作成 
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/pk_industry-of-future.pdf  

 
未来の製造業アライアンスの共同議長に名を連ねるダッソーシステムの HP をみ

ると、以下のような内容66が掲げられている。 
～「ダッソーシステムは、フランス政府のプロジェクト“Industry of the future”

を共同でリードするとある。 
当社は、“Industry of the future”にあるデジタル化計画をきちんと定義し、今日

の技術レベルとのギャップを埋めるべく R&D を協同で行うとともに、フランスや欧

州における中小企業のデジタル製造技術のアップグレード化を進める。この件に関す

る効果的な国際的協業を、当社も支持する。 

このアライアンスは、全く新しいスケールのクラスターである。フランス政府は、

デジタル化に係るこの問題を直視しており、国家レベルでノウハウや直接投資を投入

する。また、新しい意味でのフランス企業の熱意をどう引き出すかに腐心している。 

フランス政府の問題意識や取り組み姿勢を受け、当社は、全体として競争力のあ

る中堅規模企業のエコシステムを通して、デジタル変換をどう進めるか、という課題

                                                  
66 出所：ダッソーシステムの HP の以下のサイトから NSRI 作成 

http://www.3ds.com/press-releases/single/dassault-systemes-co-leads-the-french-governmen
t-project-industry-of-the-future/  

国

地
域

研究、
訓練、
教育機

関

産業労
働者労
組評議

会

「未来の製造業」アライアンスメンバー企業↑↓
未来の製
造業」アラ
イアンスメ
ンバー

未来の製造業アライアンスにおける共同議長
・フレデリック・サンチェス

ファイブス・グループ
エグゼキュティブ・ボード議長

・バーナード・チャールズ
ダッソーシステムCEO

ファイブス G 社とダッ
ソー社による共同議長 
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が、当社を含むフランス全体の課題であることを認識し、似たような欧州の他のイニ

シアティブ「製造 4.0（＝インダストリー4.0）」などとも協力していくこととする。 

～ダッソーシステムが、具体的にフランスや世界の企業に対して、デジタル化を

支援できる分野として以下の各分野と技術を列挙している。 

図表 18 ダッソーシステムがデジタル化で支援できるとしている分野 

 デジタル・ファクトリー 

 サービスとしての製造 

 メカトロニクスと「システムのシステム」 

 デジタル・ファブリケーション 
出所：ダッソーシステムの HP の以下のサイトから NSRI 作成 

http://www.3ds.com/press-releases/single/dassault-systemes-co-leads-the-french-govern
ment-project-industry-of-the-future/ 
 

図表 19「未来の製造業」で採りあげられている技術分野とダッソーシステム 

 工場の統合化 

 対象と対象の接続 

 拡張現実 （AR） 

 ロボティクス 

 ビッグデータ 

 サイバーセキュリティ 

 その他：当社における 30年間におよぶ

3D デザイン、シミュレーション、製造に

おける世界的な技術的イノベーションと

歩調を合わせた技術 

 

出所：ダッソーシステムの HP の以下のサイトから NSRI 作成 
http://www.3ds.com/press-releases/single/dassault-systemes-co-leads-the-french
-government-project-industry-of-the-future/  
 
  

このような分野において、高度に迅速にしてモジュラー型のバリューチェーンの

構築が必要である。そこで次のような指摘を行う。 

「我々は既に、材料科学や 3D プリンティングなどの出現によって、新製品や新ソ

リューションのデザイン・設計から、製造、販売に至るまで如何に大きな変化を受け

たかを見てきた。未来の製造業アライアンスという、イノベーションとコラボレーシ

ョンの新しいプラットフォームをとおして、『デジタルツイン』という、産業のあら

ゆる局面をデジタル化する活動を実践していかなければならない。製造業はこうした

実践をとおして初めて持続的な未来を創造することができる。」 

ダッソーシステムが視野に入れている外国はどこか。第 1 に、米国、次にドイツ、

日本、インドを挙げている。 
一方、今進められている新しいデジタル化に向けた先進的・世界的な技術やプロ

セス開発の動きを先導した国はどこかという問いかけに対し、それは米国とドイツで

あり、今やフランスがそれに次ぐと書かれている。 
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コラム 5 欧州を悩ませる GAFA（Google、Apple、Facebook and Amazon） 

独仏、EC（European Commission） Gafa に対する規制の検討を要求 

Gafaの4社はいずれも、我々のデジタル生活の重要部分を支配するエコシステムの全体像

となるデジタルスペース「プラットフォーム」を明らかにしてきた。 

Gafanomics 

 デジタルライフ（e-mail、 e-commerce、 music、 video、 social networking ・・・）

の平均的ユーザーの 55％は Gafa のなんらかのプラットフォームを利用しているという

推計がある。 

 Gafa の収入は人口が 10 倍以上あるデンマークの GDP を上回る 

 Gafa の成長率はあの中国よりも高い 

 Google:デジタル変換を要する IoT、robotics、autonomous car、drones などによ

って創出される市場において好位置を占めていることから、全世界の研究の 90％をコ

ントロールしている。 

 Apple はスマートフォンからの米国ウェッブ通信の 45％、Facebook は米国ページビ

ューの 75％をコントロールしている。 

 Gafa は通信、IT、医療、流通、エネルギー、メディア、エンターテインメント、金融、旅

行、レジャーの 7 分野におけるデジタル変換において、圧倒的な影響力を及ぼそうとし

ている。 

税の最適化：Gafa に、Gafa Microsoft を加えた 5 社は、本来払うべき税額より平均

して 22 倍も少なくしか払っていない（Greenwich による研究） 

出所：silicon “Google、 Apple、 Facebook、 Amazon: 10 things to know about Gafa” Reynald 
Fléchaux December 3、 2014、 7:31 En savoir plus sur 
http://www.silicon.fr/google-apple-facebook-amazon-10-choses-savoir-gafa-103205.html#6UBsG
ugxsAmogzKo.99  から NSRI 作成 
 

 
（4）アジア諸国の動向 

1. 韓国「製造業革新 3.0 戦略」 

韓国政府による製造業の改革政策 

2014 年 6 月、 韓国政府は官民共同で「製造業革新 3.0 戦略」を推進することで、 
韓国における製造業の改革を進めていく戦略を発表した。 

「製造業革新 3.0 戦略」の概要 

韓国における製造業発展の歴史をみると、下図にみられるとおり、1960 年代から

70 年代前半にかけての軽工業と輸入依存の状態から、国内生産への切り替えを狙い

とする「輸入代替型」戦略の時代、1970 年代後半から始まる製造業先進国へのキャ

ッチアップと輸出増強戦略の時代と続き、さらに 2014 年からは「スマート生産方式
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の導入」や「融合新産業の創出」によって、製造業先進国を韓国が先導することを目

標とする時代へと、改革を進めるプランが発表されている。 

図表 20 韓国における製造業発展の歴史 

 
出所：平成 26 年度 ものづくり基盤技術の振興施策 （概要）平成 27 年 6 月 経済産業省・厚

生労働省・文部科学省、原典は（株）三菱総合研究所作成 
 
このプランについて、平成 26 年のものづくり白書67では、以下のように記述して

いる。 
---「具体的なマイルストーンとして、 2017 年までに官民共同で計約 24 兆ウォン

（約 2 兆 6,000 万円）を投資し、 2020 年までに韓国国内 1 万か所にスマート工場を

設置することを掲げている。また、こうした『製造業革新 3.0 戦略』を通して、2024
年には輸出 1 兆ドルを達成することが目標とされている。 

今回、『製造業革新 3.0 戦略』において、韓国政府が推進している融合新産業では、

将来的な IoT（Internet of Things）市場の世界的な拡大を見据えて、IT 分野などを

始めとする先端産業に、これまでの製造業で培った生産工程を導入することが検討さ

れている。また、UAV（無人航空機）や AGV（無人搬送機）など、現行の規制では

市場化に障壁が残る分野の発展を促進するために、製品の実証実験が取り組みやすい

ような環境を整えることが掲げられている。具体的には、新製品の導入に向けた実証

実験を行うために、一時的に規制を緩和する特区などを定めることが想定されている。 
一方、製造業先進国と比較して発展が遅れている核心素材・部品の開発やエンジ

ニアリングデザイン（製品設計）といった分野においては、海外企業の国内誘致や

M&A の活性化、人材育成が進められる方針となっている。」--- 

韓国の研究開発投資の重点分野 

韓国国家科学技術委員会資料によれば、韓国政府による研究開発投資の内訳にお

いて、最大のシェアを占めるのが「情報（14.6％）」である。デジタル化の流れとの

関わりで注目される。以下の円グラフが示すとおり、機械工業関連の投資をみると、

機械は 4 番目（9.7％）、航空・宇宙は 5 番目（9.5％）にランクされている。 

                                                  
67 平成 26 年度 ものづくり基盤技術の振興施策 （概要） 平成 27 年 6 月 経済産業省・厚生労働省・

文部科学省 
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図表 21 韓国政府による研究開発投資の内訳（2013 年度） 

 
出所：平成 26 年度 ものづくり基盤技術の振興施策 （概要） 平成 27 年 6 月 経済産業省・厚生

労働省・文部科学省、原典は、韓国国家科学技術委員会資料 
 
 

2.インド モディ政権の経済政策 

インドは、ドイツでもフランスでもデジタル化のテーマでは注目される国であっ

た。米国のシリコンバレーでは、古くからインド人エンジニアの存在が注目されてい

た。ソフトウェアの開発業務などでは、米国からインドへアウトソーシングすること

により、24 時間開発体制を維持することができるようになると喧伝されてきた。米

国ばかりでなく、ドイツ企業も、インダストリー4.0 の推進にはインドが欠かせない

と考えている。インドは ICT 技術者の供給源として注目されている。ドイツのボッ

シュは、CPS の研究開発のために、インド科学大学（IISc）に共同の研究所を設立68

している。 
現在、インドはモディ政権が舵取りを行っている。以下では、現在の政権の製造

業に関わりのある経済政策をみることにする。 
ここでは、製造業政策である「メイク・イン・インディア」、労働政策である「ス

キル・インディア」、デジタル化政策である「デジタル・インディア」、「IoT ドラフ

ト案」などを取り上げる。 

メイク・イン・インディア69 

インドでは、製造業推進政策が推進されている。日本企業の進出70にも期待が大き

い71とされる。目標は、2022 年までに製造業が GDP に占める割合を 25%に高めるこ

と。目的は、人口の過半数を占める若者の雇用創出にある。 

                                                  
68 ロバートボッシュ CPS センター（Robert Bosch Centre for Cyber Physical Systems (RBCCPS) ）イ

ンド科学大学 Indian Institute of Science (IISc)在バンガロール Robert Bosch Centre for Cyber 
Physical Systems @ IISc から NSRI 作成  http://www.bosch.co.jp/jp/press/group-1309-11.asp   

69 “Make in India Week”から NSRI 作成 http://www.makeinindia.com/home  
70 “Make In India Japanese version” 

 http://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/Make_in_India_Japanese_jp.html  
71 出所：日刊工業新聞 H27.8.14「インド独立記念日」特集記事から NSRI 作成 
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メイク・イン・インディアは、2014 年 9 月にインド政府から、インドの製造業再

活性化政策の一部として公表された。この政策により、全国一律の物品サービス税が、

2016 年 4 月に導入される72。外国からの直接投資73は、多くの産業分野において、上

限額が大幅に緩和74される。特に難しい課題である土地取得、電力などのインフラ、

許認可手続きの動向が注目されている。 

この政策は、インドの投資環境にランドマーク的なインパクトを与えることにな

った。特に、外国からの直接投資拡大に貢献している。さらに、製造業、デザイン、

アントレプレナーシップを推進するための環境が大きく改善され、成長率が 7.5％と

新興国で最も高い成長率を誇るに至った。関連する施策として、「デジタル・インデ

ィア」［スマートシティ 100」「スキル・インディア」がある。 

「メイク・イン・インディア」は、インドをグローバル・サプライチェーンの統

合の一部として、位置づけることが狙いである。重視する業種には、防衛、鉄道、建

設、保険、年金基金、医療機器があり、そのすべてが急速に外資に開放されてきた。

政府は、また、規制環境などの「ビジネスのしやすさ」世界ランキングでも、「過激」

に改善することを狙いとした政策を打ち出している。 

具体的なターゲットをみると、農業から自動車まで、ハードからソフトまで、人

工衛星から潜水艦まで、テレビから映画まで、橋梁からバイオまで、紙クリップから

発電所まで、道路から街まで、さらにフレンドシップからパートナーシップまで、或

いは、収益から成長まで網羅されている。 
要するにインドで作りたいものであれば何もが対象とされる。その狙いは、設備

投資の喚起、イノベーション支援、知財保護、クラス最良の製造インフラ構築にある。 
 

図表 22 「メイク・イン・インディア」対象業種 

自動車部品：世界の主要な自動車部品メーカーであるインド企業は、 
      世界トップ 5 の鉄鋼メーカーでもある。 
自 動 車：2015 年、インドは世界の第 4 の自動車市場 
航空輸送、バイオテクノロジー、防衛産業、化学、電気機械、電子システム設計製造、

食品加工、IT&BPM、皮革、メディア・娯楽、建設土木（スマートシティ） 
鉱業、薬品、港湾、石油・ガス、宇宙、鉄道、再生エネルギー、 
道路・高速道路、繊維、電力、等 

出所：Make in India から NSRI 作成 
http://dipp.nic.in/English/Investor/make_in_india/Main_Brochure.pdf  

 
 

                                                  
72 出所：日刊工業新聞 H27.8.14「インド独立記念日」特集記事から NSRI 作成 
73  同上 
74  同上 
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今日までの成果をみると、世界でもっとも成長率の高い国（IMF）、世界で 7 番目

に価値ある国家ブランドの国（Brand Finance）、世界で最も投資魅力に富んだ国

（Ernst&Young）、世界の競争力ランキングで 16 位の国（WEF）、海外からの直接投

資成長率が 35%に達した国などといったランキングの紹介が 12 個（インド政府の産

業政策・研究所管部局）挙げられている。 

 

デジタル・インディア 

「デジタル・インディア」は、インドの知識未来のための準備として位置づけら

れるプログラムである。デジタル・インディア・プログラムのビジョンには、次の３

つのキーエリアと 9 つの柱がある。 

図表 23 デジタル・インディア・プログラムのビジョン~3 つのキーエリア 

１．すべての市民のための実利的なデジタルインフラストラクチャー 
２．需要に応じたガバナンスとサービス 
３．市民のデジタル活用力の強化 

図表 24 デジタル・インディア・プログラム９つの柱 

１．ブロード・バンド・ハイウェイ 
２．全国民対象の電話アクセス 
３．公共インターネット・アクセス・プログラム 
４．e ガバナンス…技術を通した政府の再構築 
５．eKranti…サービスの電子運搬 
６．すべてのための情報 
７．電子製造…2020 年までに輸入量をゼロにする 
８．仕事での IT 
９．初期導入プログラム 

出所：「Digital India」から NSRI 作成 
http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/Digital%20India%20Presentation%20on%
20DeitY%20website.pdf  
 

スキル・インディア75 

2015 年 7 月、インドのモディ首相は「スキル・インディア」に 4 億ルピーを投じ

ると発表した。アントレプレナーシップとスキル開発のための国家スキル開発政策で

ある。PMKVY 制度の制定とスキル・ローン・制度の策定を行う。 
                                                  
75 NDTV“PM Modi Launches Skill India Initiative That Aims to Train 40 Crore People” 
   から NSRI 作成   

http://www.ndtv.com/india-news/pm-modi-launches-skill-india-initiative-that-aims-to-train-40-cror
e-people-781897  
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PMKVY 制度とは、所定のスキル訓練プログラムを、成功裏に修了できた人に報

奨金を支払う制度のことである。貧困層にスキル習得のインセンティブを与えること

により、貧困からの脱却を支援するプログラムである。 

IoT ドラフト案 

インド政府は、2014 年 10 月に、インド通信・IT 省電子・情報技術部局から、「IoT
政策ドラフト案76」を公表77した。 

ドラフト案の目次には、背景、定義、対象、IoT の 4 つがある。IoT 政策には（下

図参照）、デモンストレーション・センター、能力構築とインキュベーション、研究

会開発と革新、誘因と関与、人的資源開発の 5 つのテーマがある。それぞれのテーマ

を支えるための政策手段として、（IoT 技術の）標準、安全基準、プライバシーとセ

キュリティ基準、統治構造の 5 つを整備することがうたわれている。 
 
 
 
 

図表 25 インドの IoT 政策 

 
出所：インド政府「IoT Policy Document」から NSRI 作成 

http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/Draft-IoT-Policy%20（1）.pdf  
 

                                                  
76 “Draft IoT Policy” から NSRI 作成 
  http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/Draft-IoT-Policy%20(1).pdf  

77 “Internet of Things”インド連邦政府の HP から NSRI 作成 
http://deity.gov.in/content/internet-things   

IoT政策

誘因
と

関与

研究開発
と

革新

能力構築
と

インキュベー
ション

デモンストレー
ション・セン

ター

人的資源
開発

統治構造

以上を支える5つの柱：
（IoT技術の）標準、R&Dイノベーション、安全基準、プライバ

シーとセキュリティ基準、統治構造

標 準

－50－ －51－



 

インドの CPS プロジェクト 

インドは、国家主導で 2011 年に早くも CPS プロジェクト開始した。このプロジ

ェクトによって、CPS 研究センターを開設しており、「インドは IoT 技術で世界最先

端」という評価78を得ている。 
 

コラム 6 ロバートボッシュ CPS センター 

 Robert Bosch Centre for Cyber Physical Systems （RBCCPS）は、2011 年 11 月に、

ロバートボッシュ財団による「寛大な博愛主義」に基づく寄付によって、バンガロールの

インド科学大学 Indian Institute of Science （IISc）に設立された。 

 本センターは、CPS の基本的研究と応用的研究を行う。CPS は新興の学際的領域で

あり、これから普及していくようなセンシング、無線通信、ネットワーキング、コン

ピューティング、物理的デバイスの制御、アルゴリズム、その他の応用技術の進歩を

促す。 

 センターが行う研究や開発は、応用領域と技術の実用化の両面で進められる。現時点

における応用領域には、農業、建築、医療、輸送、上下水道が含まれる。 

 CPS は、物理的対象をインターネット上に取り込むことによって、或いは「モノの

インターネット」によって、CPS が、単に計算したり、通信したりするデバイスに

とどまらずに、どのようにして現実世界とのやり取りを行えるようにするかという観

点から、本センターは、社会に重大なインパクトを及ぼせるような革新的技術成果を

追及している。 

 IIS（インド科学大学）内に設置された本センターは、 産業界、 政府、 非政府研究団

体と連携することで、 本センターで生まれた技術を実世界に商業化するための技術移転

を支援する。 

出所：Robert Bosch Centre for Cyber Physical Systems @ IISc から  NSRI 作成 
https://www.linkedin.com/company/robert-bosch-centre-for-cyber-physical-systems-iisc 

 

 

3.中国製造 2025 

中国は、2015 年「中国製造 2025」を発表した。この政策は、ドイツのインダス

トリー4.0 の中国版である。ここでは「中国製造 2025」を発表した背景や、その狙い

などを理解し、マクロ的に捉える。特に「中国の経済産業政策」及び「中小企業改革

の主な措置」についてその概要79を抑えておくことにする。 

                                                  
78 出所：岩本 晃一（経済産業研究所/経済産業省）「「独り勝ち」のドイツから日本の「地方・中小企業」

への示唆－ドイツ現地調査から－」PDP RIETI Policy Discussion Paper Series 15-P-002 2015 
年 3 月 

79 2015 年度（第 41 回）日中経済協会合同訪中代表団 訪中記録 2015 年 11 月 1 日～8 日 北京・四
川（成都・徳陽・綿陽） 一般財団法人 日中経済協会 から NSRI 作成 
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中国の経済産業政策 

以下の諸点は、日中経済協会訪中団との対談80における中国側発言を抜粋・要約し

たものである。内容的には、製造業の発展を情報化と関連付けており、米独等の動き

を強く認識していることがうかがえる。 

 中国政府は、一帯一路、「中国製造 2025」、「インターネット+」等の発展戦略

を力強く推進し、安定成長、構造調整、改革促進、民生優先に軸足を置いて政策

を運営。 

 製造のスマート化、省エネ環境、新エネルギー、IoT などの新興技術、新興業態、

新興産業が発展を加速。 

 中国は国を挙げて、中国共産党の第 18 期 5 中全会の精神を学び、貫徹しており、

革新、協調、グリーン、開放、共有の発展理念を全面的に実行に移し、経済の中

高速成長の維持、産業のミドル及びハイエンドレベルへ躍進等の目標要求に従い、

更に高い起点から、質がより高く、効果がより良く、更に構造が優れた発展段階

に進み、13 次 5 カ年計画の期末に、予定通り小康社会を実現するという奮闘目標

を達成するよう努力。 

（以上、工業信息化部） 

中小企業改革の主な措置 

中国も中小企業の発展を促す諸施策に着手している。イノベーションとインター

ネットの二つが強調されている。以下の諸点も、日中経済協会訪中団との対談 にお

ける中国側発言81を抜粋・要約したものである。 

 中小企業改革の経緯 

2003 年、中国は「中小企業促進法」を施行 
2009 年及び 2012 年には中小企業と微細企業の発展政策を制定 
2011 年には中小企業の分類基準を改訂 
2014 年には国務院が「小型微細企業の健康発展に関する意見」を制定 

各施策は、資金援助、税制優遇、基金建設、企業の ICT の促進等の取組から
なる。 
 

 中小企業改革の今年の重点 

今年の重点は、多くの企業が創業し、多くの企業がイノベーションと「イ

ンターネット+」を推進すること。2015 年、中国は中小企業の軽減税政策を引

き続き実施する。その一つとして、法人税の半額措置を行う対象企業の年間

                                                  
80  2015 年度（第 41 回）日中経済協会合同訪中代表団 訪中記録 2015 年 11 月 1 日～8 日 北京・四

川（成都・徳陽・綿陽） 一般財団法人 日中経済協会、ｐ30（陳肇雄 工業信息化部副部長基調発
言）から NSRI 作成 

81 2015 年度（第 41 回）日中経済協会合同訪中代表団 訪中記録 2015 年 11 月 1 日～8 日 北京・四
川（成都・徳陽・綿陽） 一般財団法人 日中経済協会、ｐ34～35（田川中小企業局副局長「中国の
中小企業政策」発言）から NSRI 作成 
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の税引き前所得を、10 万元未満から 30 万元に引き上げ、研究開発と活動の拡

大を促進。 

 中小企業に対する金融支援 

国務院は 600 億元規模の国家中小企業発展基金の設立を既に批准。中国は

積極的にイノベーションの発展と“インターネット+ 及び微細企業”の行動

計画を推進。クラウドイノベーション、クラウドソーシング、クラウドファ

ンディング等の新形式を導入し、イノベーションの集積能力や企業の内生イ

ノベーション活力を増強。 

（以上 中小企業局）  

中国製造 2025 の目的、発表に至る経緯 

中国は、現在「製造大国」であるが、こうした「量的な側面」に依存する段階か

ら脱却して、「質的な側面」を強化する「製造強国」へのシフトが謳われている。か

つての日本でいえば「産業の高度化」という掛け声に近い印象を受ける。異なるのは

中国の場合、先進国のトップに立とうという意思を強く表明している点ではないか。 

以下の諸点も、日中経済協会訪中団との対談 における中国側発言82を抜粋・要約

したものである。 

中国製造業のイノベーション・発展の推進、新興産業のハイエンド化による成長

の加速、質の向上・効率向上という「中国製造 2025」のテーマは、中国が製造大国

から製造強国への転換を実現するため、2015 年 3 月 5 日、李克強総理が、全人代・

全国政協において初めて提起したものである。イノベーションによる駆動、スマート

転換、基礎の強化、グリーン発展を実施し、中国製造業のハイエンドシフトを推進す

ることが狙いである。 

「中国製造 2025」の概要 

「中国製造 2025」は、建国 100 年目までに「製造強国」になる道筋として、3 段

階に分けて概括している点が特徴的である。 

工業と情報化の融合戦略は、情報化と工業化の「深度融合」と表現されている。

目につく表現には、製造業のイノベーション能力の強化、製造業の国際化、「緑色製

造（環境に配慮した製造）の全面的推進、工業基礎能力の強化、「市場主導、政府引

導」がある。マーケットメカニズムによるものの、政府がこれを導いていくと読める。 

以下の諸点も、日中経済協会訪中団との対談 における中国側発言83を抜粋・要約

したものである。 
                                                  
82 2015 年度（第 41 回）日中経済協会合同訪中代表団 訪中記録 2015 年 11 月 1 日～8 日 北京・四

川（成都・徳陽・綿陽） 一般財団法人 日中経済協会、ｐ40,41（李北光規劃司副司長発言）から
NSRI 作成 

83 同上 

－52－ －53－



 

 製造強国構築戦略の 3 ステップを提起したもの 

この提起は、10 年をワンステップとして中国の製造強国構築を実現するというも

の。2025 年までに強国の仲間入りを果たし、35 年までに強国の中クラスの位置に達

し、 45 年には製造強国のトップランナーになることを目指す。10 年毎の戦略任務と

重点を明示し、今後 10 年の具体的な行動要綱を示すものである。 

この戦略には、歴史的な座標軸を明確にする意義がみられる。中国政府が製造業

の発展を主導する決意には揺るぎないものがある。 

図表 26 製造強国構築戦略の 3 ステップ 

第 1 ステップ 2025 年までに 10 年で製造強国の仲間入り実現。 
第 2 ステップ 2035 年までに 中国の製造業は、全体として、世界製造強

国陣営の中等レベルに到達する。 
第 3 ステップ 新中国成立 100 周年

（注：2049 年）までに

製造業大国の地位を更に強固にし、総合実

力を世界製造強国のトップランナーに。 
出所：既述の日中経済協会の記録、及び、日鉄住金総研（NSRI）海外技術情報部資料から作成 

 戦略の総体的・重点目標84 

この 3 ステップは、中国の特色ある新興工業化の道を堅持することと、製造業の

イノベーションの推進を主題としている。具体的には、次世代の情報技術と製造業の

融合深化をメインラインに据え、スマート製造の推進を主要ターゲットとし、工業の

基礎的能力の強化と多層な人材体系の整備を行うものである。 

図表 27 中国製造 2025 の戦略目標実現のための任務と重点 

①国家製造業創新能力の向上（製造業のイノベーション） 
②情報化・工業化深度融合の推進 
③工業基礎能力の強化 
④品質ブランド構築の強化 
⑤緑色製造の全面的普及： 

注：「鉄鋼などの伝統的製造業の緑色改造を全面的に推進」と言及 
⑥重点領域のブレークスルー的発展の強力推進： 

新世代情報技術産業・ハイグレード数値制御工作機械/ロボット・航空・宇宙設備・海
洋エンジニアリング/ハイテク船舶・先進的軌道交通設備・省エネ/新エネルギー自動車・
電力設備・農業機械設備・新材料・生物医薬/高性能医療器械 

⑦製造業構造調整の更なる推進： 
注：「鉄鋼などの産業がバリューチェーンのハイエンドへ向かって発展することを促進する。」 

⑧サービス型製造・生産性サービス業の積極的発展 
⑨製造業の国際化発展レベルの向上 

出所: 日鉄住金総研（NSRI）海外技術情報部資料から作成 
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また、中国製造 2025 の戦略目標を実現するために、次図のような 9 つの任務と重

点を定めている。この中で「情報化・工業化深度融合の推進」という表現がある。工

業におけるデジタル化や ICT の活用、さらには CPS などを推進することを表現して

いる。 
 「中国製造 2025」の位置づけ85 

総合的にみると、「中国製造 2025」は、一般的な意味の中長期発展計画とは異な

り、長期的観点に現在の課題の重要性が包含されている。 

つまり、戦略と戦術を兼ね備えた行動計画でもある。当面のニーズに立脚しつつ、

製造業全体の転換に対して九大戦略任務と重大政策アプローチを提示するとともに、

長期的な観点から、次世代の科学技術革命及び産業変革に対して、将来の国際競争力

の向上にも狙いを定めている。加えて、先進的な製造、ハイエンド装備製造、重点工

業の強固な基盤を巡って、製造業のイノベーションセンター等 5 工程、重点産業 10
分野を提示している。 

図表 28 「中国製造 2025」の１０大重点産業：金融、税財政的集中支援 

次世代情報技術 国家情報安全のため半導体チップの国産強化 

高度なデジタル制御の工作機械・ロボット 高い精度の製品開発を促進 

航空・宇宙設備 大型航空機の研究開発、月面探査事業の推進 

海洋エンジニアリング・高技術船舶 深海探査・資源開発の強化、LNG 船など競争力向上 

先進鉄道設備 高速鉄道など世界をリードする鉄道システムの確立 

省エネ・新エネ車 自主ブランドの製品を世界先進レベルへ 

電力設備 水力、原子力発電設備の技術向上、新エネルギー推進 

農業機械 穀物、綿花など戦略的作物の生産に使う農機を強化 

新材料 特殊金属や高分子材料などの基礎研究、産業化を加速 

バイオ・高性能医療機器 バイオ 3 次元（3D）プリンターなど新技術の応用実現 

出所：日経新聞 H27.5.20 「中国、１０分野に投資」から 
 

 「中国製造 2025」のパイロット事業 

装備司86では、46 企業でのモデル事業を開始した。例えば、ハイアールのケース

では、生産サイクルと不良品率がスマート化改造で 2 割低下し、物流在庫も 21 日か

ら 10 日に短縮したほか、サプライヤーとの共同設計やイノベーションレベルが格段

に上昇した。 

                                                  
85 2015 年度（第 41 回）日中経済協会合同訪中代表団 訪中記録 2015 年 11 月 1 日～8 日 北京・四

川（成都・徳陽・綿陽） 一般財団法人 日中経済協会、ｐ40,41（李北光規劃司副司長発言）から
NSRI 作成 

86 2015 年度（第 41 回）日中経済協会合同訪中代表団 訪中記録 2015 年 11 月 1 日～8 日 北京・四川
（成都・徳陽・綿陽） 一般財団法人 日中経済協会、ｐ47、48（李北光規劃司副司長発言）から NSRI
作成 
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製造業イノベーションセンターは、2020 年までに 15 カ所、2025 年までに 40 カ

所整備する計画である。 
 「智能製造発展」＝中国製造業のスマート化87 

「中国製造 2025」では、「製造強国」建設のための目標の一つにスマート製造を

主なターゲットとし、在来型産業の改造・レベルアップと新興産業の壮大な発展に重

大な意義付けを行った。その基本的な考え方は次の 5 つである。 
第 1 に、戦略的な計画と指導の強化：2016 年 6 月末までに発展計画を発表。 
第 2 に、標準の指導機能の強化：国家スマート製造標準体型構築ガイドライン（2015

年版）～パブリックコメント版完成、パブリックコメント募集中。 
第 3 に、「試点」（テストケース）による示範誘導：製造フローと分散化、装備・製品、

新ビジネスモデル、マネジメント、サービス等 6 分野のテストケースを展開中。 
第 4 に、エンジニアリングに特化したプロジェクト推進：スマート製造標準化実証試

験とスマート化製造の応用を重点的にサポート。 
第 5 に、保障能力のキャパビル強化：工業コントロールシステムの安全面の技術サポ

ートのグレードアップに取り組み中。 
 

コラム 7 中国製造 2025 年の発行に関する国務院通知 前言部分88（2015 年 5 月 8 日） 

 製造業は、国民経済の主体、立国の本、興国の器、強国の基である。 
 18 世紀に起こった産業革命以来、大国の興亡・闘争の歴史をみれば、強い製造業を

保有していなかったことが、我が中華民族が国としての繁栄を享受できなかったこ

との主因であることは明白である。 
 国際競争力のある製造業を構築することこそが、中国の総合国力を高め、国家安全保障を確実

にし、その結果としてワールドパワーに上り詰めるための唯一の方法である。 

 新中国の建国、特に改革開放以来、中国製造業の持続的かつ急速な発展、および広

範な分野にわたる独立した完全な産業構造、工業化·近代化プロセスへの強い推進

力による総合的な国力の増強は、我が国をして世界の超大国足らしめている。 
 しかし、世界の先進レベルと比べると、中国の製造業は依然として規模は大きいが、質の強化と

いう点で充分ではない。 

 特に独自の技術革新能力、資源効率性、産業構造レベル、情報化・品質・効率の程

度などを比べると、そのギャップは明白である。 
 そのギャップを埋めるべくレベルを上げつつ、緊急に飛躍的な発展を遂げることが

必要である。その道のりは、誠に険しいと言わざるを得ない。 
 現在生じている新しい技術革新と産業革命は、歴史的な転換点を形成しつつあり、経済発展の

                                                  
87 2015 年度（第 41 回）日中経済協会合同訪中代表団 訪中記録 2015 年 11 月 1 日～8 日 北京・四川

（成都・徳陽・綿陽） 一般財団法人 日中経済協会、ｐ47、48（曹鋼装備司幅司長発言）から NSRI
作成 

88 出所：「国务院关于印发《中国制造 2025》的通知」2015 年 5 月 8 日 から NSRI 意訳 
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在り方や国際的な労働分業の在り方をも変えようとしている。 

 我々はこの歴史的な機会を逃さず、4 つの包括的戦略的計画要件に従って、全体的

な計画と前方展開を強化する製造力強化戦略を実行し、3 年間努力し、奮闘しなけ

ればならない。 
 新中国建国 100 年には、世界有数の製造強国を建設するべく、製造業の強固な基盤を築かな

ければならない。もって偉大な中国の夢を実現することとする。 

 新局面を迎える世界の製造業 

 新世代情報技術と製造業の統合深化が、遠大な産業革命を引き起こしている。 
 すなわち、新しい生産方法の構築をはじめとして産業形態・ビジネスモデル・経済

成長の在り方に影響を及ぼそうとしている。 
 中国は正に科学技術の革新に挑戦しようとしている。 

 3D プリンティング、モバイルインターネット、クラウド・コンピューティング、

ビッグデータ、バイオ工学、新エネルギー、新素材などの分野で新たなブレークス

ルーを促進する。 
 インテリジェンス機器、インテリジェント・プラント情報および他の物理的なシス

テムによるインテリジェント・マニュファクチャリングが、製造業における一連の

変革をリードしている。 
 ネットワーククラウドソーシング、共同設計、マスカスタマイゼーション、精密な

サプライチェーン管理、ライフサイクル管理、電子商取引が、製造業のバリューチ

ェーンを再構築しようとしている。 
 ウェアラブルインテリジェント、スマート家電、スマートカー、インテリジェント

端末製品の登場によって、製造業の新しい分野が拡大し続ける。 
 中国の製造業にとってこのような転換とアップグレード、革新は、発展を遂げるための大いなる

「機会の到来」になる。 

 グローバルな競争産業は大規模な調整局面を迎えており、中国の産業発展も巨大な

挑戦局面に臨もうとしている。 
 国際的な金融危機の後、先進国は、「再工業化」戦略を採択せねばならなくなってい

る。 
 具体的には、製造業における新たな競争優位の構築、世界的な貿易と投資の新しい

枠組みのための新ラウンド締結の加速である。 
 一部の途上国はまた、グローバルな産業再編に参加し、労働・資本の国際分業の観

点から自国への産業移転を加速する計画を進め、積極的に国際市場を確保し、拡大

しようとしている。 
 このように中国の製造業は、先進国と途上国の双方から挑戦を受けている。 

 我々は課題を克服するためにグローバルに考え、戦略的な計画を強化し、製造力の構築に焦

点を当て、経済を強化し、課題をチャンスに転換し、製造業における競争の橋頭保を確保しなけ

ればならない。 
出所：「国务院关于印发《中国制造 2025》的通知」2015 年 5 月 8 日 から NSRI 意訳 
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コラム 8 中国（中国製造 2025）とドイツ（インダストリー4.0） 

 2014 年 10 月、李克強首相ドイツ訪問89 

 メルケル首相と「中独アクションプラン」を発表 

 「インダストリー4.0」を両国における標準化協力委員会のアジェンダに 

 両政府は協力のフレームワークを構築し、支援策を策定する。 

 工業・情報化部（MIIT）、中国科学技術部（MOST）と独連邦経済・エネルギー省（BMWi）
間でダイアログを設置することなどで合意 

 ハノーバー・メッセ 201590 

 ファーウェイ（中国・華為技術）の閻力大氏（同社法人向け ICT ソリューション事業グループプ

レジデント兼ファーウェイ・ジャパン代表取締役会長が、ハノーバー・メッセ 2015 にて基調講

演を実施 

 ドイツの数企業がファーウェイと提携 

 国際インテリジェント製造カンファレンス 2015、5 月 13-14 日91 
 場所 北京 エキシビジョンセンター 

 テーマ “独インダストリー4.0 と中国製造 2025” 

 資金 中国工学アカデミー、産業情報技術省（MIIT）、中国科学アカデミー 

 主催 機械・乗物工学局、中国機械工学協会、 ドイツ VDMA、 西安交通大学 

 支援 ASMA（米国機械工学協会）、 IMechE（機械工学研究所） 

 言語 英語、中国語（同時通訳付き） 

 モデレーターⅠ  西安交通大学教授、VDMA ディレクター 

 登壇者 中国科学者「製造 2025 のチーフスペシャリスト」 

      中国 MIIT 大臣「製造 2025、政策、両国協力」 

      独経済エネルギー省 BMWi 産業政策局長など 

 モデレーターⅡ 大連理工大学教授、ZVEI 研究人材開発局長 

 登壇者 中国シーメンスの筆頭副社長（デジタル工場） 

       KUKA（4.0 の共同議長）、Bosch（CPS など）SAP（4.0 時代の ERP） 

 中独ハイエンドセミナー出席者  

 - BMWi - VDMA-ZVEI-Phoenix Contact-Siemens China＆Germany- Bosch、
- SAP 等 

出所：コラム内の脚注参照 
 

                                                  
89 出所：G-Tec 報告書 「主要国における次世代製造技術の研究開発に係る政策動向」独立行政法人科学

技術振興機構 研究開発戦略センター 周 少丹（2015 年 3 月） 
http://www.jst.go.jp/crds/pdf/2014/CR/CRDS-FY2014-CR-02.pdf 

90 出所：2015 世界 ICT サミット 2015.6.9「スマート技術でつくる豊かな暮らし」におけるモデレーター
関口和一氏(日経新聞編集委員）の発表から NSRI 作成 

http://www.jst.go.jp/crds/pdf/2014/CR/CRDS-FY2014-CR-02.pdf  
91 出所：International Intelligent Manufacturing Conference 2015 から NSRI 作成 

www.cmes.org/eng-web/doc/IIMC2015.doc  
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2）パラダイムシフトの方向性 

（1）パラダイムシフトが注目を浴びる背景 

1.注目と関心を再び集める製造業 

製造業は、今、世界中で注目を浴びている産業である。ドイツのインダストリー

4.0 をはじめとして米国や英国、フランスなどの先進国ばかりでなく、インドや中国

などにおいても同様に、製造業重視の政策が打ち出されてきた。 

我が国においても、2014 年から 2015 年にかけてのほぼ 1 年の間に、「インダスト

リー4.0」、「第 4 次産業革命」といった表現が、IoT、ビッグデータ、人工知能、クラ

ウドといったパラダイムシフトと関連の深い言葉とともに、急激に人々の関心を集め

てきた。 
 

2.その理由:「作用」と「反作用」 

では、なぜ急にこうした関心が高まってきたのであろうか。ここでは、日本の機

械工業の将来に向けた取組を考えて行く上での立ち位置を確認しておくという視点

から、改めてその背景について考えてみたい。 

話しを整理して単純化するために、海外の動きを「作用」とみて、日本側のやや

受動的なリアクションをその「反作用」とみる。「作用」と「反作用」の 2 軸をたて

て考えることとする。 

3.「作用」の一つ、米国 ICT 系企業 

海外の動きは、我が国にどのように「作用」したのか。米国とドイツという製造

業に大きな影響力を持つ 2 か国の関連施策とその影響から考える。 

米国は、特に戦後においては、イノベーションで世界の先陣を切り続けてきた国

である。GAFA という頭文字語（acronym）に代表される企業が、米国における一つ

の流れを象徴している。グーグル、アマゾン、フェースブック、アップル。いずれも、

システム系やソフトウェア系の技術を主な競争力とする ICT 系企業である。 

グーグルは、スマートカーという自動運転車の世界で従来のものづくり型自動車

メーカーに挑戦しているように見える。アマゾンはドローンを使って無人配送システ

ムを目指している。また、GAFA の枠外ではあるが、テスラ自動車は無線通信技術を

活用して、最新版のソフトウェアを販売した自動車側に送り込む手法により、販売後

の製品グレードアップを可能にした。 
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4.米国のものづくり系スタートアップ 

テスラ自動車は、多くの人が摺合せ産業の代表とみなしていた自動車産業に組合

せ型のモジュラー方式を導入できることを示した企業である。米国企業は、斬新で時

には奇抜なアイデアをベースにして、新しい成長力の高い市場を切り開いてきた。こ

れらの企業は、GAFA もテスラ自動車もその多くが、21 世紀型の新しいスタートア

ップ企業である。 

シリコンバレーなどの ICT 系スタートアップ企業の多くは、ここ数年、特に製造

領域への進出が目立つ。ものづくりの分野にソフトウェア技術を導入し、両者を融合

したような新しい市場創出を目指している。その結果、製造ノウハウの取得を狙いと

した事業展開が活発になっている。 
 

5.米国の新しい潮流 

米国のものづくり系スタートアップの新しい動きには、従来のものづくりとは大

きく異なるある流れが通底している。それは、ICT 系の世界では当たり前とされてい

たような技術革新であり、技術進歩の流れである。 
さまざまな技術進歩が、社会経済的に非常に大きなインパクトを及ぼし得る SNS

を可能にした。半導体やセンサー、チップ、コンピュータなどを支える技術研究開発

では、より一層の微小化、微細化、軽量化が推進され、コスト面においても量産によ

る低価格化が実現し、技術の普及に貢献した。安くて、小さくて済む技術の普及によ

って、いつでもどこでも、様々なものが、簡単にネットワークにつなぐことができる

ようになった。 
ソフトウェア系の技術革新の成果は、ハードウェア系の製品にも応用が効くとい

う発見や気づきは、ものづくり系スタートアップにとって、ごく自然なことであった。

一連の技術をより深く理解していた ICT 系だからこその行動であった。アイデアは

即「もの」として具体化することができるようになった。新しい大きな技術発の革新

の流れは、ソフトウェアの世界や ICT の世界にとどまらず、次第に「もの」の世界

にも広まっていったのである。 
 

6.もう一つの「作用」GE 

米国企業でもう一社、この流れに気が付いて行動に移したのが、IIC を組成する必

要性をいち早く理解した GE である。GE はものづくり企業であるから、自前の製造

ノウハウを有する。そこに新しい ICT 系技術を取り入れるとどのような工夫をすれ

ば他社との競争に打ち勝ち、より多くの収入を手にすることができるか。GE の回答

は、サービス・ソフト重視型製造業への転換であった。 
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ネットワークに接続するためには、業種を超えて接続を標準化する必要が生まれ

る。こうして GE の他社への働きかけにより、IIC が出来上がり、米国の枠を超えて

世界中に仲間作りを始める活動が開始された。 

 
7.ドイツからの「作用」、インダストリー4.0 

一方、GAFA などによる製造領域への進出や、製造ノウハウの占拠の動きに対し、

手を打つべき必要性をいち早く強く受け止めて行動に移した企業があった。SAP やシ

ーメンスといったドイツ企業である。米国企業が企業主体に連携の輪を広げていくの

に対し、ドイツは産業界が学会や大学・諸研究所などのアカデミズムと協力して、政

府や労組をも巻き込みながら進めていく。ドイツが、産学官一体となって始めたのが

ハイテク戦略の中のインダストリー4.0 という未来プロジェクトである。 

ドイツは、世界の先頭をゆく製造業大国のひとつである。インダストリー4.0 も、

ICT による産業革新を唱えているが、そのメインターゲットは、スマート工場という

生産システムを中心に据えたデジタル化であり、ネットワーク化である。この点が

GAFA の進もうとする方向とやや異なる。また、GE がやや製品を中心としたリモー

トサービスにより重点があるように見えるのに対し、インダストリー4.0 は、工場の

生産システムが当面のもっとも注力されるべき焦点である。ドイツでも米国でもネッ

トワーク化を進める以上、接続上の標準化が、乗り越えるべき当面の喫緊の課題とな

るのは必然である。 
ではなぜ日本において急速にドイツのインダストリー4.0 が注目されるようにな

ったのか。その背景について図解を試みたのが次図である。米国の GAFA の動きや

GE 主導の IIC の活動に、ドイツのインダストリー4.0 の構想や活動などが加わり、

日本側の製造業に対するスタンスや現場力などのものづくりの潜在意識にある危機

感、懸念を強く刺激したのではないかという考え方を示している。 
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図表 29 インダストリー4.0 に注目が集まる背景 

  
出所：専門部会内議論、諸資料などを基に NSRI 作成 

 
ドイツのインダストリー4.0 と GE の IIC の違い 

コラム 9 ドイツのインダストリー4.0 と GE の IIC の違い 

 両者の違いの比較 

ドイツのインダストリー4.0 と GE のインダストリアル・インターネットはどこが異な

るのか。こうした問題設定から両者の比較を行った。子細に検討していくと、究極的には

ほとんど差がないのではないかと思われる。革新的 ICT 系技術を工業に導入するという

視点に立てば、その発想の出発点や見せ方などには違いがあるものの、やろうとしている

ことにそれほど大きな違いは見られない。次図は横軸に、営業から開発・設計などといっ

た事業活動を並べ、縦軸には、受注情報などの情報の流れに着目した生産される情報を並

べたものである。 

 違いを拡大すると 

強いて違いをみると、ドイツは生産技術など生産プロセスの革新に重点があり、GE の

ほうは、ジェットエンジンのリモートサービスからスタートしたように、保守やアフター

サービスといった事業活動に重点が置かれる。産業別にみると、GE は、飛行機や電力な

ど装置産業的で重厚長大産業がメインにみえる、一方、インダストリー4.0 では、中小企

業もターゲットに全工業においてのデジタル化が目標とされる。 

 究極的にはほとんど同じ 

しかし、インダストリー4.0 にもリモートサービスは含まれるし、GE も Predix があ

NSRI:日鉄住金総研 山藤
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る。Predix は、生産プロセスのソリューションを提供する。違いは両社の力点の置き方、

見せ方、スタート時点の違い位ではないか。 

 注意してみるべき点は 

違いも大事であるが、むしろ着目すべきは、両者がともに以下の諸点では共通してい

ることである。 

 市場環境の変動にも柔軟に、適時適切に、即納できる体制づくり 

 カスタマイズ、タイム to マーケットによる競争力強化戦略 

 システムのプラットフォーム構築による市場支配的地位の獲得 

出所：諸資料をもとに NSRI 作成 

図表 30 ドイツのインダストリー4.0 と GE の IIC の違い 

 
出所：諸資料をもとに NSRI 作成 

ドイツのインダストリー4.0 の重点は、生産技術に焦点を当てた製造業の強化戦略

にある。他方、GE の重点は、大型機械・設備・装置産業におけるリモートサービス

を起点としたサービス型製造業への事業戦略にある。見せ方に違いはある。しかし、

現時点ではそのカバーしようとしている範囲に大きな違いは見られない。 

敢えて違いを明確化するために、上図を用意してみたが、ICT 系技術を活用して

如何に製造業が生き延びるかという問いかけに対する答えは、両者とも収斂してきて

いるように見える。 
上のコラムにもあるように、インダストリー4.0 と GE の取組の違いを強いて探そ

うとするよりも、両者の共通点に着目する方が建設的であるように思われる。 
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米独連携の動き 

平成 28 年 3 月上旬、GE が主導する IIC（インダストリアル・インターネット・

コンソーシアム）とドイツのインダストリー4.0 プラットフォーム・コンソーシアム

が、同月 2 日の会合で密接な提携を目指して協働していくことに合意したと報じられ

た92。 

両グループの代表は、スイスでの会合に基づき、RAMI4.0（インダストリー4.0 の

レファレンス・アーキテクチャー）と IIRA（IIC のレファレンス・アーキテクチャ

ー）の両モデルの補完性を確認し合い、両モデルの将来における相互運用性を確実に

するロードマップと両モデル間の要素の関係性を示す初期マッピング案を制作した

という。 

このほかの協働案としては、IIC のテストベッドとインダストリー4.0 のテスト・

ファシリティ・インフラストラクチャーの分野、インダストリアル・インターネット

の標準化やアーキテクチャー、ビジネス・アウトカムの分野が挙げられている。 

このスイス会合は、ボッシュと SAP によって提案された。ボッシュ、シスコ、IIC、

Pepperl+Fuchs、SAP、シーメンスを含む非公式グループによってこれからも提携の

在り方を探っていくことになる。 

 
8.日本に強く「作用」したポイントは何か 

インダストリー4.0 は、10 年、15 年という長期構想であり、それゆえにプロパガ

ンダとしてはインパクトが大きい。標準化、モジュラー化、スマート化、インテリジ

ェント化といった「標語」は、「刺さる」言葉であり、印象に残る言葉である。しか

も、日本勢があまり得意とは言いにくい分野とも重なる。 

以上の諸点に関する理解が進むにつれ、ものづくりの国を自称する日本に危機感

が芽生えるとともに、高い関心を呼び寄せることになったように思われる。 

特に、ドイツである。ドイツのような先進国の製造業を、中国などの新興国の追

い上げに抗して、如何に国内で生産を持続し、輸出競争力を強化するかという問題に、

ドイツが正面から取組んでいること。その答えとして ICT の徹底活用による製造業

のデジタル化・ネットワーク化とモジュラー化・標準化というビジョンを打ち出して

きたこと。ドイツの製造業に対する見方・捉え方・考え方は、日本とはかなり異なる。

ゆえに新鮮に映る。その新鮮さが、日本を強く刺激したように思われる。 
国内に製造業を残しつつも国際競争力をいかに高めるかというドイツ側の課題設

                                                  
92 Drives &Controls（The global site of the UK`s leading magazine for automation, motion 

engineering and power transmission 7 March, 2016）から NSRI 作成 
http://www.drivesncontrols.com/news/fullstory.php/aid/5054/Industrial_Internet_and_Industry
_4.0_groups_collaborate.html 及び、日刊工業新聞 H28.3.4 朝刊一面 
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定は、まさに、日本でも、潜在的には強く望まれていたものの、現実にはなかなか実

現しにくかった日本自身の課題認識でもあったからではないか。 
 

9.海外からの「作用」を受け止めた日本の状況 

日本には、第 1 次産業から第 2 次産業へ、その次は第 3 次産業へという流れが当

然、というような産業観93があった。また、現政権に変わるまでの間、円高が長期に

わたるとともに、この間のグローバル化の進展は、「輸出から海外生産」へ、海外に

おける「地産地消」の促進へという流れの中で、国内工場は縮小圧力を受けてきた。

日本は、ドイツがインダストリー4.0 において目指していることとは、正反対の方向

に向かっていたのである。 

近年の日本では、海外生産が拡大する一方で、数々のリコール事件にみられるよ

うに「強い現場力」「高い生産技術力」という日本の製造業の二大看板に、「？」が付

いてきたように思われる。強い現場力・生産技術力に対して、潜在意識としては危惧

や危機意識を抱いていたのではないかと考えられる。 

そこに、ドイツから、同じ製造大国であるドイツから、生産システムを抜本的に

革新するという長期構想が出現し、日本が苦手とする標準化で先手を打ってきた。焦

りや危機感が生まれないわけがないのである。 

ドイツの新しい活動に気が付いた日本では、改めてドイツを「再発見」し、一気

にインダストリー4.0 に高い関心と注目が集中していった。その典型が、毎年春に行

われるハノーバー・メッセへの日本からの参観者数の増大である。2014 年に比べ、

2015 年のメッセには大勢の日本人が参観に出かけ、「日本から押し寄せている」と報

道されていた。 

 

10.日本からの「反作用」 

「反作用」としての日本側のリアクションの 1 つは、RRI（ロボット革命イニシア

ティブ協議会）であり、もう 1 つは、IVI（インターネット・ヴァリューチェーン・

イニシアチブである。このほか、政府サイドでも漸く活発な活動が行われるようにな

ってきた。以下のような取組が行われている。 
  

                                                  
93 ペティ=クラークの法則：経済社会・産業社会の発展につれて、第一次産業から第二次産業、第二次か

ら第三次産業へと就業人口の比率および国民所得に占める比率の 重点がシフトしていくという法則。
（ウィキペディアから） 
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図表 31 産業構造審議会の活動 

 産業構造審議会 2020 未来開拓部会 

 2020 未来開拓部会 09Projects H27/10 

 産業構造審議会 新産業構造部会 

 第４次産業革命への対応の方向性 （主要領域についての議論 ：観光領域 ：農業領

域 ：エネルギー・スマートコミュニティ領域）H28/1 
 第４次産業革命への対応の方向性 官民の戦略的取組の進捗へ向けて H27/12 

 デジタル競争時代における産業転換 H27/11 

 製造業とディープラーニング H27/12 
 産業構造審議会 商務流通情報分科会 情報経済小委員会 

 中間取りまとめ～ＣＰＳによるデータ駆動型社会の到来を見据えた変革～H27/5 
 IoT 社会への対応に向けたデータ利活用・セキュリティ強化施策の論点 H27/8 
 IoT 社会に向けたデータ利活用施策及び サイバーセキュリティ戦略を受けた今後の

対応 H27/9 

 IoT 社会に向けたデータ利活用施策及び  サイバーセキュリティに関する対応

H27/12 
出所：経済産業省 HP から NSRI 作成 

図表 32 総務省関係94 

 日独 ICT 政策対話の結果（第 1 回）H28/1 
  http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin08_02000062.html  
 IoT 推進コンソーシアム95 データ流通促進ワーキンググループ（開催予告）H28/1 

 「IoT 推進コンソーシアム IoT セキュリティワーキンググループ」（開催予告）H28/1 

 平成 27 年度 ICT イノベーション創出チャレンジプログラム（I-Challenge!）H28/1 

 「IoT/ビッグデータ時代に向けた新たな情報通信政策の在り方」（平成 27 年諮問第 23 号）に

関する情報通信審議会からの中間答申 H27/12 

 「ICT サービス安心・安全研究会 近未来における ICT サービスの諸課題展望セッション」取

りまとめの公表 H27/10 

 「IoT／ビッグデータ時代に向けた新たな情報通信政策の在り方」の情報通信審議会への諮

問 H27/9 

 「ICT イノベーションフォーラム 2015」の開催 H27/8 

 「インテリジェント化が加速する ICT の未来像に関する研究会」報告書の公表 H27/6 

 平成 27 年度 ICT イノベーション創出チャレンジプログラム（I-Challenge!）の技術開発課題

の公募 H27/5 

出所：総務省 HP から NSRI 作成 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/1506m.html 
                                                  
94 総務省 HP から NSRI 作成 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/1506m.html  
95 「IoT 推進コンソーシアム」の概念図を参照 
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図表 33 IoT推進コンソーシアム 

 
出所：総務省 HP  http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000200.html   
 

コラム 10 第四次産業革命の「つなぐ」ということのインプリケーション 

 「私たちは現在、技術革新や情報革命、グローバル化などが相互に絡み合いながら加速度的に進

むパラダイムシフトの中にいます。まさに次なる100年に向けた持続的成長へのターニングポイント

を迎えているといえるでしょう。---」 

 「”モノへの接続コストやデータ・情報処理コストが大幅に低下し、企業全体にわたって人、モノ、情

報を有機的に結ぶことができるようになりました。」 

 「お客様の設備や操業データなどのいわゆるビッグデータを収集・分析して、プラント全体の操業改

善や経営レベルでの問題解決や意思決定といったアクションにつなげ、工場と経営の効率化や最

適化を果たす、そのご支援をさらに拡大することを目指しています」 

 「これまで培ってきた計測・制御・情報の技術を集結したソリューションで、業界や国境を超えて“モ

ノ”をつなぎ、これまでにない“コト”をつくり出して・・・」 
出所：横河電機株式会社 HP の同社執行役員マーケティング本部長 伊東千明氏とフリーアナウ

ンサー政井マヤ氏インタビューから NSRI 作成 
http://special.nikkeibp.co.jp/atclh/NBO/15/yokogawa100th/m2p1/index.html  

 

（2）海外アカデミズムの見方 

ここでは、インダストリー4.0 に代表される、製造業をめぐる新しい潮流ともいえ

るパラダイムシフトについて、海外アカデミズムの論調を探ることとする。ドイツか

ら 1 編と米国から 2 編の計 3 編を概観する。 

1.ドイツ人学者による「インダストリー4.0 の展望」論96 

ここでは、“インダストリー4.0 の展望「製造業の態様変化としてのバーチャル化、

                                                  
96 World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Mechatronics and 

Manufacturing Engineering Vol:8,No:1,2014 ”How Virtualization, Decentralization and Network 
Building Change the Manufacturing Landscape: An Industry 4.0 Perspective” Malte Brettel,Niklas 
Friederichsen,Michael Keller,Marius Rosenberg から NSRI 作成 
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分散化、ネットワーク化」”という複数のドイツ人学者の書いた論文の概要を紹介す

る。 

ドイツ製造企業の現況認識 

ドイツの製造業は、品質とコストの両面で、ますます激化するグローバル競争に

立ち向かわなければならない。新興国は、生産性や品質格差を、意欲的に実質的に縮

めてきている。一方、ドイツ国内では、生産能力再配置の影響と高い労働コストのせ

いで競争上苦境に立たされているいくつかの業種がある。 
品質改善が世界的に進む中、消費者はもはや「品質が優れている」という理由だ

けで価格差のある商品を買おうとはしない。既存の製造業も認識を改めるしかなくな

っている。 

ドイツ企業の目指す打開策 

その打開策としてドイツ企業が目指そうとしていることは二つ。一つは、カスタ

マイズに焦点を当てた製品の生産である。もう一つは、素早く市場に投入することで

ある。  

製造企業は、「アジャイル・マニュファクチャリング97」や「マスカスタマイゼー

ション98」のような、従来には見られなかった全く新しい製造戦略を取ろうとしてい

る。こうした戦略の利点を梃として、各企業のコア・コンピテンシー同士をネットワ

ーク上で統合することによって競争力を確保する。 

プロセスやサプライチェーンの仮想化・デジタル化が行われると、企業間の統合

化がネットワーク上で実現する。統合に参加すると、統合された製品や製品情報は、

リアルタイムでアクセスすることができ、閲覧することができる。企業間の操業が滞

りなく行われるようになる。 

 
デジタル・エンジニアリング 

全バリューチェーンにわたって埋め込まれた組込システムから得られるデータは、

自律的にやり取りされる。従って、企業間の垣根は低くなることになる。サイバー・

フィジカル・システム（CPS99）を内包するようなネットワークでは、機器と人間、

加工対象の三者間の先進的なコミュニケーションが可能となる。ICT 技術の利用が増

大することによって、 製品の生産プロセスがデジタル化される。デジタル・エンジ

ニアリングが可能になる。 
また、「モジュラー・シミュレーション」や「モデリング技術」、分散型ユニット

                                                  
97 Agile Manufacturing:柔軟で機敏（俊敏）に製造すること 
98 Mass Customization:量産ベースで客先のニーズに合わせること 
99 Cyber Physical System 
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を可能にする技術などによって、生産品目の変更が容易になるため、製品のイノベー

ションを急速に実現することができる。 

インダストリー4.0 関連の研究 

現在みられるインダストリー4.0 に関連した研究分野の傾向100を分析してみたと

ころ、以下の 3 つの傾向が抽出された。1 つは、個別化生産に係る分野。もう 1 つは、

ネットワークの水平統合に係る分野。3 つ目は、仮想プロセス・チェーンにおける「エ

ンド・トゥ・エンド・エンジニアリング」に係る分野である。 

1 つ目の個別化生産に関連する研究論文の多くは、「マスカスタマイゼーション」、

「モジュラリゼーション」、「フレキシブル・リコンフィギュラブル・製造システム」、

「分散コントロール」、「自己最適化」、「ラピッド・マニュファクチャリング」、「クラ

ウド・コンピューティング」などをテーマとしており、 分析した対象は 330 件であ

る。 
なかでも柔軟な FMS101と RMS102は最も重要な役割を担う。論文は 146 件であっ

た。FMS と RMS の二つの改良と統合が、「個別生産」を実現するうえで決定的な役

割を果たす。しかし、依然としてそこへ至る道のりは遠い。 

2 つ目のネットワークの水平統合に係る分野には、246 件の論文がある。この分野

には「共同ネットワーク」、「分散的生産」、「弾力的なサプライチェーン」、「サプライ

チェーンの可視化」、「IoT と IoS」といったテーマがある。 

3 つ目の「仮想プロセス・チェーンにおける『エンド・トゥ・エンド・エンジニア

リング』」に関連する研究論文 209 件の多くは、「プロセス・チェーンの仮想化」、「デ

ータ個々の追跡」、「リアルタイム操業システム」、「製品と生産プロセスのシミュレー

ションとモデリング」、「製品と生産プロセスの同期的計画」、「付加価値サービス」な

どをテーマとしている。その多くは、「仮想化関連」と「シミュレーションとモデリ

ング関連」に分けられる。仮想化関連の論文が 69 件、シミュレーションとモデリン

グ関連の論文は 64 件であった。 

産業革命の捉え方 

過去の三つの産業革命は、いずれも技術革新に起因する。18 世紀末の第 1 次産業

革命では、水力と蒸気力を利用した機械製造が主役であった。20 世紀初期の第 2 次

産業革命では、分業が主役。1970 年代の第 3 次産業革命では、PLC103の導入が主役

である。 

                                                  
100 この論文では、8 つの科学ジャーナルから上記分野に係る研究を分析している。 
101 Flexible Manufacturing Systems 
102 Reconfigurable Manufacturing Systems：スマート工場内では、製品は周りの環境とコミュニケー

トでき、製造装置等を再編成できる。製造装置等を再編成できるような製造システムを RMS と呼ぶ。 
103 Programmable Logic Controller 
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次期産業革命は、インターネットによって引き起こされる。スマート工場が未来

の製造業の姿とされている。大規模なネットワークの中に位置する CPS104のお蔭に

より、機器同士、機械や人間間相互のコミュニケーションが可能になる。データのや

り取りは随時随所で頻繁に行うことが可能になる。 

高賃金国ドイツの対応の方向 

ドイツは、大量生産向きの定型品の製造業を有する国による追い上げに直面して

いる。ドイツのような高賃金国は、計画と価値創造を重視する。同様に「規模の経済」

と「範囲の経済105」の両立を追及していかなければならない。 
「規模の経済」と「範囲の経済」の両立とは、個別化による多次元のカストマー

ニーズへの対応（横展開による範囲の経済効果）と、バリューチェーンにおける規模

の経済効果（量産効果）を同時に追求106することである。こうした問題を解決するた

めに、アーヘン工科大のチームは、個別化、仮想化、ハイブリッド化、自己最適化と

いった問題に挑戦している。 

生産構造発展の歴史とこれから 

生産構造の歴史的発展の経緯に目を向けると、まず、クラフトマンシップの時代

がある。次に大量生産の時代へと進んだ。大量生産の時代では、消費者ニーズの多様

化に目を向けるよりも、産出増大と生産性を追求することに重点が置かれた。市場は

売り手側が支配107する「売り手市場」といえた。 

しかし、市場が成熟してくると、一転して市場は「買い手市場」となり、製造企

業は、製品差別化戦略の採用を余儀なくされた。リーン生産方式が編み出され、バリ

ューチェーンに沿って、その無駄なコストを削減することが、製造業の世界では主流

になった。製品カスタマイズの市場要求は、ますます増大する一方となり、製品のラ

イフサイクル短縮化とあいまって、製造企業にとっての複雑性を増大させた。旧来型

の組織構造では対応に限界が出るようになり、組織見なおしの必要性が増大した。 

特に物流構造は、高度に複雑化した。その結果、解決すべき大きな課題として浮

上したのが、物流管理であった。そこでインターネットや RFID108のような技術を駆

使して、プロセス・チェーンの全てにわたって、個々の製品をトレースしようという

考え方が浮上してきたのである。 
                                                  
104 Cyber Physical System 
105 範囲の経済性とは、既存事業において既に有する販売チャネル、ブランド、固有技術、生産設備など

の経営資源やノウハウを、複数の他の新しい事業にも展開して共用できれば、個々の事業をそれぞれ展
開するよりも、より経済的な効果が得られること。(Wikipedia, Goo 辞書、コトバンクから NSRI 作成) 

106 「追及する」とは、「バリューチェーンの各企業間で、経営資源やノウハウを共有化されたとすると、
たくさんの異種製品を共有資源で取り扱えることになり、かつ、販売が増加できれば、取扱量が増大す
ることによる固定費単価の逓減(規模の経済性)と、増大する製品種類に付随する追加コストの極小化(範
囲の経済性)が可能になる」ように努めること。 

107 経済学の教科書に出てくる「セイの法則」のこと。「供給はそれ自らの需要を作りだす」これは、かつ
ての「作れば売れた」時代の経済の特性を表現したもの。 

108 Radio Frequency Identification Devices 
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柔軟な製品投入を行うための問題点と課題 

中堅企業にインタビューしたところによれば、製品の設計・開発は、通常全体の

5-10%を占めるにすぎないものの、製品コストの 80％を決定づけてしまうという。柔

軟な製品投入を行っていくには、設計・開発という生産の極めて初期の段階で決定し

つくしておくことが必要になる。 

アーヘン工業管理研究所の調べによれば、現行の RMS109の欠点は、いくつかある。

例えば、強力な IT システムとシステム相互の統合性の欠如、生産システムに関する

作業員の知識不足、企業内における変化への抵抗感である。 

インタビューした専門家によれば、複雑な環境下におけるカスタマイゼーション

には、自律分散型システムが有効とのことである。そのためにも連邦政府の「オート

ノミックス」という技術支援プログラムは望ましいといえよう。 

ただ、中小企業の中には、カスタマイズされた一つ一つの製品を検査することは、

非経済的であり、全体としての品質保証をどうするかが、大きな問題として浮上して

くるとの見方がある。 

企業間における連携にしても、企業は、自社の生産プロセスやコスト構造に関す

る情報は、通常、表に出したがらない。情報共有には、信頼の壁がある上に、パート

ナーと情報を共有するにしても、コストがかかるという指摘もある。こういう点を勘

案すると、結局、インダストリー4.0 は、機械が CPS を介して通信をし、商品の流れ

が RFID のような通信機能を備えたデバイスによってトレースできる場合にのみ機

能する。 

同様に、プロセスの仮想化も、企業のサイズに左右される。シミュレーションや

モデリングを行うユニットを持つ余裕があるかどうかが問題になる。 

企業に対するどのインタビューにおいても同意が得られた点は、製品と生産プロ

セスの同期的計画立案の重要性である。製品品質や市場投入までの時間短縮には、こ

の点を改善することがポイントであるという指摘である。 

 
2.マイケル・ポーターとヘッぺルマンによる製造業の変革と競争戦略論110 

ハーバード・ビジネス・スクール ユニバーシティ・プロフェッサー、マイケル E. 
ポーター（Michael E. Porter）、及び、PTC 社長兼 CEO ジェームズ E. ヘッペルマ

                                                  
109 Reconfigurable Manufacturing Systems：スマート工場内では、製品は周りの環境とコミュニケート

でき、製造装置等を再編成できる。製造装置等を再編成できるような製造システムを RMS と呼ぶ。（再
掲） 

110 “How Smart, Connected Products Are Transforming Companies”by Michael E. Porter  and James 
E. Heppelmann  Harvard Business Review From the October 2015 Issue から NSRI 
https://hbr.org/2015/10/how-smart-connected-products-are-transforming-companies  
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ン（James E. Heppelmann）は、 2015 年に、2014 年の論考に引き続き「製造業の

パラダイムシフトに係る論考」を発表している。ここでは、両氏（以下、ポーター等）

による論考の概要を紹介する。以下のポーター等の論考におけるキーワードは、「つ

ながるスマート製品111」である。 

2014 年版「製造業のパラダイムシフトに係る論考」 

2014 年の論考では、「つながるスマート製品が如何に競争を変容させるか」とい

う「外形的な現象」に焦点が当てられた。「つながるスマート製品」が、製造企業の

内部において、垂直的なあらゆる機能を如何に実質的に変容させるかが論じられた。

「つながるスマート製品」というデジタル化によって、企業間の競合関係や、産業構

造、産業間の境界、企業の戦略に大きな影響が及ぶ。 

図表 34 IoT 時代の競争戦略 2014 年版の概要 

 「モノ」の本質が変化し始めている。 

 情報技術（IT）は、製品に革命的変化を及ぼしている 

 「つながるスマート製品」（smart、connected products）は、処理能力の向上

や機器の小型化の目覚ましい進展、ワイヤレス接続の普及というネットワーク

化の恩恵によって実現し、競争の新時代の幕開けをもたらした。 

 製品の本質が変容するのに伴い、バリューチェーンも飛躍的な変化を遂げつつ

ある。企業は社内の活動ほぼすべてを再考、刷新する必要に迫られている。 

 これらかつてないタイプの製品は、業界構造と競争のあり方を変容させ、企業

を競争上の新たな機会と脅威にさらす。 

 膨大なデータをどう活用、管理するか。 

 販売チャネルなど、従来の事業パートナーとの関係をどう見直すか。業界の領

域拡大に応じて企業はどういった役割を果たすべきか。 

 それが意味する新たな事業機会に光を当てるために、「モノのインターネット」

（IoT：internet of things）という言葉が登場した。 

 つながるスマート製品がなぜ画期的かというと、理由はインターネットにある

のではなく、「モノ」の本質が変化している点にある。 

 つながるスマート製品の機能や性能の増大とそれが生み出すデータこそが、競

争の新時代の到来を告げているのだ。 

 IT はこの 50 年間に 2 回、競争と戦略のあり方を激変させた 

 1960 年代から 70 年代にかけての IT 化の第一波は、注文処理、経費の支払い、

CAD（コンピュータ支援設計）、MRP（製造資源計画）などバリューチェーン

上の個々の活動を自動化した。 

                                                  
111 「つながるスマート製品」の原語は、”Smart, Connected Products” 
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 1980 年代と 90 年代には、インターネットが誕生し、どこからでも低コストで

接続できるようになったため、IT を起爆剤とした変革の第二波が訪れた。 

 世界各地に分散したサプライチェーンの緊密な連携が可能になった。ただし、

バリューチェーンの変革は起きても、製品自体はおおむね従来のままだった。 

 現在、第三波の下、IT は製品そのものに不可欠な存在となりつつある。 

 製品にはセンサー、プロセッサー、ソフトウェア、接続機能が組み込まれる。

製品は、事実上コンピュータを内蔵し、クラウド上で製品データを収集、分析

してアプリケーション・ソフトウェアを稼働させる。製品の機能性と性能が目

覚ましく向上している。 

 その改善の多くは、こうした新たな製品の利用状況に関する膨大なデータを基

に実現している。 

 それら製品を生産する過程では、製品設計、マーケティング、製造、アフター

サービスの変革が起きる。製品データの解析やセキュリティ確保といった新し

い業務活動の必要性が生まれることから、バリューチェーンのあり方も変わる。

 接続形態には以下の 3 つがあり、これらは併存可能である。 

 1 対 1：個別製品がポートなどのインターフェースを介して利用者、メーカー、

他製品とつながる。自動車が診断用機器に接続されるような場合が該当する。 

 1 対多：中枢システムが多数の製品に同時に、連続的あるいは断続的に接続する。

例えば、テスラモーターズ製自動車の多くは、性能のモニタリング、サービス、

アップグレードの遠隔実施を目的として、製造元が運用する同一のシステムに

接続される。 

 多対多：複数の製品が、他の種類が異なる数多くの製品や、外部のデータ源と

接続される。さまざまな種類の農業機械が、相互に接続され、地理位置情報デ

ータともつながる。農業システムはシステムによって調節され、最適化される。

自動耕運機が正確な深さと間隔で土中に窒素肥料を注入し、後続の種蒔き機が

注入箇所に直にトウモロコシの種を蒔いていくなどの例がみられる。 

 接続機能は二重の役割を果たす。 

 第 1 に、製品と、その動作環境、製造元、利用者、他の製品やシステムとの情

報交換を可能にする。 

 第 2 に、接続機能があると、製品機能の一部を物理的な機器の外、すなわち「製

品クラウド」上に展開することができる。 

 変化の背景 

センサーやバッテリーの性能、小型化、省エネ性といった面でのブレークスルー。 

 コンピュータの内蔵化を実現する、非常にコンパクトで低コストのプロセッサ

ーとデータ記憶装置。 

 安価な接続ポートとどこでもつながる低使用料のワイヤレス接続。 
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 ソフトウェアの迅速な開発を可能にするツール類。 

 ビッグデータ解析。 

 340兆の1兆倍の1兆倍ものアドレス空間を有する新しい Ipv6プロトコル。Ipv6
プロトコルは、高いセキュリティを備え、機器の移動に対応して基地局を切り

換えるハンドオーバーを簡素化し、機器が外部からの IT サポートなしに単独で

アドレスを要求できるようになっている。 

出所：“How Smart, Connected Products Are Transforming Competition”HBR November 
2014. ©2014 Harvard Business School Publishing Corporation. April 2015 Diamond 
Harvard Business Review 2 ハーバード・ビジネス・スクール ユニバーシティ・プロフェ
ッサー、マイケル E. ポーター（Michael E. Porter）及び PTC 社長兼 CEO ジェームズ E. 
ヘプルマン（James E. Heppelmann）著 有賀裕子訳から NSRI 作成 

 
2015 年版「製造業のパラダイムシフトに係る論考」 

2015 年版では、外形的ではなく企業内部へのインプリケーションに焦点が当てら

れる。企業のコアとなる機能、製品開発をはじめとして、IT、製造、ロジスティック

ス、マーケティング、セールス、アフターサービス、これらの機能は再定義されるよ

うになる。その結果、機能間の連携は強化される。全く新しい機能~例えば、現在時

点で利用可能なデータ量を調整・管理する機能などが登場する。こうした新しい機能

に対応できるようにするためには、製造企業の伝統的な組織構造は見直す必要が生じ

る。製造企業にとって、今生じていることは、100 年前の第二次産業革命以来のもっ

とも重要な変化となる。 

技術インフラとしての「技術スタック」 

家電製品から工業設備に至るまで、「つながるスマート製品」には、3 つのコア要

素がある。機械・電器部品のような物理的な部品、センサーやマイクロプロセッサ―、

データストレージ、組込システム等々のようなスマート部品、及び、アンテナ、プロ

トコル、ネットワークなどの接続部品の 3 つの部品である。 
つながるスマート製品において、3 つの部品がその機能を発揮するためには、機能

発揮を支援する全く新しい技術インフラを必要とする。以下ではそれを「技術スタッ

ク112」と呼ぶ。 

この新しい技術インフラである「技術スタック」には、製品・ユーザー・ビジネ

スシステムや外部データ源、さらには関連製品からの統合されたデータ間でデータ交

換するためのゲートウエイが用意されている。 

「技術スタック」は、データストレージや分析、アプリの作動、製品やデータへ

のアクセスに対するセーフガードのためのプラットフォームとしても機能する。 

 

                                                  
112 “technology stack” 
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「技術スタック」は、下図のような多層構造からなり、新製品ハードウェア、組

込システム、つながり具合、遠隔サーバーから操作するソフトウェアを内包する製品

クラウド、セキュリティ・ツール、外部情報源への出入口、事業システムによる統合

性を有する。 

このインフラによって 3 つの部品からなる「つながるスマート製品」は、モニタ

リング、遠隔制御、最適化、自律性といった画期的な新しい能力（下方の囲み参照）

を具備することができるようになる。 

図表 35 技術インフラとしての「技術スタック」の多層構造図 

 
出所：ハーバード・ビジネス・スクール ユニバーシティ・プロフェッサーマイケル E. ポーター 

Michael E. Porter PTC 社長兼CEO ジェームズ E. ヘプルマン James E. Heppelmann
著 “How Smart、 Connected Products Are Transforming Company、” HBR、 November 
2015.  ©2015 Harvard Business School Publishing Corporation PTC 
<communications@ptc.com>から NSRI 作成 
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図表 36 「つながるスマート製品」が具備する新しい 4 つの能力 

第 1 に、製品は、製品自身をモニターし、自身の状態や環境をレポートするようになる。

そのため、製品の挙動や使い方に関する、以前では考えられなかったような洞察を導

き出すことができる。 
第 2 に、ユーザーは、沢山のリモートオプションを使って複雑な製品のオペレーション

を制御し得る。それ故にユーザーは、機能やパフォーマンス、製品インターフェース

をカスタマイズするという以前では思いつかなかったような能力を身につけ、危険な、

或いは手の届かないような環境下での運用を可能にする。 

使用者の
認証とシス
テムへのア
クセスの管
理ツール、
製品の繋
がり具合・
製品クラウ
ドレイヤー
の安全性
を担保する

機能

つながるス
マート製品
とコアとなる
事業システ
ム、例えば
ERP,CRM,
PLMの双方
を統合する
ようなツー
ルの存在

天気情報、
交通状況、
商品市況、
エネルギー
価格、ソー
シャルメ
ディア、地
点情報のよ
うな外部情
報を取り込
む出入口
～これが製
品能力を知
る手がかり

スマート製品アプリケーション
監視、制御、最適化、製品機能の自律的操作を管理する遠隔操作で作動する

青ふとウエア・アプリケーション

製品データのデータベース
集計化、規格化、現在過去の製品データの管理化を可能とするビッグデータの

データベース・システム

アプリケーション・プラットフォーム
アプリ開発や執行環境のお蔭でデータ・アクセス、可視化、ランタイム・ツールを
利用してビジネスを繋げるスマートなアプケーションリの開発は急速に進む。

ルールと分析エンジン
ルール、ビジネス・ロジック、ビッグデータ解析能力(製品オペレーションを可能と

するアルゴリズムを内包し、新製品の洞察を可能とする）

ネットワーク・コミュニケーション
製品とクラウドの間を結び、通信を可能にするプロトコル

製品ソフトウエア
組込式操作システム、オンボード・ソフトウエア・アプリケージョン、強化された

ユーザーインターフェース、製品制御部品

製品ハードウエア
組込センサー、プロセッサー、結合用ポート/アンテナが伝統的な機械式電気式

部品を補完しているハードウエア

製品クラウド

つながり

製品(ソフトとハード）

識別・
安全

事業シ
ステム
の統合

外部情
報源
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第 3 に、データモニタリングと遠隔操作能力とによって、最適化のための新しい機会を

創造できる。製品のパフォーマンスや利用に関する改善・改良をはじめ、アップタイ

ム、幅広いシステム（スマートビルやスマート農業）の中でその製品が関連する他の

製品とどのように稼働するかといったことがアルゴリズムによって可能になる。 
第 4 に、モニタリングデータや遠隔制御、最適化アルゴリズムによって、製品に自律性

をもたらすことができる。製品は学習能力を有し、環境に適応し、顧客嗜好を学び、

自身でサービスを行い、自分自身を操作する。 
出所：ハーバード・ビジネス・スクール ユニバーシティ・プロフェッサー、マイケル E. ポー

ター（Michael E. Porter）及び PTC 社長兼 CEO James E. Heppelmann 著 
  “How Smart、 Connected Products Are Transforming Company、” HBR、 November 

2015.  ©2015 Harvard Business School Publishing Corporation.  PTC 
<communications@ptc.com>から NSRI 作成 

https://hbr.org/2015/10/how-smart-connected-products-are-transforming-companies  
 

「つながるスマート製品」の及ぼすインパクト 

ポーター等は、「つながるスマート製品」の登場によるインパクトとして、次の 4
点を挙げている。 

 激しいシフトが生じる。つながるスマート製品は、産業の再定義と戦略に基づいて始

まるほとんどの活動の見直しを強いる。 

 新しい関係が生じる。つながるスマート製品からもたらされる未知のデータとその力

によって、企業と顧客との関係が変わる。この関係は、継続的で終わりがないものに

なる。 

 新しいプロセスが生じる。新しい製品の影響力とインフラとデータは、バリューチェ

ーンの垂直的機能の作用を作り変える。殊に製品開発のやり方、IT、製造、物流、マ

ーケティング、販売、アフターセールス、サービスの在り方が変わる。加えてこうし

た機能間を調整することに、はるかに多くのエネルギーが必要になる。 

 新しい構造が生じる。機能間の新しい連携や全く新しい機能が出現しつつある。統一

されたデータ組織、販売後の製品の継続的改良、顧客との関係性の最適化をおこなう

といったテーマが浮上する。 

出所：同上 

データから創りだせる新しい価値 

「つながるスマート製品」から取り出せる様々のデータを活用することによって、

事業家や顧客は、製品のパフォーマンスを最適化するといった高度な洞察を行うこと

ができる。他方で、個々の製品自身から得られるデータを用いただけの単純な分析で

あっても、基本的な洞察は可能になる。 

一方、「データのプール」に蓄積されてきた生産データは、外部や企業情報のデー

タとともに、基本的な洞察よりもさらに洗練された分析を可能にし、より深い洞察を
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導き出すことができる。以下の図のとおりである。 

図表 37 データから創りだせる新しい価値 

 
出所：ハーバード・ビジネス・スクール ユニバーシティ・プロフェッサー、マイケル E. ポー

ター（Michael E. Porter）及び PTC 社長兼 CEO James E. Heppelmann 著 
  “How Smart、 Connected Products Are Transforming Company、” HBR、 November 

2015.  ©2015 Harvard Business School Publishing Corporation.  PTC 
<communications@ptc.com>から NSRI 作成 

https://hbr.org/2015/10/how-smart-connected-products-are-transforming-companies  

 
変わる設計の概念 

つながるスマート製品の登場は、設計の概念を変える。製品開発の根本のところ

では、「機械工学」から「学際的システム工学」へとシフトする。以下は、設計概念

に関するポーター等の主張の根幹である。 
 

図表 38 「つながるスマート製品」によって変わる設計概念 

 バリューチェーンの変形 

企業にとって利用可能な威力のある新しいデータは、つながるスマート製品の新しい

外形や能力とともに、伝統的なビジネスの機能の再構築を余儀なくし、時にラディカルな

変容を迫る。 
 製品開発 

機械工学からシステム工学へのシフトに伴い、製品の低価格での多様性確保が、従来

比、はるかに格安に実現できる。 

でつながるスマート製品
位置情報、状態、利用等のデータ 企業内データ

サービスの歴史、保証の状態
などのデータ

外部データ
価格、天候、サプライヤーの

在庫等のデータ

現状把握
データ収集、製品の状態、

環境、運用状況

規定・命令
結果の改善や問題の修正の

ための評価を特定

予測
事故を引き起こす前に出現
する現象のパターン検出

診断
製品パフォーマンスの低下

や失敗の原因調査

「データのプール」
多様なフォーマットの生デー

タの集合

事業 パートナー顧客

基本的洞察
利用パターンなど

制御と最適化
例：パフォーマンスを
改善するようなソフト
ウエアによるアップグ

レード

生データ

生データ

データ源

解 析

より深い洞察
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こうした多様な顧客ニーズに、ハードウェアによってではなくソフトウェアによって

対応できるという点が、製品設計上は決定的なポイントになる。 
 製造業は物理的な生産の域を超える。 

製造業は物理的な生産の域を超えるということは、つながるスマート製品の運用が、

クラウドベースのシステムを必要とするからである。 
 エバーグリーンデザインの登場 

製品の出荷後に、ソフトウェアの更新によって商品性（その製品の機能）を改良して

いくことができる。 
 新しいユーザーインターフェースと AR（拡張現実） 

つながるスマート製品は、タブレットやスマホのアプリケーションにより、リモート

操作が可能になる。製品自体を制御する必要性も減じられる。 
しかも、コストは、ソフトのほうがかからず、その修正も持ち運びも容易である。こ

うした新しい技術により、監視や操作、サービス情報といったサポートといった製品のサ

ービスをより効率的に行えるようになる。 
 データが創りだすそのほかの機能等 

 オンゴーイングの品質管理 

 つながるサービス 

 新しいビジネスモデルのサポート 

 システムの相互互換性 

 製造業における新しい生産ニーズの創出と機会（最終組み立て工程の顧客サイドへ

のシフト、ここでもソフトウェアを取り込み、成形する必要が出てくる） 

 スマートファクトリー 

 部品のシンプル化、組立工程の再構築、途切れの無い生産オペレーション 

出所：ハーバード・ビジネス・スクール ユニバーシティ・プロフェッサー、マイケル E. ポー

ター（Michael E. Porter）及び PTC 社長兼 CEO James E. Heppelmann 著 
  “How Smart、 Connected Products Are Transforming Company、” HBR、 November 

2015.  ©2015 Harvard Business School Publishing Corporation.  PTC 
<communications@ptc.com>から NSRI 作成 

https://hbr.org/2015/10/how-smart-connected-products-are-transforming-companies  

 
 

リーン生産の新しい時代到来 

「つながるスマート製品」について、ポーター等は次の 2 つのことを指摘してい

る。一つは、原材料、エネルギー、工場と設備の生産性を現在よりはるかに高い水準

に引き上げることができること。もう一つは、事業プロセスに生じる反響が経済全体

に及ぶことである。 
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図表 39 リーン生産の新しい時代の到来 

 我々はリーン生産の全く新しい時代に遭遇することになる。 

 製品からの様々のデータは、製品利用の在り方やバリューチェーン全体にわたる活

動に数えきれないほどの新しい流れを生み出す。 

 無駄は削減され、カットされる。 

 製品についているセンサーは、部品が壊れる前にサービスの必要性を知らせる。こ

のためダウンタイムは削減されるか、メンテナンスはまだ必要ないかが判明する。

 例えばオイル交換は、スケジュールに従って行う必要はなくなり、オイルの汚染が

ある一定の基準に達したときにのみ行えば済む。 

 新データ解析は、以前であれば手に負えなかったような効率的な改善を可能にす

る。 

 過剰能力は駆逐される。 

 製品は、自らの位置や利用状況を知らせてくる。 

 例えば、つながるスマートエレベーターは、ユーザーの要求パターンを基に予測し、

行動することから、待ち時間や電気利用料を削減することができる。 

 今までは、6 つのエレベーターを必要としたビルが、4 つだけでさらにより良いサ

ービスを提供できる。 

 サービスモデルとしての製品は、顧客に実際にその製品を必要とするときだけ払え

ば済むようになる。 

 データがつながることによって、自動車やバイクのような資産は、所有するよりも

共有することがより現実的で合理的でより容易になる。 

出所：ハーバード・ビジネス・スクール ユニバーシティ・プロフェッサー、マイケル E. ポー

ター（Michael E. Porter）及び PTC 社長兼 CEO James E. Heppelmann 著 
  “How Smart、 Connected Products Are Transforming Company、” HBR、 November 

2015.  ©2015 Harvard Business School Publishing Corporation.  PTC 
<communications@ptc.com>から NSRI 作成 

https://hbr.org/2015/10/how-smart-connected-products-are-transforming-companies  
 

「つながるスマート製品」によって必要となる戦略形成と示唆 

ポーター等は、つながるスマートな世界における企業は、次のような 10 の新しい

戦略決定を迫られると主張する。企業行動は、次のどの戦略を選択するかによって、

バリューチェーンのあらゆる活動にインパクトを与える。 

図表 40 スマートな世界で決定すべき 10 の戦略 

1. 自社が追及すべきつながるスマート製品の能力や特徴はどれにすべきか。 

2. 製品にどのくらいの機能を組み込み、クラウドでは如何ほどかかるか。 

3. 自社はオープン戦略で行くのか、クローズドで行くのか。 

4. つながるスマート製品に係る機能やインフラをどこまで内製するか、外注するか。
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5. 自社が提供すべき価値を最大にするためには、どのようなデータをどのように安全
に収集し、分析すべきか。 

6. 製品データの所有権やアクセス権をどう管理すべきか。 

7. 配達チャネルやサービスネットワークの仲介業者をどこまで排除するか、全部か、
部分か。 

8. 自社はビジネスモデルを変えるべきか否か。 

9. 自社が収集した製品データを、社外に売却して資金化するという新しいビジネスに
乗り出すべきか。 

10. 自社はその業務範囲を拡大すべきか。 

出所：ハーバード・ビジネス・スクール ユニバーシティ・プロフェッサー、マイケル E. ポー

ター（Michael E. Porter）及び PTC 社長兼 CEO James E. Heppelmann 著 
  “How Smart、 Connected Products Are Transforming Company、” HBR、 November 

2015.  ©2015 Harvard Business School Publishing Corporation.  PTC 
<communications@ptc.com>から NSRI 作成 

https://hbr.org/2015/10/how-smart-connected-products-are-transforming-companies  
 

ソフトウェア産業からの教訓 

ポーター等は、「つながるスマート製品」に係る競争戦略を考えるときの手本とし

て、ソフトウェア産業の教訓を挙げている。 

図表 41 ソフトウェア産業からの教訓を挙げる理由 

 「つながるスマート製品」に伴い必要となる企業組織の手本としてのソフトウェア産業 

 つながるスマート製品が、製造業に持ち込む企業組織のシフトの多くは、既にソフ

トウェア産業において生じた変化を映したものになる。理由は以下のとおり。 

☛つながるスマート製品が、伝統的な製造業に要求していることは、企業内部にソフトウェ

ア会社を造り出すことである。 

 完全なデジタル製品であるソフトウェア産業では、早くからクラウドの中で、遠隔

支援を前提としてきた。 

 ソフトウェア産業は、また、販売後に継続的に製品の改良を行ってきた。 

出所：同上 

また、ソフトウェア産業からの他産業への教訓として、次の 5 つのカテゴリーを

挙げている。 
図表 42 ソフトウェア産業からの 5 つの教訓 

☛開発サイクルの短期化 

☛「サービスとしての製品」というビジネスモデル 

☛顧客の「成功」に焦点を当てるという発想 

☛製品は、広大なシステムの中の一部を占めるという位置づけ方 

☛競争優位としての解析技術力 
出所：同上 
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3. グローバル製造革命論 (ミシガン大の機械工学系教授) 113 

グローバリゼーションと事業改革の必要性 

ミシガン大学の Yoram Koren（以下、コーレン）は、“The Global Manufacturing 
Revolution”というテクストブックにおいて、以下のような所論を展開している。 

製造企業が、グローバリゼーションの中で勝ち抜いていくにはどうしたらよいか。

それには、製造企業における「製品設計」、「製造」、「ビジネスモデル」の三つの主要

なユニットの事業改革が必要になるという。 

本テクストブックの主な内容をみると、「グローバリゼーションと製造パラダイ

ム」、「生産発明戦略」、「カスタマイズ・パーソナライズ・リコンフィギュラブル製品」、

「大量生産モデル」、「マスカスタマイゼーションの分析」、「伝統的な製造システム」、

「製造システムの経済学」、「製造システムの再構成とシステム構成の分析」、「多国籍

企業の事業のための対応力あるビジネスモデル」、「グローバル事業戦略」、「製造事業

の目指す先」とある。 
 

生産態様の移り変わりとこれからの方向性 

コーレンは、生産態様の移り変わりとこれからの方向性について、次のような見

方を示す。過去から現在未来にかけて分析し、考察した結果、生産態様として次の 4
つのパターンを挙げる。 

最初は、職人が活躍した手工業の時代、次に大量生産の時代、そして、現在話題

のマスカスタマイゼーションの時代、その先の未来には、特定個人別生産の時代が来

る。特定個人別生産とは、英語では“Personalized Production”これは、特定個人か

らの注文に応じながらも、量産と同じような価格レベルで生産し、提供できるという

イメージである。いわばものづくりの究極の姿である。 

4 つのパターンの違いは、生産者が販売し、顧客が購入するという販売/購入をベ

ースに、「デザイン」と「製造／製作」がどの時点で行われるかによって生じる。特

に「デザイン」は、そのデザインが、顧客の意向を「聞かずに行う」か「聞いて行う」

かによって、生産態様は大きく異なる。また、顧客の意向を聞いて行う場合にも、そ

のために必要となる「仕掛け」の有無によっても生産態様の違いは拡大する。 

生産態様の違いを具体的に整理したものが、次図である。まず、手工業では、顧

客という「特定個人」の注文通りに製作するという完全なオーダーメードである。こ

                                                  
113  “The Global Manufacturing Revolution” Product-Process-Business Integration and 

Reconfigurable Systems Yoram Koren The University of Michigan から NSRI 作成 
 http://adrge.engin.umich.edu/wp-content/uploads/sites/50/2013/08/12pgbook.pdf   
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れに対し、大量生産では、製造者が、顧客の意向を推定しながら自らの考えでデザイ

ンし、製造したものを販売する。 

次のマスカスタマイゼーションの時代に移ると、顧客の意向に沿うことができる

ように、オプション部分の備えを十分にしておくことが求められる。製造者は自らの

考えでデザインするが、オプション部分については、顧客のどんな要求にも応えられ

るように ICT 系技術を活用して工夫しておく必要がある。 

一方、究極の段階と位置付けられる特定個人別生産の時代になると、顧客からど

んな注文が飛び込んできても、即対応できなければならない。そのために、デザイン・

アーキテクチャーとモジュールを予め用意しておく。こうした工夫ができれば、注文

通りの特定個人別のデザインと製造／製作が可能になるという。 
 

図表 43 生産態様の移り変わり 

 
注.この図のポイントは、製品のデザインに、どの程度顧客が関与できるかにある。大量生産に
なると同時に、顧客は生産の現場から引き離されてしまう。そしてたくさんのオプションを用
意することで顧客志向を打ち出してきたが、一番望ましいことは、「顧客をデザインに巻き込
む」ことである。それが「特定個人別生産」の意味であり、そうした観点からのデザイン・ア
ーキテクチャーとモジュールの開発が必要になることを示した図だと考えられる。 

出所： Yoram Koren 〝 The Global Manufacturing Revolution” James J. Duderstadt 
Distinguished University Professor Emeritus of Manufacturing By Paul G. Goebel 
Professor Emeritus of Engineering Director、 NSF Engineering Research Center for 
Reconfigurable Manufacturing Systems （1996–2012） から NSRI 作成 
 http://adrge.engin.umich.edu/wp-content/uploads/sites/50/2013/08/12pgbook.pdf  
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グローバル製造企業のための戦略ルール 

コーレンは、“The Global Manufacturing Revolution”において、グローバル製造

企業のための戦略として、10 のルールを挙げている。1 つ目はグローバル戦略、2 つ

目：製品・システム・ビジネスの統合、3 つ目：迅速なる対応、4 つ目：リコンフィ

ギュラブル製造システム。5 つ目：革新的な製品、6 つ目：ローカル市場にフィット

した製品群、7 つ目：特定個人向け製品、8 つ目：情報提供と権限強化、9 つ目：決

定的に重要な部品の母国生産と最終組み立て、10 番目が戦略的提携である。それぞ

れに以下のコメントがついている。 

図表 44 グローバル製造企業のための戦略ルール 10 か条 

1. グローバル戦略 

製造企業が策定すべき戦略とは、どの製品を開発すべきか、地球上のどの地域

をターゲットとすべきか、工場はどこに立地すべきか、グローバル・サプライチェ

ーンをどのように統合すべきか、同じ地球の資源を活用してどのように生産性を引

き上げるかという問題に答えることである。 
製造企業は、ブラジル、ロシア、インド、中国のような新興市場を攻める事業

戦略を開発すべきである。 

2.製品・システム・ビジネスの統合 

グローバル製造企業は、製品設計が、製品を生産する製造システムと販売する

ビジネス・プランを統合するようなシステム・アプローチを採用しなければならな

い。 

3.迅速なる対応 

グローバル事業における成功は、カスタマー・ニーズと市場の変化に迅速な対

応ができるか否かにかかっている。そうした対応が可能になるように、ビジネス戦

略や製造システムを変革する必要がある。 

4.リコンフィギュラブル製造システム 

グローバル製造企業は、リコンフィギュラブル製造システムを持つべきである。

こういったシステムは、生産能力を容易に変えることができ、市場の変化に素早く

適応し、製造機能に至っては、新製品の導入を短時間で可能にするような、費用対

効果の高いものであるべきである。 

5.革新的な製品 

企業が成功するための原動力は、短時間で革新的な製品を次々と導入していく

ことができる能力である。継続的なイノベーションにとって重要なことは、創造性

を企業文化として育みつつ、創造性を涵養していく方法論を確立することである。
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6.ローカル市場にフィットした製品群 

製品のデザインや機能は、その地域でターゲットとする消費者の文化、規制、

気候、購買力にフィットするべきである。コストを抑えるために、共通のプラット

フォームと必要に応じて異なるモジュールを設計すべきである。 

7.特定個人向け製品 

工業化社会に出現した新興市場には、特定個人向けの費用対効果の高い製品に

対する潜在需要がある。理想的には、それぞれの製品は、どれも異なり、特定の個

人（一つの市場）のニーズや好みにぴったりと合うようにつくられる。 

8.情報提供と権限強化 

企業は、従業員に継続的にリアルタイムの情報を提供し、意思決定権限を分与

しなければならない。権限分与は、製品と製造システムの両面において進む、急速

なイノベーションへのモメンタムとして、持続しなければならない。 

9. 決定的に重要な部品の母国生産と最終組み立て 

知的財産権を保護するような費用対効果の高い製品は、販売対象国市場におい

て組立工場を建設するよう要請されることがある。しかし、決定的に重要な部品は、

母国で生産し続けなければならない。 

10.戦略的提携 

戦略的提携は、提携先のスキルと資源の両方を結合することになる。こうした提携

は、革新的な製品を、最高品質と最小の生産コストで開発することを可能にする。 
出所： Yoram Koren “ The Global Manufacturing Revolution ” James J. Duderstadt 

Distinguished University Professor Emeritus of Manufacturing by Paul G. Goebel 
Professor Emeritus of Engineering Director、 NSF Engineering Research Center for 
Reconfigurable Manufacturing Systems （1996–2012） から NSRI 作成 
http://adrge.engin.umich.edu/wp-content/uploads/sites/50/2013/08/12pgbook.pdf 

 

設計の原則とリコンフィギュラブル製造システム 

設計の原則とリコンフィギュラブル製造システム（以下、RMS）に関して、以下

のような解説がされている。 

図表 45 設計の原則と RMS（リコンフィギュラブル製造システム） 

1. RMS は、予測不能の市場変化への対応を可能にし、システム固有の特性にも対応でき

る製造システムである。システム固有の特性として、以下の三つが挙げられている。

 RMS の能力は、少量の増加にも急いで変更が可能。 

 RMS の機能は、新製品に急速に適応可能。 

 RMS の有する調整能力は、予期せぬ部品の欠陥にも素早く対応が可能。 

2. RMS は、製品群の一部、或いは、製品群の全てを生産するのに必要とされる柔軟なカ

スタマイズ能力を有するように設計される。 
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3. RMS のコアとなる特性は、その 機械的、コミュニケーション的、制御的部品の中に

組み込まれているばかりでなく、すべてのシステムの中にも組み込まれる。 

出所： Yoram Koren “ The Global Manufacturing Revolution” James J. Duderstadt 
Distinguished University Professor Emeritus of Manufacturing by Paul G. Goebel 
Professor Emeritus of Engineering Director、 NSF Engineering Research Center for 
Reconfigurable Manufacturing Systems （1996–2012） から NSRI 作成 
 http://adrge.engin.umich.edu/wp-content/uploads/sites/50/2013/08/12pgbook.pdf 

 

RMS の R: 「リコンフィギュラブル」とは 

ここでいう RMS の R、「リコンフィギュラブル」とはどういうことか。コーレン

の説明を翻案すると、最も近い言葉は、「再編成可能性」、もしくは、「再構築可能性」

になる。すなわち「リコンフィギュラブル」であるとは、生産システムの柔軟性を保

証する前提であり、生産システムの再編成や再構築が瞬時に可能になるようなシステ

ムの特性を指すと考えられる。 
 

RMS のイメージ 

この RMS のイメージとして、コーレンはいくつかの図解をしている。その中の一

つをみると、次のような説明がみられる。 

従来の生産システムにおいて、2 つのパラレルライン、或いは、2 組のセルがある

場合を考える。それぞれのシステムにおいて、機械が 1 つずつ故障した時、これらの

生産システムは、その生産能力の 100％全体が麻痺してしまう。しかし、RMS を導

入すると、2 つのパラレルラインのうち、故障していない機械同士を再編成（＝リコ

ンフィギュラブル）することができるため、50％相当の稼働を継続することができる。 

図表 46 製品の多様化に対応可能な RMS の導入と「「リコンフィギュラブル」の働き 

 
出所： Yoram Koren “ The Global Manufacturing Revolution” James J. Duderstadt 

Distinguished University Professor Emeritus of Manufacturing by Paul G. Goebel 
Professor Emeritus of Engineering Director、 NSF Engineering Research Center for 
Reconfigurable Manufacturing Systems （1996–2012） から NSRI 作成 
 http://adrge.engin.umich.edu/wp-content/uploads/sites/50/2013/08/12pgbook.pdf 
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生産システムの未来像 

このように、コーレンは、インダストリー4.0 の中でも出てくる生産システムの未

来像、すなわち「機械同士が、加工対象となる部品などからの信号を受け取り、その

部品に必要とされる加工方法・加工手順などの情報を踏まえ、その時の生産システム

全体の状況を機械自らが判断して、生産システムの組み替えを行うことで最適化をは

かる」という未来図の一端を、具体的に図示化しているといえよう。 

もう一つは、RMS によって生産品目の変更に伴う段取り替えを、素早く行えると

いう利点を図解していることである。従来、製品寿命が十分に長いような場合には、

生産準備などの立ち上げに時間がかかっていても競争上大きな影響は見られなかっ

た。しかし、市場が成熟すると、製品寿命が短縮化され、生産者は矢継ぎ早に新製品

を投入する必要に迫られる。RMS を導入すれば、生産品目が A から B、B から C へ

と切り替わるときに、従来の段取り替えに比べ、各段に素早く次の生産体制に移るこ

とができる。つまり、RMS は、製品の多様化や市場の変化に対応可能な生産システ

ムを指向した製造システムだといえる。 

これまで、設計段階は、3DCAD の導入によって格段に時間短縮が実現した。一方、

生産プロセスにおけるリードタイムの短縮は、RMS の導入によって初めて大幅な短

縮が可能になる。これがコーレンの主張である。 
 

事業戦略の見直しの必要性 

コーレンは、事業戦略の見直しを提案する。見直しは、収益モデル、サプライチ

ェーン、マーケット・セグメント、戦略的提携、コンペティティヴ・アドバンテッジ、

グローバル戦略という 6 つの観点から行われる。このうち、マーケット・セグメント

は、顧客の利益にも直結する。コンペティティヴ・アドバンテッジとは、生産、製造

プロセス、マーケティング／出荷／サービス、ファイナンスの各戦略的資源の競争力

強化による強みをさす。 
こうした見直しによって、経済的な価値を創出することの必要性を説いている。

そして言う。「ぐずぐずしている暇はない」と。 
 

（3）パラダイムシフトへの備えと考え方 

1.生産態様の変化 

製造者と顧客との距離 

既にみてきたとおり、ものづくりにおける「生産態様」の歴史は、職人の世界か

ら始まった。その特徴は、顧客の注文通りに作り上げることにあった。製造者は顧客

に寄り添う存在であった。ところが、産業革命によって大量生産が始まると、「作れ

ば売れる」状態が出現し、顧客は製造者から隔離され、ただ、製造者の頭の中の「想
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像の世界」に閉じ込められることになった。市場が成熟するにつれ、製造者の「想像

の世界」と顧客の欲しい「現実の世界」との間に乖離が生じた。乖離に気が付いた製

造者がとった次の手段が、製品の差別化戦略であった。しかし、ここでも単に顧客の

選択肢は増えたものの、「想像の世界」から完全に抜けきったわけではなかった。 

大量生産システムからマスカスタマイゼーションへ 

大量生産システムは、新興国が、先進国と同じ機械設備・装置を導入することに

よって、生産可能になる。新興国は、同じ機械を動かす人件費の格差を利用した競争

により、先進国に比べ格段の優位を占めることができた。 
追い上げられた先進国はどうすべきか。大量生産の製造から手を引くか、工夫し

て乗り越えるか。ドイツの戦略は後者の「工夫して乗り切る」ことにある。その答え

が、マスカスタマイゼーションであり、それを可能にする手法が、生産システムのデ

ジタル化とネットワーク化を駆使するスマート工場である。 
 

マスカスタマイゼーション 

マスカスタマイゼーションとは、一言でいえば、極力顧客が欲しがる「現実の世

界」に近づきながら、最適な製品やサービスを顧客に合わせようとする活動である。

「現実の世界」に近づき、合わせる方法として、センサーやインターネットというツ

ールが活用される。 
顧客の住む「現実の世界」は気まぐれである。大量生産が継続した結果、世の中

にものがあふれかえる先進国では、消費は多様化し、究極的には一人ひとり違うもの

や違うサービスに対する需要が高まる。さらに、グローバル化に伴う新興国マーケッ

トの登場・拡大により、地域性を加味する必要性も増大している。 

世界的に新興国が急成長して、今までとは異なる地域性を持った、新しい顧客の

「現実世界」が次々と出現しつつある。 
 

ものをベースにしたサービス 

顧客の欲求には際限がなく、そのニーズに如何に早く、適切に、継続的にフォロ

ーして行くか。しかも、ただ単にものが欲しいという時代は終わった。ハードウェア

である「もの」を基点にして、顧客が本来望むところの「楽しさ」、「素晴らしさ」、「感

じたいこと」、「したかったこと」という感性や欲求を満たすことが、より重要になり

つつある。 
サービスとは顧客の感性や欲求を満たすことであると考えれば、顧客が求めるも

のは「ものをベース」にして自らの感性にアピールし、欲求に沿うような「サービス」

だということができる。「ものをベースにしたサービス」までが、製造業に求められ

る次代になりつつある。 
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2.事業構造変革の必要性と方向性 

事業構造変革の必要性と背景 

製造企業は、複雑かつ変幻自在にして地域性豊かな色彩を有する現代顧客の「現

実の世界」に、自らを合わせられるように、その事業構造を変えていく必要に迫られ

ている。製品開発は、顧客をどこまで巻き込み、いかに早く市場投入できるかで決ま

る。 
新製品の市場投入時間の短縮は、生産リードタイムの短縮方法を、コスト効率も

良い形で工夫する必要がある。生産プロセスの革新が求められている。 

製造者が顧客を巻き込むためのツール 

製造者が、顧客を巻き込むには、顧客への販売時点情報だけでなく、顧客の使用

時点情報や使用環境に関する情報も重要になる。そこで、デジタル化、センサー、イ

ンターネットというツールや、IoT、IoS に代表される考え方が有効になる。この方

面の研究者は、当面のターゲットをマスカスタマイゼーションにおいているが、その

さらに先には、パーソナライゼーションという「特定の個人ごとに製品やサービスを

提供」しようという考え方が提案されている。 
 

製品設計で実現した時間短縮を生産システムにも 

顧客の要求に応えるための製品設計システムは、従来はコンピュータを活用した

CAD システムの導入や設計のモジュール化などが提案されてきた。製品の設計に要

する時間は、3DCAD による時間短縮やモジュールを活用した設計方法の工夫によっ

て、大幅に短縮されもした。しかし、生産システムのコンピュータ化は、FA の導入

や檻付の産業用ロボットの導入など一部にとどまっており、全般的なコンピュータ化

やネットワーク化は、これからの課題となっている。 
 

モジュラー型生産方式と変動への対応 

モジュラー型生産方式は、増大する製品多様化需要に応える手段として機能して

きた。ここでは、製品は、相互にほとんど依存しなくて済むような極小レベルにまで

分割される。分割されたものがモジュールである。モジュールを組み合わせていくと、

顧客のニーズに比較的素早く応じることができた。ところが、モジュラー型生産にお

ける生産システムそのものは、既存の生産ライン方式やセル生産方式のままである場

合が多い。機械設備や装置類は、床に固定されており、その変更には多大の労力と時

間を要した。 
 

スマート工場 

一方、スマート工場では、製造される対象も、製造する機械設備等も、どれもが

「つながるスマート製品」からなる工場である。加工対象物も加工機、ツール、自動
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搬送装置、倉庫の棚も「つながる」かつ「スマート」の要件を具備する。作業者も同

様の要件を装備する。スマート工場には、リコンフィギュラブル生産システム（RMS）
が、導入される。RMS の下では、関係する機器等が相互に情報交換を行い、その時々

の製造環境や条件に応じて、自律的に、短時間のうちに、生産システムの在り方が見

直され、通信網を介して、再編成（＝リコンフィギュラブル）が行われる。 
 
 

スマート工場と変動への対応 

従来であれば、大変な労力と手間暇をかけていたような事象、例えば、新製品へ

の切り替えや、計画外の増産、不測の事故、突然の天災など、工場を取り巻く環境の

急激な変動に対し、RMS が導入されるスマート工場では、最小限のダメージで乗り

切れるように、機械設備・装置などが自律的に分散的に対処することができる。この

ような生産システムの革新が、設計段階の革新と相まってスマート工場は発展してい

く。 
 

つながるスマート製品 

ポーター等によれば、つながるスマート製品を構成する要素には、ハード部品、

スマート部品、接続部品の 3 つがある。ハード部品は、機械・電気部品のような物理

的な部品。スマート部品は、センサーやマイクロプロセッサ―、データストレージ、

組込システム等々のような電子関連の部品。接続部品は、アンテナ、プロトコル、ネ

ットワークなどの通信関連の部品であった。 
 

図表 47 3 つの部品からなる「つながるスマート製品」の構造 

 
出所：ハーバード・ビジネス・スクール ユニバーシティ・プロフェッサーマイケル E. ポーター 

Michael E. Porter  PTC 社長兼 CEO ジェームズ E. ヘプルマン James E. 
Heppelmann  “How Smart、 Connected Products Are Transforming Company、” HBR、 
November 2015.  ©2015 Harvard Business School Publishing Corporation. PTC 
<communications@ptc.com>から NSRI 山藤作成 

 
 
 
 
 

物理的な部品
(機械的電気的な部品）

スマート部品
(センサー、マイコン、データストレージ、制御、
ソフトウエア、組込システム、デジタルユー
ザーインターフェース）

つながる部品
（ポート、アンテナ、プロトコル、
通信可能なネットワーク（製品
と製品クラウド(リモートサーバ
の下で作動し、製品外にオペ
レーティングシステムを有する
こと））

共通要因

全てのつながるスマート製品
家庭製品から産業機器まで
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3.機械工業が目指すべき方向 

目指すべき方向を探るためのヒント 

パラダイムシフトが進む中で、機械工業がどの方向を目指せばいいのか。この問

題を考えるヒントは、これまで見てきたとおり、大きく見ると 2 つの切り口があるよ

うに思われる。一つは「つなぐ」という視点であり、もう一つは、つないだ後に流れ

る情報とは何かという視点である。 

2 つのヒント 

つながるスマート製品が、スマート工場の主役になる。では、「つながる」とは何

か。これがパラダイムシフトを進める上での第 1 の視点であり、切り口になる。すな

わち、「つながる」とは何を、いつ、どこのどれと、どのようにという問題である。 

第 2 は、繋ぐことによって流れる情報である。ものづくりは受注して初めて生産

活動に移れる。従って最初に大事な情報となるのは営業して受注したときの注文に係

る情報である。注文を受けてその内容が仕様書にまとめられ、さらに設計情報として

社内を流れていく。工場では、生産に付随する様々な情報が発生し、さらに自社以外

の企業とのやり取りなど、情報量は飛躍的爆発的に増大して、最終的には製品情報に

集約され、顧客の使用環境や使用情報などが発生していく。このように情報の流れに

着目することが、機械工業が目指すべき方向性のヒントになる。 
 

「つなぐ」という切り口 

「つなぐ」という切り口から、「つなぐ」対象別に何が「見える化」され、どのよ

うにその効果が期待できるのかについて、まとめてみた。 

図表 48 パラダイムシフトの中で目指すべき方向：何を「つなぐ」か？ 

「つなぐ」 
対象 

「見える化」 
の対象 

「つなぐ」 
効果 

海外事例等、
IVI の WG 

1.工場内 
（設備・工作機
械・産業機械・
工具・治具・金
型、作業者等） 

・受注後の進捗状
況 
・機械設備、生産、
作業の状態と進捗状
況、環境面、等々 

・大量のデータの解析に基づく科学的生産
プロセス“改善” 
・最優最良工場モデルの共有化 
  仕事（生産方式等）見える化→拠点間競争勝

者継続的標準化、他拠点応援、拠点間異動円滑化 
・ワークライフバランスと労働生産性“改
善” 
  ロボットと人が協調、機械に使われ、追わ

れる→機械が機械と作業するのを監視・判断を下

す

・CPS（ボッシュ）

・TIA（シーメンス）

・対人協調ロボット

（KUKA、ABB） 
・オートメーション

（ﾍﾞｯｺﾌ、ﾌｪﾆｯｸｽ、ｴ

ﾝﾄﾞﾚｽ）  

☛IVI の②、③、④、

⑤、⑥、⑦、⑨、⑩、

⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、

2.工場間 
（設備・工作機
械・産業機械・
工具・治具・金
型、作業者等） 

・工場間での受注
後の進捗状況 
・国内外の各工場で
の機械設備、生産、
作業の状態と進捗状
況、環境面、等々 

大量のデータの解析に基づく科学的生産プ
ロセス“改善” 
・最優最良工場モデルの共有化 
  仕事（生産方式等）見える化→拠点間競争

勝者継続的標準化、他拠点応援、拠点間異動円滑

化 
・グローバル最適化、工場全体の最適化

・モデル工場（ボッ

シュ、シーメンス）

☛IVI の①、 
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3.他企業 
（工場と調達
先と、異企業同
士など） 

調達状況 
・調達先状況 
・サプライチェーン 
・中小企業間連携 

・災害や急激な需要変動など様々な変動へ
の臨機応変迅速対応 
・環境規制などの社会的規制に臨機応変迅
速対応

コマツ（協力工場、
地場産業） 
☛IVI の⑧、⑯、 

4.出荷後の
製品 
（製品が生涯
生産者と） 

製品全生涯の状況 
・出荷、倉庫、物流、
流通、最終ユーザー、
リユース・リサイク
ル、廃棄までの全生
涯トレース 

・製品販売後の運用・サービスの収益源化
（ユーザー事業への助言、予知保全など 
アフターサービスの充実、トータルコスト
の把握など） 
・生涯データを新商品企画への反映（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・反映（顧客価値実現） 
・ソフトウェア更新による最新機能への更
新

・リモートサービ
ス（ボッシュ、Ｄ
ＭＧ、ペパールフ
ックス、ＳＫＦ、
ティッセンクルッ
プ、テスラ） 
☛IVI の⑤、⑥、⑰、

⑱、 
5.販売後の
他企業等 
（外部関係企
業・事業所等
と、ユーザー
と） 

物流・流通等企業
と人の活動状況 
・バリューチェーン
の全体 
・ユーザーの使用時
点情報、ユーザーニ
ーズ） 

・災害や急激な需要変動など様々な変動へ
の臨機応変対応 
・環境規制などの社会的規制に臨機応変迅
速対応 
・物流、流通、下流工程企業との協業・連
携によるビジネスモデル再構築 
・マスカスタマイゼーション

・ケーザー（売切
り方式から量売り
方式へ） 
・クーカ+フォイト
の接続機械システ
ム 
☛IVI の⑲ 

6.外部研究
開発機関 
（大学、公的研
究所、他企業な
ど） 

オープン・イノベ
ーションの推進 ・協業・連携可能領域の切り出しと提携機

関・企業候補先の選定  
・サイバー空間上の共同研究・開発  

･BMW＋シーメン

ス＋フラウンホーフ

ァー 
・ボッシュ＋印科

学大 
☛IVI のモノづくり

ネットワーク 
注．第 4 列目（最右端）の IVI の番号については、IVI 業務シナリオ概要（以下の URL）の

WG 名称から表面的に推定して分類したもの。対象が特定しにくい場合、可能性のありそう
なところ双方に表示。趣意は、「つながる」を目指す活動のうち、どこを対象にした活動が
多いかを一覧にすること。 

http://www.iv-i.org/docs/doc_151112_03.pdf  
出所：諸資料をもとに NSRI 作成 
 
 

情報という切り口 

既にみたように、機械工業が目指すべき方向性のヒントの 2 つ目は、情報の流れ

に着目するという視点であった。 

営業努力の結果、受注に成功する。顧客とのやり取りを通じて顧客のニーズが汲

み上げられ、仕様書ができる。この受注関連情報は、製品設計や工程設計などの設計

情報に変化し、工場に回る。工場では製造に関連する膨大な情報が生み出される。サ

プライチェーンでも、関連企業とのやり取りでたくさんの情報が生まれる。 

製品情報は、様々な企業の手を経て、ユーザーに届けられ、販売時点情報に加え

てユーザーの使用時点情報や製品の環境情報などが利用可能になる。ここにいう製品

は、つながるスマート製品である。IoT やビッグデータ、クラウドといったサイバー

空間の最新技術によって、関係者が共有し、活用することができる。 

こうして受注・生産・出荷・顧客の間を、大量の情報がやり取りされる。この関

係を図解したものが次図である。 
この図では、バリューチェーンのそれぞれにおいて、生産され、発生した情報が、
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デジタル化され、ネットワーク化されることによって、サイバー空間を行き来するさ

まが示されている。 
なお、この図において、サイバー空間が中央に位置しているのは、サイバー空間

が四囲をめぐる情報のほとんどと関わっており、四囲のどこにも位置づけられないた

めである。 
 
図表 49 情報に着目した「デジタル化、つながる化」のイメージ（対象範囲） 

 
出所：諸資料をもとに NSRI 作成 

 
 

なお、上図の四囲は、情報の大きな流れを示している。情報は、「受注から生産へ

の見える化（ABC））から「工場内生産プロセスの見える化（つながるスマート工場）

（D））を経て、「サプライチェーンの見える化（E））、「つながるスマート製品⇒.顧客

先間との見える化（つながる化）（G）に至り、顧客事業成功支援（Customer Success））
を経て、再び「受注（ABC）」へと巡る。 

情報の流れである（ABC）、（D）、（E）、（G）、及び、サイバー空間の（F）のそれ

ぞれは、後述される先行事例の分類において主要な役割を果たす予定である。 
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コラム 11 「リモートサービスと製品寿命」 

製品寿命が長ければ長いほど、リモートサービスに取り組みやすい！ 

単価が十分大きく、寿命が長ければ、売り切りかリースか検討する余地が出てくる。顧

客のキャッシュフローとの兼ね合いを勘案しつつ、寿命までに期待できるサービス収入系列

の現在価値と、一括で販売する場合の価格との比較が可能になる。 
 製品寿命が短い（使い捨て）商品は、売り切りが合理的。 
 製品寿命の長短にかかわらず、販売時点情報に加え、ユーザー使用時点情報（使用環境

や使用状況、使い方）のデータが収集できるなら、新商品開発などで有益な情報として

活用することができる。 

出所：諸資料をもとに NSRI 作成 
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3 章. 製造業パラダイムの具体的事例 

1）先行事例分類の考え方 

（1）先行事例のキーワード 

世の中の変化は急激である。インダストリー4.0 やインダストリアル・インターネ

ットをはじめとして、IoT などといった言葉は、いつの間にか、あっという間に流布

してしまった。当然、素早く動く企業はある。中にはそういうことであれば、当社は

既にやってきたという企業も少なくない。マスコミは、変化に敏感である。急激な変

化が起きれば、変化する実態を求めて取材が活発になる。 
ここでは、報道を主体として、様々な角度から先行事例と思われる事例を収集し

た。事例の先行性とは製造業のパラダイムシフトとの関連性があると考えられること

を指す。そのような先行性、関連性をどのように設定して切り出したのか。以下に考

え方を整理しておく。 

製造業のパラダイムシフトにかかわる先行事例を拾うためには、ある種のキーワ

ードが必要である。キーワードとして検討した候補を挙げたものが、次の諸語である。 
 IoT（IoE、IoX）、ICT 

 デジタル、スマート（スマート X）、インテリジェント 

 つなぐ、ネットワーク（リモート、トレース、ライフサイクル） 

 CPS、センサー、RFID チップ、スマホ・タブレット・ウェラブル 

 対人協調型ロボット、自動搬送装置、FA 

 AM、DM、3D プリンティング 

 ビッグデータ、人工知能、クラウド 

 企業間協業 

個々に掲げたキーワードは、その多くが先進的で新しい技術の裏付けを持つ技術

革新を具現したものである。新技術が登場すると、人々の耳目を集めることから、急

激に話題になり、あっという間に広まるが、ある時点を境に人目につかなくなる。あ

るものは姿を消し、あるものは生き残るという盛衰の現象を繰り返す。 
次図は、そうした技術の盛衰をグラフ化したものである。縦軸に新技術に対する人々

の「期待度」を、横軸には時間を配している。時間には、その技術の「黎明期」から「過

度な期待のピーク期」、「幻滅期」、「啓蒙活動期」、「生産性の安定期」が順に並ぶ。 
この図によると、例えば、IoT は「過度な期待のピーク期」にある。IoT のプラッ

トフォームは、黎明期を脱し、ピークに向けて急上昇中である。 
一方、ビッグデータは、「過度な期待のピーク期」を少し超えたところに、クラウ

ド・コンピューティングは、「幻滅期」に近づきつつある。企業向けの 3D プリンテ

ィングは、既にピーク期も幻滅期も乗り越えて、「啓蒙活動期」にあると読むことが
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できる。 
IoT の一つであるインダストリー4.0 について、現在は「お祭り騒ぎ」という見方

もある。インダストリー4.0 も、インダストリアル・インターネットも、その本質は、

ICT 関連の技術世界において実現しつつある技術革新を、工業の世界に持ち込もうと

するところにある。やがて幻滅期を乗り越え、啓蒙活動期から安定期に至り、定着し

ていく可能性が高いように思われる。 
先行事例をみても、以下で見ていくように、世界中に意欲的な事例は、たくさん

ある。例えば日本でも、IVI では既に 20 の WG が活動を始めている。パラダイムシ

フトを推進する大きなモメンタムの一つとして、その流れに乗っていく必要性は大き

いと思われる。 

図表 50「新しい技術」の出現と「栄枯盛衰」の波 

 
出所：ガートナー、「先進テクノロジーのハイプ・サイクル： 2015 年」 に NSRI にて加筆 

http://www.gartner.co.jp/press/html/pr20140903-01.html   

 

（2）個別具体的事例を捉えるための枠組み 

今世界で起きている個別具体的事例について、どのような観点からその先進性を

捉えるか。製造業におけるパラダイムシフトの方向性として、既に、「つなぐ」とい

う視点と「情報の流れ」という 2 つの視点を提示した。「つなぐ」ことによって「情

報が流れる」前提として、デジタル化がある。製造業のパラダイムシフトと関連のあ
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る「先進性」については、「デジタル化」に「つなぐ」「情報の流れ」を大きな枠組み

とし捉えることとし、上述の各キーワードを重ねながら個別具体的事例を収集する。 

デジタル化される情報には、製造企業を介する情報の種類ごとに 4 つに整理する

必要がある。まず第 1 に、受注情報のデジタル化。第 2 に、工場内を流れる製品設計・

製造・作業・検査等の工程設計情報・作業設計情報等のデジタル化。第 3 に、サプラ

イチェーンにおいて行き来する、部品などに内蔵された設計情報や完成品の製品情報

などのデジタル化。第 4 に、顧客先における製品とその利用から生まれる情報、及び、

製品の利用環境に係る情報のデジタル化である。 

この 4 つのいずれとも関係があり、それなくしては製造業のパラダイムシフトが成

り立たない ICT 系の技術がある。これはつないで、情報を流すためのインフラ的な役

割を果たす。このようなデジタル化によって情報をやり取りするときに、利用されるサ

イバー空間に関連する ICT 系の技術の利用も先進性を表わす一つの指標になる。 

以上から、情報の種類別の 4 つと情報インフラ的な技術を合わせた 5 つを大枠と

して、上記キーワードを交差させつつ抽出した事例を先進事例として採りあげた。 

情報の 4 つの種類とは、受注情報のデジタル化（ABC）、工場内デジタル化（D）、

サプライチェーンのデジタル化（E）、製品のデジタル化（G）である。5 つ目の情報

インフラについては、ICT・サイバー関連技術（F）として表示している。主な内容

や具体的事例のタイプは以下の図表のとおりである。 

図表 51 受注情報のデジタル化（ABC） 

ABC. 受注情報のデジタル化 ： 受注情報のトレーサビリティ 

主な内容  デジタル化環境の整備：文書管理、紙情報のデジタル化例 ABC1
 受注情報のデジタル化：受注情報や製品からの使用時点等の情報、

位置情報等の様々な情報の活用例など ABC2 
流れる情報の種類 デジタル化された受注情報や仕様書・設計情報、製品使用時点情報

具体的事例  開発・設計、製造までのリードタイム削減（受注情報共有化で）

ABC3 
 設計プロトタイプ削減：注文内容のデジタル化が設計パターン化

を容易に ABC4 
 カスタマイズ化：注文内容のデジタル化がカスタマイズを可能に

ABC5 
 デジタル生産の導入：顧客ごと、注文ごとに製造 ABC6 
 受注と工場の直結化：注文と工場が直結化 ABC7 
 最新製造技術導入：AM、3D プリンター等～注文デジタル化即製

造 ABC8 
 需要予測：受注データ蓄積による予測 ABC9 

注. 図表 49 情報に着目した「デジタル化、つながる化」のイメージ（対象範囲） 
に沿って、新聞等の公表事例をもとに NSRI で分類・整理したもの。末尾のアルファベットと

数字は後述の事例分類に使用。 
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図表 52 工場内のデジタル化（D） 

D.工場内 デジタル化：生産プロセスのネットワーク化 

主な内容  工場内生産プロセスのデジタル化事例（デジタル・マニュファク

チャリング） D1 
（生産・作業過程の見える化、トレーサビリティの確保） 

流れる情報の種類 製品設計・製造・作業・検査等の工程設計・作業設計など  

具体的事例  ファクトリー・オートメーション、省人化、AM、3D プリンティ

ング、生産管理システム D2 
 人とロボットの協働作業の実現⇒人が働く作業環境下そのままで

ロボットも働く D3 
 インテリジェンス化 

 （部品等） 部品・部材が機器等に作業指示発信 D4
 （ツール等） 受発信装置内在のツール、搬送装置、

自動倉庫、作業ミス排除 D5 
 （機械設備・装置）機器等のネットワーク化 D6 

 作業者に情報受発信装置：作業の見える化と作業支援、作業者の

稼働状況見える化 D7 
 遠隔保守、予防保全：工場内機器装置等の予兆予知保全、適時の

部品交換（定期交換⇒最適時期での交換） D8 
 見える化による省○○：省エネ、省スペース、省力化等。環境発

電の導入（無線化、無電源化） D9 

注. 図表 49 情報に着目した「デジタル化、つながる化」のイメージ（対象範囲）に沿って、
新聞等の公表事例をもとに NSRI で分類・整理したもの。末尾のアルファベットと数字は
後述の事例分類に使用。 

図表 53 サプライチェーンのデジタル化（E） 

E.サプライチェーンのデジタル化（ネットワーク化）事業所間、企業間の見える化 

主な内容  全バリューチェーン見える化例（工場内外のネットワーク化） E1
流れる情報の種類 部品等に内蔵された設計情報、工程設計情報、製品情報など 

具体的事例  部品、金型等に通信機能：（部品等や金型に情報受発信装置装着）

E2 
 在庫管理、自動倉庫：原材料・部品、半製品、製品在庫の現況見

える化 E2 
 工場間相互接続：工場、機械・設備・ツール・作業者等のネット

ワーク化⇒工場群全体の生産・操業・稼働状況見える化 E3 
 購買先企業との相互接続：原材料調達先企業との販売・生産情報

共有化 E4 
 協力工場との相互接続：部品等製造販売・生産情報共有、生産・

製造技術等の共有化 E5 
 完成品に通信機能：情報受発信装置装着、位置情報、販売時、使

用時情報収集、ユーザーの使用環境、使用状況の見える化 E6 
 物流企業との相互接続：配達過程の見える化 E7 
 流通企業との相互接続：販売過程の見える化 E8 

注. 図表 49 情報に着目した「デジタル化、つながる化」のイメージ（対象範囲）に沿って、

新聞等の公表事例をもとに NSRI で分類・整理したもの。末尾のアルファベットと数字は後

述の事例分類に使用。 
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図表 54 製品のデジタル化（G） 

G.製品のデジタル化⇒製品全生涯トレーサビリティ 

主な内容  製品のデジタル化（受発信装置装着、使用時点・使用環境情報）

 事業所間、企業間、顧客先間との見える化、リモートサービス化

流れる情報の種類 製品情報、製品使用情報、製品使用環境など 

具体的事例  顧客先本体全事業支援：（製品回りの情報を幅広に収集・解析・

助言・提案）“customer success” G1 
 製品の顧客先運用支援：（遠隔監視、保守点検、部品交換等）ユ

ーザー稼働率の向上支援 G2 
 顧客先工場立ち上げ支援 G3 
 製品の継続的グレードアップ：（スマホでなじみのソフトウェア

更新） G4 
 製品単体稼働状況把握：（遠隔監視、稼働管理、保守管理～製品・

部品・金型等交換時期事前察知、異常検知、予知保全） G5 
 製品群（含む他社製）稼働状況把握：製品（設備装置）を相互に

「繋ぐ」 G6 
 製品全生涯トレース G7 
 製品同士のネットワーク化 G8 

注. 図表 49 情報に着目した「デジタル化、つながる化」のイメージ（対象範囲）に沿って、

新聞等の公表事例をもとに NSRI で分類・整理したもの。末尾のアルファベットと数字は後

述の事例分類に使用。 

図表 55 ICT・サイバー関連技術（F） 

F．ICT 関連技術・サイバー関連技術 

主な内容  デジタル化技術をもとに IoT、ネットワーク化などのサイバー空

間を活用している事例 F1 
流れる情報の種類 製品情報、製品使用情報、製品使用環境、製品設計・工程設計・作

業設計情報、機械・設備・装置・工具・機器等の稼働情報など 

具体的事例  ビッグデータ、 製造ビッグデータ、 スモールデータ F2 
 人工知能（AI）、機械学習、ディープラーニング F9 
 クラウド・コンピューティング F3 
 RFID チップ、RFID タグ、（IC チップ、IC タグ） F4 
 QR コード F5、バーコード F6 
 スマホ、タブレット、PC F7 
 ウェラブル、スマートウオッチ、ヘッドマウントディスプレイ F8

注. 図表 49 情報に着目した「デジタル化、つながる化」のイメージ（対象範囲）に沿って、

新聞等の公表事例をもとに NSRI で分類・整理したもの。末尾のアルファベットと数字は後

述の事例分類に使用。 
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2）具体的な事例 

（1）デジタル化、つながる化の対象別事例 

デジタル化やつながる化といった、製造業のパラダイムシフトに関わりのある事

例について、前述の「個別具体的事例を捉えるための枠組み」に従って分類し、整理

する。まず、受注情報のデジタル化事例（ABC）から、工場内の見える化事例（D）、

サプライチェーンのデジタル化事例（E）、製品のデジタル化事例（G）の 4 つの事例

に、5 つ目の ICT・サイバー関連技術を活用している事例（F）を順に見ていく。 

1. ABC.受注情報のデジタル化（受注情報のトレーサビリティ） 

ここでは、「受注情報のデジタル化（ABC）」を受注情報のトレーサビリティとい

う観点に着眼して事例をみていく。注文に係る情報を如何にして下流に流すか、とい

う観点や部門間における情報分断をどう防ぐか、といった問題意識から、デジタル化

に向けた取組が行われている。 

GE やシーメンスでは、営業情報を生産する営業部門と製品化をおこなう生産部門

との組織連携に注力している。デジタル化やつながる化は、組織連携のツールとして

利用する。両者に共通する考え方である。 

日本では、アパレル系のベンチャー企業が、製造業のパラダイムシフトを先取り

した新しいビジネスモデルを構築した。一種のマスカスタマイゼーションを実現しよ

うとしている。また、こういった受注情報をデジタル化するうえで欠かせない「情報

環境のインフラ整備」に取り組んでいる企業もみられる。オリンパスは、文書を標準

化することにより、部門間の情報分断を回避し、開発・設計・製造間のトレーサビリ

ティを実現しようとしている。「環境づくり」から手を付けていけば、「デジタル化」

に着手しやすくなると考えられる。 

台湾の EMS（鴻海精密工業）は、受託生産の受注過程で蓄積してきた膨大な量の金

型情報を、ビッグデータを活用して、受注支援や生産効率の改善に役立てようとしてい

る。 

 

図表 56 受注情報のデジタル化（受注情報のトレーサビリティ） 

ABC:受注情報のデジタル化 受注情報のトレーサビリティ 

日  本 ドイツ 米 国 その他 

ABC1.ABC3.オリンパス（文書標準

化）部門間情報分断回避、開発設計

製造のトレーサビリティ実現 
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ABC2. ABC6.ア

マダ HD（鍛圧

機械）タブレッ

ト端末活用、急

な依頼への柔

軟性高める。見

積もり算出か

ら切断、溶接ま

でのデータ連

携を拡充。 

ABC2 フクル（アパ

レルベンチャー）

ネットでの受発

注や IT システム

を駆使し、顧客の

要望に応じた多

品種の洋服を、大

量生産並みのコ

ストで作り上げ

るマスカスタマ

イゼーションの

ビジネスモデル

構築中。 

ABC2.ABC3.ティ

ッセンクルップ

子会社（ネット直

接注文）業者間接

続、要望変更への

調整が可能に

（独） 

ABC2. GE（ブリ

リャント・ファ

クトリー） 製

造業の営業・マ

ーケティング

組織をグロー

バルで連携さ

せ、協力してグ

ローバルビジ

ネスを展開

（米） 

 

AB3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:クラウ

ドで顧客も開

発に巻込む 

ABC3.アマダ HD

（スマート板金

工場）見積もりか

らデータ連携、タ

ブレット生産指

示、タブレットに

より「特急」注文

品にも柔軟対応 

   

  ABC4.アーブル

（射出成型機：仕

様のチップ化）顧

客が求める細か

い仕様をチップ

カードに記録、自

社のホストコン

ピューターにつ

なぐ。顧客とはク

ラウド環境で情

報を共有。設計途

中でも変更可。

「設計のプロト

タイプが大幅に

減らせた」（独）

 ABC4.鴻海精密工

業:（台湾） 

得意の金型技術

では「数百万の金

型のデータを所

有、ビッグデータ

で蓄積」郭董事長

  ABC5.アディダス

（注文・工場直結

型生産システム）

カスタマイズ化、

独ハイテクエン

ジニアリング

Manz と協業して

実現（独・独連携）

ABC5.ハーレー

ダビッドソン

（注文・工場直

結型生産シス

テム）カスタマ

イズ化。シーメ

ンスのシステ

ムを活用（米独

連携） 

ABC5.ハイアール

（ユーザーの発

注から生産ライ

ンへ）（中） 

  ABC5 シーメンス

TIA（全統合自動

化システム） 

消費者の注文に

対応）、（独） 
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ABC6.セーレン（総合繊維業、注文

対応型デジタル生産） 

   

ABC9.三菱重工

（ERPを中核に長

期需要予測を

日々の工程に落

とし込むシステ

ム） 

  ABC8.ローカル

モーターズ（注

文対応生産）顧

客希望のデザ

インを生産可

能、（米） 

ABC8.アビオエア

ロ（難削材の航空

機部品） 

注文対応生産）Ａ

Ｍ造形装置活用

（伊） 

注. 図表 49 情報に着目した「デジタル化、つながる化」のイメージ（対象範囲）に沿って、
新聞等の公表事例をもとに NSRI で分類したもの。冒頭のアルファベットと数字は、前述
の（2）個別具体的事例を捉えるための枠組みで使用したものと対応関係にある。 

 
 

2. デジタル化、つながる化：工場のデジタル化をキーとした事例 

工場内のデジタル化・つながる化事例は、最もよく目にする事例である。国内と

海外両方でたくさん見られる。そこでここでは日本編の事例と海外編の事例に分けて

整理する。 

D.工場内のデジタル化：生産プロセスのネットワーク化～生産・作業過程の見える化、

トレーサビリティ（日本）～ 

生産工程上の不具合兆候パターンをデータ分析し、不良発生の予兆を事前に判定

のうえ、対応策を自動で実行し、工場の無人化による生産効率の最大化を図る事例（キ

ューピーとオムロン）をはじめとして、最終製品を三次元データで分解し、シミュレ

ーションで効率的な生産ラインを決め、従業員や機械に割り振る事例（アマダ）、マ

シニングセンタと搬送系システムを対象に、生産管理・稼動管理・リモートメンテナ

ンスなど工場をシステム化する事例（三菱電機）などがある。 

このほかには、プレス機にセンサーを付け、品質や金型の摩耗状態を予測し、適

切な時期に保守する一方、装置組立ラインでは、ディープラーニング対応 AI ソフト

を活用する事例（日本電気）。各装置に各種センサーを設置し、ネットを介して情報

収集のうえデータベースに集約して解析し、生産条件最適化するという事例（コマツ）。

通信装置を介して国内外の工場をメーカー・機種を問わずネットでつなぎ、スマホを

使えば工場の稼働状況がどこからでも手に取るようにわかるようにする事例（ヤマザ

キマザック）。生産設備の情報をインターネット経由によってリアルタイムで収集・

解析し、不良予防や生産工場につなげることを目指す試み（デンソー）。部品のピッ

キング、基盤工程、組み立て工程、検査工程（カメラによる画像認識）などを、リア

ルタイムに収集・解析し、監視・警告を出す事例（東芝）など、計画段階も含めると

多くの先行的な事例や試みが見られる。 
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図表 57 D.工場内のデジタル化 生産プロセスのネットワーク化（日本編） 

D.生産・作業過程の見える化、生産・作業過程の見える化、トレーサビリティ（日本） 

D1、D2、D8.キュ

ーピー伊丹（予兆保

全）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。

キューピーとオム

ロンの協業例 

D1 アマダ（製造現

場発の IoT） 最終製

品を三次元データで

分解。シミュレーシ

ョンで効率的な生産

ラインを決め、従業

員や機械に割り振

る。 

D1.三菱電機

（eF@ctory ）工場

のシステム化・工

場のリアルタイム

見える化：マシニ

ングセンタと搬送

系システムを対象

に、生産管理、稼

動管理、リモート

メンテナンスなど

のソリューション

を提供。 

D1.セーレン（総

合繊維業、注文対

応型デジタル生

産）パーソナルオ

ーダー対応デジタ

ル生産システム。 

D1.DMG 森精機

（工作機械）QR
コードで生産状

況モニター管理、

作業員は読取機

でコードを読ん

で作業に。 

D1.日本電気（IoT
の標準化）プレス機

にセンサー。品質や

金型の摩耗状態を

予測し、適切な時期

に保守。装置組立ラ

インでは、ディープ

ラーニング対応 AI
ソフト活用⇒製造

現場の見える化徹

底。複数工場の生産

ラインから収集し

た稼働状態や作業

内容などの情報一

元、即時把握。 

D1.コマツ（生産装

置） 次世代フレキシ

ブルトランスファー

マシン：各装置に各

種センサーを設置。

ネットを介して情報

収集し、データベー

スに集約して解析し

て生産条件最適化。

D1.コマツ

（KOM-MICS） 

各地の工場やサプ

ライヤーの生産設

備までネットワー

クでつなぎ、製造

現場を見える化し

て改善する構想。

「電力使用量の半

減」を目標とする

生産改革や生産設

備の稼働状況の可

視化を目指す。 

D1、D2. ヤマザキマザック: 

スマートボックスという通信装置を装

着することで設備や工場を繋ぐ。国内

外の工場をメーカー・機種を問わずネ

ットでつなぎ、工場の稼働状況がスマ

ホでどこからでも手に取るようにわか

るようにする。米国工場に装着後、国

内外の工場に拡充予定。米国シスコシ

ステムズと共同開発。 

D1、D6、D8.（シ

チズンマシナリー

（CNC 旋盤）「個

の量産」“つなぐ”

ソリューション～ 

D1、D8.東芝（次世

代ものづくりソリュ

ーション）部品のピ

ッキング、基盤工程、

組み立て工程、検査

工程（カメラによる

画像認識）などをリ

アルタイムに収集・

解析し、監視・警告

を出す。 

D1、D8.東芝四日

市工場（半導体）

半導体メモリー生

産工場で、ビッグ

データを活用した

工程最適化により

良品率（歩留り）

を向上。 

D1.D8.デンソ

ー: 

IoT 導入による

次世代モノづく

りを試行。生産

設備の情報をイ

ンターネット経

由でリアルタイ

ムに収集・解析

し、不良予防や

生産工場につな

げる。現在、「ダ

ントツ工場」づ

くりと「n 分の 1
加工機」の開発

推進中。 

D1. D9.コニカミ

ノルタ（複合機等

精密機器）デジタ

ルマニュファクチ

ュアリング。人手

を介さずに生産条

件調整、生産設備

や組み立て工程の

状況やモノの動き

を可視化。生産条

件調整における省

人化を実現。 

D2.三菱重工（ERP
を中核に長期需要

予測を日々の工程

に落とし込むシス

テム） 

リアルタイム管理

システム構築。 

D1、D2、D8.パナ

ソニックのスマート

工場：一つの設備装

置が取得した情報

を、複数の装置間で

共有。他社装置との

間でも共有を可能

に。 

 D3.デンソー（ロ

ボット）IoT を活

用した製造革新

に対応した人と

協業可能な産業

用ロボット開

発。 

D3.三菱電機（ロボ

ットセル生産シス

テム）多種類の製

品の段取り替えの

時間短縮実現。 
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D5、D7.日立システムズ：橋など公共物のネジに IC タグを埋込

み、一本一本管理できるシステム開発。工具にネジに加わった力

の計測機能追加。工具のランプが点灯して作業員に警告。企業・

自治体も管理可能 

  

D7.村田機械（工作機械）作業支援シス

テム「VIDERE}を開発中（CAD や NC
装置のデータを基にした CG などを投影

「プロジェクションマッピング」）。モ

ーションコントローラーにより身振り手

振りの画像切替え可。 

D7.島津製作所（精密機器）製造・検査

情報の入力・分析に「iPad」活用。製造

情報を出力。ノイズ等検査情報を記録・

管理。現場出力分析可。 

D7. パ ナ ソ ニ ッ

ク：セル生産に作

業指示システム

「ウェラブル対応

型標準作業ナビ」。

HMD に作業指示画

像表示。 

D8.アマダ HD（鍛

圧機械）遠隔保守

サービス提供中。 

D8.三菱重工（航空エンジン）生産改革

の切り札が IoT。RFID タグによる生産

管理に工作機械の設備情報、加工条件、

素材データなどを結合。予防安全。 

D8.アイダエンジニアリング（サーボプ

レス：予防保全）IoT を使った生産管理

システム。稼働状況を同時進行で把握。

予防保全に活用。 

D9.コマツ粟津工

場（建設機械：購

入電力削減）部品

モジュール化や異

機種間作業共通化

などによる生産性

向上とエネルギー

の有効利用。代替

エネルギー活用に

より新工場購入電

力量 9 割減。 

D9.パナソニック

デバイス SUNX 竜

野㈱（省エネ）装

置ごとの電力計で

データ収集。電力

消費のピーク超過

を自動制御で未然

に防止。 

D9.YKK（工場レ

イアウトの拡張性

配慮）需要変動や

製品の切り替えに

対応。（生産技術

の進化にも対応可

能）エリア境界を

自由に変更可に。

D9.オムロン綾部

工場（省エネ、リ

アルタイム）消費

電力量や環境デー

タをリアルタイム

で収集。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）

 

注. 図表 49 情報に着目した「デジタル化、つながる化」のイメージ（対象範囲）に沿って、
新聞等の公表事例をもとに NSRI で分類したもの。冒頭のアルファベットと数字は、前述
の（2）個別具体的事例を捉えるための枠組みで使用したものと対応関係にある。 

 
 

D.工場内のデジタル化、生産プロセスのネットワーク化：生産・作業過程の見える化、

トレーサビリティ（海外編） 

国内同様、海外においても工場内のデジタル化や生産プロセスのネットワーク化

を指向する試みが多数みられる。 

この種の活動において、早くから先行的に活発な動きをしているドイツのシーメ

ンスは、TIA（Totally Integrated Automation）というシステムを開発し、世界中の

企業に提供しており、今後さらに拡販しようとしている。TIA は、マシンやプロセス

の構想から設計を最適化するソフトウェアのことであり、直感的なユーザーインター

フェースや簡単操作が売り物のデジタル化ネットワーク化のためのシステム114であ

る。その導入先をみると、ハーレーダビッドソンや BMW、マセラッティ等多数の企

業が名を連ねる。 

もう一つ、特徴的な動きとして工場内で使用される「ツール」に着目した活動が

                                                  
114 Siemens TIA Portal などのサイトから NSRI 作成 

http://w3.siemens.com/automation/jp/ja/automation_systems/automation-software/tiap
ortal/pages/default.aspx  
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ある。英 Ubisense 社では、ツールに使用領域制限やツールに組み込まれたデバイス

の識別を可能にする方法により、自動化工場内における組立工程の異常停止予防や効

率の最適化を可能にしている。同様の事例に、ボッシュ社の例がある。インテリジェ

ントなツールを自動車一台ごとに初期化設定しておき、ツールの使用区域を物理的に

制限できるようになっている。エアバスにもゾーン化システムを導入した類似事例が

みられる。 

また、スマホやタブレットといった機器を工場内においてデジタル化・ネットワ

ーク化のツールとして活用する事例がある。独 Pepperl+Fuchs 社では、センサーと

スマホやタブレットを接続し、各作業の進行状況、作業開始予定日、完了予定日等を

表示できるようにして、遠隔診断、故障検出などに活かしている。 
 

図表 58 D.工場内のデジタル化 生産プロセスのネットワーク化（海外編） 

D.生産・作業過程の見える化、生産・作業過程の見える化、トレーサビリティ（海外） 

D1.シーメンス

TIA（全統合自動

化システム）デジ

タル工場、自走式

キャリア、製造の

始めから出荷ま

で制御。（独） 

D1.ハイアール

（“インターネ

ット・ファクトリ

ー”を整備中）～

大規模カスタマ

イズ化を目指す

取組。 

（中） 

D1.ハーレーダ

ビッドソン（注

文・工場直結型

生産システム）

スマートファク

ト リ ー 化 の 実

現。受注内容に

即 し た 生 産 計

画、部品在庫確

認、手配、製造

実行（米） 

D1.BMW（シーメ

ンスの TIA）生産

ライン１本で全製

品の生産が可能。

BMW・シーメンス・

フランホーファ―

によるドイツ３者

間連携事例。 

D1.オルトリングハウス

-ヴェルケ（RFID） 納期

によって、作業期限、工

程などを自動的に算出。

作業指示も画面表示。

（独） 

D1. フェニックス・コンタクト他 2

社（機械の自動生産システム）3DCAD

ソフトに製品情報を予め登録してお

き、加工・組立てが自動で完了できる。

フェニックスと EPLAN、RITTAL と

いうドイツの３社連携事例。 

D1. Schumacher Precision Tools（精

密工具）工具生産に係るあらゆるプロ

セス～受注、設計、シミュレーション、

生産、品質保証マネジメント、倉庫か

ら配送・物流に至る全プロセスをデジ

タルで制御。（CIM のプロセスをデジ

タル化、分権・分散制御化）（独） 

D1. GE（ブリリャント・

ファクトリー） 
アドバンスト・マニュフ

ァクチャリン・グセンタ

ー）自動化技術の開発推

進による設備稼働の最適

化。Predix、ネットワー

ク化（米） 

D1.D2. Festo
（空気圧機器）工

場のプロセスオ

ートメーション

への応用を目指

すバイオラーニ

ングネットワー

クを開発:掴む、

動かす、位置決め

D1.D2、nobilia

（高級キッチン

メーカー）KUKA

の産業ロボット

とベッコフの自

動化ソフトによ

る生産工程自動

D1.D2.ダッソー

システム（デジタ

ル製造）メカトロ

ニクスとシステム

のシステム（モデ

ルベースシステム

エンジニアリング

~ バーチャル上

で定義し、イメー

D1.D4.D6.D8.
Bosch（油圧機

器）部品の指示

に従い、機械が

最適生産工程選

択。熟練度に応

じた作業指示、

D1.D8. Bosch（工場の

ネットワーク化）CPS の

開発。世界中のデータベ

ースやセンサー、全工場

のネットワーク化。機械

同士最適生産。モジュー

ルの予知保全。製造・組
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とプロセス制御。

（自社開発アク

チュエータで実

現） 

制御。Nobilia と

KUKA・ベッコフ

による（独・独 3

社連携） 

ジし、造形した製

品とそのユーザー

が将来の実世界に

おいて経験する完

璧なツイン）。3D

プリンティング、

ファブラボの導

入。（仏） 

説明。予知保全。

（独） 
み立ての最適化を指向。

インド科学大学と CPS

開発連携（独印連携） 

D2. アビオエ

アロ:AM 造形装

置活用。（伊） 

D2. ローカル

モーターズ:3D

プリンティング

で自動車生産。

（米） 

D2. マセラッテ

ィ（デジタル化製

造ライン）生産や

製造制御にはシー

メンスの TIA 製品

である PLM ソフ

トウェアを活用。

（独伊連携） 

D2.Endress+Hauser 
（計測装置、工業手順技

術）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

を提供。（独） 

D2. ベッコフオートメーション（Beckhoff Automation 

GmbH：PC ベースのオープンな自動制御システム）

インターネット4.0 で可能になるとされる多くのイノベーシ

ョンは今日ベッコフにおいて既に利用可能と公表。（独）

D2.D5. Ubisense（位置情報技術） “Smart 

Factory”工場内組立工程異常停止予防や効

率最適化を追求。ツール使用領域制限やデバ

イス識別の自動化を指向。（英） 
D5.アウディ（自

動車）インテリジ

ェントツールは

車両ごとに初期

化設定される。ツ

ールの使用区域

を物理的に制限

するゾーン化シ

ステムを導入。

（独） 

D5.エアバス（インテリジェントツー

ル）ツールのインテリジェント化によ

り製造工程におけるミスの最小化を指

向。人と機械が同一の作業環境で協働

することができ、品質管理と認証をピ

ンポイントで行える。（仏、独、英、

西） 

D5.D7.ボッシュ（ソフトウェア）ドリルな

どにセンサー内蔵、工場内全工具の場所、稼

働状況などリアルタイムで収集。作業員の着

衣に 20 個のセンサー～作業データ蓄積する

「機械学習」にも挑戦。（独） 

D6. 済南二機床集団（JIER）（工作機械）工場のスマート化を意識した戦略。高度な情報ネットワークで

結んだ「高速スマートプレスライン」を進化させる模様。（中国） 
D8.プロクター&ギャンブル: 
（GE の Predix を導入）設備稼働最適化、ネッ

トワーク化、不良品検知検証。IoT を設備稼働管

理に活用（部品交換タイミング、故障の前兆など

をデータ解析で検知、適切な処置、予期しない故

障や停止を従来比 10～20％削減に成功。（米米

連携） 

D8.Pepperl+Fuchs（工業用センサー）センサーとスマ

ホ・タブレットの接続により、遠隔診断と故障検出を

指向⇒各作業の進行状況、作業開始予定日、完了予定

日等を表示～who、where、what の作業管理可から更

に who、where、what の作業自動指示機能の開発を進

める。（独） 
注. 図表 49 情報に着目した「デジタル化、つながる化」のイメージ（対象範囲）に沿って、

新聞等の公表事例をもとに NSRI で分類したもの。冒頭のアルファベットと数字は、前述
の（2）個別具体的事例を捉えるための枠組みで使用したものと対応関係にある。 
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3. デジタル化、つながる化：サプライチェーンをキーとした事例 

E.サプライチェーンのデジタル化（ネットワーク化）：事業所間、企業間の見える化 

以下では、事業所間や企業間をつないでデジタル化した情報をやり取りすること

により、サプライチェーンで刻々と生じている多様な事象の一つ一つをリアルタイム

で見える化する試みをしつつある事例を紹介する。 

ドイツのシーメンスは、自社のシステムを販売して取引先の「全バリューチェー

ンの継ぎ目なしデジタル化」を実現しようとしている。フランスのダッソーシステム

も「全バリューチェーンを通した迅速対応と市場需要への適応」を訴求している。 

日本では、コマツが「主要なサプライヤー（みどり会）の工場を繋ぐ」という方

向性115を打ち出している。日本電気は、グループ内の複数工場、協力会社、EMS を

含め、サプライチェーン全体をグローバルでリアルタイムの見える化を目標とした

「次世代ものづくりソリューション」という IoT の標準化のシステム実証を進めてい

る116。 

複合機等精密機器を製造するコニカミノルタでは、金型や治具を管理するための

トレーサビリティーシステムや自動倉庫システムを導入し、 生産工程や製品・在庫

のモノの流れを把握して経営指標として活用しており、遠隔地の技術検討などが可能

になるという117。 

 

図表 59 E.サプライチェーン／デジタル化（ネットワーク化 事業所間、企業間の見える化） 

E.サプライチェーン デジタル化（ネットワーク化） 事業所間、企業間の見える化 

E1.ダッソーシス

テム：全バリュー

チェーンを通した

迅速対応と市場需

要への適応。（仏） 

E1.E3.Schumacher 
Precision Tools（精

密工具）金型データ

セットの海外転送に

より海外でもドイツ

国内と同等の生産可

能に。（独） 

E1.シーメンス

TIA（全統合自動化

システム）全バリ

ューチェーンの継

ぎ目なしデジタル

化。（独） 

E1.（シーメンスの TIA システム納入

先）：キャタピラー、GM、カミンズ、

インターナショナルトラック＆エンジ

ン、DANA、イートン、ロールスロイ

ス、ノキア、ハーレーダビッドソン、ペ

トロブラス、フェデラルモーグル、現代

自動車など（独） 
E1. E3. フクル（アパレルベンチャー）商社の倉庫、服のパターンデータ、生産委託先の縫製工場などを

自動連携させる生産・販売体制により、大量生産の既製服並みの価格でオーダーメード品を販売。フクル

のサイトから色やサイズ、生地などを顧客が自由に選んで組み合わせて洋服を発注⇒オーダーを元にシス

テムが、協業する複数の衣料商社へ自動発注⇒商社の倉庫から必要な材料が生産を委託する縫製工場に届

く⇒顧客ごとに一品モノの洋服を生産し、顧客の元へ発送。（日） 

                                                  
115 日経新聞 H27.6.23 
116 専門部会における NEC H28.1.26.講演 
117 出所：日経テクノロジーオンライン 「サプライヤー工場もスマート化、世界に先手を打つ日本企業」

高野 敦、野々村 洸 2015/09/02 00:00 出典：日経ものづくり、2015 年 9 月号 、pp.34-38 

－106－ －107－



 

E1.E4. 日本電気（IoT の標準化のシステ

ム実証⇒次世代ものづくりソリューショ

ン）グループ内の複数工場、協力会社、

EMS を含め、サプライチェーン全体をグ

ローバルでリアルタイムに見える化  

⇒⇒この実証実践の成果を「次世代ものづ

くりソリューション」として順次体系化、

外販 

E1.E5. E6. コマ

ツ（KOMTRAX） 

全バリューチェー

ンの可視化、IoT
で見える化した情

報の「つながる化」

を推進。生産から

販売までの全ての

工程、コマツの主

要なサプライヤー

（みどり会）の工

場を繋ぐ 

E2.E3. ティッセ

ンクルップ子会社

（ネット直接注

文、メンテナンス、

倉庫管理システ

ム、工場内ロジス

ティック）（独） 

E2.E3. コニカミ

ノルタ（複合機等

精密機器）金型や

治具を管理するた

めのトレーサビリ

ティーシステム、

自動倉庫システ

ム. 生産工程や製

品・在庫のモノの

流れを把握、経営

指標として活用、

遠隔地の技術検討

などが可能に 
E3.プロクター&ギ

ャンブル：GE の

Predix を世界 130

工場のうちの 90 工

場に導入。工場の危

機管理を始めた。

（米） 

E3.アマダ HD（鍛圧

機械）工場内外のネ

ットワーク接続⇒

「スマート板金工

場」を指向。 

E3.アマダ HD（（ス

マート板金工場）

工場内外のネット

ワーク接続。 

E3. アルプス電気

（内外工場を相互

接続）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。 

E3.デンソー: 
生産設備の情報を

インターネット経

由でリアルタイム

に収集。不良予防、

生産性改善。 

E3. DMG 森精機：工

作機械に 60 個以上

のセンサー内蔵、温

度や素材の状況な

ど逐一収集。全機械

ネットワーク化。リ

アルタイムで監視。

機械運用改善、警

告、ワークのカウン

ト、機能停止の監

視、操業履歴、パレ

ート分析など 

E3. ダイセル化

学：隔地間工場の連

携。 

E3. 山田ドビー

（愛知県一宮市）

「インダストリー

4･0」対応向けに開

発した新型プレス

機。機械同士をネ

ットワーク化で

き、別拠点にある

機械の状況把握や

調整の有無の追跡

も可能。 

E3. 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。 

E3. エクセディ

（クラッチ、トル

コン部品）世界各

国の拠点で生産技

術関連のデータを

取得。世界の最適

生産拠点（コスト）

の判断可。（日）

E3.E5.コマツ（生産装置） 新型小型工作

機械の導入（子会社開発）、溶接ロボット

を取引先部品会社にも導入し、併せて生産

工程の改善を企図。 

E3.E5. E8.コマツ：自社工場や協力工場の工作機械や溶接ロ

ボットの稼働状況をネット上のデータベースに集約して稼働

率を高める。補修部品の受注から納品までの期間や在庫を圧

縮（航空便から船便へ）。 
注. 図表 49 情報に着目した「デジタル化、つながる化」のイメージ（対象範囲）に沿って、

新聞等の公表事例をもとに NSRI で分類したもの。冒頭のアルファベットと数字は、前述
の（2）個別具体的事例を捉えるための枠組みで使用したものと対応関係にある。 

 
4. デジタル化、つながる化：製品をキーとした事例 

G.製品のデジタル化：顧客先間との見える化⇒製品全生涯トレーサビリティ 

生産者が出荷した製品を、ユーザーが、どのような環境下で使用し、どのような

使い方をしているのかといった情報は、生産者にとって極めて重要な情報である。し
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かし、今まではなかなか掴みきることが難しい情報あった。 

ところが、製品にセンサーや RFID チップなどを付けてトレースすることができ

るようになると、センサーが収集した様々な情報は、GPS などの位置情報とともに

生産者が手元で「みる」ことができるようになる。この「みる」には「見る」「観る」

「診る」「視る」「看る」の意味の異なる漢字がある。デジタル化、つながる化で可能

になる「見える化」にはこうした漢字の持つ意味合いのどれをも含めることができる

ようになると考えられている。 

ユーザー工場の運転状況を監視して操業を支援したり（横河電気）、機器の使用エ

ネルギーをリアルタイムで把握して省エネを実現したり（オムロン）する事例が存在

する。建設機械では、建機の位置、稼働時間、運転内容、燃料残量などの情報を遠隔

で管理したり、採掘から物流、発電まで鉱山全体の最適な運用まで支援したり、部品

交換や修理時間の提案、省燃費運転のアドバイスなどのサービスまでが可能になって

いる（コマツ）。 

海外でもGEの事例は有名である。GEは、航空機に搭載するエンジンの稼働状況、

パイロットによる操縦履歴、航空当局、空港など管制や離着陸時の飛行ルートを含む

多様なデータを収集、独自ソフトによって解析し、より効率的な飛行航路や運航手法

を検討したうえで、運航効率化、故障の事前予知、コスト削減をアドバイスするサー

ビス（FES:フライト効率化サービス）を展開118している。 

図表 60  G.製品のデジタル化：顧客先間との見える化⇒製品全生涯トレーサビリティ 

G.製品 デジタル化 顧客先間との見える化⇒製品全生涯トレーサビリティ 

G1. DMG 森精機：

工作機械のオープン

プラットフォームを

ベースに、機械メー

カーが「工場アプリ」

を活用し、自社に適

した生産システムを

構築。軸受け大手シ

ェフラ―の世界中の

拠点や顧客と結び、

在庫やエネルギーを

効率化。 

G1. 三菱電機：レーザ

ーやタレットパンチ

プレスなどの加工機

と仕分け装置の連携、

ロボットとの組み合

わせを提案。 

G1. 横河電機：セ

メント工場の運転

操業支援。 

G1.ダッソーシステム（デジタルソ

リューション）デジタル化支援業に

おけるファブラボは新しい産業技

術。ものを創ることの自由度を高

め、新製品を立ち上げるときのリス

クを限定し、迅速な立ち上げを可能

にする。デジタルツインを梃に、新

製品や新ソリューションの設計・製

造・販売上に革命的変化を指向。

（仏） 

G1. 横河電機：セメント工場の運転操業支援：客先の設備や操業デ

ータなどのデータ収集・分析。プラント全体の操業改善や経営レベ

ルでの問題解決・意思決定など、工場と経営の効率化・最適化を支

援。 

G1. オムロン：環境発電（エネルギ

ーハーベスティング）「エレクトレ

ット環境発電アライアンス」。ボタ

ン電池とほぼ同じ大きさ。振動で発

電し、電池交換不要。IoT のセンサ

ーを動かす電源として開発。 
                                                  
118 日経ものづくり 2014.12「おもてなしのモノづくり」を極める 
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G1.G2.G7.コマツ（KOMTRAX）製品遠隔監視

システム。建機に GPS、センサー搭載。建機

の位置、稼働時間、運転内容、燃料残量、など

の情報の遠隔管理が可能。採掘から物流、発電

まで鉱山全体の最適な運用を支援。部品交換や

修理時間の提案、省燃費運転のアドバイスなど

のサービス提供可能に。 

G1.G2.G7.コマツ（スマートコンストラクション）

KOMTRAX によって諸データをクラウド型システム

「KOMConnect」に転送、施工計画をシミュレーション。

建設現場では施工全体が見渡せる。初心者でも高精度な

施工が可能な自動制御の ICT 建機で安全性、生産性、労

働力不足に対応。自動制御機以外の機種が稼働している

場合でも、自動制御機にステレオカメラを搭載、他社建

機の作業も含めて施工結果を撮影する仕組みを採用し

た。ドローンによる測量、撮影映像を基に現場の 3D デー

タ化、施工完成図面を 3D 化、施工範囲を正確に把握。全

体の施工状況把握可に。 
G1.G2.G5.G6.G7. 
GE とボーイング（航

空機エンジンのフラ

イト効率化サービ

ス）飛行機運用上の

トラブル軽減（米米

連携） 

G1.G2.G5.G6.G7. 
SAP とエアバス（フラ

イト効率化サービス） 

航空機のダウンタイム

削減（予知保全と信頼

性向上策の発見）（独・

仏英西連携） 

G1.G2.G5.G6.G7. 
クボタ（GPS 農機の自動制御）「ロボット農機（KSAS）」

サービス。センサー付コンバイン（収穫したコメのタン

パク量や水分量を見える化）。 

G2. 山田ドビー（プ

レス機）温度変化や

材料の品質の違いに

よる調整を機械自ら

実施。 

 

G2. パナソニック（サーボモーターのアン

プ）サーボモータのアンプに無線 LAN 子機を

付け、通信機能を持たせ、専用アプリ「パナ

ターム」を通じてスマホ、パソコン、タブレ

ット端末で対象機器を監視・調整。工場内に

設置した親機を経由して外部との通信も可

能。中国など海外拠点で稼働するモーターも

端末上で管理可能。端末上～回転速度、トル

クなど稼働状況を常時監視。ゲイン調整をは

じめとした各種条件設定も可能。通信には私

設網（VPN）を活用。伝送データを暗号化。

G2. PMT（プライメタルテクノロ

ジーズ：三菱日立製鉄機械と

Siemens VAI Metals Technologies

の合弁）「シーメンスの得意な ICT

を駆使してデータを吸い上げ、製鉄

プラントの稼働状況を管理。故障前

の部品供給と設備補修などの予防

保全サービスに注力。（日独連携）

G2.G6. 三井造船：

電子制御エンジン～

遠隔監視で保守。 

G2.G6. ティッセ

ン・クルップ・エレ

ベーター（エレベー

ターの需要パターン

予測）目的階への最

短所要時間の算出。

利用者を迅速に運ぶ

のに適した号機の手

配などにより、待ち

時間を 50％も短縮。

（独） 

G2.G5.G6. ファナ

ック（ユーザー側稼

働率向上を共通テー

マに予防保全機能を

強化）ロボット用遠

隔監視システムを

CNC 装置、サーボモ

ータなどの FA 機器

全体への展開を視野

に。射出成型機もロ

ボットと連携強化。

主電源用コンデンサ

ーの劣化度がパソコ

ン画面上に図示。ゼ

ロダウンタイム機

能、予期せぬ停止に

よる重大なロスの削

減。 

G2.G5.G7. 日本

郵船と MTI（日

本郵船子会社）

船舶のエンジン

内部を 360 度撮

影できる装置

「きらり

NINJA」を開発。

シリンダー内部

を、エンジンを

分解せずに確認

可能。 

G2.G5.G6.G7. 
：日立製作所（英

国鉄道車両事業

の保守メンテ作

業）製品全生涯

トレース。保守

では車両にセン

サーを搭載。稼

働状況や摩耗度

などを管理。

2015 年 9 月無線

機能搭載の専用

工具導入による

作業管理。IoT 活

用。製造では「ね

じ締め工程」に

活用。締め忘れ、

締めすぎを防

ぐ。 
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G3.Pepperl+Fuchs（工業用センサー）遠隔

診断による故障検出。⇒試運転情報、診断デ

ータの交換、故障検出が可能に。（独） 

G4.Rational（ソフトで機能更新）業務用調理機器と調理プ

ログラム、ハードは変更せずにソフトを更新すれば最新機

能と同等の機能・性能を実現。ベッコフオートメーション

の技術活用（独・独連携） 

G5.G6. プロクター

&ギャンブル（センサ

ーを取り付けた機器

からデータを世界中

の工場から国境を越

えて収集）シャンプ

ーや洗剤などの品質

管理に充当。（米） 

G5.G6. アマダ HD

（鍛圧機械）遠隔保

守サービス提供中。

G5.G6. コマツ（情

報共有）顧客に納入

した建設機械の稼働

状況を、通信網を通

じリアルタイムでコ

マツの工場と共有。

G5.G6. GE（ブ

リリャント・フ

ァクトリー） 工
場の異なる部門

をネットワーク

でつなげ、セン

サーからのデー

タを基に設備稼

働を最適化。設

備稼働監視（米） 

G5.G6.G7. 日

本電産（予知シ

ステムを開発）

日本電産のモー

ターやプレス機

と IBMのソフト

ウェア技術など

を組み合わせ、

モーターなどの

異常を検知す

る。 

G5.G6.パナソニック

（ビジネスモデルの

見直し）今後は計画

生産から「市場感応

型生産」への移行を

進める。⇒設備や装

置単品を売るだけの

ビジネスから、「溶

接の品質を向上させ

る」、「よりよい配

線基板を組み立て

る」といった顧客の

課題解決に注力。 

G5.G6.G7.日本電産

シンポ（プレス機に

内蔵したセンサーで

情報収集。金型不良

を検知するシステ

ム）を開発グローバ

ルに同一視点で、作

業効率の悪い機械や

稼働状況把握可。金

型不良の予知保全。

G5.G6.G7.ヤマナカ

ゴーキン（IoT を活

用した金型の保守管

理サービス）金型保

守メンテ、不具合事

前防止、効率的稼働。

G5.G6.G7. ブリヂストン（コンベヤ

ーベルト摩耗モニタリングシステ

ム）磁性ゴムを練り込んだベルトで

磁石の磁力変化を検出して測定し

たデータをネットワーク経由で解

析し、運転を止めずに自動でベルト

交換時期を計測できる。磁石の摩耗

による磁力検出（磁石センサー）。

G5、G6、G7. Kaesarkompressoren（インダストリー-4.0 的施策の展開）閉鎖型独自ネットワークにより

圧縮空気システム内の全ての装置を接続。運転データを本社のデータセンターに送信して予知保全。エネ

ルギー管理や運転逸脱調整の最適化対策。IoT 向け製品・サービス開発に役立つ複合部品製品化。部品個

別調達比設計大幅効率化可。PC に表示できるソフトも提供（独） 

G5、G7. KSB AG：定速型ポンプの効率を

20 秒で判定できるスマホやタブレット向け

アプリを開発。目的は、工場の操業生産性と

透明性を高めることと、ポンプのライフサイ

クル全体にわたる競争力の向上にある。他社

製のポンプにも適用可能。 

G6.アーブル（射出

成型機）部品交換リ

モートサービス：顧

客とはクラウド環境

で情報を共有。製品

出荷後の細かい部品

の交換なども容易に

（独） 

G6.アルプス電

気：予知保全。

エネルギー管理

や運転逸脱調整

の最適化対策。 

G6、G7. SKF（ベ

アリング世界最

大手）ベアリン

グに湿度や振

動、加速度など

のセンサーを付

け、無線通信に

よりベアリング

交換事前感知

（スウェーデ

ン） 
注. 図表 49 情報に着目した「デジタル化、つながる化」のイメージ（対象範囲）に沿って、

新聞等の公表事例をもとに NSRI で分類したもの。冒頭のアルファベットと数字は、前述
の（2）個別具体的事例を捉えるための枠組みで使用したものと対応関係にある。 
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5. デジタル化、つながる化： ICT 関連技術をキーにした事例 

F. ICT 関連技術とサイバー関連技術 

F で取り扱う事例は、これまで見てきた事例の分類、ABC、D、E、G といった製

造企業に関連する情報の流れという視点から分類した事例とはその性格が異なる。F
では、ABC、D、E、G の各情報が流れるための情報インフラに関連する分類である。

従って ICT 関連やサイバー関連技術といったツールそのものを切り口とした分類で

ある。 

以下の事例は、主に、IoT という側面からの報道であったり、人工知能やビッグデ

ータ、クラウド、RFID チップ、スマホ、タブレットを活用したりといった事例であ

る。QR コードやバーコードもデジタル化の手段という側面から取り上げている。 

図表 61 F. ICT 関連技術とサイバー関連技術 

F.デジタル化、つながる化：ICT 関連技術とサイバー関連技術をキーにした事例 

F1.デンソー（ロボッ

ト）IoT を活用した製

造革新に対応。 

F1.アマダ（製造現場

発の IoT）スケジュー

ル管理ソフト、作業指

示ソフト、稼働管理ソ

フト。 

F1.ダッソーシス

テム：サービスとし

ての製造（オンライ

ン上の協業）を推

進。 

F1.コマツ（KOM-MICS） 「電力

使用量の半減」を目標とする生産改

革。生産設備の稼働状況の可視化。

溶接ロボットで KOM-MICS の考え

方拡大。KOM-MICS は生産情報を

つなげるシステム。 

F1.アルプス電気：

IoT ビジネスに必要

な基本機能：4 つのセ

ンサー、無線通信部

品、電池をワンパッ

ケージ化（モジュー

ル化）。 

F1.デンソー:（IoT 導

入）H27.7.1 生産革新

センターに「DP（デ

ンソープロジェクト）

―ファクトリーIoT 革

新室」を設置。 

F1.コマツ（生産装

置） IOTによる生

産改革（小山工場）。

IoTを活用した繋が

る工場にすること

により、工場全体で

リードタイム（受注

=納入）を現在の

1/3～1/10 に。 

F1. 
Kaesarkompres
soren：外付けす

るモジュールに

よって、IoT を簡

便に実現。 

F1. ヤマナカゴ

ーキン：IoT をド

イツの技術を導

入して活用。 

F1. F2. 日立製作

所：IoT、ビッグデー

タ、センサー活用。 

F1.F2.F3. 東芝（次

世代ものづくりソリ

ューション）Chip to 
Cloud（C2C）プラッ

トフォーム」。四日市

市に構える半導体工

場では、こうした IoT

の仕組みを実際に導

入。 

F1.F2.日立製作

所：IoT、ビッグデ

ータ解析。人工知

能、電力、水道など

のインフラ技術と

の融合。最適なサー

ビスを提供。 

F1.F3.プロクタ

ー&ギャンブル

IoT を設備稼働管

理に活用。GE の

Predix（ソフトウ

ェア）クラウド上

で活用。 

F1.F4.三菱重工

（航空エンジン）

IoT 技術を活用し

た生産改革。 

RFID タグによる

生産管理。 

F1.F9. 日本電気：IoT の標準化のシステム実証⇒次世代ものづくりソリューション：ディープラーニン

グ対応の AI ソフト。 
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F2. GE:ビッグデ

ータ。 
F2. 鴻海精密工業:

金型データのビッグ

データ蓄積と解析。 

F2. PMT（プライ

メタルテクノロジ

ーズ）ビッグデータ

活用。 

F2. 東芝四日市工場（半導体）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。 

F2. SAP:ビッグデ

ータ。 

F2.オムロン草津工場：加工データと画像情報のビッグデータを活

用。 
F2.横河電機：ビ

ッグデータ。 
F2.F3.コマツ：

ビッグデータ、

クラウド。 
F3.ティッセン・ク

ルップ・エレベータ

ー：データをマイク

ロソフトのクラウ

ドに送り、全エレベ

ーターの監視。 

F3.ベッコフオートメ

ーション（PC ベース

のオープンな自動制御

システム）クラウドで

の M2M 通信のセキュ

リティをコントロー

ル。 

F3.フクル（アパレ

ルベンチャー）、顧

客からの受注や材

料発注などの根幹

となる IT システム

をクラウド上で開

発。 

F3.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（車

載 オーディオ） 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。 

F3. DMG 森精機：

軸受けの用途ごと

に情報をクラウド

で管理。 

F3.F5.エクセディ：現場データの集約を主眼としたクラウドベ

ースの新生産管理システム。生産実績などの記録を紙に書いてか

ら入力⇒ハンディー・ターミナルで QR コードによる直接入力に

変更。 

F3.F7. KSB 
AG：スマホ、タ

ブレットでデー

タ収集・クラウ

ドで解析。 
F4.アーブル 顧客

の仕様をチップ化。

独 

F4.フェニックス・コン

タクト 搬送用治具

に、部品情報を記録し

た RFID タグを内蔵。

独 

F4.Bosch:
すべての部品に

RFID を付け、従業

員やロボットに作

業指示。 

F4.Ubisense（位

置情報技術）：セ

ンサーと無線 IC
タグ。 

F4.オルトリン

グハウス-ヴェ

ルケ：各在庫品

に RFID タグを

つけ、製造過程

を見える化。独

F4.F6. nobilia（個体識別用 RFID タグやバーコード）生産工程のデータをデータウエアハウスで管理。

（独） 
F5.三菱電機（ロボットセル ）QR コードによ

る個体管理と人による柔軟な作業を組合せ。

F5.DMG 森精機：配線、配管、精度検査、電気調整、カ

バーの取り付け、製品検査などの各工程に無線通信機器と

携帯型読取機設置。作業工程を示した QR コード表。 
F6.シーメンス TIA 固有のバーコードによって、機器と通信。

F7.アマダ HD（スマ

ート板金工場）タブ

レット端末利用。 

F7.島津製作所：製

造・検査情報の入力や

分析にタブレット端

末「iPad」を活用。 

F7.アマダ HD（鍛

圧機械）タブレッ

ト端末活用、急な

依頼への柔軟性高

める。 

F7. 
Pepperl+Fuchs
（工業用センサ

ー）センサーと

スマホ・タブレ

ットの接続。 

F7.パナソニック

（工場を繋ぐ生産

管理システムの構

築）タブレットな

どからリモートで

生産情報モニタリ

ング・メンテを可

能にしていく。 
F8.パナソニック（HMD:ヘッドマウントデ

ィスプレイ、ブラザー工業製）の導入。 
F8. 三菱電機：スマートウオッチなどに加工状況を通知、

人が動きやすく「見せる化」。 
注. 図表 49 情報に着目した「デジタル化、つながる化」のイメージ（対象範囲）に沿って、

新聞等の公表事例をもとに NSRI で分類したもの。冒頭のアルファベットと数字は、前述
の（2）個別具体的事例を捉えるための枠組みで使用したものと対応関係にある。 
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（2）デジタル化、つながる化と協業関係の事例 

デジタル化、つながる化：企業連携の事例 

ここまで「デジタル化、つながる化」の事例をみてきたが、今まで採りあげてき

た事例の中には、自社単独の取組もあるが、他社と協業しているケースも少なからず

ある。デジタル化してつながると、つながった相手は自社以外となる可能性も高い。

つまり、つなげようとすると他社との協業が必要になる。そこで協業の重要性という

観点から、どのような協業の組み合わせ事例があるのかに焦点を当てる。 
ドイツのシーメンスは、インダストリー4.0 を掲げて、また、GE は、IIC やブリ

リャント・ファクトリーを掲げて、既に多くの企業と協業している。協業するという

ことは仲間作りをすることでもある。シーメンスも GE もその協業相手は、欧州域内

や米州域内にとどまらず、世界のあらゆる地域・企業に及ぶ。日本企業の中にも積極

的に国際的な協業に参画している例が見られる。 

ドイツ企業の中には異なる機械装置メーカー同士が相互に協業しているケースが

見られる。3 社の異なる機械装置を有機的につなげ、あたかも一つのシステムである

かのようなデモンストレーションを行っている。「有無相通ず」が戦略的な協業の一

つのパターンになる可能性がある。 

三菱日立製鉄機械とシーメンスの合弁であるプライメタルズ119は、シーメンスの

ICT 技術を活用することで「有無相通ず」を実現した。 

ボッシュ社は、インドの科学大学に CPS センターを設置120した。これも協業のも

う一つの形態である産学連携の事例として注目される。この例ではドイツ企業が、

CPS の開発というデジタル化・ネットワーク化のキーテクノロジーを、インドの大学

と共同開発するという姿勢や考え方が斬新である。インドが強いといわれる IT 系の

頭脳をドイツが取り込もうとしているという見方もできる。 

図表 62 デジタル化、つながる化：企業連携の事例 

企 業 連 携 の 事 例 

ドイツ企業 米国企業 日本企業 

シーメンスの納入先：キ
ャタピラー 

 

BMW:シーメンス、
Fraunhofer 研究機構 

P&G と GE の Predix キューピーとオムロン 

シーメンスの納入先：
GM 

EPLAN, Phoenix 
Contact、Rittal～独・独
3社連携 

GE は多くの顧客企業と
データ共有契約 

日立システムと KTC（工
具 

                                                  
119 PRIMETALS Technologies 2015.1.7 press 及び Siemens to Acquire LMS International NV から

NSRI 作成 http://www.primetals.co.jp/japan/press/pdf/20150107.pdf   
  http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/Images/Overview-Presentation_tcm78-204842.pdf  
120 Robert Bosch Centre for Cyber-Physical Systems の下記サイトから NSRI 作成 

http://cps.iisc.ernet.in/  
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シーメンスの納入先：カ
ミンズ 

noboia：KUKA、
Beckhoff～独・独 3社連
携 

 島津製作所と東洋ビジ
ネスエンジニアリング 

シーメンスの納入先：イ
ンターナショナルトラ
ック＆エンジン 

adidas：ハイテクエンジ
ニアリング Manz～独・
独連携 

 パナソニックとブラザ
ー工業 

シーメンスの納入先：
DANA 

Bosch：インド科学大学
と 

コマツと GE（ビッグデ
ータ解析で協業 

コマツと石川県森林組
合連合会、タガミ・イー
エクス 

シーメンスの納入先：、
イートン 

Airbus、ボーイング、
SAP 

コマツと米 Skycatch 社 コマツと取引先部品会
社 

シーメンスの納入先：ロ
ールスロイス 

Rational と Beckhoff 
Automation 

 コニカミノルタとシス
テム企業 

シーメンスの納入先：ノ
キア 

Audi とナショナルイン
ストルメンツ 

 三菱電機と村田機械 

シーメンスの納入先：ハ
ーレーダビッドソン 

Bosch と米シスコシス
テムズ、印テック・マヒ
ンドラ 

 横河電機と電気化学工
業 

シーメンスの納入先：ペ
トロブラス 

Festo、国内外の大学、
Fraunhofer 研究機構 

 オムロンと旭硝子（樹脂
開発）、東大と協業 

シーメンスの納入先：フ
ェデラルモーグル、現代
自動車 

Schumacher Precision 
Tools 
とアーヘン工科大 

 日本郵船子会社がリコ
ーの全天球デジタルカ
メラ「シータ」を活用 

シーメンスの納入先：現
代自動車 

ThyssenKrupp とマイ
クロソフト 

 日本電産と IoT の共同
開発を日本 IBM 

 マセラッティとシーメンス伊独 2社連携 

 Primetals Technologies（プライメタルズ）：三菱日立製鉄機械とシーメンスの
合弁 

 ヤマナカゴーキンと独ベンチャー「コンセンシス」（ダルムシュタット市）の
技術導入 

  ヤマザキマザック：米国シスコシステムズと共同開
発 

注. 新聞等の公表事例をもとに NSRI で整理したもの 
 

（3）デジタル化、つながる化と事例の属する分類一覧 

ここまで、“（3）デジタル化、つながる化の対象別事例”において、事例ごとに企

業がどのような取り組みをしているかをみてきた。また、“（4）デジタル化、つなが

る化と協業関係の事例”において、どのような協業の組み合わせがあるかについてみ

てきた。 

ここからは、デジタル化の対象別分類である ABC（受注）、D（工場）、E（サプラ

イチェーン）、G（製品）という観点、並びに、サイバー空間の活用という観点である

F（ICT 系技術）の計 5 つの事例分類ごとに、どのような企業がどの事例分類に取り

組んでいるかについてみていく。 
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1. 主として受注面（ABC）に取り組む企業の事例 

主として受注面（ABC）に取り組む企業の事例をみると、いくつかの企業は、受

注面以外の観点からのデジタル化にも挑戦していることがわかる。その中で特に、ド

イツのシーメンスは、多くの協業先とともに、幅広い取組を行っていることが特徴的

である。 

図表 63 主として受注面（ABC）に取り組む企業の事例 

 デジタル化 
サイバー空
間 

 ABC（受注） D（工場） 
E（サプライチェ

ーン） 
G（製品） 

F（ICT 系技
術） 

日 ABC1.ABC3.オリン
パス（文書標準化）部
門間情報分断回避、開
発設計製造のトレー
サビリティ実現。 

    

独 ABC2.ABC3. 独ティ
ッセンクルップ子会
社（ネット直接注文）
業者間接続、要望変更
調整可能に。 

 E2、E3.独ティッセ
ンクルップ子会社
（ネット直接注文、
メンテナンス、倉庫
管理システム。工場
内ロジスティック）。

  

日 ABC3.アマダ HD（ス
マート板金工場）見積
もりからデータ連携、
タブレット生産指示。
タブレットにより特
級品柔軟対応。 

 E3.アマダ HD（（ス
マート板金工場）工
場内外のネットワー
ク接続。 

 F7.アマダ HD
（スマート
板金工場）タ
ブレット端
末利用。 

独 ABC4.独アーブル（仕
様のチップ化）射出成
型機設計プロトタイ
プ削減。 

  G6.独アーブル
（部品交換リ
モートサービ
ス） 

F4.独アーブ
ル（仕様のチ
ップ化） 

独 ABC5.独アディダス
（注文・工場直結型生
産システム）カスタマ
イズ化。 

    

米 ABC5.米ハーレーダ
ビッドソン（注文・工
場直結型生産システ
ム）カスタマイズ化。 

D1.スマートファク
トリー化の実現、受注
内容に即した生産計
画、部品在庫確認、手
配、製造実行。 

（独シーメンスのシ
ステム TIA 活用） 

↓ 

  

独 ABC5 独シーメンス
TIA（全統合自動化シ
ステム） 

消費者の注文に対応。 

D1. 独シーメンスTIA
（全統合自動化シス
テム）デジタル工場、
自走式キャリア、製造
の始めから出荷まで
制御。 

E1. 独シーメンス
TIA（全統合自動化シ
ステム）全バリュー
チェーンの継ぎ目な
しデジタル化。 

 F6. 独シー
メンス TIA:
固有のバー
コードによ
って、機器と
通信。 
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日 ABC6.セーレン（総合
繊維業）注文対応型デ
ジタル生産。 

D1.パーソナルオー
ダー対応デジタル生
産システム。 

   

米 ABC8.米ローカルモ
ーターズ（注文対応生
産）顧客希望のデザイ
ンを生産可能。 

D2. 米ローカルモー
ターズ:3D プリンティ
ングで自動車生産。 

   

伊 ABC8.伊アビオエア
ロ（難削材の航空機部
品 

注文対応生産）ＡＭ造
形装置。 

D2. 伊アビオエア
ロ:AM 造形製造装置活
用。 

   

日 ABC9.三菱重工：ERP
を中核に長期需要予
測を日々の工程に落
とし込むシステム。 

D2.リアルタイム管
理システム構築。 

   

注. 図表 49 情報に着目した「デジタル化、つながる化」のイメージ（対象範囲）に沿って、
新聞等の公表事例をもとに NSRI で分類したもの。冒頭のアルファベットと数字は、前述
の（2）個別具体的事例を捉えるための枠組みで使用したものと対応関係にある。 

 
2. 主として工場のデジタル化（D）に取り組む企業の事例 

主として工場のデジタル化（D）に取り組む企業の事例をみると、工場の「デジタ

ル化」、「バーチャル化」など、ICT 系技術やサイバー空間を活用している事例が多く

みられる。また、数は多くないが、サプライチェーンや製品のデジタル化にも手を広

げて取り組む事例もみられる。 

2 つの分野にまたがる取組を実施している事例は、日本企業 9 件、ドイツ企業 8
件、英国企業 1 件で、計 18 件みられる。3 つの分野に跨る事例となると、日本企業

で 2 社、ドイツ企業で 1 社、計 3 件の事例がある。 

しかし、大半の事例は、工場のデジタル化（D）単独の取組である。工場のデジタ

ル化、バーチャル化に関連した事例は、事例の中で最も多くみられる事例でもある。 

 

図表 64 主として工場のデジタル化（D）に取り組む企業の事例 

 デジタル化 サイバー空間 

 ABC 
（ 受
注) 

D（工場のデジタル化） E（サプライチェ
ーン） 

G （ 製
品） 

F（ICT 系技術）

独  D1.BMW（シーメンスの TIA）生

産ライン１本で全製品生産可能。 
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日  D1 アマダ（製造現場発の IoT） 最
終製品を三次元データで分解。シミ

ュレーショで効率的な生産ライン

を決め、従業員や機械に割り振る。

F1.アマダ（製造現場

発の IoT）スケジュ

ール管理ソフト、作

業指示ソフト、稼働

管理ソフト。 

独  D1.フェニックス・コンタクト他 2
社（機械の自動生産システム）

3DCAD ソフトに製品情報を予め

登録．加工や組み立てなどが自動で

完成。 

F4.フェニックス・コ

ンタクト搬送用治具

に、部品情報を記録

した RFID タグを内

蔵。 

独  D1.D4.D6.D8. Bosch（油圧機器）

部品の指示に従い、機械が最適生産

工程選択。熟練度に応じた作業指

示、説明。予知保全。 

F4. Bosch:すべて

の部品に RFID を付

け、従業員やロボッ

トに作業指示。 

日  D1. DMG 森精機（工作機械）QR
コードで生産状況モニター管理。作

業員は読取機でコードを読んで作

業に。 

F5.DMG 森精機：配

線、配管、精度検査、

電気調整、カバーの

取り付け、製品検査

などの各工程に無線

通信機器と携帯型読

取機、作業工程を示

した QR コード表。

独  D1.オルトリングハウス-ヴェルケ

（RFID タグ） 納期によって、作

業期限、工程などを自動的に算出。

作業指示も画面表示。 

F4.オルトリングハ

ウス-ヴェルケ：各在

庫品に RFID タグを

つけ、製造過程を見

える化。 
独  D1、D2、nobilia（高級キッチンメ

ーカー）KUKA の産業ロボットと

ベッコフの自動化ソフトによる生

産工程自動制御。 

  F4、F6. nobilia（個

体識別用 RFID タグ

やバーコード）生産

工程のデータがデー

タウエアハウスで管

理。 

独  D2. マセラッティ（デジタル化製

造ライン）、シーメンスの PLM ソ

フトウェア、生産や製造制御にはシ

ーメンスの TIA 製品。独伊連携 

   

中 ABC5.
ハイア

ール：

ユーザ

ーの発

注から

生産ラ

インへ 

D1.ハイアール（“インターネット・

ファクトリー”を整備中）消費者と

生産ラインのロボットとの相互接

続～大規模カスタマイズ化を目指

す。 

   

独  D1.D8. Bosch（工場のネットワー

ク化）CPS の開発。世界中のデー

タベース、センサー、全工場のネッ
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トワーク化、機械同士最適生産、モ

ジュールの予知保全、製造・組み立

ての最適化。 

独  D1.D2. Festo（空気圧機器）工場

のプロセスオートメーションへの

応用を目指すバイオラーニングネ

ットワークを開発。掴む、動かす、

位置決めとプロセス制御（自社開発

アクチュエータで実現）。 

   

日  D1.D2. ヤマザキマザック:スマー

トボックスという通信装置を装着

することで設備や工場を繋ぐ。国内

外の工場をメーカー・機種を問わず

ネットでつなぎ、工場の稼働状況が

スマホでどこからでも手に取るよ

うにわかるようにする。米国工場に

装着後、国内外の工場に拡充予定。

   

独  D2.Endress+Hauser （計測装置、

工業手順技術）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。 

 G1. 
Endress
+Hauser 
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 

 

独  D2. Beckhoff Automation （PC 
ベースのオープンな自動制御シス

テム）インダストリー4.0 で可能に

なるとされる多くのイノベーショ

ンは今日ベッコフにおいて既に利

用可能 

  F3. Beckhoff 
Automation（PC ベ
ースのオープンな自

動制御システム）ク

ラウドでの M2M 通

信のセキュリティを

コントロール。 

日  D1.D2.D8. キューピー伊丹（予兆

保全）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  D3. 三菱電機（eF@ctory ）工場

のシステム化による工場リアルタ

イム見える化：マシニングセンタと

搬送系システムを対象に、生産管理

システム、稼動管理システム、リモ

ートメンテナンスなどのソリュー

ションを提供。 
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日  D3. 三菱電機（ロボットセル生産

システム）多種類の製品の段取り替

えの時間短縮。 

  F5. 三菱電機（ロボ

ットセル ）QR コー

ドによる個体管理と

人による柔軟な作業

を組合せ。 

日  D3. デンソー（ロボット）IoT を

活用した製造革新に対応した人と

協業可能な産業用ロボット。 

  F1. デンソー（ロボ

ット）IoT を活用し

た製造革新に対応。

独  D5. アウディ（自動車）インテリ

ジェントツールは車両ごとに初期

化設定され、ツールの使用区域を物

理的に制限するゾーン化システム

を導入。 

 

仏  D5. エアバス（インテリジェント

ツール）何万ステップもある手作業

主体の複雑な製造工程におけるミ

スの最小化：物理的データログとマ

ニュアルによって作業効率を改善。

人と機械が同一の作業環境で協働

し、品質管理と認証をピンポイント

で行える。 

   

英  D2、D5. Ubisense（位置情報技

術） “Smart Factory”工場内組立工

程異常停止予防、効率最適化、エラ

ー削減に貢献する製造業向けリア

ルタイム状況管理システム⇒ツー

ル使用領域制限、デバイス識別の自

動化。 

  F4. Ubisense（位

置情報技術）：セン

サーと無線 IC タグ。

独  D5、D7. ボッシュ（ソフトウェア）

ドリルなどにセンサー内蔵。工場内

全工具の場所、稼働状況などの情報

をリアルタイムで収集。作業員の着

衣に 20 個のセンサー～作業データ

蓄積する「機械学習」も進め、機械

の動きに反映。 

   

日  D5、D7. 日立システムズ：橋など

公共物のネジに IC タグを埋込み、

一本一本管理できるシステム開発。

工具にネジに加わった力の計測機

能追加。ネジの種類ごとに定められ

た適正な圧力対比過大過少な力が

加わると工具のランプが点灯作業

員に警告。企業・自治体も管理可能。

  

日  D7. 村田機械（工作機械）作業支

援システム「VIDERE」を開発中。

（CAD や NC 装置のデータを基に

した CG などを投影「プロジェクシ

ョンマッピング」）金属加工などで
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目の前に投影された実物大手本を

見ながら作業できる。モーションコ

ントローラーにより身振り手振り

で画像の切替え可。 

日  D7. 島津製作所（精密機器）製

造・検査情報の入力・分析に「iPad」
活用。厳密な品質管理のため、全品

の製造工程の作業日・作業者・作業

内容といった製造情報、出力、ノイ

ズ等検査情報を記録・管理。現場出

力分析可。 

  F7. 島津製作所：製

造・検査情報の入力

や分析にタブレット

端末「iPad」を活用。

日  D7. パナソニック：セル生産に作

業指示システム「ウェラブル対応型

標準作業ナビ」を運用。HMD に作

業指示画像を、右側に次作業内容表

示⇒作業切り替えをスムーズ化。画

像とともに音声でも標準作業をガ

イド。 

  F8. パナソニック

HMD:ヘッドマウ

ントディスプレイ、

ブラザー工業製）の

導。 

日  D1.D6、D8. シチズンマシナリー

（CNC 旋盤）「個の量産」を具現

化する“つなぐ”ソリューション。従

業員は e ラーニングで技術を習得。

工場は習熟度に応じて最適な工程

に配置。生産目標と実生産量をリア

ルタイムでグラフ化。機械が３D プ

リンターで修理に必要な部品を自

作・修理する自己修復性具現を展

望。 

   

日  D1.D8. 東芝四日市工場（半導体）

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。 

  F2. 東芝四日市工

場（半導体）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  D1.D8. 東芝（次世代ものづくり

ソリューション）部品のピッキン

グ、基盤工程、組み立て工程、検査

工程（カメラによる画像認識）など

のデータをリアルタイムに収集・解

析し、監視・警告を出す。 

  F1.F2.F3. 東芝（次

世代ものづくりソリ

ューション）Chip to 
Cloud（C2C）プラ

ットフォーム。四日

市市に構える半導体

工場では、こうした

IoT の仕組みを実際

に導入。 

日  D8. 三菱重工（航空エンジン）生

産改革の切り札が IoT。タービンブ

レードには個々に RFID タグをつ

け、生産管理してきた土壌を拡張。

  F1.F4. 三菱重工

（航空エンジン） 

IoT 技術を活用した

生産改革、 RFID タ
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RFID タグによる生産管理に工作

機械の設備情報、加工条件、素材デ

ータなどを結合。RFID に結合され

たデータの活用による予防安全。 

グによる生産管理。

独  D8. Pepperl+Fuchs（工業用セン

サー）遠隔診断、故障検出～センサ

ーとスマホ・タブレットの接続⇒各
作業の進行状況、作業開始予定日、

完了予定日等を表示。～who、
where、what の作業管理可⇒更に

who、where、what の作業自動指

示機能の開発を進める。 

 G3. 
Pepperl+
Fuchs（工

業用セン

サー）遠

隔診断、故

障検出⇒
試運転情

報、診断デ

ータの交

換、故障検

出。 

F7. Pepperl+Fuchs
（工業用センサー）

センサーとスマホ・

タブレットの接続。

日  D9. YKK（工場レイアウトの拡張

性配慮）、需要変動や製品の切り替

えに対応。（生産技術の進化に対応）

振動抑制均質床、温度湿度均質制

御、精密加工エリアと超精密加工エ

リア境界を自由に変更可に（将来の

ものづくりに対応できる）。 

   

日  D9. オムロン綾部工場（省エネ、

リアルタイム）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  D9. コマツ粟津工場（建設機械：

購入電力削減）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。冷暖房は地下水と

木材チップを利用。機械 1 台 1 台

の電力使用量を見える化。 

   

日  D9. パナソニックデバイス

SUNX 竜野（省エネ）装置ごとの

電力計でデータ収集、電力消費のピ

ーク超過を自動制御で未然に防止。

   

日  D9. アイダエンジニアリング（サ

ーボプレス：予防保全）IoT を使っ

た生産管理システム、稼働状況を同

時進行で把握、予防保全に。 

   

日  D1. 日本電気（IoT の標準化）生

産ラインでは、プレス機に取り付け

たセンサー情報からプレス品質や

金型の摩耗状態を予測、適切な時期

E1.E4. 日本電気

（IoT の標準化のシ

ステム実証⇒次世代

ものづくりソリュー

 F1.F9. 日本電気：

IoT の標準化のシス

テム実証⇒次世代も

のづくりソリューシ
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に保守。装置組み立てラインでは、

ディープラーニング対応の AI ソフ

トを活用⇒カメラ映像から不良発

生につながる作業員の誤った動き

を自動検知。その場で手直し。実証

実験で重視すること： ＊製造現場

の見える化を徹底。複数工場の生産

ラインから収集した稼働状態や作

業内容などの多様な情報を一元化。

即時把握。見える化した情報は経営

者、工場管理者、現場の 3 階層にそ

れぞれ「見える化画面」を用意。階

層ごとに全体を鳥瞰したり、詳細を

調べたり、迅速な意思決定を支援。

QCD の改善につなげる。 

ション）グループ内

の複数工場、協力会

社、EMS を含め、

サプライチェーン全

体をグローバルでリ

アルタイムに見える

化。⇒この実証実践

の成果を「次世代モ

ノづくりソリューシ

ョン」として順次体

系化、外販。 

ョン、ディープラー

ニング対応の AI ソ
フト。 

日  D1. コマツ（生産装置） 次世代

フレキシブルトランスファーマシ

ン：各装置に各種センサーを設置。

ネットを介して情報収集。データベ

ースに集約して解析。生産条件最適

化。 

E3.E5、コマツ（生

産装置） 新型小型工

作機械の導入（子会

社開発）。溶接ロボ

ットを取引先部品会

社にも導入し、併せ

て生産工程の改善を

企図。 

 F1. コマツ（生産装

置） IOT による生産

改革（小山工場）。

IoT を活用した繋が

る工場にすることで

工場全体のリードタ

イム（受注=納入）を

現在の 1/3～1/10に。

独  D1. Schumacher Precision Tools
（精密工具）工具生産に係るあらゆ

るプロセス、受注、設計、シミュレ

ーション、生産、QA マネジメント、

倉庫から配送・物流に至る全プロセ

スをデジタルで制御。（CIM のプ

ロセスをデジタル化、分権・分散制

御化） 

E1.E3. 
Schumacher 
Precision Tools（精

密工具）金型データ

セットの海外転送に

より海外でもドイツ

国内と同等の生産可

能に。 

  

中  D6. 済南二機床集団（JIER）（工

作機械）工場のスマート化を意識し

た戦略。高度な情報ネットワークで

結んだ「高速スマートプレスライ

ン」を進化させる模様。 

   

注. 図表 49 情報に着目した「デジタル化、つながる化」のイメージ（対象範囲）に沿って、
新聞等の公表事例をもとに NSRI で分類したもの。冒頭のアルファベットと数字は、前述
の（2）個別具体的事例を捉えるための枠組みで使用したものと対応関係にある。 

 
3. 主として E.サプライチェーンのデジタル化（E）に取り組む企業の事例 

E.サプライチェーンのデジタル化、或いは、サプライチェーンの見える化に取り

組む企業の事例は、D の工場のデジタル化に取り組む企業に比べ、数は少ない。半面、

サプライチェーンに注力する一方、ほかの分野への取組が目立つ企業は少なくない。 

サプライチェーン単独のデジタル化は、2 件のみ。ほかは 2 分野もしくは 3 分野に

またがって展開されている。フランスのダッソーは、フランスの「未来の製造業」ビ

ジョンでも主役を担う企業であるが、3 分野にまたがってデジタル化への歩みを進め

ている。 
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図表 65 E.サプライチェーンのデジタル化：サプライチェーンの見える化 

 デジタル化 サイバー空間 

 ABC（受注） D（工場のデジタ
ル化） 

E（サプライチェ
ーン） 

G（製品） F（ICT 系技
術） 

日 ABC2. フクル

（アパレルベン

チャー）ネット

での受発注や

IT システムを

駆使し、顧客の

要望に応じた多

品種の洋服を、

大量生産並みの

コストで作り上

げるマスカスタ

マイゼーション

のビジネスモデ

ル。 

E1. E3. フクル（ア

パレルベンチャー）

商社の倉庫、服のパ

ターンデータ、生産

委託先の縫製工場な

どを自動連携させる

生産・販売体制によ

り、大量生産の既製

服並みの価格でオー

ダーメード品を販

売。フクルのサイト

から色やサイズ、生

地などを顧客が自由

に選んで組み合わせ

て洋服を発注⇒オー

ダーを元にシステム

が、協業する複数の

衣料商社へ自動発注

⇒商社の倉庫から必

要な材料が生産を委

託する縫製工場に届

く⇒顧客ごとに一品

モノの洋服を生産

し、顧客の元へ発送。

F3 フクル（ア

パレルベンチャ

ー）、顧客から

の受注や材料発

注などの根幹と

なる ITシステム

をクラウド上で

開発。 

米  D8. プロクター&
ギャンブル 

GE の Predix 導

入：設備稼働最適

化、ネットワーク

化、不良品検知検

証。IoT を設備稼働

管理に活用（部品交

換タイミング、故障

の前兆などをデー

タ解析で検知、適切

な処置、予期しない

故障や停止を従来

比 10～20％削減。

E3. プロクター&
ギャンブル：GE の

Predix を世界 130 工

場中、90 工場に導入。

工場の危機管理を始

めた。 

G5.G6.プロクター

&ギャンブル：セン

サーを取り付けた

機器からデータを

世界中の工場から

国境を越えて収集。

シャンプーや洗剤

などの品質管理に

適用。 

F1.F3. プロク

ター&ギャンブ

ル:IoT を設備稼

働管理に活用。

GE の Predix（ソ

フトウェア）ク

ラウド上で活

用。 

日  D1. D9. コニカミ

ノルタ（複合機等精

密機器）デジタルマ

ニュファクチュア

リング。人手を介さ

ずに生産条件調整。

生産設備や組み立

E2.E3. コニカミノ

ルタ（複合機等精密

機器）金型や治具を

管理するためのトレ

ーサビリティーシス

テム。自動倉庫シス

テム。生産工程や製
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て工程の状況、もの

の動き～可視化。生

産条件調整におけ

る省人化。 

品・在庫のものの流

れを把握。経営指標

として活用。遠隔地

の技術検討などが可

能に。 

日   E3. アルプス電気：

内外工場を相互接

続。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   E3. 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。 

 F2.オムロン草

津工場：加工デ

ータと画像情報

のビッグデータ

を活用。 

日   E3. ダイセル化学：

隔地間工場の連携。

  

日  D1.D8. デンソー

（IoT 導入、次世代

モノづくり試行） 

生産設備の情報を

インターネット経

由でリアルタイム

に収集・解析。不良

予防や生産性向上

につなげる。現在、

「ダントツ工場」づ

くりと「ｎ分の 1 加

工機」の開発推進

中。 

E3. デンソー 

生産設備の情報を、

インターネット経由

でリアルタイムに収

集。不良予防、生産

性改善。 

 F1. デンソー

（IoT 導入）

H27.7.1 生産革

新センターに

DP ファクトリ

ーIoT 革新室を

設置。 

日  D1. コマツ

（KOM-MICS） 各
地の工場やサプラ

イヤーの生産設備

までネットワーク

でつなぎ、製造現場

を見える化して改

善する構想。「電力

使用量の半減」を目

標とする生産改革

や生産設備の稼働

状況の可視化を目

指す。 

E3.E5. E8. コマツ

IoT で全バリューチ

ェーンを可視化した

情報の「つながる化」

を推進。

（KMOM-MICS）で

は各地工場とサプラ

イヤーの生産設備を

ネットワーク化。生

産から販売までの全

ての工程とコマツの

主要なサプライヤー

（みどり会）の工場

を繋ぐ。自社や協力

工場の工作機械や溶

接ロボットの稼働状

G5.G6. コマツ

（KOMTRAX）顧

客に納入した建設

機械の稼働状況を、

通信網を通じリア

ルタイムでコマツ

の工場と共有。（ス

マートコンストラ

クション）建機にス

テレオカメラ搭載、

クラウド型データ

ベースの

KomConnect、無人

ヘリの活用により

現場全体の施工進

捗管理。 

F1. コマツ

（IoT）コマツ

は、世界の現場

で稼働する建

設・鉱山機械と、

全ての生産工

場、サプライヤ

ー（協力企業）、

代理店、販売・

生産・在庫管理

システムなどを

インターネット

で結ぶ「IoT
（Internet of 
Things）」を推

進。（第 147 期
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況をネット上のデー

タベースに集約、稼

働率を高める。補修

部品の受注から納品

までの期間や在庫を

圧縮（航空便から船

便へ）。 

中間報告書） 

日   E3. 山田ドビー（愛

知県一宮市）「イン

ダストリー4・0」対

応向けに開発した新

型プレス機。機械同

士をネットワーク化

でき、別拠点にある

機械の状況把握や調

整の有無の追跡も可

能。 

G2. 山田ドビー

（プレス機）温度変

化や材料の品質の

違いによる調整を

機械自ら実施。 

 

日   E3. DMG 森精機：工

作機械に 60 個以上

のセンサー内蔵、温

度や素材の状況など

逐一収集。全機械ネ

ットワーク化、リア

ルタイムで監視、機

械運用改善、警告、

ワークのカウント、

機能停止の監視、操

業履歴、パレート分

析など。 

G1. DMG 森精機：

工作機械のオープ

ンプラットフォー

ムをベースに機械

メーカーが「工場ア

プリ」を活用し自社

に適した生産シス

テムを構築。軸受け

大手シェフラ―の
世界中の拠点や顧

客と結び、在庫やエ

ネルギーを効率化。 

F3. DMG 森精

機：軸受けの用

途ごとに情報を

クラウドで管

理。 

仏  D1.D2.ダッソーシ

ステム（デジタル製

造）メカトロニクス

とシステムのシス

テム（モデルベース

システムエンジニ

アリング）バーチャ

ル上で定義し、イメ

ージし、造形した製

品とそのユーザー

が将来の実世界に

おいて経験するよ

うな完璧なツイン

を目指す。3D プリ

ンティング、ファブ

ラボの導入。 

E1.ダッソーシステ

ム（全バリューチェ

ーン）を通した迅速

対応と市場需要への

対応。 

G1.ダッソーシステ

ム（デジタルソリュ

ーション）デジタル

化支援業～ファブ

ラボは新しい産業

技術。ものを創るこ

との自由度を高め、

新製品を立ち上げ

るときのリスクを

限定し、迅速な立ち

上げを可能にする。

デジタルツインを

梃に、新製品や新ソ

リューションの設

計・製造・販売上に

革命的変化を。 

F1.ダッソーシ

ステム（オンラ

イン上の協業）

サービスとして

の製造業を目指

す。 

注. 図表 49 情報に着目した「デジタル化、つながる化」のイメージ（対象範囲）に沿って、新聞等の公
表事例をもとに NSRI で分類したもの。冒頭のアルファベットと数字は、前述の（2）個別具体的事例
を捉えるための枠組みで使用したものと対応関係にある。 

 
 
  

－124－ －125－



 

4．G.製品のデジタル化：顧客先間との見える化 

主として G の製品のデジタル化、つまり、顧客先間との見える化に取組んだり、

リモートサービス事業を展開したりという事例をみる。 

ほかの分野に比べ、製品のデジタル化の事例は、この分野だけという取り組み事

例が圧倒的に多い。もちろん F（ICT 系技術やサーバー関連技術）にも該当する事例

は多い。これは、F があくまでツールとして使われるからだといえる。製品のデジタ

ル化は、工場のデジタル化やサプライチェーンの取組と比べ、取組易さがあるように

思われる。 

図表 66 G.製品のデジタル化：顧客先間との見える化⇒リモートサービス事業の展開 

 デジタル化 サイバー空間 

 ABC 
（ 受
注） 

D（工
場 の
デ ジ
タ ル
化） 

E（サ
プ ラ
イ チ
ェ ー
ン） 

G（製品）：顧客先間との見える化⇒リモー

トサービス事業の展開 

F（ICT 系技術） 

日    G1. 三菱電機（機器間連携）レーザーやタレット

パンチプレスなどの加工機と仕分け装置の連携

やロボットとの組み合わせを提案。 

F8. 三菱電機：スマート

ウオッチなどに加工状

況を通知。人が動きやす

いように「見せる化」。

日   G6.アルプス電気（リモートサービス）、（予知

保全）エネルギー管理や運転逸脱調整の最適化対

策。 

F1.アルプス電気：IoT
ビジネスに必要な基本

機能、4 つのセンサー、

無線通信部品、電池をワ

ンパッケージ化（モジュ

ール化）。 

日    G2.G6：三井造船（リモートサービス）電子制御

エンジン～遠隔監視で保守。 
 

独   G2.G6：ティッセン・クルップ・エレベーター（エ

レベーターの需要パターン予測）目的階への最短

所要時間の算出。利用者を迅速に運ぶのに適した

号機の手配を通して、待ち時間を 50％も短縮。 

F3.ティッセン・クルッ

プ・エレベーター：デー

タをマイクロソフトの

クラウドに送り、全エレ

ベーターの監視 

日   G1. 横河電機（リモートサービス：セメント工場

の運転操業支援）客先の設備や操業データなどの

データ収集・分析、プラント全体の操業改善や経

営レベルでの問題解決や意思決定など、工場と経

営の効率化・最適化支援。 

F2.ビッグデータ 

米   G1、G2、G5、G6、G7. GE（リモートサービス：

航空機エンジンのフライト効率化サービス） フ
ライト効率化サービス、飛行機運用上のトラブル

軽減。ボーイングと協業。 

F2.GE:ビッグデータ 
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独   G1、G2、G5、G6、G7. SAP（リモートサービ

ス：フライト効率化サービス）航空機のダウンタ

イム削減（予知保全と信頼性向上策の発見）。エ

アバスと協業。 

F2.SAP:ビッグデータ 

日   G1、G2、G5、G6、G7. クボタ（リモートサー

ビス：GPS 農機の自動制御）「ロボット農機

（KSAS）」サービス。センサー付コンバイン（収

穫したコメのタンパク量や水分量計測）。 

 

日    G1.G2.G7. コマツ（スマートコンストラクショ

ン）採掘から物流、発電まで鉱山全体の最適な運

用を支援。 

F2.F3.コマツ：ビッグデ

ータ、クラウド 

日   G1.G2.G7. コマツ（KOMTRAX）建機に GPS、
センサー搭載、建機の位置、稼働時間、運転内容、

燃料残量、などの情報の遠隔管理が可能。採掘か

ら物流、発電まで鉱山全体の最適な運用を支援。

部品交換や修理時間の提案、省燃費運転のアドバ

イスなどのサービス提供可能に。 

F2.F3.コマツ：ビッグデ

ータ、クラウド 

日   G1.G2.G7. コマツ（スマートコンストラクショ

ン）KOMTRAX と MOM-MICS によって諸デー

タをクラウド型システム「コムコネクト」に転送、

施工計画をシミュレーション。建設現場では施工

全体が見渡せる。初心者でも高精度な施工が可能

な自動制御の ICT 建機で安全性、生産性、労働力

不足に対応。自動制御機以外が稼働している場合

でも自動制御機にステレオカメラを搭載、他社建

機の作業も含めて施工結果を撮影する仕組みを

採用。ドローンによる測量、撮影映像を基に現場

の 3D データ化、施工完成図面を 3D 化、施工範

囲を正確に把握。全体の施工状況把握可に。 

F2.F3.コマツ：ビッグデ

ータ、クラウド 

日   G1. オムロン：環境発電（エネルギーハーベステ

ィング）「エレクトレット環境発電アライアン

ス」。ボタン電池とほぼ同じ大きさ。振動で発電。

電池交換不要。IoT のセンサーを動かす電源とし

て開発。 

 

日   G2.G5.G6. ファナック：ユーザー側稼働率向上

を共通テーマに予防保全機能を強化。ロボット用

遠隔監視システムを CNC 装置、サーボモータな

どの FA 機器全体への展開を視野に。射出成型機

もロボットと連携強化。主電源用コンデンサーの

劣化度がパソコン画面上に図示。ゼロダウンタイ

ム機能。予期せぬ停止による重大なロスの削減。

 

日   G2. パナソニック（サーボモーターのアンプ）サ

ーボモータのアンプに無線 LAN 子機を付け、通

信機能を持たせ、専用アプリ「パナターム」を通

じてスマホ、パソコン、タブレット端末で対象機

器を監視・調整。工場内に設置した親機を経由し

F7. パナソニック：スマ

ホ、パソコン、タブレッ

ト端末で対象機器を監

視・調整。 
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て外部との通信も可能。中国など海外拠点で稼働

するモーターも端末上で管理可能。端末上～回転

速度、トルクなど稼働状況を常時監視、ゲイン調

整をはじめとした各種条件設定も可能。通信には

私設網（VPN）を活用、デンソウデータを暗号化。

日

・

独 

  G2. PMT（プライメタルテクノロジーズ）「シ

ーメンスの得意な ICT を駆使してデータを吸い

上げ、製鉄プラントの稼働状況を管理。故障前の

部品供給と設備補修などの予防保全サービスに

注力。 

F2. PMT（プライメタ

ルテクノロジーズ）ビッ

グデータ活用 

日   G2.G5.G7.  日本郵船と MTI（日本郵船子会社）

船舶のエンジン内部を 360 度撮影できる装置「き

らり NINJA」を開発。シリンダー内部を、エン

ジンを分解せずに確認可能。 

 

日   G2.G5.G6.G7. 日立製作所（英国鉄道車両事業の

保守メンテ作業）製品全生涯トレース。保守では

車両にセンサーを搭載。稼働状況や摩耗度などを

管理。2015 年 9 月無線機能搭載の専用工具を導

入して作業管理。IoT 活用。製造ではネジ締め工

程に活用。締め忘れ、締めすぎを防ぐ。 

F1. F2. 日立製作所

IoT、ビッグデータ、セ

ンサー活用 

独    G4. Rational（業務用調理機器）業務用調理機器

と調理プログラム、ハードは変更せずにソフトを

更新すれば最新機能にアップグレード可。 

 

瑞

典
121

 

  G6.G7.  SKF（スウェーデン、ベアリング世界

最大手）ベアリングに湿度や振動、加速度などの

センサーを付け、無線通信によりベアリング交換

事前感知。 

 

日   G5.G6.G7. 日本電産（リモートサービス）モー

ターやプレス機と IBM のソフトウェア技術など

を組み合わせ、モーターなどの異常を検知する予

知システムを開発。 

 

日   G5.G6.G7. 日本電産シンポ（リモートサービス）

プレス機に内蔵したセンサーで情報収集、金型不

良を検知するシステムを開発。グローバルに同一

視点で、作業効率の悪い機械や稼働状況把握可。

金型不良の予知保全。 

 

日   G5.G6.G7. ブリヂストン（コンベヤーベルト摩

耗モニタリングシステム）磁性ゴムを練り込んだ

ベルトで磁石の磁力の変化を検出して測定した

データをネットワーク経由で解析し、運転を止め

ずに自動でベルト交換時期を計測できる。磁石の

摩耗による磁力検出（磁石センサー）。 

 

独   G5.G6.G7.  Kaesarkompressoren（閉鎖型独自 F1. 

                                                  
121 瑞典：スウェーデンの当て字。ちなみにスイスは「瑞西」。 
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ネットワークにより圧縮空気システム内の全て

の装置を接続）運転データを本社のデータセンタ

ーに送信、予知保全。エネルギー管理や運転逸脱

調整の最適化対策。IoT 向け製品・サービス開発

に役立つ複合部品製品化。部品個別調達に比べ設

計大幅効率化可。PC に表示できるソフトも提供。

Kaesarkompressoren
：外付けするモジュー

ル、IoT を簡便に実現。

日   G5.G6.G7. ヤマナカゴーキン（リモートサービ

ス）IoT 活用した金型の保守管理サービス。金型

保守メンテ、不具合事前防止、効率的稼働。 

F1. ヤマナカゴーキ

ン：IoT をドイツ技術

で。 

中   G8. 鴻海精密工業（金型データのデジタル化）

得意の金型技術では「数百万の金型のデータを所

有、ビッグデータで蓄積」郭董事長。 

F2.鴻海精密工業: 

金型データのビッグデ

ータ蓄積と解析。 

独   G5.G7. KSB AG（定速型ポンプの効率を 20 秒

で判定できるスマホやタブレット向けアプリを

開発）目的は、工場の操業生産性と透明性を高め

ることと、ポンプのライフサイクル全体にわたる

競争力の向上にある。他社製のポンプにも適用可

能。 

F3.F7.  KSB AG：ス

マホ、タブレットでデー

タ収集・クラウドで解

析。 

注. 図表 49 情報に着目した「デジタル化、つながる化」のイメージ（対象範囲）に沿って、新聞等の公
表事例をもとに NSRI で分類したもの。冒頭のアルファベットと数字は、前述の（2）個別具体的事例
を捉えるための枠組みで使用したものと対応関係にある。 

 
5.先進事例から得られる示唆 

以上のように、分野別の取り組み事例の他、協業関係がある事例、企業別の取組

分野別事例をみてきた。現在のところ、インダストリー4.0 のような「デジタル化」

「つながる」「スマート」な次世代製造業の構築に向けた取組のなかで、報道数の多

い事例は、製品のデジタル化（G）と工場のデジタル化（D）の 2 つであるように思

われる。D のほうは、ほかの分野との複合的な取組もみられるが、G では、この分野

単独の取組が目立つといった特徴がある。 

米国では、GE が、ジェットエンジンにセンサーを取り付けて通信によってデータ

を収集する取組からスタートして生産分野などに係る様々な展開を始めたように、日

本では、コマツが盗難防止という観点から始めた建機の稼働状況を通信によって遠隔

監視する取組が、典型的なさきがけ事例となった。日米の二つの事例は、いずれも当

初の狙いには違いがあったとしても、結果的には製造業のパラダイムシフトに沿った

活動であったという点において共通している。このように、G の製品のデジタル化は、

最初に取り組む方向として、一つの選択肢になるのではないかと思われる。 
一方、受注のデジタル化事例は、概して少ない。但し。このことは、現実の取組

が少ないのか、或いは、報道者の視点が、受注情報のデジタル化とそのトレースとい

う方向に向いていなかったのか、不分明である。 

また、サプライチェーンのデジタル化は、相手があることから、現状では、それ
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ほど多くの事例は見つからなかった。製品がますます多様化し、より多くの部材・部

品が必要になり、より多くの取引先との関係が増加する。少ない製品を大量生産する

時代は過去のものとなりつつある現代において、サプライチェーンそのものの持つ複

雑性が、ますます増大する傾向にあることは間違いない。従って、この方面における

デジタル化と見える化は、サプライチェーン全体の最適化を進めるうえで、欠くこと

のできないテーマとなろう。 

D の工場のデジタル化は、インダストリー4.0 の最も重視する狙いの一つであり、

ドイツ勢がエネルギーを集中している分野でもある。ものづくり日本も、この方面の

デジタル化、見える化において他国の後塵を拝するわけにはいかない。デジタル化や

見える化の全体としての方向観を固めたうえで、一つ一つ着実に生産プロセス変革の

歩みを進めていく必要がある。 
既にみてきた数々の事例から明らかなように、Dの工場のデジタル化の分野では、

ドイツのシーメンスが既に多くの企業と連携して自社の開発したシステムを展開し

ている。また、ドイツでも日本でも、FA 機器や工作機械、生産設備、制御装置とい

った工場内の機械設備・装置やツール類を提供する企業において、製造パラダイムシ

フトを鋭敏に捉え、システム化・製品化しつつある例が多い。日本の ICT 系企業は、

自社内でものづくりを兼ねている企業が多いことから、この製造業パラダイムシフト

に沿う事業展開がしやすい立ち位置にいる。 
これまでも ICT 系技術のユーザーであった多くの機械工業系企業にとって、製造

パラダイムシフトを引き起こしている駆動力である ICT 系技術の導入は、専門外の

分野の取組を強いられることになる。 
しかし、ICT 系技術の専門企業との協業を、適時適切的確に展開することができ

れば、この難関を乗り越えることは可能ではないかと思われる。先行する事例にみら

れるユーザー企業は、外部専門企業との協業を通じて製造パラダイムシフトに沿う展

開を進めている。特に生産プロセスの変革や最終ユーザーの自社製品の使用状況や使

用環境に関する知見を得ることなどは、国際競争上必須の条件となろう。 
従来はこうした取組が技術的にできなかっただけであることを勘案すると、この

製造業パラダイムシフトに沿う革新を断行すること、或いはその第一歩を踏み出すこ

とは、競争力強化の千載一遇の機会として捉えることが出来よう。 
 

  

－130－ －131－



 

4 章．製造業パラダイムシフトの日本での受け止め方 

製造業がパラダイムのシフトを起こしているという認識は、現在の日本でどのよ

うに受け止められ、どのように対応しようとしているのか。ここでは政府の捉え方や、

各種調査結果などから、日本における受け止め方などの実情を見ていくことにする。 

1）政府の捉え方 

（1）日本再興戦略 

政府は、現在、アベノミクス第三の矢として「日本再興戦略」を策定し、成長戦

略を実施している。取り組みの観点の一つに、「稼ぐ力」の強化がある。 

平成 27 年 6 月 30 日には、「デフレ脱却に向けた動きを確実なものにし、将来に向

けた発展の礎を再構築」する「『日本再興戦略』改訂 2015」を閣議決定した。日本を

成長軌道に乗せ、世界をリードしていく国とするための施策の一つに、設備や技術、

人材等に対する「未来投資による生産性革命の実現」の項目がある。 

この生産性革命において、「人員削減や単なる能力増強ではない、『投資の拡大』

と「イノベー ションの創出」による「付加価値の向上」を徹底的に後押し」するこ

とが強調されている。鍵となる施策は、3 つある。その 1 つに本事業と関係の深い文

言、「新時代への挑戦を加速する（「第四次産業革命」）」がある。ここには次の諸項目

が列挙されている。 

図表 67 新時代への挑戦を加速する（「第四次産業革命」） 

・IoT・ビッグデータ・人工知能による産業構造・就業構造変革の検討 
－民間投資と政策対応を加速化する官民共有の羅針盤策定 

・セキュリティを確保した上での IT 利活用の徹底 
－サイバーセキュリティ対策の抜本的強化 
－IT 利活用の推進、マイナンバー利活用範囲の拡大 

出所：「『日本再興戦略』改訂 2015」総論概要 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/souron_gaiyou.pdf  
 

第四次産業革命に関する認識122については、「あらゆるものがインターネットに接

続し、サイバー世界が急速に拡大する中、ビジネスや社会の在り方そのものを根底か

ら揺るがす IoT・ビッグデータ・人工知能時代が到来」すると書かれている。製造業

との関わりあるところを探すと、これからの労働力人口の減少に対して、AI・ロボッ

トの導入を挙げている。 

                                                  
122 出所：「『日本再興戦略』改訂 2015」総論概要 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/souron_gaiyou.pdf  
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「ロボット新戦略」の推進の項目123をみると、政府のこれまでの取組として「ロ

ボット新戦略」を 2015 年 2 月に決定し、同年 5 月に、民間等のアクション・主な成

果として「ロボット革命イニシアティブ協議会の創設」が挙げられている。 
 

（2）科学技術基本計画 

「科学技術基本計画」は、科学技術基本法に基づき政府が策定する 10 年先を見越

した 5 年間の科学技術の振興に関する総合的な計画124である。第 5 期は、平成 28 年

度から平成 32 年度を対象期間とする基本計画である。政府、学界、産業界、国民と

いった幅広い関係者が、ともに実行する計画として位置づけられ、我が国を「世界で

最もイノベーションに適した国」へと導くと謳われている。 

本計画における製造業関連の記述をみると、第 2 章に、「未来の産業創造と社会変

革に向けた新たな価値創出の取組」が、第 5 章に「イノベーション創出に向けた人材、

知、資金の好循環システムの構築」がある。 

第 2 章では、その 2 つ目に、世界に先駆けた「超スマート社会」の実現が、Society 
5.0125として掲げられている。そして「世界では、ものづくり分野を中心に、ネット

ワークや IoT を活用していく取組が打ち出されている」との指摘がある。さらに続け

て「我が国ではその活用を、ものづくりだけでなく様々な分野に広げ、経済成長や健

康長寿の形成、さらには社会変革につなげていく」とある。「サイバー空間とフィジ

カル空間が高度に融合した『超スマート社会』を未来の姿として共有し、その実現に

向けた一連の取組を『Society 5.0』とする」とある。つまり、ものづくり分野にとど

まらず社会全体をターゲットとしていることが強調されている。 

第 5 章ではその筆頭に、「オープン・イノベーションを推進する仕組みの強化」が

ある。ここでは、企業・大学・公的研究機関における推進体制強化が論じられている。

3 つ目には、「国際的な知的財産権・標準化の戦略的活用」がある。海外でインダス

トリー4.0 やインダストリアル・インターネットと関連して進められている標準化の

動向に関連した項目として「国際標準化推進と支援体制強化」の文言が見える。 

 

                                                  
123 出所：同上 
124 出所：「第 5 期科学技術基本計画（答申案）の概要」総合科学技術・イノベーション会議 平成 27 年 12

月 10 日  第 15 回基本計画専門調査会  資料１  科学技術基本計画について（答申案） 
http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kihon5/15kai/siryo1.pdf 平成 27 年 12 月 14 日 内閣府
（科技） http://www.soumu.go.jp/main_content/000390929.pdf    

125 Society 5.0：狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続くような新たな社会を生み出す変革を科学
技術イノベーションが先導していく、という意味を持つ（「第 5 期科学技術基本計画（答
申案）の概要」総合科学技術・イノベーション会議 平成 27 年 12 月 10 日 第 15 回基
本計画専門調査会 資料１ 科学技術基本計画について（答申案） 
 http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kihon5/15kai/siryo1.pdf 平成 27 年 12 月 14
日 内閣府（科技） http://www.soumu.go.jp/main_content/000390929.pdf    
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図表 68 超スマート社会（第 5 期科学技術基本計画） 

 

注.右側の図において、製造業と関係するのは「新たなものづくりシステム」と「スマート
生産システム」、「統合型材料開発システム」などであるが、個別に配置されている。 

出所：http://www.soumu.go.jp/main_content/000390929.pdf 
 

4 つ目には、「イノベーション創出に向けた制度の見直しと整備」という項目があ

る。新たな製品・サービスやビジネスモデルに対応した制度見直し、知的財産の精度

整備の必要性が謳われている。これは、製造業のパラダイムシフトが進むと浮上する

と考えられるような、インフラ面の課題に関連する項目である。 

本計画において特徴的な点は、欧米で進む新しい産業革命に対抗して、「産業」ベ

ースで取り組むという視点よりは、「超スマート社会」の実現、或いは、Society5.0
のように、「社会」を強く意識した取組を強調している点にある。 

当時の報道126をみると、見出しには「第 5 期科学技術基本計画に「第四次産業革

命」推進方針を盛り込む」とある。解説には、「最新の情報通信技術（ICT）やロボ

ットなどを活用、製造業のほか、物流、医療・介護などあらゆる分野での新産業創出

や超スマート社会の実現につなげるのが狙い」とあり、製造業は全体の中の一つとい

う位置づけであることがわかる。 
 

（3）ものづくり白書 

ものづくり白書127では、現在の製造業を取り巻く環境の変化と製造業自体に生じ

つつある変化をどのように捉えられているか、平成 26 年度版から探る。 

見出しをみると、「データ社会において変わりつつある製造業」とある。世界の潮

流に関して 2 つを挙げている。1 つ目は、IT の急速な技術革新により、データの蓄積

と活用の幅が拡大していること。2 つ目は、データ収集、解析、処理というサイクル

の中で新たな付加価値が生み出され、あらゆる分野で競争領域が変化していること。 
 一方、日本に関しては、「我が国製造業における IT 利活用は諸外国に比べ遅れて

                                                  
126 出所：日経新聞 H27.5.28 記事から、NSRI 作成 
127 出所：平成 26 年度 ものづくり基盤技術の振興施策 （概要）平成 27 年 6 月 経済産業省・厚生労働

省・文部科学省 

－132－ －133－



 

いる。例えばビッグデータの活用状況は米国と比較して大きく見劣る。また我が国の

IT 技術者の分布状況は米国と比較して IT サービス企業に大きく偏っていることが、

製造業において IT 利活用が進んでいない背景にあると考えられる」との認識を示し、

取り組むべき課題として提示している。 
IoT については、「IoT の現実化」という項目がある。センサー技術やバッテリー

技術、データを処理するプロセッサーの小型化や高速化、データを蓄積するクラウド

の普及等により、すべての「モノ」をデータ化し、インターネットにつなぐ”Internet 
of Things （IoT）”が現実化する。 

単なる生産の効率化を超えた IoT 活用によって、製造業のビジネスモデルが変革

しつつあるとの認識がみられる。 
製造業の新たな展開と将来像については、～データ社会における製造業～という

視点から、IoT（Internet of Things）の進展により、ものづくり産業も大きな変革を

遂げている中、製造業の新たなビジネスモデルへの対応は重要な課題であり、インダ

ストリー4.0 等の各国の動きも見据え、我が国ものづくり産業の今後の方向性を検討

することが必要であるという。 

図表 69 IoT やビッグデータによる新たなビジネスサイクルの出現 

 

注.科学技術基本計画と同様に、製造業に絞らず、幅広く社会を捉えている点に留意。 
出所：平成 26 年度 ものづくり基盤技術の振興施策 平成 27 年 6 月 経済産業省・厚生労働省・

文部科学省 及び、産業構造審議会 商務流通情報分科会 情報経済小委員会 中間取り
まとめ  （案）～CPS によるデータ駆動型社会の到来を見据えた変革～平成 27 年 4 月、
ともに同じ図をみることができる。 
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（4）産業構造審議会 

1. 第 4 次産業革命への対応の方向性 

産業構造審議会・ものづくり革新第三部会資料128をみると、「第 4 次産業革命への

対応の方向性」がある。主な目次をみると、次の諸点が注目される。 

図表 70 第 4 次産業革命への対応の方向性 

1. IoT、ビッグデータ、ロボット、AI 等のデータを巡る技術革新（ブレイクスルー） 

2. 「第 4 次産業革命」がもたらす競争環境の変化（ものづくり革新領域+流通・小売・

物流領域） 

• 2-1 革新的なサービス・新製品の創出 

• 2-2 供給効率性の飛躍的向上 

• 2-3 競争優位を維持・強化するための鍵 

 

3. 基本的な対応の方向性  

• 3-1 「リアルデータ」の利活用の基本サイクル 

• 3-2 リアルデータの利活用のための日本の強み・弱み 

出所：平成 27 年 11 月経済産業政策局「第 4 次産業革命への対応の方向性」主要領域についての議論：も
のづくり革新領域、：流通・小売・物流領域から、NSRI 作成 
http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shin_sangyoukouzou/pdf/003_05_00.pdf 

 
 

IoT 等の技術革新 

ここで、1 つ目の「 IoT、ビッグデータ、ロボット、AI 等のデータを巡る技術革

新（ブレイクスルー）」では、急速な技術革新により、大量データの取得、分析、実

行の循環が可能になると説明されている。循環とは、「センサー、機器、ロボットに

よるデータの取得」⇒「データのやり取り」⇒「ビッグデータ化」⇒「人口知能等を

用いて分析」⇒「ロボット等を通じた実環境でのアクション」のことである。 

競争環境の変化 

2 つ目の、「第 4 次産業革命」がもたらす競争環境の変化について、企業の競争力

の源泉は、①新たなサービス・製品の創出、②供給効率性の向上、および、③競争優

位を維持・強化し収益を最大化するための戦略、に大別される。第 4 次産業革命によ

り、バリューチェーンの『スマイルカーブ化』が急速に進展する中、革新的なサービ

ス・新製品の創出が一層重要になるとして、McKinsey のスマイルカーブの図を示し

ている。 

                                                  
128 出所：平成 27 年 11 月経済産業政策局「第 4 次産業革命への対応の方向性」主要領域についての議論：

ものづくり革新領域、：流通・小売・物流領域から、NSRI 作成 
 http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shin_sangyoukouzou/pdf/003_05_00.pdf  
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図表 71 モジュール化・スマイルカーブ・カスタマイズ化 

 

*IoT 経済価値の 4割近くの実現に機器間を相互に繋いで運用することが必要（McKinsey、 2015） 
原典：McKinsey Global Institute “The Internet of Things: Mapping the Value beyond the Hype”（2015） 
出所：平成 27 年 11 月経済産業政策局「第 4 次産業革命への対応の方向性」主要領域についての議論：も

のづくり革新領域、：流通・小売・物流領域から 
 http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shin_sangyoukouzou/pdf/003_05_00.pdf 

 

ものづくりで生じている変化と方向性～革新的なサービス・新製品の創出 

ものづくり革新領域、流通・小売・物流領域において、現在起きている変化には、

次の 5 点が挙げられている。 

 製品売り切りからアフターケアも含めたサービス産業化 

 マスカスタマイゼーション（個々人の好みに対応した革新的サービス・製品

の提供） 

 人工知能（AI）で自ら学習するキーコンポーネント製品の一部実用化 

 マーケティングの高度化（個々人の購買情報等をリアルタイムに解析し、消

費者のその時点の状況に合わせた効果的な販売促進） 

 自動隊列走行やドローン等を活用した新たな物流サービスに向けた動き 

こうした変革への方向性として挙げているのが、次の 2 点である。 
 

 現場で得られる多様なデータを有効に活用し、ユーザーが抱える課題を迅速

に解決する事業者が、業種の壁を越えて、更なる競争優位を獲得 

 我が国が抱える社会的構造的課題（少子高齢化、地方創生、国際化、サステ

イナビリティ等）の解決に繋がる新たなサービス・製品を創出 

ものづくりで生じている変化と方向性～供給効率性の飛躍的向上 

供給効率性の飛躍的向上の観点（サプライチェーンの全体最適化）からは、デー

タをリアルタイムに取得・分析し、さらに実世界にフィードバックすることで飛躍的

に効率性を向上することが可能になると指摘している。 
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企画・設計、調達・生産、流通・販売、アフターサービス、市場・顧客という各

段階で、センサー、ビッグデータ、人工知能、実行という基本サイクルを回すことに

より、資金、設備、在庫等の企業経営の全体最適化による総合的な効率向上が図れる。 

次に、供給効率性の飛躍的向上という視点で、現在起きつつある変化を整理する

と次の 5 点になる。 

 時間をかけて蓄積された「経験と勘」ではなく、開発・設計・製造等の各工

程で「リアルタイムの定量データ」を活用した品質改善・生産性向上。 

 各工程内に留まっていたデータ共有による効率化・最適化の動きが、工場レ

ベル、更にはサプライチェ－ン全体に拡大。 

 これまでの見込み生産・見込み発注ではなく、販売データや気象データを始

めとするビッグデータや AI の活用による需要予測の高度化と、それに基づく

計画発注。 

 電子タグにより、あらゆる商品の個品単位での動きを把握し、物流の最適化

や、店頭・バックオフィス業務の省力化。 

 センサデータ等による把握・予測により業務効率を格段に上げると同時に、

かつてはコストセンターとされてきた産業保安の水準を向上。 

こうした変革の方向性として、次に 2点が挙げられている。 

 市場全体の情報との統合・利活用の進展や、人工知能による市場予測との融

合等により、製造・物流・販売におけるムダゼロ・リードタイムゼロが可能

に。 

 ウェアラブル端末・パワースーツ・ロボット台車などによる能力の拡張で、

女性・高齢者の社会進出が促進（社会的構造的課題の解決）。 

競争優位を維持・強化するための鍵は、「データの集積・利活用」であり、「データ」

を「強み」と戦略的に結び付け、いかに好循環のビジネスモデルを構築するかが重要。 

以上が、産業構造審議会の「第 4 次産業革命への対応の方向性」の概略である。 

2. CPS によるデータ駆動型社会の実現のための分野別取組 

CPS によるデータ駆動型社会の課題と可能性 

産業構造審議会 商務流通情報分科会 情報経済小委員会129によると、「CPS によ

るデータ駆動型社会の到来について、付加価値の基本構造を大きく変える」こと、ま

                                                  
129 出所：産業構造審議会 商務流通情報分科会 情報経済小委員会 中間取りまとめ（案）概要～平成

27 年４月 配布資料  
http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/johokeizai/pdf/004_06_00.pdf  
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た、「対応の遅れで主要産業の国際的地位が脅かされるおそれ」があると指摘してい

る。同時に、「データを核としたビジネスモデルへの転換を図れば、我が国にも勝機」

があると指摘している。 

また、（CPS の発展により）実世界の再現性が高まれば「擦りあわせの価値」が変

容し、製造の価値が低下する。機器がコモディティ化する流れがみられ、付加価値の

基本構造が大きく変わる。こうした流れは、自動車や工作機械などでも生じる」とい

った指摘130もみられる。 

CPS によるデータ駆動型社会の実現のための分野別取組をみると、6 つの分野が

想定されており、その 1 つに「製造プロセス」が挙げられている。 

「製造プロセス」の将来像として、設計・製造・保守の最適化が挙げられている。製

品は、「規格品」から「テーラーメード」へとある。こうした取組例が 3 つある。1 つ目

は、制御システムと基幹システムの連携で企業間と工場間をデータでつなぐ事例。2 つ

目は、製造プロセスデータや製品データの解析のための標準ツール開発。3 つ目は、自

動車産業におけるモデルベースド開発の導入など、開発時間を大幅に短縮する例である。 

「製造プロセス」以外では、流通、インフラ・産業安全、医療・健康、行政、ス

マートハウス、モビリティの 5 つがある。 

（5）情報通信審議会 

「IoT/ビッグデータ時代に向けた新たな情報通信政策の在り方」（平成 27 年諮問

第23号）に関する情報通信審議会からの中間答申131をみると、「データ立国ニッポン」

の羅針盤という副題がついている。 

各分野において、既存のビジネスモデルに変革を迫る製品・サービスが出現。様々

なデータを収集・分析することにより、新たな価値を創造。こうした動きが「第 4 次

産業革命の到来」と捉えられている。 

「IoT／ビッグデータ／AI の現状と課題」に関する例示をみると、「小売（衣料）」、

「スマートハウス」、「食品」、「自動車」、「ヘルスケア」、「フィンテック」という 7 つ

の分野が挙げられている。その分野ごとにそれぞれ「ユースケース」と「課題等」が

整理されている。 

「ウェアラブル」や「モビリティ」といった領域には、事例をみれば製造業と関

係の深い企業名が並ぶ。しかし、表面上をみる限り、明らかに「製造業」あるいは「も

のづくり」という視点は出てきていない。 
                                                  
130 出所：2015 Japan IT Week における基調講演 H27.5.13 経済産業省 商務流通政策局 情報経

済課長 佐野究一郎氏講演の NSRI メモから NSRI 作成 
131 出所：「IoT/ビッグデータ時代に向けた新たな情報通信政策の在り方」（平成 27 年諮問第 23 号）に関

する情報通信審議会からの中間答申【総務省】 
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_02000180.html   
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図表 72 IoT 政策委員会での主な検討項目

 
出所：「IoT／ビッグデータ時代に向けた新たな情報通信政策の在り方」 中間答申 概要 平成 27 年 12 月

14 日 情報通信審議会 http://www.soumu.go.jp/main_content/000389990.pdf  

 

ただ、産業の変化としては、「各分野において、既存の産業構造を根底から揺さぶ

る変革が生じつつあり、我が国の産業競争力を左右」とある。今、製造業に起きてい

る産業パラダイムシフトと同様のシフトが生じていることが、指摘されている。 

直近の取組をみると、IoT 推進コンソーシアム132が設立（H27.10～）、IoT 政策委

員会で検討（H27.9～）などが、総務省と経済産業省等の協力のもとで行われている。 

 

2）日本の現状 

製造業のパラダイムシフトにつながる産業・経営環境などから、日本がパラダイ

ムシフトにどう向き合おうとしているのか。各種データからアプローチする。 

（1）各国比較から見た経営力や技術力の現状 

1.イノベーションと“ビッグデータ” 

イノベーションに“ビッグデータ”を活用すべきか？ 

2013 年に、GE から発表された世界の経営層の意識調査133がある。その中の 1 つ

に、「イノベーションに“ビッグデータ”を活用すべきか？」という問いがある。こ

の回答をみると、2013 年における日本からの回答は、他の多くの国の回答者と比べ、

                                                  
132 IoT 推進コンソーシアム：産学官が参画・連携し、IoT 推進に関する技術の開発・実証や新たなビジネ

スモデルの創出推進するための体制を構築することを目的として、①IoT に関する技術の開発・実証及
び標準化等の推進、②IoT に関する各種プロジェクトの創出及び当該プロジェクトの実施に必要となる
規制改革等の提言等を推進。http://www.iotac.jp/  WG として「技術開発 WG（スマート IoT 推進フ
ォーラム）」「先進的モデル事業推進 WG（IoT 推進ラボ）」専門 WG として「IoT セキュリティワーキ
ンググループ」「データ流通促進ワーキンググループ」がある。http://www.iotac.jp/wg/  

133 出所：「GE グローバル・イノベーション・バロメーター 2013 年世界の経営層の意識調査」 
http://www.ge.com/jp/docs/1362445692607_InnovationBarometer_20130305.pdf    
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「活用すべき」という比率がダントツに低い。諸外国からの「活用すべき」という回

答は、大半が過半数を超えており、過半数に満たない国においても 4 割を下回る国は

ない。日本は 20％だけが「活用すべき」と回答している。 

図表 73 イノベーションに“ビッグデータ”を活用すべきという回答比率 

 
注.国名は、一部の国のみ和訳 
出所：「GE グローバル・イノベーション・バロメーター 2013 年世界の経営層の意識調査」 

http://www.ge.com/jp/docs/1362445692607_InnovationBarometer_20130305.pdf    
 

ちなみに、上のグラフの左端の「活用すべき」という回答率が 8 割近い高い国は、

韓国である。そのほか、インド、ドイツ、米国、中国、英国のいずれの国々も、日本

をはるかに上回る回答率を示す。 

日本の「イノベーションに”ビッグデータ”を活用すべきか」という問いへの回

答率の低さは際立っている。 

ところが、翌 2014 年の GE の調査をみると、「ビッグデータやデータ解析・科学

はイノベーション推進上欠かせない決定的な要因か？」という 2013 年調査と類似し

た問いかけに対して、日本の同意する比率は 65％と、調査対象国の中では上から 7
番目である。第 1 位のスエーデン 85％、第 2 位のドイツ 84％と比べると低いものの、

米国 61％、英国 54％と比べると高い。2013 年時点の類似調査と比べ、改善を示して

いる。1 年間で日本側の意識は、大きく変わったとも読める結果になっている。 
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図表 74 ビッグデータやデータ解析・科学は 
イノベーション推進上欠かせない決定的な要因か？ 

 
出所：GE Innovation Barometer 2014 のうち、“Agree that big data、 data sciences、 and analytics are 

critical to enabling innovation” 
http://www.ideaslaboratory.com/projects/innovation-barometer-2014  

 
 
 

ビックデータの活用状況 

IT を活用した経営に対する日米企業の相違を分析した 2013 年の調査結果134によ

ると、日本企業では「聞いたことがない、よく知らない」（42.6％）「検討したが、利

用していない」（28.2％）と両者を併せると計 70.8％に上る。つまり、何らかの形で

利用しているという回答は 3 割弱に過ぎない。 

一方、米国企業は、「会社全体で利用している」（32.5％）、「いくつかの部門で利

用している」（40.2％）、「開発中または試験的に利用中である」（20.6％）と大半の企

業が積極的に取り組んでいる。 

いずれも、調査時点が 2013 年時点である。現在はかなり様相が異なると思われる

が、それにしても彼我の格差ははなはだしく「隔絶」していたことは間違いない。 

ビッグデータやデータ解析が、重要な技術であることは理解が進みつつあるとしても、

その経営に実際に活用しようという点で、世界に後れを取っている可能性が高い。 

一方、ビッグデータに関する分析技術の日本企業による特許出願件数をみると、

米国企業である IBM は別格としても、マイクロソフトやオラクル、ドイツのエスエ

イビーと比べても決して遜色はない。むしろ健闘しているといえる。今後の課題は、

ビッグデータに関する優れた技術力を、どのように経営に活かしていくかという点に

あるように思われる。 

                                                  
134 出所：2015 年版ものづくり白書 第 3 節製造業の新たな展開と将来像所収図 131－2 原典：2013

年 IT を活用した経営に対する日米企業の相違分析（JEITA）、日本企業 216 社、米国企業 194
社に対するアンケート調査。：企業規模は、グローバル従業員数 300 人以上。産業分野は、全
業種（医療、教育、政府、情報サービスを除く）。回答者は、経営者及び IT 部門以外のマネー
ジャー以上。 
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コラム 12 ビッグデータ分析技術の特許出願件数 

 ビッグデータ分析技術の特許出願件数でみると（下図参照）、トップ 3は、IBM、

日立、マイクロソフトである。 

 平成 25 年度特許出願技術動向調査の「ビッグデータ分析技術」によれば、ビッ

グデータ分析技術の特許出願件数推移をみると、2001 年以降 1500～1､800 件の出

願件数を維持している。 

 また、日本国籍出願は、2004 年以降減少傾向にあり、米国籍出願も 2003 年以降

減少傾向にあるが、中国籍出願は増加傾向にある。 

出所：下の「ビッグデータ分析技術の特許出願件数」と同じ 

図表 75 ビッグデータ分析技術の特許出願件数 

 

出所：日経テクノロジーオンライン 2014/12/10 12:00 「ビッグデータ分析技術の発展状況を特許調
査から探る、先導する企業はどこか」平成 25 年度特許出願技術動向調査：ビッグデータ分
析技術：特許庁 審査第四部審査調査室 総務部企画調査課 から NSRI 作成 

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20141209/393312/?ST=tomict&P=1  
 

IT メガトレンドの衝撃認識度とデータ活用能力 

EMC コーポレーション社（米国の世界最大のストレージ機器開発企業で情報管理

ソフトウェアの開発にも注力する企業）が実施した調査に、「IT メガトレンドの衝撃

認識度とデータ活用能力」がある。本調査は、最新の IT メガトレンドであるモバイ

ルやソーシャル、クラウド、ビッグデータといった技術が、消費者行動を劇的に変え

るとともに、全く新しいデジタルワールドを創りだすことになるという認識を調べた

ものである。 

「IT メガトレンドの衝撃認識度」（N=3、600）についての回答結果によると、回

答全体の 68％が IT メガトレンドの急速な普及は、消費者行動を劇的に変化させると
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いう認識を示している。さらに、68％のうちの 21％部分は、この変化を“強く”認

識していると回答した。 

しかし、この回答で、日本からの回答者は「劇的に変化させる」と認識している

比率は 42%と、中国・インドはもとより、米国・豪州や英国、ドイツ、フランスなど

と比べても極めて低い回答であった。 

「データ活用能力」（N=3、600）については、回答全体の 71％はデータ収集能力

やデータ解析能力（必要なデータを集めて役に立つ洞察や情報を生み出せる能力）が

ある、と回答している。さらに、71％のうちの 24％部分は“大変”すぐれていると

回答している。 

一方、日本からの回答者は、能力があるという肯定的な回答は 23％にとどまり、

極めて低レベルである。日本だけがかなり異常にみえる。 

この日本の異常さについて、EMC コーポレーション社のレポートは、中国・ロシ

ア・スイスの各国は IT メガトレンドの衝撃に対して最も高い認識を示している」と

丸枠に特記しているのに対し、「日本からの回答だけが唯一最も低い認識度を示して

いる」と丸枠に特筆大書して指摘している。 

これは、2 問ともに次のグラフからも明らかである。 

図表 76 IT メガトレンドの衝撃認識度とデータ活用能力、国別回答皮革 

 

 
注. 世界 18 カ国のディレクター レベルから経営幹部レベルのビジネス リーダー3600 名を対象に、テク

ノロジーによって世界がどのように変化しているか、また、将来に対する回答者たちの準備レベルは
どの程度かを尋ねた EMC コーポレーション社 2015 年発表,による調査による結果。 

出所：EMC “INFORMATION GENERATION” VANSON BOURNE RESEARCH FINDINGS p43、
p44 から NSRI 作成 
https://japan.emc.com/information-generation/resources/VansonBourne_Research_EMC_Infor
mationGeneration.pdf  
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製造業のパラダイムシフトを引き起こしつつある最大の原動力が、デジタル化や

ネットワーク化であり、EMC コーポレーション社がいう「IT メガトレンド」を指す

ことはもはや疑う余地がない。それにも拘らず、データ活用能力や IT メガトレンド

の衝撃認識度が、海外諸国対比、図抜けて低いという現状は、改めて直視すべき現実

の一つではないかと懸念される点である。 
 

（2）パラダイムシフトに臨む経営環境 

パラダイムシフトに臨もうとしている日本の経営環境を見ていく。その視点とし

て「デジタル環境」「現場力の実態」「デジタル化する未来への準備」「ビッグデータ

などデータの活用」を挙げることにする。 

1. デジタル環境とセンサー等のハードウェア 

IoT と言えば、センサーが必需品である。センサーの保有という点でみれば、「日

本は全世界の 1/4 を保有するセンサー大国」だという指摘135がある。 

電子情報技術産業協会（以下、JEITA）によれば、日系企業のセンサー出荷実績

は、2011 年の 128 億個、8839 億円から 2014 年には 251 億個、1 兆 3000 億円とな

り、この間に数量で 2 倍、金額で 1.5 倍に拡大している。 

また、JEITA の「注目分野に関する動向調査136」によると、CPS/IoT に関連する

3 分野として、「ウェアラブル端末」「ワイヤレスモジュール」「センサー」の 3 分野

を取り上げている。なお、JEITA は CPS/IoT を最重要事業と位置付け、事業拡大に

向けて取り組んでいる。 

ウェアラブル端末は、台数では 2014 年の 1830 万台から 2025 年の 2 億 5000 万

台へと 13.7 倍、年平均で＋27％の成長を見込んでいる。ハードウェア技術が進歩し、

小型・省エネ化がさらに進むことから、ウェアラブル端末の市場性に対する期待が大

きい。 

ワイヤレスモジュールは、数量では 2014 年の 78 億個から 2025 年の 225 億個へ

と規模は 2.9 倍に拡大、年平均で＋10%の成長が期待されている。 

CPS/IoT 社会では、無線によるデータ送受信が必須となっていく。このことから、

今後、遠隔監視やモニタリング、セキュリティ、ヘルスケアなど、様々な分野におけ

る多くの製品に、ワイヤレスモジュールが搭載されていくことが期待されている。 

 
                                                  
135 出所：総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 梶原晃三 企画官 による 2015 Japan IT Week

基調講演に基づく NSRI 聴取メモから NSRI 作成 
136 出所：電子情報技術産業協会（JEITA） 調査統計委員会 2016/01/06 00:01 

http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/419602/122400004/?P=4    
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2. 現場力の実態 

「現場力」これこそ製造業における日本の強みとして人口に膾炙していることで

はなかろうか。或いは「現場目線」が強調されることも多い。しかし、近年、そうし

た日本の現場力にクエスション・マークを付けたいと感じる向きもあるのではなかろ

うか。 

このような問題意識から、日本の現場力に対する現状の見方の一端を、以下の報

道例からみてみることにする。 

「今や中国、タイ以下」とも 日本の現場は強くない  

  2015/5/12 6:30 情報元 日本経済新聞 電子版137 
 経営陣が指示せずとも社員が自発的に動き、生産効率や顧客満足度を高める。そん

な日本企業の現場力が、産業を問わず崩壊の危機に瀕している。日本企業が持つ最

大の強みを破壊した責任は、他ならぬ経営陣自身にある。 

 

工場の事故相次ぐ、ニッポンの「現場力」に不安 

2014/9/4 18:00 情報元 日本経済新聞 電子版138  

 新日鉄住金名古屋製鉄所で 9 月 3 日、爆発事故が起き 15 人が負傷した。事故の原因

は今後の調べを待つとして、気になるのはここ数年、各地の工場や石油コンビナー

トで死傷者を出す事故が後を絶たないことだ。安全の面でも世界の先頭にいたはず

の日本の工場で「現場力」が落ちているとの指摘は多い。 

 
団塊世代が大量退職する現場 トヨタの解  

  2014/12/11 7:00 情報元 日本経済新聞 電子版139 

 団塊世代の大量退職によって、ニッポン製造業「現場力」の低下が懸念されている。

「製造業最強」とされるトヨタ自動車も例外ではない。トヨタの現場はこの構造問題

にどう取り組み、克服しようとしているのか。技能伝承現場のルポ、2 人のキーマン

のインタビューを通じてトヨタの「処方箋」を探る。 

 
品質に対する見方に緩みあり 

VPM 技術研究所代表取締役所長の佐藤嘉彦氏は、インタビュー記事140の中で、日

                                                  
137 出所：http://www.nikkei.com/article/DGXMZO86296380Q5A430C1000000  
138 出所：http://www.nikkei.com/article/DGXZZO76604340U4A900C1000000  
139 出所：http://www.nikkei.com/article/DGXMZO80634780Y4A201C1000000  
140 出所：日経テクノロジーオンライン 近岡 裕 2015/08/26 11:39 から、NSRI 作成 

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20150826/433243/?ST=print  
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本メーカーの品質への見方に緩みが生じており、高品質という神話が崩れてきている

かもしれないと危惧の念を表明している。 

──自動車業界で大規模リコールが止まらない。日本メーカーの製品の品質が落ちて

いるのか。 
佐藤氏：最近、ものすごく気になっていること 

☛品質への見方に緩みが生じている日本メーカーが増えているのではではない

か。今、品質に関して割り切った見方のクルマづくりをする自動車メーカー

が日本から出てきている。 
☛日本メーカーの製品は高品質という“神話”が崩れてきているのかもしれな

い。海外調達を命じたのはこの日本メーカーのトップだ。海外調達により、

コストをいくら削減できたと数字では報告できる。ところが、ここでまさか

人間の頭ほどの巣がある鋳物部品だったなんて社員は言えない。そこで、こ

の修正費用は別の予算で埋めて、上には「海外調達率がこんなに低くなりま

した」と報告していた。 
☛このように、低い海外品質を容認してしまっている日本メーカーがある。 

出所：日経テクノロジーオンライン 近岡 裕 2015/08/26 11:39 
        http://techon.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20150826/433243/?ST=print 

 

（3）国内アカデミズムの見方 

1.専門部会副会長、法政大学木村文彦教授 

本専門部会の副会長を務める法政大学木村文彦教授によるご講演に基づいて、演

題である「これからのものづくり技術が目指すべき方向は？」の概要141を見ていく。 

これからの技術が目指すべき方向 

ここで論点は、「ビジネス的な有効性を目指す」という視点よりは、「技術として

目指すべき方向性を考える」という点にある。 

ものを作るとはどういうことか。それは、ものを作ることによって世の中にイン

パクトを与えることと考えると、そのものづくりにはある程度の規模が必要になる。 

例えば、欧州の難民問題は、地球を破滅させるくらいのインパクトがある。発展

途上地域の数十億人が近代化していく過程で、地球持続可能性を維持するためには、

画期的な資源生産性の向上が必要であり、彼らを救える可能性を有する産業は製造業

である。 

これは日本とドイツが担うことができる分野であり、彼らの近代化をソフトラン

ディングさせていく必要がある。 

                                                  
141 本専門部会における木村教授講演メモに基づいて NSRI が作成。文責は NSRI にある。 
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さらに進化させていくべき大量生産技術 

日本の農業を例にとると、１つ何万円もするメロンや高級なお米も大事であるが、

世界の農業に対抗していくには、「普通の生産物」を「高い生産性」によって生産し、

市場に供給していく必要がある。 

同様に製造業にとっても、グローバル市場の拡大と地球持続可能性の課題を考え

ると、大量生産技術は、決して過去の技術ではなく、最先端技術で変えていかなけれ

ばならない技術である。日本には、技術で世界の生産性を支えていくという役割が求

められている。 

新技術の加速的な進化に乗り遅れる危険性 

自動車の完全無人運転という技術が話題となっている。数年前には誰も考えもし

なかった類の話である。今は何か出来そうな話になりつつある。 

技術は加速度的に進んでいる。法律や社会倫理などの制約はあるものの、技術的

には可能になっていく。この流れに乗り遅れると「アウト」になりかねない。科学・

工学の基礎に立ち、あるべき姿（To-Be）を常に追求していくことが重要である。 

経験やノウハウの重要性は永遠には続かないリスクだ 

独創によるひらめきは、素人にもあるかもしれない。しかし、玄人の専門性を持

っていないと実行はできない。経験やノウハウに加えて、基礎科学技術で理論武装し

ておくことが重要だ。データサイエンスの世界では、「 ICT が限界を超える

（=Technological Singularity）」という言葉がある。コンピュータは、はっきりと定

義された論理的な問題には強い。一方、あいまいで幅広い知識を基にした解答は難し

いと言われてきた。しかし、人工知能が対戦した囲碁の世界で、人が負けたというよ

うなニュースが報じられている。 

経験やノウハウが大事といわれてきた世界で、データサイエンスの有効性が実証

されつつある。これらの成果を基に、あいまいな問題も理論化され、デジタル化され

て標準化されてしまう時代がやってきている。このリスクは頭に入れておくべきであ

る。 

デジタル化、理論化の重要性と如何に自由にモノを作るか 

設計・生産の研究開発動向を考えてみると、ものづくりの理論に基づく徹底した

デジタル化が重要である。現状のデジタル化は、とりあえずできることをやる一方で、

本来できることをやっていない。利用できるツールを活用していない。本来やるべき

ことができていない。やろうと思えばできるはずだが、やるべきだと気が付いていな

い。徹底したデジタル化を進めることが必要である。 

困難な課題のデジタル化は、実績データもないところでのトップダウンの一般解
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の追及は難しく、ボトムアップな個別解の追求が求められ、個別解の集積から一般解

を求めるというデータ中心の方法論が重要になる。 

変化への対応は、システム的に対応する必要がある。現状は、Flexibility が不足

しており、膨大な無駄が発生している。Complexity への対応は、Modularity が必

要である。 

ドイツ、米国、英国などの先進国における設計生産技術開発への回帰をみると、

雇用という経済・社会的要因や ICT 活用、情報インフラといった技術的要因を背景

に、Flexible で Knowledge-Intensive、Competitive な成果を追求しようとしてい

る。ドイツのインダストリー4.0 は、生産のパラダイムシフトを謳っている。ものに

よっては大量生産がさらに効率的になる。パラダイムに拘らず、いかに自由にものを

作るかに知恵を絞る必要がある。 

これからの人の役割と人材育成 

情報技術は拡散しやすいので、先進国と途上国との違いは急速になくなる。その

うち、定型化された生産に人はいらなくなり、機械化される時代が来る。定型化され

た環境では人は限られた仕事しかできなくなる。 

人と自動化の役割分担を考える。人中心といわれているがこれは本当といえるか。

例えば航空機のパイロットと自動操縦では、人はいてもいなくても同じである。現状

は、As-Is で自動化しにくい活動を、とりあえず人が担当している。しかし、「自動

化しにくい」ものも、To-Be つまり原理原則で解決できるかもしれない。安易な人と

機械との協調は残らない。人は、本質的に新しい事柄を追求する仕事に向けられるべ

きだ。 

現状では、当面は解決できないものは人の役割ということになる。擦りあわせも

含め、現状の多くの課題は、長期的には原理原則で理論化され、自動化されて解決で

きる。 

Technological Singularity によれば、近い将来、明らかに多くの分野で人工知能

が人の能力を上回る。製造業はどのように人材を育成していくのか。これは厳しい課

題である。どのような能力が必要になり、そのためのカリキュラムは如何にあるべき

か。これからの人材育成は大きな課題である。 

ICT によるものづくり革新の可能性と匠の技からの脱出、技術革新の課題 

ICT によるものづくり革新には、PLM、CAD/CAM、FA、DB、IoT といった情

報インフラの整備が重要である。 

複合化、統合化、デジタル化によって、物理プロセスは革新され、設計生産にお

ける制約から Enabler に変わる。情報インフラや CPS を基盤として、大量生産から
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一品生産まで、さまざまな要因に依存して柔軟・自在に再構成できる脱パラダイムが

求められる。 

学術化（Science-Based）が進み、匠の技から抜け出せる分野が拡がる。高度な自

動化とともに個人の能力の増大が活かせる「人中心のものづくり」が求められる。そ

れには規模のある活動が前提となる。 

ものづくりにとって ICT 化は Core か Enabler か。何がコアかについて ICT は

何も言ってはくれない。一方で、CAD/CAM などの基幹システムが外製され、もの

づくり企業での ICT Literacy の低下は、ものづくり技術革新への大きな課題である。 

BOP 市場に対応できる大事な技術は、ICT 化による超大量生産によって効率よ

く自由にものが造れる技術である。ものづくりの Core Competence が何処にあるの

か。よく考える必要がある。BOP 市場に対応できる大事な技術は、ICT 化による超

大量生産によって効率よく自由にものが造れる技術である。ものづくりの Core 
Competence が何処にあるのか。よく考える必要がある。 

2.法政大学西岡靖之教授、「IoT の可能性と課題」142 

法政大学西岡靖之教授（IVI:Industrial Value Chain Initiative の理事長）の「IoT
の可能性と課題」の概要をみていく。 

キーワードは IoT 

冒頭で次のように述べている。「ものづくり大国である日本が、グローバル社会の

中で稼ぐ力を強化し、同時に、イノベーション（技術革新）を起こし活気にあふれた

社会をつくるためのキーワードは IoT（モノのインターネット）である。本稿では、

IoT がもたらす革命的ともいえるインパクトと、その中でわが国が向かうべきシナリ

オを提示する。」 
ここで、IoT を「イノベーションを起こすためのキーワード」と位置付け、「革命

的ともいえるインパクト」があると指摘する。 

IoT とは 

「IoT とは」については、「IoT とは、身の回りのあらゆるモノが、インターネッ

トにつながっている状態を指す。ネット上でモノを識別するためのアドレスが事実上

無限に用意され、さらにはデジタル技術の進歩とデバイス価格の低下により、そうし

た状態に移行する準備が整いつつある。ネット上に広がるデジタルな世界と、人々が

生活する現実の世界を一体化させることで、今まで想像もできなかった世界がやって

くる。」 

                                                  
142 法政大学教授西岡靖之氏の「IoT の可能性と課題」は、2015 年 7 月 10 日朝刊の「経済教室」に掲載さ

れた内容をもとに,IVI の HP に再掲されている。http://iv-i.org/articles/iot_future-1.html  
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革命的とは 

ドイツのインダストリー4.0 については、刺激的なネーミングが多くの関心を集め

ているが、自動化技術などの多様なものづくりが、本当に革命的なことと言ってよい

のかと疑問を呈している。本質を見誤らないためのキーワードは「サービス」である。

ここでは、経済的に取引可能な「コト」をサービスと呼ぶことにする。つまり、日本

でよく言われる「モノとコト」ではなく、「モノとサービス」と明確化している。 

サービス業化する製造業 

製造業については、近年は、製造業がサービス業化を志向しているといわれ、「モ

ノ」を販売していた製造業が「コト」を販売し始めた。背景には、物理的なモノの取

引の拡大だけでは、もはや企業の成長を支えることができないという現実がある。こ

のように、製造業が変質しつつある点を説明する。 

サービスの特性と IoT の革命性 

サービスの特性については、次のように説明する。「一般的にサービスの生産性が

相対的に低いのは、その同時性と不可分性による。つまり、サービスを提供する人と

受ける人は原則として、同じ時に、同じ場所にいる必要がある。サービスを大量生産

し、それを在庫しておき、必要な時に必要な場所に運ぶことはできなかった。IoT が

もたらす世界が驚異的なのは、そうしたサービスの基本的な制約を、一気に破壊する

可能性を持つからである。」 

つまり、サービスの持つ同時性や不可分性という扱いにくい性質を「IoT によって

打破できる可能性にこそ、その革命性がある」と説明している。 

IoT は、「コト」のインターネット 

IoT は、「コト」のインターネットである。「グローバルに識別可能なタグが付けら

れ、それがネットにより時間と場所を超えて相互につながる。これまで価値があった

にもかかわらず、経済的な取引が可能でなかった「コト」が次々に、ビジネスモデル

の対象として躍り出てくるだろう。革命的な流れになるのは間違いない」という。 

モノでなく生産システムを売ろうとするドイツ 

ドイツのインダストリー4.0 も、「従来のようにモノを売ろうとしているのではな

く、モノをつくる仕組み、つまり生産システムを売ろうとしているという点」に注意

すべきだという。「その工場がものづくりを続ける限り、サービスとしての収益が得

られる。」ものは売ったらそれで終わりという点と比較考量することの重要性を説い

ている。 
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標準化の問題 

取組むべき課題として「標準化の問題」を挙げている。「モノとモノ」、「コトとコ

ト」がつながるためには、企業を超えた共通のルールや決め事が必要となり、それぞ

れに関する標準化が要求される。 

協調領域で緩やかな標準化 

2015 年 6 月に発足した IVI は、「『ゆるやかな標準』というコンセプトのもとで、

競争領域と協調領域の境界を、企業の垣根を越えて再定義する。協調領域においては

大胆にオープン化し、相互に連携するためのリファレンス（参照）モデルを構築する。」 

個人の能力を引き出し、成長の場を提供する「ものづくり」の継続を 

「日本的なものづくりの文化では、モノをつくるという「コト」を、単なる役務

としてではなく、創意工夫の場として、あるいは自己研さんの場として、位置付けて

いる部分がある。個人の能力を引き出し、成長の場を提供するという意味でのものづ

くりは、おそらく欧米にはない発想である。」と日本の独自性を指摘し、「こうした人

中心のものづくりが、IoT 時代にも受け継がれ、グローバルに展開していくことを期

待したい。」と結んでいる。 

3.青山学院大学の猪木武徳特任教授、「日本の宝、熟練労働力」 

これまでの産業構造論 

日本ではかねてより、工業化の時代は過ぎて（脱工業化）サービス化、或いはサ

ービス経済化の時代へ向かうという議論が多かったように思われる。 

脱工業社会 

ウィキペディアによると143、「脱工業化社会（あるいは脱産業社会）なる言葉は、

1962 年にはじめてアメリカの社会学者ダニエル・ベルによって定式化された。ベル

は、それまでの伝統社会と産業社会（ないし近代社会）の 2 分法による社会学的歴史

区分では当時の社会変動を読み解けないとして、脱工業化社会を第 3 の区分として導

入した。その後、アルビン・トフラーなど多くの論者は「情報・知識・サービス」な

どを扱う産業が、社会において重要な役割を担うに従い、社会の支配構造の変容が見

られることを指摘している。」 

サービス経済化 

「サービス経済化」については、中小企業白書144などでもたびたび取り上げられ

た。また、先進国のサービス経済化の流れは、「ぺティ=クラークの法則」としてもよ

                                                  
143 出所：ウィキペディア「脱工業化社会論」 から引用 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E5%8C%96%E7%A
4%BE%E4%BC%9A  

144 中小企業白書 http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h17/hakusho/html/17211310.html  
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く知られていると中小企業白書の中においても指摘145されている。 

製造業重視論 

産業構造がこのようにサービス化、サービス経済化に向けて進むとする大方の見

方に反し、製造業と製造業を支える熟練労働力の重要性を主張してきた人がいる。猪

木武徳青山学院大学特任教授である。 

ここから、猪木教授の製造業論を紹介146する。この製造業論を一言で要約すれば、

「製造業を支える熟練労働力こそ日本の『宝』」だということである。そして「製造

業の軽視は、サービス産業や公務の生産性が、製造業の生み出す技術革新に密接に依

存していることを無視している」という主張につながる。 

そのほかの論点を並べると、以下のようになる。 

図表 77 製造業を支える熟練労働力こそ日本の『宝』 

 技術革新は、経済成長の必要条件でもなければ十分条件でもない。 

 新技術を現実の生産性に結びつけるのは、厳しい教育と訓練を受けた現場の熟練労働力

である。 

 日本には、現場で高い技能力を発揮できる労働者がおり、現場を経験した職長クラスの管

理監督者が、そうした労働者の力量と努力を評価しつつ、人を育てるという熟練形成の慣

行があった。 

 しかし「脱工業化社会到来」の声とともに、製造業軽視の風潮が生まれ、長期的な視野に

立った人材育成による技能向上という姿勢は、次第に弱まってきた。 

 製造業の軽視は、サービス産業や公務の生産性自体が、製造業の生み出す技術革新に

密接に依存していることを無視している。 

 技術の偏重、製造業の軽視、近年の短期的な「成果主義」に基づく人事政策は、長期的な

競争に基づく人材の評価のシステムを、突き崩す方向へと突き進んでいるようにみえる。 

 日本は、自らの持てる「宝」を捨てようとしてはいないだろうか。 

 成果主義や能力主義といった、短期的勘定に基づく報酬システムには、仕事を通して「人

を育てる」という長期的な視点が欠落しており、日本経済を衰退に導く危険性をはらんでい

るのだ。 

出所：猪木武徳青山学院大学特任教授“「国力」支える人材育てよ”日本経済新聞「経済教室」
平成 25 年 5 月 18 日 

 

  
                                                  
145 同上 
146 出所：猪木武徳青山学院大学特任教授“「国力」支える人材育てよ”日本経済新聞「経済教室」平成

25 年 5 月 18 日 
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（4）日本の二つの対抗軸（リアクション） 

先行するドイツのインダストリー4.0 や GE 主導のインダストリアル・インターネ

ットに対し、我が国では 2015 年に、ロボット革命イニシアティブ協議会（以下、RRI）
とインダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ（以下、IVI）を、主なも

のづくり関連の対抗軸として立ち上げた。 

ここではその概要を簡単にみておくことにする。 

1. RRI: ロボット革命イニシアティブ協議会 

2014 年 5 月、OECD 閣僚理事会にて安倍総理が「ロボットによる新たな産業革命

を起こす」と表明。同年 9 月、ロボット革命実現会議発足。2015 年 1 月、日本経済

再生本部がロボット新戦略を公表し、「ロボット革命イニシアティブ協議会（以下、

RRI）」の設立を宣言。2015 年、同協議会創立総会。なお、現在の会員数147は、400
近くまでに拡大している。 

平成 26年度ものづくり白書をみると、「ロボット革命イニシアティブ協議会では、

ワーキンググループを設けて下記の内容について産学官で検討し、標準化やオープン

化の方向性を目指していく。いずれにせよ、IoT 社会における製造業に最も重要なこ

とは、IT や IoT 活用のメリットをしっかりと理解し、産学官が一体となって思い切

った方向転換を行っていくことである」とその狙いが記述されている。 

RRI は、ロボット革命実現会議の成果を踏まえ、現場における革命実現のための

産学官を巻き込んだ推進母体として設置された。RRI は、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の実現、③IoT 時代のロボットで

リード、の革命を目指して活動を実施する。RRI のメンバーは、企業、企業団体、大

学、学会、研究機関、地域連携組織等である。 

具体的な作業は、協議会内に設置する WG が担う仕組みとなっている。WG の活

動をみると、2015 年 7 月に「IoT による製造ビジネス変革 WG148」が最も早く活動

を開始している。次いで、同年 9 月には「ロボット・イノベーション WG149」と「ロ

ボット利活用推進 WG150」が相次いで設置され、活動を始めている。 
（以上、RRI 資料による。） 

                                                  
147 ロボット革命イニシアティブ協議会の資料によると、同協議会発足時の会員数は 226、H28.3.17 時点

の会員数は 392 である。 
148 本 WG で、①IoT を活用した製造について認識の共有や IoT 活用メリットについての理解を深め、IoT

による製造ビジネス変革の促進を図る、②IoT による製造ビジネスにおいて想定される課題やその解
決方法について協議を行う。 

149 本 WG では、「プラットフォームロボット SWG」と「ロボット活用に係る安全基準／ルール SWG」、
「ロボットオリンピック(仮称)SWG」のそれぞれの SWG でロボットのイノベーションを検討する。 

150 本 WG では、①各事業分野におけるロボットの活用を期待する事業者等の要望をサプライヤーにつな
ぐ仕組みの具体化、②都道府県レベルでのロボット事業支援機関の創設、③ロボット活用の裾野拡大（中
古ロボット「教材化」）、④ロボットの普及を促す環境整備（ロボットバリアフリー社会の実現）、⑤情
報の非対称性の解消／認識の共有化、によるロボット利活用推進を検討する。 
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図表 78 RRI の事業目的 

①ロボット・イノベーション及びロボット利活用推進に関する課題解決に資する関係
者間のマッチング、ベストプラクティスの共有・普及の推進 

②国際標準化活動の推進に向けた情報共有、共通課題の整理及び対応策の企画・立案

③情報セキュリティの確保の方策の企画・立案 
④国際プロジェクト等の企画・立案  
⑤実証実験のための環境整備 
⑥人材育成のための企画・立案 
⑦関係機関との連携による研究開発、規制改革等の推進 
⑧国際連携を含めた関連情報の収集・発信、普及・啓発事業の推進 
⑨その他 
出所：RRI の HP「協議会の目的」 https://www.jmfrri.gr.jp/outline/establishment.html 

図表 79 RRI の主な活動状況 

経緯 活動内容 会員数等 

2015.5.15 RRI の創立総会及び第 1 回運営幹事会を実施 会員数 226 
2015.6.1 RRI 事務局開設  
2015.7.15 IoT による製造ビジネス変革 WG 第 1 回開催 WG に 101 会員参加 
2015.8.27 同上第 2 回開催  
2015.8.18 協議会会員総数 300 会員に到達 
2015.9.10 ロボット・イノベーション WG 第 1 回開催 WG に 78 会員参加 
2015.9.14 ロボット利活用推進 WG 第 1 回開催 WG に 56 会員参加 

2015.9.30 ドイツ訪問、交流開始（BMWi 注、VDI 注他）  

2015.10.28 ドイツ BMWi 来訪  

2015.12.25 IoT による製造ビジネス変革 WG 第 5 回会合 
「中間とりまとめ」発表  

2016.2.15 ロボット革命国際シンポジウム開催  
H28.3.17 協議会会員総数 392 会員 
注、BMWi：ドイツ連邦経済エネルギー省（日本の経済産業省に相当）、VDI：ドイツ技術者協会 

出所：RRI の HP「活動状況」、「協議会の目的」等の資料による 
https://www.jmfrri.gr.jp/outline/establishment.html 

 
2．IVI：インダストリアル・バリューチェーン・イニシアチブ 

IVI は、IoT の活用による製造現場の革新を推進する団体として、平成 27 年 6 月

18 日に設立された。IVI のプレス資料151によると、「“IVI は、日本機械学会生産シス

テム部門「つながる工場」研究分科会の活動をその起点とし、発起人代表である法政

大学の西岡靖之教授らが中心となって、参加企業それぞれの企業の壁を越えた“ゆる

                                                  
151 IVI 設立趣意書から NSRI 作成 http://iv-i.org/news/press_150615.pdf）    
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やかな標準”による新たな連携のためのしくみづくりを進めます。」とある。 

更に、同設立趣意書によって、問題意識や、現在の生産現場に対するに意識、IVI
の設立趣意、ポイントをみると、次のとおりである。 

図表 80 IVI の設立趣意 

テーマ 内 容 

問題意識  デジタル化が当たり前になる新しい時代では「つながる工場」「つ

ながる現場」の仕組みがなければ生き残れない。 

 IT とものづくりが融合すると、これまでにない効率とスピードで

意思決定がなされ、その流れに乗れない工場、変われない現場は

置き去りにされる。 

現在の生産現場  様々な問題をそこで働く人自らが発見し、創意工夫し、カイゼン

することで工場全体の品質やパフォーマンスを向上させている 

 トップダウンの IT 化を進めると、こうした活動が受け入れられ

なくなる危険性がある。 

IVI の設立趣意  企業が単独で解決することが難しかった問題を、複数の企業がつ

ながる仕組みを構築することで解決するための道筋を見つける。

 様々な工場、現場が業種、業態の違いを超えてつながるには、仕

事の形式や情報の形式を、事前にある程度そろえる必要がある。

 共通部分は外部から調達し、自社の得意な部分のみに資源を集中

するやり方に切り替えるために、共通部分と固有部分（ブラック

ボックス化領域）の見極めから始める。 

ポイント  ポイントは IT と現場の仕組み、技術やノウハウの接点にある。 

 緩やかな標準によってネットワーク化するための“リファレンス

モデル”を構築する必要。→複数企業が共同で構築することをサ

ポートするのが IVI。 

 参考サイト：日本機械学会、生産システム部門ニュースレター 

IVI 設立趣意書から NSRI 作成 http://iv-i.org/news/press_150615.pdf 

3）専門部会委員の見方 

平成 27 年度事業においては、専門部会委員に対するアンケート調査を実施した。

アンケートの趣旨は、ドイツのインダストリー4.0 や GE 主導のインダストリアル・

インターネットなどといった海外の取組に対して、日本側の受け止め方を探ることに

ある。 
今回は、専門部会の委員企業 18 社に焦点を絞る形で実施した。以下は、アンケー

ト調査結果を基にした日本側の受け止め方の一端である。 
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（1）パラダイムシフトに対する各社の受け止め方 

1 世界のパラダイムシフトの動きに対する感じ方 

パラダイムシフト的な動きに対する感じ方 

専門部会委員（以下、各位）自身の周囲や、関連する事業や業界などで、感じら

れるパラダイムシフト的な動きについて調査した。その結果、パラダイムシフトを実

感するという回答は、回答のあった 17 件中の 14 件、78%を占めた。 

図表 81 パラダイムシフト実感の有無 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果（1 件は無回答）から NSRI 作成 
 

次に、世界のパラダイムシフト的な動きに対する各位の感じ方についての具体的

な例を挙げてもらったところ、特定の用語を耳にした例、活動を目にした例、関連す

る動向を注視した例などの回答が得られた。 

図表 82 世界のパラダイムシフトの動きに対する感じ方の具体例 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 

今後、起きるか、加速しそうなパラダイムシフトの具体的なイメージ 

今後、起きるか、加速しそうな「パラダイムシフトの具体的な動き」のイメージ

を尋ねたところ、次のような回答が得られた。 

具体的には、技術・技能の進化、「つながる」範囲の拡大、パラダイムシフト的事

例の増大、パラダイムシフトに向けた環境整備といった回答が得られた。回答の具体

的なイメージは下図のとおりである。 
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図表 83 今後、起きるか、加速しそうなパラダイムシフトの具体的なイメージ 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 

 
2 世界のパラダイムシフトの動きに対する各社の受け止め方 

世界のパラダイムシフトの衝撃の程度 

世界のパラダイムシフトの衝撃の程度についての、専門部会委員の回答結果をみ

ると、「かなり大きい」（22％）と「やや大きい」（50％）を合わせると 72％、全体の

3/4 弱に達する。 

図表 84 世界のパラダイムシフトの衝撃の程度 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 
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パラダイムシフトのもたらす不安・脅威 

パラダイムシフトのもたらす不安・脅威に関する回答をまとめると、「パラダイム

シフトの動きに不安」につながる回答が 18 社中、14 社と最多を占めた。 

「わからない」が 2 社。 

「それなりの自信があり不安感じない」という回答も 1 社見られた。 

図表 85 パラダイムシフトのもたらす不安・脅威 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 

パラダイムシフトに対する自社の対応状況 

パラダイムシフトに対する自社の対応状況について、「不十分」（7 社）、或いは「遅

れている」（3 社）、「これから」（7 社）という回答が、18 社中 17 社と圧倒的手数を

占めた。「それほど遅れているとは思わない」は 1 社のみであった。 

図表 86 パラダイムシフトに対する自社の対応状況 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 
 

3 米国 IT 系企業による製造領域への進出の動きについての受け止め方 

米国 IT 系企業の動きに関する受け止め方 

米国 IT 系企業による製造領域への進出の動きについて、その受け止め方に関する

 

自社の対応はドイツにそれほど遅れているとは思わない

自社もすでに対応しつつあるが不十分だ

自社の対応は遅れている

自社の対応はこれからだ

7社

3社

7社

1社
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回答をみると、「自社にとって脅威だ」（4 社）、「驚異に感じる」（6 社）合わせて 10
社が脅威もしくは驚異と受け止める一方、「興味がある」は 7 社である。両者がやや

対照的にばらける結果となった。また、「関心がない」という回答も 1 社ある。 

図表 87 米国 IT 系企業の動きに関する受け止め方 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 
 

米国 IT系企業の動きに関する受け止め方について、具体的な回答を求めたところ、

「興味を持って受け止め、前向きにチャンスと捉える」向きと、「ソフト系に支配さ

れ、造るだけになるという恐れや市場を奪取されるといった不安感が強い」向きの 2
つに分かれた。回答件数でみると、不安感を持って受け止める回答がやや多い結果と

なった。 

図表 88 米国 IT 系企業の動きに関する具体的な受け止め方 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 
 

  

 

米国IT系企業の動き
に関する受止め方

自社にとって脅威だ
(4社）

驚異に感じる(6社）

興味がある（7社）

関心がない（1社）

 

・ソフトがものづくりのイニシアティブをとるのは脅威・IoT（Cloud・Big‐Data収集分析・Deep‐Learning分
析）による運用・保守改善、3Dプリンタ等は、日本

のFA企業の競合ではなくむしろ補完関係

・国外企業であっても
利用できる環境があれば使ってみたい

・ビジネスチャンスがどこにあるか
見極めたい

・メーカとしての差別性がなくなり、要求に合わせて、
作るだけにならないかという不安

・IT系企業と機械メーカのどちらが主導権を？

・コンソーシアムができ、すでにビジネス効果
が出ている

・IT系企業と組んだ競合他社に
市場を取られる可能性大

・米IBMは人工知能（Watson）を利用した医療/ヘル
スケア分野に進出、医療分野への影響は大きい

・従来のハード系企業として対応に不安
コントロールされてしまうとの不安

・IT系企業にどこまでものづくりできるかとの疑問は
あるが、コントロールされてしまう不安

・製品分野、使用するITツールや手法などに
興味がある

・製品IoT化などで自社製品領域と競合する可能性

興味・前向き・チャンス 不安感
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4 ドイツのインダストリー4.0 についての受け止め方 

ドイツのインダストリー4.0 に関する受け止め方 

ドイツのインダストリー4.0 に関する受け止め方をみると、「興味がある」（9 社）

と「驚異に感じる」（9 社）が丁度半々に分かれている。「自社にとって脅威だ」とい

う回答と、「関心がない」という回答は皆無であった。 

図表 89 ドイツのインダストリー4.0 に関する受け止め方 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 

 
ドイツのインダストリー4.0 に関する受け止め方 

ドイツのインダストリー4.0 に関する受け止め方を具体的に尋ねたところ、特に日

本企業への影響を懸念する回答が 18 社中 6 件あり、ドイツが標準化で先行占有する

可能性や日本製品の国際競争力が低下する可能性、国内の標準化の動きが乏しい点な

どが指摘された。 

図表 90 ドイツのインダストリー4.0 に関する受け止め方 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 

  

 

ドイツのインダス
トリ4.0に関する受
け止め方(18社）

自社にとって脅威だ(0社）

驚異に感じる(9社）

興味がある（9社）

関心がない（0社）

 

国と一体になった取組

国を挙げた取組

全体構想・ロードマップ明示

取組方針明確

網羅された取組

独有利のプラットフォーム化

ものづくりの主導権がソフトに

ドイツ式に繋がらない日本
製品の競争力低下

ドイツ式に日本が合わせる
必要

ドイツ式が接続標準化、先
行占有化する可能性

国内は系列内最適化優先

日本は企業間連携が進まな
い可能性

自社対応の参考に

システム構築の動きを参考
に

IT系と機械系の主導権の行
くへに関心

パラダイムシフトの行くへに
関心

水平・垂直統合

システム全体をビジネスモデ
ル化、世界展開へ

プロトコルの標準化

CPS利用のスマートファクトリー

システム全体を統一する標
準化の動きに乏しい

インダストリー
4.0に興味(9社）

脅威に映る点 日本企業
への影響

方

方に
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5 米独以外の取組についての受け止め方 

中国製造 2025 に関する受け止め方 

中国製造 2025 に関する受け止め方をみると、「驚異」（3 社）や「脅威」（1 社）を

感じるより、「興味がある」（10 社）という回答のほうが多いのが特徴的である。 

図表 91 中国製造 2025 に関する受け止め方 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 

中国製造 2025 に関する受け止め方の理由 

中国製造 2025 に関する受け止め方の理由をみると、対中国製造 2025 観として「中

国のものづくり自体が将来的な脅威」「自らイノベーションを生み出す力を得た時、

世界最大の脅威」「米独案採用という危機感」などの指摘があった。 

また、興味の源泉に着目すると、「競争力向上が IT 技術で加速する」という回答

が見られた。 

図表 92 中国製造 2025 に関する受け止め方の理由 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 

 

中国製造2025に関す
る受け止め方(18社）

自社にとって脅威だ
(1社）

驚異に感じる(3社）

興味がある
（10社）

関心がない（1社）
不明(1社）

 

対中国観

対中国製造2025観

カントリーリスクが高い

かなり危険な経済状況

米独案採用という危機感

2030年、中国の生産技術力・製品

力次第で日本企業全体にとって更
に脅威に

自国市場の成長とグローバルで
の展開を同時に行えるのは、脅威

中国のモノづくり自体が将来的な
脅威

当面は、日本FA企業製品群の拡
販のチャンス

早急なビジネスモデルの変革が必
要に

興味の源泉

中国工場があるため

動向は把握しておきたい

スピード感がありそう

自国の市場が大きいだけでなく、
人材も豊富

自らイノベーションを生み出す力を
得た時、世界最大の脅威

日本が現在強みを持つ製品は、
足元から置き換えられる恐れ今後、高機能製品やカスタム製品

の分野でも、生産能力や競合力を
向上させてくる

競争力向上がIT技術で加速する

世界の生産の中心である中国の
動きには注意が必要

今後、市場としての価値や競合相
手としての脅威度の変化や可能

性を推定するため

のもの
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インド ICT 系戦略（CPS プロジェクト）の受け止め方 

インド ICT 系戦略（CPS プロジェクト）の受け止め方は、中国製造 2025 同様、

18 社中の 11 社が「興味がある」という回答をしている。これが最多で、「驚異に感

じる」（2 社）、「関心がない」は 3 社であった。 

図表 93 インド ICT 系戦略（CPS ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）の受け止め方 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 
 

インド ICT 系戦略（CPS プロジェクトの具体的な受け止め方 

インド ICT 系戦略（CPS プロジェクトの具体的な受け止め方では、「中国を上回

る可能性」、「潜在能力が高い」、「他国より大胆な戦略の可能性」などが指摘されてい

る。このほか、「IT 系の優秀な人材が多い」「ソフトの開発力が高い」といった指摘

も見られた。 

 

図表 94 インド ICT 系戦略（CPS プロジェクトの具体的な受け止め方 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 

  

 

インドICT系戦略(CPS
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)に関する受
け止め方(18社）

自社にとって脅威だ(0社）

驚異に感じる(2社）

興味がある
（11社）

関心がない（3社）
不明(2社）

 

対インド観

対インドICT系戦略
(CPSﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)観

今からの伸び代がある

ITが強い

インドは従来から高度なIT技術を
持っている

GPS技術を利用した工場やシステ

ムの最適化など、仮想空間を活用
したビジネスモデルを進める潜在

能力を持つ

ソフトの開発力が高いので、進ん
だ場合の不安がある

興味の源泉

インド工場があるため

他国より「ものづくりの制約」が少
なく、大胆な戦略を立案できそう

IT系のアドバンテージが製造業に
展開されたときの効果

この人口を支えるためには、製造
業をもっと強化する必要がある

米GEが進めているようなGPS技術

を利用した工場やシステムの最適
化などに潜在能力

IT系の優秀な人材が多い

モノづくり自体には、現時点で脅
威を感じない 動向は把握すべき

競合相手でもある
人口の多さから、次の中国になり

うる可能性がある

IT先進国

今後、中国を上回る可能性を秘め
た市場

もの
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6 現在の標準化の動きについての受け止め方 

標準化の重要度と関心度合い 

標準化の重要度と関心度合いについての回答は、「重要で関心大」（8 社）と「重要

だがそれほどの関心はない」（6 社）とほぼ半々に分かれた。 

「重要で関心大」という回答をみると、「当社の製品仕様に大きく関係する」「技

術や装置のユーザーとして注目する」といった指摘がみられた。また、「標準化対応

の遅れが大きなロスにつながる場合があるから」「標準化なしに技術伝承・技能伝承

はない」という見方もあった。 

一方、「重要だがそれほどの関心はない」という回答をみると、「ユーザーとして

対応し、適宜適応を図っていく」「仕組・規格を使う側と捉えており、制約になると

は推定していない」といった捉え方が見られた。また、「自社製品が標準化に準拠す

る製品が少ないため」或いは「当社規模の会社においてフォロワーでしかない」ゆえ

に「それほど関係があるとは思わない」とする回答もあった。 

図表 95 標準化の重要度と関心度合い 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 

  

 

標準化
の重要
度と関心
度合い

重要事項
で大いに
関心(8社）

重要事項ではあるが、それ
ほど大きな関心はない(6社)

それほど関係
があるとは思え

ない(2社）

標準化無しに技術伝承・技能伝承
は無い

独プラットフォームに繋がらない日
本FA企業の製品群の競争力が低

下）するため

グローバル化を加速させており、
必要不可欠

製品のインターフェース
設計に関わる

標準化対応の遅れが大きなロス
につながる場合があるから

技術や装置のユーザとして注目

M2Mが関連すると思うが未
だ対応が未定のため

決まったものに合わせたい

仕組・規格を使う側と捉えており、
制約になるとは推定していない

自社製品が標準化に準拠
する製品が少ないため

当社規模の会社において
はフォロワーでしか無い

ユーザーとして対応し、適
宜適応を図っていく

当社の製品仕様に大きく関係する
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標準化の必要度合いと対応状況 

標準化の必要度合いと対応状況については、「自社にも必要」（10 社）と「必要と

は言えない」（5 社）と分かれたが、必要派が上回った。ただ、「着々と手を打ってい

る」のは 1 社のみである。9 社は「苦手分野で焦りを感じる」と回答している。 

図表 96 標準化の必要度合いと対応状況 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 

海外における標準化の動きに対する対応状況 

インダストリー4.0 や IIC における標準化の動きへの対応状況をみると、現状、「参

画済み」は 2 社にとどまる。但し、「不参加」と回答している 12 社のうちの 2 社につ

いては、「これから参画を考える必要がある」と認識している。一方、「必要性はない

が情報は入手する」という回答は、18 社中の 10 社で最も多数を占めている。 

 

図表 97 海外における標準化の動きに対する対応状況 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 
 

IEC、ISO などへの参画状況 

IEC、ISO などへの参画状況をみると、18 社中、IEC が 4 社、ISO が 6 社、その

他 1 社であった。 

 

  

 
IICに参画済、2社 不参画、12社

情報収集に留まっており、先行
き不安を覚える、2社 これから参画を考える必要がある、2社

自ら参画する必要はないが、業界団体や
官公庁等から情報は入手する、10社

●米独両方の標準化の活動に参画中で焦りはない ⇒0社
●米IICに参画しているので情報収集も提案も行っており焦りはない⇒0社
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（2）パラダイムシフトに対する自社の位置づけ 

1 自社のパラダイムシフトへの対応度合い 

「パラダイムシフト」的な取組の開始状況  

「パラダイムシフト」的な取組152について、過半数の 10 社が「何らかの形で開始」

している。「これから開始予定」は 2 社、「これから開始することを検討する」は 3社

ある。18 社中の開始済みが 10 社、開始予定が 2社、開始を検討が 3社と、15 社は何

らかの形で取り組んでいるか取り組む予定になる。一方、「取組未定」という回答は 3

社であった。 

図表 98 「パラダイムシフト」的な取組の開始状況  

 

出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ
ート調査結果から NSRI 作成 

 
2 自社の「見える化」の進捗状況 

受注品の生産工程内進捗状況の見える化の程度 

受注品の生産工程内進捗状況の見える化の程度をみると、問い合わせに即答でき

る態勢にあるという回答は、18 社中 1 社にとどまった。一方、できないという回答

15 社のうち、5 社は、即答できるよう対応中と回答している。 

  

                                                  
152 ・ここでは「パラダイムシフト」的な取組について、「『パラダイムシフト』とは、「ひとつのクリティ

カルポイントを超えた情報技術によって、ものづくりが徹底的に変わろうとしていること 」を指す。 
・具体的には、以下のキーワードを含む製品生産や生産プロセス、保守メンテナンスサービスなど

を何らかの形で進めようとする活動を指すとした。 
・キーワードには「つなぐ」「標準化」「モジュラー化」「リモート＊＊」「スマート＊＊」「インターネ

ットオブ＊＊」を、類似例として、「つなぐ」「つながる」「つなげる」「標準化・規格化」「モジュラ
ー化」「リモートサービス」「リモートモニタリング」「スマートツール」「スマートマシーン」「スマ
ートファクトリー」「スマートマニュファクチャリング」IoT、IoE、IoS、IoI、IoP、IoTool などを
想定した。 

既に何らかの

形で開始してい

る
55%

これから開始す

る予定

11%

これから開始す

ることを検討す

る
17%

取組は

未定

17%

「パラダイムシフト」的な取組の開始状況（n=18）
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図表 99 受注品の生産工程内進捗状況の見える化の程度 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 
 

日報等文書の入力作成方法とその伝達手段 

日報等文書の入力作成方法については、11 社が電子入力方式であるが、そのうち

の 1 社は、電子入力をしているものの「出力後は紙ベース」と回答。また、そもそも

の入力方式が紙ベースの「筆記式入力」という回答も 2 社あった。 

図表 100 日報等文書の入力作成方法とその伝達手段 
 

 
 

 

 
 

出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ
ート調査結果から NSRI 作成 

機械装置稼働情報の収集方法 

機械装置に係る稼働情報の収集方法をみると、全 18 社中、「機械装置ごとのスタ

ンドアローン方式」による情報収集が 13 社と多数を占め、「メーカー毎に収集」する

は 1 社である。現状では、工場内の機械装置すべての稼働状況が見える化されている

という回答は見当たらない。 

図表 101 機械装置稼働情報の収集方法 

 

出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ
ート調査結果から NSRI 作成 

 
問い合わせに即
答できる、1社

即答はできない、
15社

客先からの問い合わせに対し、
リアルタイムの現況を即答でき

る、1社
即答できるよう対応中、5社

即答はできない、10社

 
ノンスタンドアローン、

1社 スタンドアローン、13社

機械装置メーカー毎情報収集、 1社
機械装置毎情報収集、13社

その他、1社 不明3社 全体18社

電子入力方式、11社 筆記式入力、2社

電子入力(出力後紙ベースで)、1社

筆記式入力(紙ベースで)、2社

その他、2社 不明3社 全体18社

電子入力(工場内LANに接続)、4社

電子入力(社内LANに接続)、6社
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工場間の情報伝達・共有の程度 

工場間の情報伝達・共有を「電子媒体」で行う企業は、18 社中、9 社、「紙ベース」

による企業が 3 社ある。 

図表 102 工場間の情報伝達・共有の程度 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 

工場での部品納入業者等とのつながり方 

工場での部品納入業者等とのつながり方では、「電子的なつながり方」をしている

が、全 18 社中、4 社、「物理的なつながり」が 4 社、その他「各工場でシステムが異

なる」という回答が 2 社みられた。電子的なつながり方をみると、「電子カンバン方

式」「生産管理システムからの電子データによる納入指示」や「電子データ交換」と

いう回答がみられた。 

図表 103 工場での部品納入業者等とのつながり方 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 
 

物流・流通企業とのつながり方 

物流・流通企業とのつながり方は、「電子媒体」が全 18 社中、13 社と多いが、「紙

ベース」という回答も 3 社ある。「紙ベース」によるつながり方は、人と人を介して

のつながり方になる。 

  

 
電子媒体、9社 紙ベース、3社

工場間の情報伝達は電子媒体による、
9社

工場間の情報伝達は紙ベースによる、
3社

その他、3社 不明3社 全体18社

 
電子的つながり、4社 物理的つながり、4社

電子カンバン方式、 2社 カンバン方式、4社
生産管理システムから電子データで
の納入指示（11部門中10部門）、 1社

弊社システムによる、1社
必要都度発注、1社

各工場でシステムが異なる、2社

カンバン方式を目指すも浸透せず、1社

その他、7社
EDI（電子データ交換）、 1社

カンバンなし、 1社 その他、 1社

不明3社 全体18社
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図表 104 物流・流通企業とのつながり方 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 
 

販売後の製品利用に関する情報収集手段 

販売後の製品利用に関する情報収集手段をみると、「アフターサービス」も実施し

ているという回答は全 18 社中の 12 社と過半数を占める。一方、「売り切りビジネス」

という回答は 3 社であった。アフターサービスを実施している企業のうち、「ICT を

駆使してトレース」しているレベルの企業ということになると 2 社にとどまる。 

 

図表 105 販売後の製品利用に関する情報収集手段 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 

3 自社の「見える化」後の情報活用状況 

工場間情報（ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽ/失敗事例）共有度 

工場間情報（ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽ/失敗事例）共有度をみると、「工場間で共有する」が全

18 社中、8 社、「共有せず」が 6 社と、回答が分かれた。 

 

図表 106 工場間情報（ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽ/失敗事例）共有度 

 
 

 

 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 
  

 
電子媒体、13社 紙ベース、3社

人に加えICT(電子メール)なども併用し
てつながる、 13社

人と人を介してつながる、3社

不明2社 全体18社

 
アフターサービスも、

12社 売り切りビジネス、3社

アファターサービス部隊が随時対応、 10社
基本は売り切り

（トラブル時のみ対応）、3社

その他1社、不明2社 全体18社

ICTを駆使してトレースしている、 2社

工場間情報共有、8社
(ベストプラクティス等）

情報共有せず、6社
(ベストプラクティス等）

工場間で共有、 6社 ベストプラクティスの共有は
行っていない、2社

不明4社 全体18社

海外工場とも共有、 2社 工場毎に共有、 4社
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工場での部品納入業者等との生産設備・工程情報共有度 

工場での部品納入業者等との生産設備・工程情報共有度をみると、「先方と情報共

有」している企業は、全 18 社中の 11 社。一方、「情報共有せず」という企業は 2 社

であった。 

「先方と情報を共有」している企業のうち、4 社は「先方の生産設備も工程もとも

に情報を共有」していると回答している。3 社は「先方の生産設備」の情報を、また、

4 社は「先方の生産工程」の情報を共有している。 

また、「先方と情報を共有」している企業のうち、共有の頻度が「常時」に及ぶと

いう回答は、8 社、残りの 3 社は、情報共有の頻度は不明であった。 

図表 107 工場での部品納入業者等との生産設備・工程情報共有度 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 

物流・流通企業との販売後の製品情報共有度 

物流・流通企業との販売後の製品情報共有度をみると、「先方と情報共有している」

のは全 18 社中の 8 社、「情報共有せず」は 6 社である。「販売後の製品情報について

電子的に情報共有」しているという回答は、3 社あった。 

図表 108 物流・流通企業との販売後の製品情報共有度 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 
 

他社との事業連携（協業等）の有無 

他社との事業連携（協業等）の有無をみると、全 18 社中の 5 社が「連携中」と回

答している。「未連携」という回答先 9 社のうちの 4 社は、「連携を計画中」と回答し

ている。 

 
先方と情報共有、11社 情報共有せず、2社

先方と情報は共有していない、2社

不明5社 全体18社
先方の生産工程の情報共有、 3社

先方生産設備も工程もともに情報共有、 4社

先方生産設備の情報共有、 4社

共有頻度:常時、8社

その他不明、3社

 
先方と情報共有、8社 情報共有せず、6社

情報を共有する機会はない、6社

不明4社 全体18社
電話、ファクス等従来型通信手段

による情報共有、 5社

販売後の製品情報について電子的に情報共有、
3社
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図表 109 他社との事業連携（協業等）の有無 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 
 

販売後の情報収集蓄積とその活用度 

販売後の情報収集蓄積とその活用度をみると、「蓄積・実施中」が 9 社、「まだ実

施していない」が 7 社とほぼ半々に分かれる結果となった。 

図表 110 販売後の情報収集蓄積とその活用度

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 
 

（3）自社ものづくり力の現況認識 

1 自社ものづくり力を主観的評価 

現場力に対する評価 

このところ、日本の「現場力の揺らぎ」に対する問題提起が見られる。この現場

力（生産技能・ノウハウや擦りあわせ力等）を自社に置き換えたときの受け止め方や

考え方、見方を尋ねた。 
「自信あるとは言えない」という回答が、全 18 社中の 15 社と多数を占め、特に

自社のピーク比で「自信あるとは言えない」という回答が多く見られた。 
一方、「自信あり」という回答は、国内のライバル比や海外ライバル比では 2~3 社

を数えることができたものの、自社ピーク比で「自信あり」という回答は皆無であっ

た。現場力に対する評価が最も厳しめの評価になるのは、主に自社ピーク比の場合で

ある。自信があるとは言えないという回答 15~16 社のうち、自社ピーク比が 11 社に

対し、国内ライバル比が 9 社、海外ライバル比が 8 社もある。 

  

 
連携中、5社 未連携、9社

連携はしていない、5社
不明4社 全体18社

連携中、 5社 連携を計画中、 4社

 
蓄積・活用中、9社 収集・未活用、7社

データは収集しているものの紙
ベースで活用が難しい、1社

不明2社 全体18社

データを蓄積し、随時、次期製品開発に
反映、 6社

データを蓄積しているが、あまり
活用されていない、 6社

データを蓄積し、随時、新生産工程の設計
に反映、 3社
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図表 111 現場力に対する評価 

 
 
 
 

 
 
 

出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ
ート調査結果から NSRI 作成 

生産技術力に対する評価 

生産技術力に対する評価も、「現場力に対する評価」と概ね同様の傾向を示す。 

図表 112 生産技術力に対する評価 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 

2 自社工場に対する主観的評価 

国内工場と海外工場の強み、弱み 

国内工場の強みや弱みは、海外工場の強みや弱みと裏腹の対照的な関係にある。

国内工場の最も弱い点は、価格面である。一方、海外工場では強みとなる。 

図表 113 国内工場の強み、弱み 
 

 
 
 
 
 
 
 

出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ
ート調査結果から NSRI 作成 
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海外工場の弱みは、技能者や技術者、作業者といった人材面に顕著に出ている。

また、品質や納期など国内工場の強みについては、海外工場は概して弱いと評価され

ている。 

 

3 IT 系技術者の現況 

“非 IT 系事業”における IT 系技術者の充足状況 

“非 IT 系事業”における IT 系技術者に関する不足感（充足状況）とその対策に

ついて、取組状況を尋ねたところ、全 18 社中、「取組中」は 12 社、「取組無」は 6
社と取組中の企業数が上回った。ただし、「取組無」と回答した企業の中には、「これ

から検討する」という回答が 3 社含まれている。 

図表 114 “非 IT 系事業”における IT 系技術者の充足状況 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 

 
非 IT 系事業”における IT 系技術者の採用・確保状況 

非 IT 系事業”における IT 系技術者の採用・確保状況をみると、全 18 社中の 14
社が「採用する」としており、「中途採用も新卒も」という回答が 3 社見られた。「毎

年新卒を採用する」が 4 社、「新卒ではないが中途採用を行っている」が 2 社であっ

た。 

一方、「採用せず」という回答も 3 社あった。 

図表 115 非 IT 系事業”における IT 系技術者の採用・確保状況

 

出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ
ート調査結果から NSRI 作成 

 
取組中、12社 取組は無し、6社

今のところ予定はない、3社

全体18社

社内体制は既に以前から
できている、 4社

これから検討する、3社今年スタートしたところ、 8社

 
採用する、14社 採用せず、3社

新卒も中途採用も
していない、3社

不明1社 全体18社

毎年新卒を採
用している、

4社

毎年ではないが
新卒を採用する
ことがある、 5社

新卒も中
途採用も
行っている、

3社

新卒ではな
く、中途採用
を行ってい
る、 2社

中途採用

新卒採用
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今後を考えたときの貴社の IT 系人材の確保方法 

将来を展望したときの IT 系人材の確保方法をみると、「即戦力重視の戦略」が全

18 社中の 9 社、「長期的人材確保戦略」が同 8 社とほぼ半々に分かれた。 

「即戦力重視の戦略」では、「中途採用を行うべき」「社内の IT 系人材を活用すべ

き」「外注で対応するべき」と具体的な戦術のレベルになるとその対応は各社によっ

て違いがみられた。 

「長期的人材確保戦略」という 8 社の具体的戦術をみると、8 社とも「情報科学、

計算科学に詳しい学生の採用を増やすべき」という回答をしている。 

図表 116 今後を考えたときの貴社の IT 系人材の確保方法 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 
 

（4）自社の今後の展開 

1 パラダイムシフト（IoT など）への取組状況 

パラダイムシフトへの取組のための社内体制 

パラダイムシフトへの取組のための社内体制をみると、全 18 社中、「取組中」が

12 社に対し、「取組無」が 6 社と、取組中が取組無を上回っている。他方、「取組無」

という回答をした 6 社のうちの 3 社は、「これから検討する」と回答している。 

図表 117 パラダイムシフトへの取組のための社内体制 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 
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パラダイムシフトを検討する際の方向性 

パラダイムシフトを検討する際の方向性をみると、「国内・海外の工場の見える化」

と「販売後に着目する見える化」が多くみられ、「調達先との協業による見える化」

という回答もみられた。全 18 社から合計 66 の複数回答があった。 

「工場内の見える化」は 14 社が、「国内工場の見える化」は 8 社、「海外工場の見

える化」は 8 社、「調達先との協業による見える化」は 9 社ある。全 18 社中の過半数

が工場内の見える化を展望しており、8~9 社は国内工場や海外工場、調達先との見え

る化を考えている。 

製品の販売後についても、「製品ライフサイクルの見える化」は 11 社が、販売後

の企業やユーザー企業との協業も各 8 社が検討する際の方向性として回答している。 

図表 118 パラダイムシフトを検討する際の方向性 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 
 

「つなぐ」（IoT を導入する）場合に最も重視する価値 （狙い） 

「つなぐ」（IoT を導入する）場合に最も重視する価値 （狙い）を、全 18 社に尋

ねたところ、「工場内生産・労働を重視」（8 社）と「販売後の知見や価値を重視」（10
社）がほぼ半々に分かれる結果となった。 

「工場内生産・労働を重視」するという回答をみると、生産面では IoT の導入に

よる生産性の劇的改善が重視され、労働面では労働安全や労働不足・労働環境への対

応などが重視されている。 

「販売後の知見や価値を重視」の場合には、データから予知保全や顧客ニーズの

発掘などの未知の知見を得ることが重視され、データ解析からは新しいビジネスモデ

ルや価値創造などの点が重視されている。 
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図表 119 「つなぐ」（IoT を導入する）場合に最も重視する価値 （狙い） 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 
 

2 パラダイムシフト（IoT など）への取り組み可能性 

リモートサービスの可能性 

リモートサービス153の可能性について尋ねたところ、全 18 社中、「取組中」と「取

組無」が 6 社ずつで半々に分かれている。「これから検討」が 6 社ある。 
図表 120 リモートサービスの可能性 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 

ユーザーへの運用支援サービス 

ユーザーへの運用支援サービス154については、全 18 社中、「実施済み」は 5 社で

ある。「未実施」9 社中の 6 社は「実施を検討」と回答している。 

図表 121 ユーザーへの運用支援サービス 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 
                                                  
153 注.「リモートサービス」とは、IoT によってセンサー等の情報を基に自社製品の利用状況をリアルタ

イムでトレースでき、ユーザーへのアフターサービスを現地訪問することなく行えるような事例
を指す。(例、KOMTRAX(コマツ)のようなイメージ) 

154  注.「運用支援サービス」とは、IoT によって自社製品の運用状況をリアルタイムでトレースでき、か
つユーザーの関連運用情報を合わせて解析することによって、ユーザーの事業支援を行う事例を
指す。（例、GE による航空機会社の飛行機運用支援サービスなどのイメージ） 
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売切りビジネスから転換する可能性 

「売切りビジネスから転換する可能性」155については、ユーザーへの運用支援サ

ービスの回答と同様の結果が得られた。従来のやり方を見直すような「売切りビジネ

スから転換」するようなことを既に「実施済み」だという回答は、全 18 社中の 5 社

ある。まだ「未実施」と回答した 9 社のうちの 6 社は、「実施を検討」すると可能性

を示唆している。 
図表 122 売切りビジネスから転換する可能性 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 

調達先との協業可能性 

調達先との協業可能性について、実施済みとの回答は、全 18 社中、1 社であった。

しかし、未実施と回答した 8 社のうちの 4 社は、「実施を検討」すると回答している。 
図表 123 調達先との協業可能性 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 

工場内におけるパラダイムシフトへの取組の可能性 

工場内におけるパラダイムシフトへの取組の可能性を尋ねたところ、取組中が全

18 社中、5 社であった。また未実施と回答している 8 社のうちの 6 社は、「実施を検

討する」と回答している。 
図表 124 工場内におけるパラダイムシフトへの取組の可能性 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成  
                                                  
155 「売切りビジネスの可能性」：例えば、販売方式からリース方式に切り替え、課金方法をユーザーの

利用頻度等に合わせるなど、従来のやり方を見直すようなことを指す。 

 
取組中、5社

所管外で回答不能 4社、不明 1社、 全体18社

未実施、8社

実施を検討、6社

予定はない、2社
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5 章．日本の機械工業としての対応 

1）パラダイムシフトの革新性とは 

（1）デジタル化とネットワーク化の衝撃 

1.パラダイムシフトの革新性とその衝撃 

ここでは、製造業におけるパラダイムシフトの革新性を、有識者の見方などをも

とに整理する。 

今、足下で起ころうとしている変革の動きを、新しい産業革命だというとき、ど

の論者もその主張に通底する要素がある。それは、次のようなキーワードに代表され

る。カタカナを使えば、デジタル化、スマート化、インテリジェント化、ネットワー

ク化などであり、アルファベットで、一言でいえば IoT である。日本語では、「つな

がる」「つなぐ」が適当であろう。 

以下では、それらを代表するキーワードとして「デジタル化」と「ネットワーク

化」を用いることとして議論を進める。 

2.デジタル化とネットワーク化の何が衝撃的か 

こうしたデジタル化とネットワーク化によってもたらされる衝撃的な変化とは何

か。それは、製造業が単なる「ものを作って売る」というビジネスから、デジタル化

とネットワーク化によって「ものをベースとしたサービス業」に転換する可能性が高

いことにある。製造業にもサービスの要素が強くなるとみられているのである。 

サービスの有する固有の性格「同時性」と「不可分性」 

法政大学の西岡教授156は、サービスの有する固有の性格を「同時性」と「不可分

性」によって説明する。「同時性」とは、サービスの需要者と供給者が、同じときに

同じ場所にいることの必要性を示している。「不可分性」とは、サービスが量産して

在庫しておくことができないことを指す。 

ストックできるデジタル化された情報 

ところがサービスの有するその壁を、デジタル化やネットワーク化の流れが破り

つつある。サービスの供給者は、サービスのコンテンツをデジタル化して、ネットワ

ークによって遠く離れたサービス需要者に届けることができる。サービスそのもので

は在庫できなくても、デジタル化された情報はストックしておくことができる。いつ

でもダウンロードすることによって引き出すことができる。こうしてサービスの供給

                                                  
156 法政大学教授西岡靖之氏の「IoT の可能性と課題」は、2015 年 7 月 10 日朝刊の「経済教室」に掲載

された内容をもとに,IVI の HP に再掲されている。http://iv-i.org/articles/iot_future-1.html  

－176－ －177－



 

者は、サービスをソフトウェアの形でデジタル化しておけば、デジタル情報のストッ

クが効く。つまり、同時性と不可分性の壁を乗り越えて、サービスの需要者に任意の

時に任意の場所に届けることが可能になる。これは、サービス固有の制約が、デジタ

ル化とネットワーク化によって解消されたことを意味する。 

「もの」があって成り立つサービス 

アフターサービスのように、「もの」をベースとして初めて成り立つようなサービ

スがある。こういった「ものをベースとするサービス」の場合にも、サービス固有の

制約がデジタル化とネットワーク化によって解消されるという考え方を援用するこ

とができる。 

この点に気が付いたソフトウェア系の起業家が、シリコンバレーのものづくり系

スタートアップの主役になっていくことになる。平成 26 年度の本事業報告書が指摘

している「アイデアがあれば起業することができる時代」の背景には、「ものをベー

スとしたサービス」の市場が、無限の広がりを見せ始めるようになったことがある。 

デジタル化とネットワーク化は、サービス固有の制約を解消し、無限の市場を創

出する可能性をもたらしたという意味で、製造業におけるパラダイムシフトを駆動す

るエンジンの役割を果たすことになると考えられるのである。 

3.製造業で進展するサービサイゼーション 

ケンブリッジ大学のアンディ・ニーリー教授157は、「製造業におけるサービス化の

進展（サービサイゼーション）について、製品を単に生産・販売することから、製品

を活用するサービスを含めたシステムを創造販売するように、会社全体の能力と仕組

を変換することと解説している。 

英ウオーリック大故ロバート・ジョンストン氏158は、「サービスの開発とは顧客が

サービスから得られる経験をデザインすること」だという。 

京都大若林直樹教授159は、「サービスデザインとは、企業が一方的に提供するもの

ではなく、顧客の価値を共同で創造する特徴を持っている」と述べている。 

ハワイ大学のステファン・ヴァルゴ教授160は、顧客に新たな価値をもたらす有形

の製品も無形のサービスも、その共同価値創造のツールであるという見方をしている。

サービスこそが経済の中心活動とみる理論を「サービス・ドミナント・ロジック理論」

と呼んでいる。 
                                                  
157  Prof. Andy Neely(ケンブリッジ大学製造研究 (IfM)所長 )“Understanding the customer: New 

service-based business models” UK Manufacturing Review 2015/2016 のｐ151 及び、下記脚注 
158 京都大若林直樹教授「サービスの本質、研究進む:日経新聞経済教室 2014 年 12 月 16 日 

http://www.nikkeitoday.com/20141216-%E6%9C%AC%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E
6%9C%AC%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%96%B0%E8%81%9E%E3%82%88%E3%82%8A1/ 

159 同上 
160 同上 
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（2）製造業への衝撃 

ポーター等は、デジタル化とネットワーク化の及ぼす製造業への衝撃について、

「つながるスマート製品」という表現で、次のように説明する。 

「つながるスマート製品」がなぜ画期的かというと、理由はインターネットにあ

るのではなく、「もの」の本質が変化している点にある。つながるスマート製品の機

能や性能の増大とそれが生み出すデータこそが、競争の新時代の到来を告げていると

みているのである。 

「つながるスマート製品」を構成する部品は、電気や機械といったハードウェア

部品、エレクトロニクスを中心としたスマート部品、それに接続のための部品の 3 つ

である。この 3 つの部品が有する機能を活かすことによって、次のような新しい展開

を考えることが可能になる。次代の製造業の国際競争力は、こうした展開ができるか

否かにかかると考えられている。 

 ものを基盤としたサービスの展開可能性。 

 リモートサービス、遠隔保守管理によるサービス収益化の可能性。 

 見えなかったものが、データ収集により瞬時に見えるようになる可能性。 

 データ解析技術による現在・過去・未来の把握・分析・予測の可能性。 

 3D データにより、直接造形が可能になることから、3 次元造形上の制約が

フリーになる可能性。 

 バーチャル工場など仮想空間上における様々なシミュレーションや事前準

備がそのままものづくりにつながる可能性。 

 ものづくりはアイデア次第で無限に展開する可能性。 

こうしたいくつもの可能性の高まりと衝撃の強さを理解すれば、「ぐずぐずしてい

る暇はない161」ということになるわけである。 

2）パラダイムのシフトにどう立ち向かうか 

（1）技術革新の恩恵を活かすが勝ち 

近年における技術革新の経緯を、ハードウェアとソフトウェアに分けて概観する。

ハードウェアの世界では、ムーアの法則により、半導体の微細化・微小化の際限がな

いように見える進展の恩恵を受け、コンピュータの性能はあっという間に天文学的な

進歩を遂げた。かつてのスパコンは、手にすることができる大きさでありながら安価

なコンピュータに進化していった。 

一方、ソフトウェアの世界でも、オープン・ソフトウェアの発達やネットワーク

等 ICT 系技術の進歩・発展により、技術的可能性が爆発的に拡大していった。 
                                                  
161 既述のミシガン大学 Yoram Koren 教授の言から 
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こうして、我々が利用可能な技術的な選択肢は、指数関数的に増大してきたので

ある。いま、製造業のビジネスモデル（=稼ぎ方）が、その根本からの見直しを迫ら

れているのはある意味当然だといえよう。 
 

（2）製造業のパラダイムシフトに当たり検討すべきこと 

平成 26 年度の報告書では、結語として「日本の針路～『ものづくり』の“High Value
化”を考える」を挙げた。平成 27 年度では、パラダイムシフトの具体的対象の捉え

方の候補として、4 つの検討を挙げた。1 つは、ターゲット市場などの「ビジネスモ

デルの再検討」。2 つは、データ解析などの「R&D の方向性の再検討」。3 つは、「業

種特性の再検討」。4 つは、「革新的工場の検討」である。 

そして、パラダイムシフトの主役が「つなぐスマート製品」であることから、「つ

なぐ」をキーワードとしてやはり 4 つの検討を行った。1 つが、「つなぐ範囲」。2 つ

が「つなぐ狙い」。3 つが「つなぐリスク」。4 つは、「つなぐ前提」をどうするかであ

る。 

図表 125 デジタル化とネットワーク化という ICT 技術「つなぐ」をどこに活用するか、 

 

出所：諸資料をもとに NSRI 作成 

 

革新的工場（及び工場システム）実現の鍵は、デジタル化とネットワーク化の二

つである。従って、どこから手を付けるべきかを考えて行くには、「つなぐ」をキー

ワードとして、パラダイムシフトの流れに乗ることが肝要ではないかと考えられる。 

第 2 章で既にふれたように、パラダイムシフトへの道筋をつけるには、何と何を

どのように「つなぐ」か。どこからスタートするかといった点から考えることが合理

的である。 

ICT技術
の活用

センサー、カメラ

RFID～ヒト、機械・設備、治工具、金型等

製品～ RFID～センサー

受注
情報

製品
使用情報

サプライ
チェーン

工場

協力企業、在庫管理

リモートサービスによる
ユーザーサクセス支援

仕様書のデジタル化
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専門部会委員に対するアンケートからは、工場に関するところから「つなぐ」、或

いは、出荷後の製品と「つなぐ」という 2 つの方向性がみえてきた。 

工場に関するところから整理すると、まずは、工場内、次に工場間、さらには海

外工場へと進み、次には部品納入先などの調達先企業という具合に「つなぐ」道筋が

見えてくる。これまで機械の加工や組み立てにおいて見えなかった詳細な情報が、デ

ータのデジタル化・ネットワーク化によって見える化が可能になる。 

作業者の動きも同様に見える化できる。生産ラインなどの稼働状況も在庫状況も

ツールの状態なども、従来ブラックボックスであったか、そのデータの入手に多大の

労力を要したような情報が、リアルタイムで刻々と入手・蓄積できる。しかも様々な

工程やプロセスの全体像が見えるようになるのである。部分的にしか理解が及ばなか

った場合でも、容易に全体像や全体の流れなどが可視化できるようになる。人手のか

かった改善活動に必要なデータの収集も即入手でき、科学的解析が瞬時に可能となる。

これらはいずれも革命的な変化といえるのではないか。 

出荷後の製品を考えると、製品とつなぐことで様々な情報が得られることが最大

のメリットである。従来は出荷しても、せいぜい販売時点情報（PoS）が得られる程

度であった。製品が工場と繫がれば、顧客の使用時点の情報が得られる。今まではブ

ラックボックスに近かった情報が見えるようになる。これは画期的な革命的なことと

いえる。 

最終ユーザーの手元に届くまでに関わりを持つ物流や流通の企業とつなぐことが

できれば、工場を出てからの製品を取り巻く環境の変化や製品の流れ方の現在の状況

が、リアルタイムで見えるようになる。出荷後の製品のトレースができるようになれ

ば、ものを作り、届け、顧客のニーズに応えるというトータルとしての供給システム

の全てを見渡せるようになる。全体最適の追求も格段に進歩する。 

まずは、手の付けやすいところから、着手することになろう。世界中の同業が走

り出しつつある。「走りながら考える」というスタンスが重要である。 

ICT などのソフトウェア系の技術が、ハードウェア系の技術と最も異なる点は、

キャッチアップが速いことであろう。したがって追い抜くこともあっという間。気が

付いたら、後方にいたライバルが先を走っていたということも十分に起こり得る。そ

れが今生じつつあるパラダイムシフトではないか。 

“図表 48 パラダイムシフトの中で目指すべき方向：何を「つなぐ」か？”は、「ど

こから手を付けるべきか」を念頭においたものである。同じく、“図表 49 情報に着

目した「デジタル化、つながる化」のイメージ（対象範囲）”は、実際に国内と海外

の事例から抽出した分類の考え方である。これからの機械工業として、パラダイムシ

フトに向けた対応を検討する際の、ヒントになると思われる。 
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コラム 13 洋服のオーダーパターンとマスカスタマイゼーション 

 洋服のオーダーパターンには、「オーダーメード」、「ハーフ‐メード／イージーオ

ーダー」、「パターンオーダー」、「レディーメード」といった分類がみられる。 

 最初の「オーダーメード」は、機械工業でいえば「職人による生産（手工業）」に相

当する。最後の「レディーメード」は、既製服のことである。機械工業では「大量生

産」のケースになる。中間の「ハーフ‐メード／イージーオーダー」や「パターンオ

ーダー」は、機械工業でいえば、モジュラー型生産や一種のマスカスタマイゼーショ

ンを連想させる。 

 洋服における究極のパーソナライゼーションは、一着一着すべて、特定個人に合わせ

て、コンピュータと連動した機械装置を駆使して縫製される。個品量産ともいえる生

産法である。 

 個品量産は、機械工業ではこれからの未来のテーマである。その実現には、「規模の

経済性」と「範囲の経済性」を両立させる必要がある。前者は、一つひとつに量産効

果をどう生み出すか。後者は、ある生産方法をどのように横展開していくか。 

 ヒントは、サービスの同時性と不可分性の壁を乗り越えたのが、デジタル化とネット

ワーク化の 2 つであったという連想にある。 

 例えば、ある製品で利用した「性能や機能などのソフトウェア」をデジタル化とネッ

トワーク化によって他の製品でも再利用できるように共通化する。共通化による再利

用が可能になれば、範囲の経済性も規模の経済性も同時に追求できる可能性が出てく

る。 

出所：洋服のオーダーパターンについてはウィキペディアや Web の辞書などを参考にして NSRI
作成 

 

3）専門部会委員による自由意見 

専門部会委員に対するアンケートでは、専門部会の活動を更に活性化するために

という観点から、以下の諸点に関する自由な意見を収集した。例えば、「日本の製造

業の強み・弱み」、「将来の日本のものづくりの姿」、「製造業のデジタル化の全体像」、

「要素技術のシミュレーション化技術に対する見方」、「これまでの製造業のデジタル

化の実態に対する評価」などについて、回答者個人の自由な意見や感想などを記述し

てもらった。以下はその結果を整理したものである。 

（1）日本の製造業の強みと弱み 

本事業を進める過程で、「これからの日本の機械工業の将来を考える上で、そもそ
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も日本の製造業の強みは何か、弱みは何か、についてキチンと把握しておくことが必

要ではないか」という意見が提起された。そこで、アンケート調査においても同趣旨

の設問を加えることになった。 

結果をみると、「強み」として指摘されていることは、「現場力」に係ることのほ

かに「品質」のよさ、「改善」する力などが挙げられている。このほか産業集積など

の産業組織面や独自性なども指摘されている。 

一方、「弱み」としては、いままでの「強み」が「弱み」になる可能性や、「人材

確保難」、「ビジネス展開」する力、「コストクレーム」の他に、パラダイムシフトと

関係の深い分野である「ICT、ソフトウェア、オープン化」と「協業・連携・決断」

も弱みとして指摘されている。 
図 126 日本の製造業の強みと弱み 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 
 

（2）将来の日本のものづくりの姿 

ものづくりの環境は激変しつつある。そこで、20～30 年後を展望した時に日本の

ものづくりは「どうなっている」か、或いは「どうなっているべき」かについて、専

門部会委員に個人としての自由な意見等を記述してもらった。 

－182－ －183－



 

その結果を整理してみると、インダストリー4.0 的な生産体制や自動化が進展する

という見方や、自動化とヒトの両立をどう考えるか、自動化と匠の技の 2 極化か融合

かといった視点、日本人の比較優位を活かす、或いは、摺合せを IoT やデータ活用に

活かすといった視点など、実に多くの姿が描きだされている。 

図 127 日本のものづくりの将来像 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 
 

 
（3）製造業のデジタル化の全体像 

製造業のデジタル化の全体像を明らかにするために、「製造業のデジタル化をどう

考えるか」、「工場内を『つなぐ』、或いは、工場間や調達先企業、販売後の他企業と

つなぐという方向をどう考えるか」、「製品とつないで、出荷後のトレースができるよ

うにする方向」などについての見方、意見などを尋ねた。 

その結果を整理すると、まず、現状への危惧や危機感が強く表れていることが特

徴的である。また、デジタル化・ネットワーク化に関してはこれを前向きに捉え、積

極的に推進する必要があるなど高い関心があることも示されている。 

 

ものづくり

ものづくり

ものづくり
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図 128 製造業デジタル化の全体像と方向性 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 

 
（4）「匠の技」と「シミュレーション技術」に対する見方 

溶接のような要素技術については、「匠の技」による対応がある一方で、シミュレ

ーション技術も導入されている。 

日本が強みを発揮していくためには、この「匠の技」による技能進化と、「シミュ

レーション技術の進化のバランス」が必要との見方がある。こうした見方に関する専

門部会委員による個人としての考えを尋ねた。 

この「匠」に関するテーマは、デジタル化やネットワーク化を進めようという方

向性とは、やや異なる方向性を有することもあり、多くの委員から様々な見解が得ら

れた。 

整理すると、3 つに分けられる。1 つ目は、「匠の技による技能進化とシミュレー

ション技術の進化はバランスが必要」という見方である。2 つ目は、「両者はバラン

スを取るのではなく『相乗効果』を出すべき」という意見である。3 つ目は、「将来

的に匠の技がアプリケーション・ソフトウェア化される可能性に言及」する議論であ

る。 

1 つ目の両者のバランスが必要とする見方は、技能が全て形式知化されることには

違和感があり、「モデリングにも技能が必要」、「シミュレーションを活用するにも匠

の技によるモデリングが必要」、「シミュレーションにも技が必要」、「両者は相乗効果

を出すべき」といった見方がある。 

2 つ目の両者は相乗効果を出すべきという見方は、「匠の技とかシミュレーション

今後はソフトがものづくりの主体とな
り、ハードはその手先となるのか??

正直疑問

多くの製造業では、つなぐことに一生
懸命で、何をどうやって良くするかま

で十分検討できてない

工場の見える化には「セ
キュリティ」「情報の絞り込
み」が課題ではないか

物流、職住近在の切り口から、

各地域の特性に応じた産業ビジョン
の視点が必要では

本当に顧客から製品利用
情報をどれくらい収集でき
るかが関心事としてある

データのネットワーク化において、
特に他企業との連携の進展

(工場・企業等をまたぐデータの相互

利用、異業種提携による新たな付加
価値創出)がキー 危機感がある。製造業がどこで稼い

でいくかの戦略を立てていくべき

成功例の事例を出して、日本全体とし
てレベルアップすることが、大切

データのネットワーク化は、従来のデ
ジタル化を超えた革新であり、パラダ
イムシフトの根幹をなす部分である

デジタル化・ネットワーク化

革新の
根幹

企業間
連携

全体レベ
ルアップ

現状への危惧・危機感

IT系企業によるファブレス製
造モデルのさらなる進化

日鉄住金総研 山藤
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とかのどちらか片方に重点を置くのではなく、「両面で進めることが強みの確保につ

ながる」、「シミュレーションにも技が必要」、「匠の技だけでは伝承が大変。シミュレ

ーションや計測技術により論理的に解明することと合わせて進めることが重要」など

がある。 

3 つ目の議論は、匠の技のような「暗黙知」であってもやがて理論化され、「形式

知化」されるべきであり、データベース化されるという見方がベースにある。この議

論には「シミュレーショは標準化として不可欠」、「デジタル製造の流れの中でシミュ

レーションは評価検証するセンシングが不可欠」、「匠の技は究極的にはデータベース

化される必要がある」、「作業者の動きをトレースした作業ロボットの開発が進んでい

る」といった回答がみられた。技能のロボット化の必要性、或いはシミュレーション

やモデリングの重要性を指摘する見方などが含まれる。 

図 129 「匠の技」と「シミュレーション技術」に対する見方 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 
 

デジタル化やネットワ―ク化の時代に、日本の強みである匠の技をどう位置付け

るか。この問題は極めて重みのあるテーマである。 

こうした観点から回答を見ていくと、「匠の技は時代によって変化するもので、新

旧入れ替えながら新しい匠の技を生み出すのが良い」或いは「日本の高度な技能『匠

の技』は、シミュレーション技術の利用により、さらに進化する面」があるという 2
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つの指摘が特に示唆的である。匠の技とシミュレーションの「相乗効果」を出すとす

れば、この 2 つの指摘にあるように「新しい匠の技を生み出す」或いは「匠の技を新

しいシミュレーション技術を利用して進化させる」必要があることになる。 
 

（5）これまでの製造業のデジタル化の実態に対する評価 

これまでのデジタル化といえば、CAD/CAM、CAE などが挙げられるが、その大

半は海外製である。こうした現実についての意見を記述方式で調査した。 

「海外製であっても是認すればよい」という見方がある一方で、厳しい現状認識

を挙げる回答も多い。また、海外製による問題を指摘する意見や日本の製造業 IT 技

術者の圧倒的不足を指摘する意見なども見られた。 

図 130 これまでの製造業のデジタル化の実態に対する評価 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 

 

（6）回答者個人の自由な意見 

ここでは、専門部会に参加してから考えたこと、考えていること、知りたいこと

など何でも結構という前提で、専門部会委員個人の立場で自由に意見を記してもらっ

た。 
ドイツとの比較で、産業クラスターの役割についての回答をみると、「日本の公的

機関は個別企業から直接資金を受けて活動することを制限されている」という指摘が

見られた。また、「IT インフラは外注に頼らざるを得ないので国内のパートナーを探

ものを
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したい」という声をはじめ、デジタル化についての感想や、「自社のものづくりにつ

いて考えている」といったものから、都市産業論に至るまで幅広い記述が得られた。 
 

図 131 今専門部会に参加してから考えたこと、考えていること、知りたいこと等々 

 
出所：平成 27 年度実施したものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会委員に対するアンケ

ート調査結果から NSRI 作成 

4）終わりに～TAKUMI4.0 を目指そう 

専門部会委員に対するアンケートや部会での委員発言には、「デジタル化やネット

ワーク化を進めるにしても、現場力や匠の技を重視する姿勢は必要」という強い思い

入れが多くみられた。 
こういった専門部会における議論の背景を踏まえ、本専門部会の北出真太郎部会

長から、委員諸氏の思い入れも含めて一言で“TAKUMI4.0”というネーミングにし

たらという提案があった。 

☛第Ⅱ部参考資料編「1.北出部会長提出資料試案“TAKUMI4.0”について」 
「ものづくりパラダイムシフトの動向の考察と「TAKUMI4.0」の提案」 
「日本の技術の系譜（参考資料による）と TAKUMI4.0 の位置づけの考察」 

「匠」という漢字表記ではなく、新時代にふさわしい匠を連想させるアルファベ

ットを用いたこのネーミングには多くの賛同と共感が寄せられた。そこで、最後に

TAKUMI4.0 について、その提案趣旨や背景などについて整理しておくことにする。 

  

都市産業論

オランダの「ランドスタット」計
画（都市間をつなぐ、持続可能
な社会形成に向けた戦略的な
長期計画）
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米国の「グレータ・ワシントン」、
中国「長江デルタ」など、地域、
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国内パートナを
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を得ない、国内パートナーを
探したい

ITインフラの選定基準やいく
つかの事業会社の推薦を

連携実践事例

今後は、生産軸や開発軸でも
他業種との連携を実践してい

る事例などを聞きたい

部会に参加して

日本のモノづくり、自社のモノ
づくりのあり方について考えさ

せられている

デジタル化について

製造業のデジタル化には時
間が掛かる

デジタル化、ネットワーク化の
流れの中で、日本あるいは自
社がどのような立ち位置で入り
込んでいくのがベストなのか

産業クラスターの役割

ドイツと日本の相違点：公的
機関（例、フラウンフォー

ファー研究所など）が産業界
からの資金で、個別企業のた
めにR&Dを行っていること

日本の公的機関（産総研な
ど）は個別企業から直接資金
を受けて活動することを制限

されている

この違いが日本の推進力
の妨げにならないか

標準化・ネット共有化した時
代の知的財産権を、国内外
どう取り扱っていくか、動向

が知りたい
部会運営への希望

ロボット革命イニシアチブ協
議会、インダストリアル・バ
リューチェーン・イニシアチブ

議論も大事ですが、やはり具
体的に展開している日本企業

の見学を希望

実際に日本、欧米がどのよう
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とよい
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日鉄住金総研 山藤
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（1）TAKUMI4.0 提案の趣旨 

1.TAKUMI4.0 提案の背景、問題意識 

製造業のパラダイムシフトの推進力：ICT 系の技術 

製造業のパラダイムシフトを推し進めるエンジンは、デジタル化やネットワーク

化といった ICT 系の技術である。標準化やオープン化といった概念も必要になるが

いずれもソフトウェア系やシステム系の技術との親和性が高い。前述の専門部会委員

に対するアンケート調査をみると、ICT 系の分野を日本の「強み」とする回答は皆無

であった。しかしながら、デジタル化とネットワーク化は製造業のパラダイムシフト

の推進役であることは確実である。「強み」ではないにしても取り組む必要がある。 

デジタル化ネットワーク化を目指す中で発揮すべき日本の独自性 

世界の製造業がデジタル化・ネットワーク化を目指す中で、日本の機械工業は、

どの方向に独自性を見出し、世界との違いを打ち出していくべきか。 

専門部会でたびたび指摘されてきたキーワードが、「匠」であり、「匠の技」を生

み出す「現場」と「現場力」であった。アンケート調査においても「匠」や「現場力」

を強調する考え方や、「匠」や「現場力」を日本の製造業の「強み」であるとする回

答が、多くみられた。 

しかし、こうした意見や考え方は、単に「匠の技」を持ち出してデジタル化・ネ

ットワーク化という世の中の流れに掉さすという意味ではないことは明らかである。

むしろ、デジタル化やネットワ―ク化の時代に、日本の強みである「匠の技」をどう

位置付けるかという極めて重みのあるテーマであると捉えるべきであろう。 

アンケート調査の回答の中にはこのテーマに関連する示唆的な回答が 2つあった。

1 つは、「匠の技は時代によって変化するもので、新旧入れ替えながら新しい匠の技

を生み出すのが良い」であり、もう 1 つは、「日本の高度な技能『匠の技』は、シミ

ュレーション技術の利用により、さらに進化する面がある」という回答である。 

また、このテーマに関連すると思われる指摘に、「日本のデジタル化が目指すべき

方向は、デジタル化したことが進展する自由な形で運用され、皆が協調して進展・改

善を目指せる仕組みが求められる。（法政大学木村文彦教授（本専門部会副部会長））」

がある。 

この考え方は、先に見たアンケートにおいて、「新しいシミュレーション技術を匠

の技を利用して進化させる」という見方や、同じく「匠の技とシミュレーションの相

乗効果を出す必要がある」という見方とも相通じるものがある。 

いずれの指摘にも通底すると思われる考え方には、「ある技術がデジタル化によっ

て一旦固定された後であっても、その技術を固定化されたままにしておくのではなく、
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ヒトが協調してその技術を進展させ、さらなる改善を目指せるようにすべき」という

考え方があるように思われる。 

この考え方は、デジタル化された後の新しい技術世界においても、ヒトによって

新しい「匠の技」を生み出す余地があることを示唆しているように思われる。 

2.日本が目指すべき方向性「TAKUMI4.0」 

これから目指すべき方向性は、デジタル化とネットワーク化を強力に押し進める

一方で、デジタル化とネットワーク化後の新しい世界においても新しい「匠の技」を

追求し続けるという姿勢を維持強化することではなかろうか。それが製造業のパラダ

イムシフトを迎えた日本の「強み」を発揮する方途になり、世界との違いを打ち出す

ためのヒントになるように思われる。 

「TAKUMI4.0」という提案が、「匠」を漢字で表記せずに、アルファベット表記

としたことの意味合いは、この「匠の技」が従来のそれとは異なる新しい時代に求め

られる「匠の技」であるという点にあると考えられる。製造業のパラダイムシフトに

おいて、「匠の技」を重視しつつデジタル化とネットワーク化を進める。こうした思

いを込めた標語として「TAKUMI4.0」を捉える。 

パラダイムシフトに伴う日本側懸念と払拭の方向性 

パラダイムシフトに係る様々な懸念、例えば、「製造業が完全な自動化を目指して

おり、もう人が関わる仕事がなくなるのではないか」、或いは、製造業の顧客のニー

ズは「ICT 系企業が握っており、コンピュータによって企画設計までこなすことがで

きるので、製造業は単に指示通り『製造』するだけの存在になってしまう」といった

懸念を耳にする。 
我々が目指すべき方向性は、こういった懸念を払しょくするものであるべきであ

る。 
「デジタル化とネットワーク化」というパラダイムシフト後の新しい技術世界に

おいても、「匠の技」を新しく生み出すことができれば、日本の「現場力」は引き続

きその力を失わず、独自性を発揮できる。その結果、前述のパラダイムシフトに係る

懸念を払しょくすることができる。 

すなわち、日本の機械工業の目指すべき方向は、デジタル化やネットワーク化の

みに注力するのではなく新しい「匠の技」や「現場力」も引き続き重視するデジタル

化であり、ネットワーク化である。 

デジタル化したことが進展する仕組み 

法政大学木村文彦教授（本専門部会副部会長）は、「日本のデジタル化が目指すべ

き方向は、デジタル化したことが進展する自由な形で運用され、皆が協調して進展・
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改善を目指せる仕組み」が求められると指摘されている。 

日本の現場は創意工夫の場、自己研さんの場 

法政大学の西岡靖之教授は、文化の視点から「日本的なものづくりの文化とは、

モノをつくるという「コト」を、単なる役務としてではなく、創意工夫の場として、

或いは自己研さんの場として位置づけている部分がある。個人の能力を引出し、成長

の場を提供するという意味でのものづくりは、おそらく欧米にはない発想である。」

と述べている162。 

こうした思いや考え方をも包摂したデジタル化・ネットワーク化時代のネーミン

グとして「TAKUMI4.0」を考えゆくこととしたい。 

3.「TAKUMI4.0」とは 

「TAKUMI4.0」とは 

以上の論点を整理すると、日本の機械工業が目指すべき方向としての

「TAKUMI4.0」とは、日本としての「匠の技」の始まりを 1.0 とし、その後 2.0 を

経て、現在が 3.0 にあるとすると、これまでの「匠の技」そのものとはやや異なるも

のである。すなわち、製造業のデジタル化・ネットワーク化を駆使して、技術の普遍

化と標準化を進める中から生み出される新しい「匠の技」や「現場力」を活かしてい

くことによって、デジタル化やネットワーク化を、さらに次の新しいステージへと進

展・改善していくといったスパイラル的な活動や取組のことであると言えよう。 

TAKUMI4.0 には、第 4 次産業革命に応じた新しい時代の「匠の技」によって再

度飛躍するという意味が込められている。 

なお、TAKUMI4.0 に関する詳細については、これから次年度にかけて、部会内で

具体的な提案に向けてさらに検討を進めていく予定である。 

「TAKUMI4.0」実現に必要な仕組み 

「TAKUMI4.0」の実現に必要な仕組を様々な視点からみると、デジタル化したこ

とが、さらに進展しつづけられるように、自由な形で運用され、皆が協調して進展・

改善を目指せる仕組みであること、また、ものづくりが、創意工夫の場として、或い

は自己研さんの場として位置づけられ、個人の能力を引出し、成長の場を提供する仕

組みであること、新旧入れ替えながらも、新しい匠の技を生み出せる仕組みであるこ

と、シミュレーション技術などの新技術と、匠の技が、相互に相乗効果を出せる仕組

みであることなどの要件を満たすことが求められる。 

 

                                                  
162 出所：日経新聞「経済教室」西岡靖之 法政大学教授 H27.7.10 
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図表 132 専門部会委員による「匠の技」などの技能に関する見方 

 匠の技は、時代によって変化するもので、新旧入れ替えながら新しい匠の技を生み出すの

が良い。 
 匠の技とコンピュータ・シミュレーションはバランスを取るのではなく、相乗効果を出すべき。 
 シミュレーションにも技が必要。実際のプロセスにも匠の技と同様な知識も必要。 
 日本の高度な技能「匠の技」は、シミュレーション技術の利用により、さらに進化する面があ

る。 
 徹底的に効率化と最適化が図られる部分と、徹底的にプレミアムでカスタマイズされた拘り

の職人技を駆使する部分が、うまく融合されたものづくりを目指す。 
出所：2015 年度実施した専門部会委員に対するアンケート調査結果から 

（2）TAKUMI4.0 提案の補足的説明 

1.デジタル化・ネットワーク化の中でも生かすべき日本の「強み」 

既述のアンケート調査によれば、日本の製造業の強みとして多くの委員から指摘

のあった「現場力」についての見方を再掲すると次のとおりである。 

現場力 

現場力とは、「設計から製造にまたがる摺合せによる改善力」、「作業者の質や生産

現場に密着したたゆまぬ運用改善力」、「器用さや創造性がずば抜けた技術力に応用力

や展開力」、「品質を造り込むきめ細やかさ」、「おもてなしの心を持った顧客要求への

高い対応力」、「暗黙知の差別化と中小企業の技術力」などである。 

現場を支えるヒトの役割 

これらの「強み」を担うのは、現場を支えるヒトであり、ヒトの役割が大きい。

改善活動に必要なデータ収集などは、ICT をツールとしてデジタル化とネットワーク

化の恩恵を十分に受ける分野である。大事なことはデータを読み取ることであり、AI
がすべてを担う時代が来るかもしれないものの、当面は、ヒトの役割であることは間

違いない。少なくとも、改善活動から得られたデータから、自動的に選択肢が出てき

たとしても、一つの選択肢を決定し、次のアクションを決めるのはヒトの役割になる。 

2.期待されるヒトの役割 

デジタル化したことが進展する形での運用 

法政大学木村文彦教授（本専門部会副部会長）の上述の指摘、「日本のデジタル化

が目指すべき方向は、デジタル化したことが進展する自由な形で運用され、皆が協調

して進展・改善を目指せる仕組みが求められる。改善には、現場をよく知る熟練の人

が主導する。」（再掲）は、日本のデジタル化を、敢えてドイツと比較すればという前

提の下での指摘ではあるが、次の図表にあるとおり、ここでも日本のデジタル化の主

役はヒトであることが強調されている。 
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新技術には新しい技能が必要 

デジタル化やネットワーク化などによる新しい自動化の技術が登場しても、その

操業にはやはりどこかで新しい技能やノウハウが必要になる。新技術には新技術に対

応した新しい技能やノウハウを生み出していく努力が必要である。完全に自動化され

ても、時間が経てばやがて新しい技術が出現し、技術自体がさらに進化する。新技術

が出てくると、新技術と新技術、或いは、新技術と旧技術との間の擦りあわせが必要

になる。改善も必要になる。新しい技術には新しいヒトが果たすべき役割が生じる。

ヒトの役割は消えない。 

このようにヒトの役割は消えず、ヒトに求められるもの、期待されるものが依然

として残る。これは、新しい時代に即した新しい「匠の技」が、現場力とともにこれ

からも依然として日本の強みとなりえることの証である。 

図表 133 工場の自動化とデジタル化におけるヒトの役割 

 
出所：専門部会副部会長である法政大学木村文彦教授ご発言をもとに NSRI にて図示化 
 

3.サービスを重視する製造業と「おもてなしの心」 

製造業のパラダイムシフトが進み、製造業がものを販売するだけのビジネスから、

ものをベースとして継続的なサービスを供給するビジネスの要素を高めていくと、サ

ービス業のように、顧客が真に望むニーズを叶えようとする気持ち、つまり「おもて

なしの心」が意味を持つようになる。ここでもヒトが大事な役割を果たす。日本式ビ

ジネスにもチャンスが回ってくる可能性がある。 

4.技術インフラとしての中小企業集積 

中小企業の技術力は、日本の機械工業にとっての技術インフラである。どんなも

のでもいつでも作ることのできる工場が、どこかにある。中小企業は、特定の地域に

集中していることが多い。こういった地域は、製造技術や「匠の技」を蓄積してきた

産業基盤であり、日本の産業クラスターである。中小企業で育まれてきた「匠の技」

工場の自動
化と生産技術

•工場が自動化されたときに、生産するためのデジタル化
された情報が必要に

•デジタル化された情報は生産技術の情報が必要に

生産技術と設
計情報

•生産技術の情報には設計情報が不可欠

•設計情報を調えるにはさらに研究開発の情報が必要に

設計情報と研
究開発

•こうして研究開発・設計・生産技術・工場設備機器の間に
適時適切に情報が流れる必要性が生じる。

•これが工場のデジタル化、「つながるスマート工場」の
姿。」

現
場
を
知
ら
な
い
設
計
者

生
産
制
約
が
自
由
な
設
計
阻
害

現場の可視
化、体系化

必要な情報
必要なときに

障
害

現場と設計

設計への影響？

ドイツのデジタル化

デジタル化したことを固定し
て運用か

熟練も素人も働ける仕組み
を指向

日本のデジタル化

デジタル化したことが進展す
る自由な形で運用

皆が協調・進展・改善を目指
せる仕組み

改善：熟練の現場をよく知る
人が主導

改善：研究開発・設計開発が
主導

敢えて日独比較をすると～
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は、日本の宝と言ってよい。 

技術インフラとしての中小企業が、デジタル化やネットワーク化の時代を迎えて

も、産業基盤として機能し続けるためには、何らかの工夫と政策的な仕掛けが必要に

なると考えられる。 

しかし、産業基盤としての中小企業が生き残る限り、中小企業を支えるのが、ヒ

トであることには変わりがない。中小企業はこれまでも、進化を続ける生産設備や機

械に合わせて腕を磨いてきた。その主役が「匠の技」をもつヒトである。 

中小企業は、製造業のパラダイムシフトの流れの中で、デジタル化・ネットワー

ク化を受入れ、使いこなしてまた新しい産業基盤となる「匠の技」を生み出していく

ことが期待される。 
 

5. “Takumi”はなぜアルファベットか 

「匠」を従来のごとく、漢字ではなく、“TAKUMI”とアルファベットで表記する

のはなぜか。 
「匠」や「技」という漢字を使う場合、機械工業の従来の製品イメージ、すなわち、

機械加工や組立などに関わる技能やノウハウというイメージに縛られる可能性が高い。

しかし、これから求められる「匠」は、工場の内外がデジタル化され、ネットワーク化

されることによって、ICT 系技術も理解し、ツールとして使いこなせることが必要に

なる。つまり、デジタルやネットワークも使いこなせるような技能やノウハウも含めた

「匠」である。従って、従来型の「匠の技」とは明確に区別することが重要になる。こ

こにアルファベットで TAKUMI という表記が提案された意味合いがある。 

産業革命が、1 次から 2 次、3 次へと進み、さらに 4 次に進むのであれば、それぞ

れの技術レベルに応じた技能やノウハウの「匠」が求められる。日本の匠の技が第 1
次産業革命に応じて磨かれてきたものを 1.0 とし、同様に第 2 次産業革命に対応する

ものを 2.0、現在の第 3 次産業革命に対応するものを 3.0 とすると、第 4 次産業革命

に応じた「匠の技」が 4.0 と表現できる。 

但し、デジタル化・ネットワーク化は、その本質が、技術の普遍化や標準化を要

請するものである以上、どちらかというと個々人の能力に依存する面が強い「匠の技」

との親和性は薄い。しかし、デジタル化・ネットワーク化という新しいステージにお

いてもヒトの役割は無くなることはなく、新しい役割が生まれる。「匠の技」は人の

役割そのものであることから、新しい時代に対応した「匠の技」という意味を込め、

TAKUMI4.0 としたものである。 

但し、TAKUMI4.0 の具体的な意味合いをさらに詰めることは、次年度に残された

重要な課題でもある。 
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コラム 14 「現場力」とは 

 光藤義郎氏は「現場に働く一人ひとりの質の高さが日本のモノづくりと現場力を支え

る根幹となってきたことは明らかで、恐らく今後もその地位を譲ることはないだろう」

という。 

 そういった優れた人の力が生まれてきた背景として、現場で働く人々のモノづくりに

かける「情熱やこだわり、良いものを作ろうという使命感、作りたいと願う心、もの

づくりを生きがいと感じ、これを同じ場所で続けようとする一所懸命の美学」などを

挙げ、これらを「日本人の特性」に起因する要素であると指摘している。 

 さらに、同氏は「職人技」と呼ばれる「確かな技術や技能、手先の器用さ、現状に

甘んじることなく常に工夫・改善しようとする向上心と責任感なども、忘れてはな

らない要素といえる」としている。 

出所：光藤義郎氏：文化学園大学特任教授光藤義郎氏、日刊工業新聞平成 27 年 10 月 16 日
「日本の現場力②」の記事から NSRI 作成 

 

（3）専門部会委員の分科会別検討結果 

専門部会委員の分科会活動では、「将来の日本のものづくりの姿」や、「製造業の

デジタル化の方向」、「TAKUMI4.0」、「委員アンケートの調査結果」などについて多

岐にわたる議論が行われた。 

その成果の一つに、TAKUMI4.0 に関連して“TAKUMI プラットフォーム／

TAKUMI4.0”という提案がある。日本の中小企業がもつ「匠の技を IoT を駆使して

集約し、各社の技術を組み合わせ、点から線へ、さらに面にすることにより、付加価

値を向上させる場とする」という考え方である。そのイメージを図示化したものは第

Ⅱ部の参考資料編に収載している。 

本提案については、今後も引き続き検討を深めていく予定である。 

 

（4）残された課題 

1. TAKUMI4.0 の具体的な内容を詰めること。 

2. TAKUMI4.0 における新たなヒトの役割を、製造業のデジタル化、ネットワ

ーク化との関連で明確にすること 

3. ヒトの役割を明確にした上で、求められる人材像とその確保・育成策につ

いても検討すること。 

4. そのほか、インダストリー4.0 やインダストリアル・インターネットなどは現在

進行形で進む変化の激しい事象である。海外の動向や IVI や RRI など国

内の動向についても引き続きトレースしていく必要がある。 

以上 
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第Ⅱ部 参考資料編 

1. 北出部会長提出資料：試案“TAKUMI 4.0”について 

「TAKUMI4.0」の提案(1/2) 
ものづくりパラダイムシフト動向の考察と「TAKUMI4.0」の提案 

 

  

ものづくりパラダイムシフト動向の考察と「TAKUMI4.0」の提案

１．CPS：Cyber Physical System、DT：Digital Twin が基本ツール、共通手法であると考えられる

 デジタル領域（仮想領域）に双子（現実）を作ることによって、
 整理、 把握、 評価、 分析、 戦略化
 効率よくPDCA（Plan, Do, Check, Action）をまわす
 過去と未来をシミュレーションする

 デジタルデータの特徴がCPS、DTを可能とする
 そのものには質量、コストがない
 超高速で移動、加工ができる
 劣化しない、複製が容易

例：ERP（Enterprise Resource Planning：企業資源計画）は、企業のDigital Twin
（デジタル化した双子）であり、CPS（仮想と現実の領域におけるシステム）である

２．デジタル技術が飛躍的に進化して、 CPS、DTをリアルな世界（もの、ヒト、サービス）に
本格的に適用できるようになり、様々な領域でパラダイムシフトが起きつつある

 ハードウェアとソフトウェアの進化
 CPU、マイコン、FPGA、メモリ、ストレージ
 センサー、電池、無線、ネットワーク
 暗号化、プロトコル、制御理論、モデリング
 サーバ、クラウド、3Dプリンタ
 2020処理能力は8倍に？（4cores→128、16GByte→256）

 もの・ヒト・サービスがデーターソースである

３．Industrie4.0やIndustrial Internetは、CPS、DTを使って、リアルな世界
（もの、ヒト、サービスなど）のPDCAをまわす取組みのひとつと考えられる

 PDCAをまわす場所、範囲は2種類ある
 エンタープライズループ：企業内
 パブリックループ：業界、地域、国、世界→オープンイノベーション

 データーソースとして、その量、多様性、適合性が重要
 現在は高度なCPS、DTの構築を各国、各業界、各企業が競っている状況
 Industrie4.0 やIndustrial InternetはReference Architecture Modelを構築し体系化

 デジタル領域においてはリアルな壁を超えられる
 時間・空間の制約がない、ただしオープン化によるメリットとデメリットもある
 構造化と蓄積を永遠に続けることができる
 着手しないと挽回できない遅れをとる可能性がある

 CPS、DTの適用は、 Industrie4.0 やIndustrial Internet以外にも無数にあり得る
 ビジネスモデルや適用エリア、適用範囲、規模などによって様々

表１にCPS、DTの動向の一例を分類する

表１ CPS、DTの動向の一例を分類 適用対象：データー収集の対象
適用エリア：カバーするリアル領域

適用エリア

適用対象
エネルギー モビリティ ものづくり ヘルスケア

もの

マシン

サービス

ヒト

４．日本の工業会としての取組みは？

 ものづくりへのCPS、DTの適用も、実際は様々な手法で既に始まっている
 しかし、日本の強みとされる現場力、匠の技術へのCPS、DT適用はこれから
 ヒトそのものをデーターソースとするCPS、DTは事例がほとんどないが、
日本の強みを体系化、活用できる可能性あり

 デジタル技術により、従来以上に知識化、構造化、オープン化、高度化が可能になる
 パブリックループ強化により日本のものづくり全体への影響も期待できる

平成27年度ものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会

KOMTRAX

スマートメータ

KAESER

UBER

ITS

JINS MEME

Harley HD-1

ウェルネスリンク

G
o
o
g
le

 C
a
r

G
E
 

航
空
エ
ン
ジ
ン

その他多数

Indutrie4.0の領域

ターゲット（CPSの呼び方） データソース データの実態 センサ

もの（Internet of Things） ものがデータを提供 モノ、マシンの状況 物理センサ

ヒト（Internet of People） ヒトが ヒトの感覚、状態、主観 感覚、主観、知見

サービス（Internet of Service） サービスが サービスの状況 物理センサ他様々

TAKUMI 4.0

５項で提案！

TwinCAT

５．具体的な取組み案：TAKUMI4.0

 「TAKUMI 4.0」：ものづくりの現場力をデジタル化、CPS・DTを構築
 表１で、ヒト/ものづくりの位置づけ（ものをつくるヒトのDigital Twin）
 従来の日本の技術は属人的な傾向が強かったが、デジタル技術により知識化、高度化を図る
 デジタル化、ネットワーク化を駆使して、普遍化、標準化を進め、水平分業により深化させる

TAKUMI 1.0
開国まで

（高度な職人技、分業、世襲制）

殖産興業時代の欧米生産技術の輸入による導入・代替期

（富岡の製紙工場など）

TAKUMI 2.0
終戦まで

（欧米技術をキャッチアップ）

戦後にかけての国産による導入技術の消化・定着期

（八幡製鉄所、国産自動車、軍艦、戦闘機など）

TAKUMI 3.0
戦後から

（復興、高度成長、成熟）

戦後の国産製品の輸出伸長期で生産技術が世界の最先端に躍り
出た国産技術改良期

（日本の生産技術を分析したMITによるリーン生産の世界的普及）

TAKUMI 4.0
今後

（デジタル・ネットワーク技術）

CPS、DT手法の製造業への利活用期、仮想現実融合期

1/2

注）例示した製品等の適用範囲は個人的見解
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「TAKUMI4.0」の提案(2/2) 
日本の技術の系譜（参考資料による）と TAKUMI4.0 の位置づけの考察 

 

 

2. TAKUMI プラットフォーム／TAKUMI4.0 について 

TAKUMI プラットフォーム ／ TAKUMI 4.0（案） 

日本の企業が持つ匠の技術を IoT により集約（機器情報、加工情報、サービス情報、完

成品例、人材 等）。 

企業が同業種・異業種含め連携してつながることにより、大規模な工場群として強みを

発揮する。 

 日本のモノづくりの「弱み」を補うために IoT を活用する考え方（シーズとニー

ズのマッチング）。 

 これからのビジネスは、「つなぐ（標準化）」部分を握ったメーカー・団体・国

が主導権を握る。 

日本の技術の系譜（参考資料による）とTAKUMI4.0の位置づけの考察

第一の科学革命

近代科学の確立（ガリレオ、ニュートン）
自然を対象とする科学
普遍的な合理性
論理的な整合性

科学技術

産業革命

道具が機械に変わる
紡績技術、動力技術
資本主義的な生産革命

第二の科学革命

技術が求める科学
技術は自然科学の応用
自然の可能性を開拓し技術に実現

知ることへの欲求生活の知恵

発明の時代

大量生産、大量消費
資本集約型の生産革命
労働力不足
規格化、工作機械化
不確かさ、複雑さの増大
情報の概念の始まり

第三の科学革命

技術が作り出す人工物を対象とする科学
制御、ネットワーク、通信、意思決定、計算など
機械に代わって、システムを対象にした科学
技術のシステム化
「見える世界」から「見えない世界」へ
ハードからソフトへの軸足移動
技術全体がシステム化、普遍化の方向へ

第二次産業革命

第三次産業革命

化学工業
電気通信技術

計算機、通信、制御技術
半導体、レーザー技術

第四次産業革命？

技術のメガトレンド

戦
後

戦
前

開
国
ま
で

人間中心の技術
熟練や経験などによる個人的な技能
精進と修練による匠の技

科学と技術を一体として取込み
伝統的な労働集約型技術が残る
機械を道具のように使いこなす
人の熟練と技能を尊重
規格化の遅れ
名人芸に依存し普遍性を軽視
人間が代行してしまった制御

明治のキャッチアップの繰返し
「技術は科学の応用」という古いモデル
技術の海外依存、海外の導入技術一色
水平分業の未成熟
性能一辺倒主義

技術が個人の能力として存在
技術を養うには経験が必要
人間を基盤として発達してきた技術
システムの要素としての機械を洗練させた
要素を磨くことでシステムの性能向上

現
在
・
未
来

機械からシステム
見えるものから見えないものへ
個別から普遍へ

この先にあるものは？

知の統合と「コトつくり」
イモベータ（Immovator）
イノベーションとイミテーションの融合

「物の世界」から「価値の世界」へ

日本の成功パターン
①製造工程に競争力の源泉がある産業
②高度な摺り合わせ技術が必要な産業
③持続的技術が必要な産業

1945年から50年間の成功体験
戦争による特需
国内人口増大
高度経済成長
比較的少なかった自然災害

ものづくりの環境変化
グローバル化による貿易立国モデル終焉
デジタル化によるモジュール化、市場拡大
日本の製造業弱体化
品質幻想
職人の技幻想
三過剰（過剰な機能、過剰な品質、過剰な生産）

世界における産業革命、科学革命

日本の技術の発展

参考資料
（１）木村英紀 「ものつくり敗戦」 日本経済氏新聞出版社、2009年
（２）湯之上隆 「日本型モノづくりの敗北」 文芸春秋、2013年
（３）畑村洋太郎 「技術大国幻想の終わり」 講談社現代新書、2015年

2/2

専門部会提案

インダストリー4.0、 インダストリアル・インターネット、 中国製造2025、 デジタル・インディア、RRI、IVI etc.

ものづくりパラダイムシフト対応専門部会の考察
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図 1 コトづくりの世界（これからの付加価値の源泉・・・パラダイムシフト） 

 
出所：第 10 回ものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会 グループ ディスカッション 

資料（島津製作所 小林委員作成） 
 
 

図 2 日本の強みのためのプラットフォーム 

 
出所：ものづくりパラダイムシフト専門部会：グループディスカッション資料 

（三菱電機・尼崎委員作成） 

世界のメーカ
（設計、調達）

TAKUMIプラットフォーム ／ TAKUMI 4.0（案）

B社：⾼度な加⼯技術A社：⾼度な接合技術 C社：⾼度な素材技術

アカデミア
（⼤学教員・研究者）

ヘルスケア
（医者、研究者） ⼀般消費者

アイディア

サンプルの評価

ニーズの提案
新材料の提案

加⼯⽀援
アイディア

機器の提案 製品の販売

各種の技術とそれを持つ企業

世界の機器メーカ・ユーザ

材料の提案
加⼯サンプルの提供

製品の販売製品の販売

「TAKUMI」ブランドを⼀般消費者にまで拡⼤する

仮想空間

現実世界

モノづくりの世界（これまでの付加価値の源泉）

コトづくりの世界（これからの付加価値の源泉・・・パラダイムシフト）

IoT

⼯場のスマート化
ERP・MES・PLC・I/O deviceTAKUMIプラットフォーム

を利⽤した連携

 AI・ロボット・シミュレーション技術による
TAKUMI技術の標準化・継承・発展

 オープン＆クローズ戦略
（エコシステム型・・・⾃社の強みを活かし、

弱みを外部の⼒で補う考え⽅）

カスタマイズ

⽇本の⾼度なものづくりを
「TAKUMI」ブランドとして世界展開

●標準化推進
●技術レベルの維持担保
●ニーズとシーズの仲介
●中⼩企業へのIoT導⼊⽀援
・・・業界団体が主導する必要
（⽇機連？）

⽇本の企業が持つ匠の技術をIoTにより集約（機器情報、加⼯情報、サービス情報、完成品例、⼈材 等）
企業が同業種・異業種含め連携してつながることにより、⼤規模な⼯場群として強みを発揮する

仮想空間

 多くの⽇本企業が推進するIoT（垂直統合型）
 ⽇本のモノづくりの「強み」を更に強化するために

IoTを活⽤する考え⽅

CPSIoT

 ⽇本のモノづくりの「弱み」を補うためにIoTを活⽤する考え⽅（シーズとニーズのマッチング）
 これからのビジネスは、「つなぐ（標準化）」部分を握ったメーカ・団体・国が主導権を握る。

IoT

故障予知

保守サービス

IoT

⼯場
機械設備等

⼯場
機械設備等

⼯場
機械設備等

⼯場
機械設備等

⼯場のスマート化
ERP・MES・PLC・I/O device

ニーズの提案

＜日本の強み｢ものづくり＋サービス」（＝ 匠＋おもてなし ） のためのプラットフォーム＞
・ 無意味な大量のBig-Dataでなく，意味のある少量のLittle/Small-Data収集・可視化・分析・活用。
・ 大掛かり＆高価な通信インフラ・Internet・Cloud・Deep-Learning(Big-Data-Analytics)でなく，
手軽＆安価な工場内通信・現場(Edge)・現場Learning(現場Analytics)の仕組み。
＊ 米国ICT企業主体の大規模IoTプラットフォームでなく，現場主導型IoTプラットフォーム上で，

現場主導での継続的改善による，モノづくり・サービスのノウハウの蓄積（＝匠＋おもてなし）。

＜ TAKUMIプラットフォーム/TAKUMI 4.0 ＞
1. 各社の技術を組合せ，点⇒線⇒面に ：
・ コマツ部品協力会｢みどり会｣ ： 長津工業 (みどり会の一社)の加工機をコマツのCloud

に接続・情報共有し，現場のタブレット端末で稼働情報｢加工速度｣｢工具への負荷の
掛かり方｣等を見える化。改善の施行錯誤が容易になり，加工時間10％減。

＊ まずは，自社-協力工場間で，現場主導型IoTプラットフォーム上で製造・加工・組立ノウ
ハウのデータ蓄積を実施。

＊ 協力工場 ⇒ 各種工業会 ⇒ 日本機械工業連合会(＝日本の取り纏め)と輪を広げ，
TAKUMIプラットフォーム/TAKUMI 4.0 が｢点⇒線⇒面｣になって行かないか？。

2. ビジネスマッチングの事例 ：
・ 医療コンテスト ： 70万人の患者カルテを渡し，｢誰が何の病気で何日入院するか｣と

言うポータルサイトが欧州で5年前に立ち上がり，10万人がデータ分析実施に参画。
これにより，本ポータルサイト運営者が，10万人のデータ医療分析者のデータ

ベース作成出来，人材提供ビジネスサイト(＝人材マッチング)に変化しつつある。

・ ヤフー知恵袋 ： 問い合わせに対して｢ベストアンサー｣を！！。
＊ 製造業でも部品製造・加工・組立問い合わせに対して｢中小企業の対応/実績｣等を

データベースに蓄積し，中小企業の得意分野でマッチングが可能な時代に。

－200－ －201－



 

 

3. 三菱電機（株）名古屋製作所見学概要 

1）日時：平成 27 年 10 月 23 日（金）  

2）場所：三菱電機（株）名古屋製作所 

3）内容： 

（1）．名古屋製作所の概要 （説明：古谷営業部長） 

   同社自前の初めての工場として 1924 年創業、コントローラ機器、駆動・制御機器、メ

カトロニクス機器、配電制御機器の開発・試作・量産まで行うマザー工場であり、幅広い

製品群を生産する相乗効果を活かして 2003 年より e-F@ctory に取組み、一層の e-F@ctory
活用推進と Only One 実現に向けた活動を「CHALLENGE 2020」として展開している。 
【製作所の概要】 

・従業員 2700 名、敷地は 30 万 6 千㎡（ナゴヤドーム 6.5 個分）。 
・産業メカトロニクス部門の売り上げ 昨年度全社の 25％。 
・事業別売り上げ構成（コントローラ機器(25%)、駆動・制御機器(50%)、メカトロ

ニクス機器(15%)、配電制御機器(10%)）。 
・FA システム事業部の製品の 7 割は名古屋製作所。 
・本年 4 月、シーケンサ、表示器等の製品を設備、従業員 300 名とともに名古屋に

移管。 
・70年代後半からFA機器の礎となる製品を製作。80年代に各機種でトップシェア。 
90 年代以降は海外展開。 

【e-F@ctory】 

・2003 年当時、現場機器とコンピュータシステムをつなぐうまい仕組みが無いとい

うユーザーの悩みに応えるため（を解決するため）、FA と IT のインターフェー

スを介する仕組み:MES インターフェースを開発した。これが e-F@ctory の始ま

りである。 
・その後、工場の中で e-F@ctory の概念をふんだんに活用し、工場の中のデータを

分析し、見える化して改善に繋げ、品質・生産性・トレーサビリティの向上に活

用している。 
・現在、‘みえる化３（キューブ）【見える化（可視化）、観える化（分析）、診える

化（改善）】’を掲げて更に生産性向上、品質向上、環境性（省エネ）向上、安全

性向上、セキュリティなど、‘使える化’に向けた進化を遂げつつある。 
【新生産棟】 

・2013 年、工場内で一番大きい 6 階建の新生産棟竣工。震度 7 に耐えられる免震構

造（BCP 対応）。 
・コアとなる制御機器用キーパーツの作り込みを行う。 
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・1 階：展示場（中国・常熟工場、岐阜・可児工場の稼働状況をモニター上に可視

化。 
6 階：実装機 50 台、何千種類の基板を製造。生産計画に合わせてどの工程でどの

基板を何枚打つのが一番効率良いか等の運用管理システムを導入。 
5 階：セル生産、一部ロボットセル化して従来のラインの 6 分の 1 の面積で、セ

ルが自在に移動できるライン。経験の浅い作業者でも間違いなく使える作

業指示システムを導入。 
【重点活動】 

・品質フロントローディングによる開発・設計段階から品質作り込み。大型電波暗

室、複合環境試験装置。 
・FA 機器技術相談センターでは 100 名規模のオペレータが毎日技術相談。 
・欧米、インド、中国に開発拠点。現地ニーズに合った開発。 

（2）．ものづくりの将来像とＦＡ統合ソリューション e-F@ctory 

（説明： 楠 e-F@ctory 推進プロジェクトグループマネージャー）  
◆I4.0 も含めて情報通信技術を工場の中、製造業の中に持っていき、効率化しよう

という話は、いろいろとコンセプトは言われているが、まだできてはいない。た

だ、データ通信技術、センシング技術の急速な進展、コンピューティングパワー

の大幅な向上など、世の中の環境が大きく変わってきた。 
◆将来のものづくりは各工程でデジタル空間の活用が進む。気になる所は３D プリ

ンタで、物流を変える可能性がある。（NASA の３D プリンタの例） 
◆I4.0 はドイツの国策で、現実的にこの春、実現戦略（RAMI）が出てきたが、そ

れ以上のものは出てきてない。ところが何故か世の中に I4.0 対応製品（工場）

と称するものが出てきている。そのギャップはかなり感じている。正式には、そ

こまではできていないものの I4.0 的なものは進みつつある。 
◆日本は政府系の RRI、学会系の IVI で活動を始めた。RRI の WG1 では機器側の

三菱電機、情報系の日立が共同主査。 
◆e-F@ctory は 2003 年から基本コンセプトは変わっていない。「FA 技術と IT 技術

を活用し、開発・生産・保守の全般にわたるトータルコストを削減し、一歩先の

モノづくりを支援するソリューションを提案」。 
◆具体的に何をやるか、次の 3 つ。 
①生産現場のデータをリアルタイムに収集 
②データを IT システムにシームレスに連携させる 
③分析・解析結果を生産現場にフィードバック 
やりたいことは生産性向上、品質向上、環境性（省エネ）向上、安全性向上、セ

キュリティを実現していきたい。 
◆I4.0と特徴的に違う点は、e-F@ctory のアーキテクチャは 3 階層で中間層に FA-IT
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インターフェース層を設けることで、生産現場から IT システムへの連携、IT シ

ステムから生産現場へのフィードバックをかけるところが大きな点である。 
◆それに対して何が必要か整理すると、e-F@ctory の実現要素としては、このレイ

ヤーを境にして下側については生産現場で起きている事象を迅速、正確、効率的

に収集する手段が必要となる。そのためにはセンサーを含めてネットワーク化技

術を提供する。 
◆レイヤーの上の領域はソフトウェアの世界になる。生産管理・品質管理などの各

種ソフトウェアと連携する手段が必要となる。そのためにソフトウェア間のデー

タ連携方式を提供する。 
◆生産現場でデータをどうやって収集するか。一番大きいのはネットワーク。

e-F@ctory の中核ネットワークは CC-Link IE。ロボット、NC、シーケンサのそ

れぞれで話す言葉が違うと効率が悪いので、共通の言葉で話す必要がある。これ

が通信プロトコル：SLMP。工場は随時機器・機械の出入りがあり成長していく。

その機器・機械の生産・品質・環境（エネルギー）・保守情報を示すのがデバイ

スプロファイル：CSP+で、これを元に，エンジニアリングツールが見える化（可

視化）、観える化（分析）、診える化（改善）を進めて行く。当然このエンジニア

リングツールも必要である。 
◆CC-Link IE は CC-Link 協会からオープンにされているオープン仕様のネットワ

ークで １Gbps ある。e-F@ctory 的に言うと工場を見える化したいということ

なので、現場で何が起きているかのデータを取りたい、一方現場は制御そのもの

を早くしたい、そのため制御の帯域と管理の帯域を論理的に分け、制御に影響を

与えず大容量通信をリアルタイム処理できる。 
◆（P20）コンピュータシステムとどう繋ぐかだが、2003 年当時アプリケーション

はそれぞれ独自のプロトコル、現場からそこに連携しようと一カ所でサポートす

ると拡張性や汎用性がなくなる。結論として DB を真中において、現物の製品に

対してエクセルの表の形で簡単に設定してもらいDBに自動的に繋がる標準のプ

ロトコルで変換して連携をとるようにした。今の I4.0 や IIC の動きをみると、

この部分が OPC UA のインターフェースでもう少し同期的に動こうとしている

ので、同期的な動きもサポートしてく必要がある。 
◆e-F@ctory は単独では実現できない。今は e-F@ctory Alliance ということで、SI

パートナー、ソフトウェアパートナー、機器パートナーと組んだ形で行われてい

る。2015 年 6 月現在、国内外合計 291 社が参加している。 
◆e-F@ctory の最初のモデル工場として作ったのがサーボモータ工場で、生産性が

180％向上した。最初は生産性向上・品質向上から始まった。途中から省エネも

付加し、最近、更に設計へのフィードバックによる品質向上も目指すようになっ

た。進化をする形で e-F@ctory の使い方を考えている状況。全世界で 130 社、5200
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件程使われている。一番多いのは日系の自動車メーカーの海外工場のトレーサビ

リティーシステム。 
◆生産現場で発生するデータの意味は、一つは発生した事実ではあるが取られた結

果としてしかないので因果関係がわからない。それは現場サイドで整理する必要

がある。それを顕著に示しているのが、昨年 9 月に米国インテル社と共同でプレ

ス発表をしたものである。マレーシアのインテル半導体製造ラインで年間コスト

9 億円削減できた。半導体のレシピに対して何を作るかをやった結果がデータで、

我々がやったのは現場サイドで指示のデータとその結果出てきたデータを突き

合わせ処理をやって上位のソフトウェアに上げる。 
◆もう一つこれを押す理由は現場のノウハウはデータを出すことでオープンにされ、

外に出るリスクがある。現場サイドでパッキングする、フィルタリングをかける、

修理する、ということで上位のパッケージが必要なデータだけを上げるようにす

れば、現場サイドは生産のノウハウを出さなくて済む、ということでこういうア

ーキテクチャを推奨している。 
◆これから e-F@ctory をどうするのか。３つある。 
①いろんなものがいろんなところで電子的に繋がること。一番気になるのはセキ

ュリティ。セキュリティ技術そのものは情報通信系で嫌というほどやっている

ので技術は心配していない。ところが工場の中は、（オフィス系は機器やシステ

ムを全部取り換えるが、）20 年前の機器と最新の機器が混在しており、セキュ

リティのレベルが違うため、その担保をよく考えないと大変な状況になる。 
②デジタル化はデータがモノを言ってくる、その強化はする必要がある。解析用

ソフトウェアや解析をするエンジニアを増やす必要がある（自社かアライアン

スか）。そこが勝負になる可能性が高い。 
③ドイツが言っているのはインダストリー、三菱電機はファクトリー。その差は

あって、 
◆e-F@ctory は、エンジニアリングは見えるがサプライチェーンは見えない。それ

も含めてトータルなソリューションは考える必要がある。そこで政府系の RRI
などで IT ベンダーと一緒に考えて進めていく方策をとっていきたい。 

（3）．見 学 

【FCC 加工技術センター】 

最適な FA ソリューションを提供するための名古屋製作所の提案拠点。最先端の自

動化技術・製品が実際にデモ体験できる設備の設置から、各種セミナー・スクールの

開講やコンサルティングなどの、様々な課題解決をバックアップする体制を整えてい

る。 
年間 8 万人を超える見学者が来訪。日、英、中、韓の言語を表記。 
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【サーボモータ工場】 

同社の「サーボモータ」のうち、小容量、中容量の新型サーボモータを対象とし

たステータ巻線からモータ組立て、試験、艤装までを行う最新の高生産性ラインで、

e-F@ctory 化のモデル工場として、最初に e-F@ctory 化を実現した工場。 現在は、

更に e&eco-F@ctory 化を行い、新たに使用電力の目線も取り入れ、生産性向上とコ

スト削減を同時に実現することを目指している。 
【新生産棟】 

2013 年 12 月竣工。免震構造 6 階建（高さ 31m）。特徴は、①立体高層工場で一貫

生産、②BCP 対策（大規模震災が発生した場合の供給体制維持）、③省エネモデル工

場。 
最新の免震構造の FA 制御機器（シーケンサ）及び駆動制御機器用キーパーツ生

産施設。開発・設計部門との連携による製造技術の高度化により、製品競争力の強化

も図る。環境にも配慮し、太陽光発電や LED 照明・高効率モータ・インバータなど

の省エネ機器に加え、FA トータルソリューション「e&eco-F@ctory」を導入したエ

ネルギー管理システムを活用することで、従来比約 30％の省エネを実現。 
1F：中国・常熟、岐阜・可児工場の稼働状況もリアルに見ることが出来る。 
6F：シーケンサ、基板等の面実装 16 ライン、実装機 50 台 

稼働管理システムにおける生産情報見える化による生産性・品質向上 
人による点検を行っているが、人が介在する際のミスのデータ分析を正にや

ろうとしている。 
5F：セル生産（作業指示システムによる熟練工に依存しないセル生産） 

フローはんだ検査、CPU 高低温試験セル、CPU 振動試験セル。 
   台座による運搬、載せ降ろしの作業なし。 
   ねじ締め作業指示システム（素人でもすぐできる）。 
 

4. 日本電気株式会社 講演概要 

1）日時：平成 28 年 1 月 26 日（金）  

2）場所：機械振興会館６階 6D-2 

3）講演要旨 

（1）講師 

日本電気株式会社 第一製造業ソリューション事業部 販売促進部長 関 行秀 氏   
（2）演題 

“IoT を活用した次世代ものづくりソリューション NEC Industrial IoT ～お客さまと

共に創る～” 
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（3）目次 

1.製造業を取り巻くグローバル動向 
2.NEC ものづくり共創プログラム 
3.NEC Industrial IoT 
 

（4）製造業を取り巻くグローバル動向 

1 世界の変化・日本の変化 

 
 

2.世界の IoT（Internet of Things）市場 
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3. 製造業を取り囲むグローバルな動向 

 
 

 

4.IIC・INDUSTRIE4.0 
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5. 米独製造はデジタル化・サービス化に対応した戦略へと転換 

 
 

6. 本章の整理：イノベーションについて 
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（4） NEC ものづくり共創プログラム 
1. 改革のポイント （１／２） 

 
2. 改革のポイント （２／２） 

 
3.ＮＥＣの課題 

・ＮＥＣの抱えた悩み ： 見込みは当たらず・在庫の山に！！ 
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4.サプライチェーン改革への取組 

・変種変量ものづくり革新で培った顧客基点のものづくりの考え方、経営システム改革で実

施した標準化/展開手法を礎にグローバル SCM 改革を実施している。 

 
 

（5）『NEC ものづくり共創プログラム』とは 

1.NEC ものづくり共創プログラム 

・NEC と同じ製造業の課題を抱える顧客に対して、NEC が保有するものづくりノウハウを提

供、「ものづくり」を革新・強化を支援するもの。 

・顧客と共に『日本の製造業をみんなで強くする！』 ことを目標としている。 
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2.『NEC ものづくり共創プログラム』コンセプト 

・４つのコンセプトで顧客に提供 

・「ものづくり・業務プロセス」とそれを支える「IT ｼステムおよびアセット」２つの視点か

らの支援に加え、顧客同士で情報交換を進めて頂く「ものづくり研究グループ」の活動を

通して、同じ“ものづくり”の企業として顧客の悩みを同じ目線で解決。 

 
 

3.『共』 ものづくり研究グループとは 
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4.製造業のグローバル生産における課題 

 

5.グローバル“ものづくり IoT”が期待されること 

 
6. ものづくりと IoT の融合 
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7. ものづくりと IoT の要素 

 

8. もとめられるのは「つながるエコシステム」 

 

（6）NEC Industrial IoT の取組み 

1. グローバル競争を勝ち抜くための Value Chain Innovation 
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2. IoT を活用した 2 つのイノベーション 

 
 

3. 「次世代ものづくり」の特徴 

 
 

4. NEC が製造業に提供する次世代ものづくりの価値 
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5. NEC が提供する価値 

 

 
6. NEC Industrial IoT のポイント 

 IoT 技術の活用 
 次世代ものづくりを目指す NEC の取り組み 
 NEC ものづくり共創プログラム 

 パートナー連携による提供価値拡大 

 

7. IoT 技術の活用 

バリューチェーン全体の状況を把握し、的確に分析・判断し、 
モノ・コト・ヒトを正しくコントロールすることにより価値創造を実現 
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8. IoT 技術の活用 

① 収集：現場、現物、現状のデジタル化（画像活用） 

高い精度を誇る画像技術の活用により、大きな設備追加をせずに現場の実態把握が可能 

 
② 分析：見えない・隠れた世界を見通す（ビッグデータ分析） 

独自・高精度のビッグデータ解析技術により、製品や設備の異常の検知、原因特定、

変化する需要の予測など、従来見えなかった状況を見える化 

 

③ 制御：IT と OT のシームレスな連携 

 異なるメーカー/通信規格を吸収した接続でシームレスな連携を可能に 

 変更の容易化とセキュリティの向上を SDN（Software-Defined Networking）で実現 
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9.NEC Industrial IoT で提供するサービス/ソリューション 

 
 

参考：グローバル製造業の次世代ものづくり実現に向けて 

市場の変化に即時対応が必要なグローバルに展開する製造業への様々な要求に対し、先進

の IoT 技術と、日本の強みであるものづくり革新手法を組み合わせ、グローバル競争力強

化を加速し、次世代ものづくりを実現。 
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10.NEC の次世代ものづくり ～NEC Industrial IoT～ 

①ダイナミックなグローバルバリューチェーンを構築 

②製品 IoT による安心効率的な運用サービスの提供 

③生産ライン IoT による品質・稼働の向上 

 
11. 次世代ものづくりにむけた実証計画 

 

 
12. NEC ものづくり共創プログラム 
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13.パートナー連携による提供価値拡大 

 
 
 

 
NEC 

 

5. 法政大学 木村文彦教授 専門部会副部会長 講演概要 

1）日時：平成 28 年 2 月 23 日（火）  

2）場所：機械振興会館６階 6D-2 

3）演題：“これからのものづくり技術が目指す方向は？” 

4）目次 

（1）設計生産は何を目指すのか？ 

（2）設計生産の研究開発動向 

（3）社会と融合する製品開発 

（4）製品ライフサイクルを支える ICT 基盤 

（5）デライトデザイン 

（6）我が国の製品開発が目指す方向は？ 
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5）講演要旨 

（1）設計生産は何を目指すのか？ 

1-1.設計生産は何を目指すのか？ 

 
 

1-2. ことものづくり 

•既存製品がある。 

–もの：電気自動車、薄型テレビ、カメラ、電球 

–こと：音楽プレイヤー 

•希望・要求・必要性が明確である。 

–医療機器、福祉機器 

–産業機器、社会インフラ 

•希望・要求・必要性は見えない。 

–生活環境製品（新しい家電、住宅） 

–QOL を支えるインフラ：安全安心 

      デライトデザイン 

 

1-3.（吉川弘之）ループにおける社会と科学の協調の実例 
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1-4. 出典：東京大学 梅田靖、大学連合での議論 

 

 

1-5. VMS モデルに基づき構想した適応的 LC 価値生産プラットフォームの例 

BOP(Base of Pyramid) LC 価値生産プラットフォーム 
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1-6. Vision 2025 

•日常品、生活環境の変化に着目 
•社会インフラも含めて、生活シーンを想定 
•今、見通せないものは、2025 年には実用化していない？ 
•技術基盤の有無 
•研究として、妥当な Exemplar が描けるか？ 

–例：自動車の完全無人運転 
–例：Sustainable Home ＋ Smart City 
–例：Tayler-made 福祉環境 
–例：3D プリンタ 機能素子も統合（20 年以上前の Wish List） 
 

（2）設計生産の研究開発動向 

2-1. 設計生産の研究開発動向： Synthesis 

•Synthesis 学術の基盤未整備 
–学術体系の再構成：構成型工学へ 
–一般解は無い Bottom-up Approach 

•原理原則 Science Based 
–Frugal Engineering 
–Factory Physics 

•システム（工学）思考 
–モデリング、プラニング 

•知識（引出）の充実 
–金出：「独創はひらめかない」、素人発想玄人実行 

•ICT が限界点を超える：Ex. Data Science 
 

2-2. （吉川弘之）技術知識の構造変化 
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2-3. （吉川弘之）操作知識を分類軸とするカリキュラム 

 

2-4. 設計生産の研究開発動向 

•デジタル化：理論 

–徹底したデジタル化： できることをやっていない 
–ツール開発と統合： 利用できるツールを利用していない 
–基礎理論： モデリングの拡張 

•個別解の追求：データ 

–一般解の追求は困難 
–個別解の集積から一般解へ 
–データ中心の方法論 

•変化対応：システム 

–変化対応の Flexibility が不足 ⇒ 膨大な無駄 
–Complexity への対応 ⇒ Modularity 

・先進国における設計生産技術開発への回帰 

–ドイツ、米国、英国など 

–経済・社会的要因：雇用 
–技術的要因：ICT 活用、情報インフラが基本 
–結果：Flexible, Knowledge-Intensive, Competitive 
–具体的にどのような姿をめざすのか ？ 

•例：顧客志向の一品生産を効率よく ？ 
•例：Smart Product, Smart City 

–途上国との関係についてはよくわからない 
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2-5. Industrie 4.0: Acatech, Germany, April, 2013  

 

 
2-6. Smart Product and Services 
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2-7. 設計生産の研究開発動向：人と自動化 

•先進国の設計生産 （途上国との差別化） 
–人が価値創造の源泉 ？ 

•人と自動化の役割分担 
–人中心は本当か？ （例えば、航空機のパイロットと自動操縦） 
–現状：As-Is で自動化しにくい活動を人が担当 
–「自動化しにくい」 ⇒ To-Be で原理原則で解決できる ？ 
–当面は解決できないものは ⇒ 人の役割 
–「摺合せ」も含めて、現状の多くの課題は原理原則で解決できる 

•人主導と自動化の明確な仕分け 
–例：Design Intensive 設計すればものができる 

•Technological Singularity 
–近い将来、明らかに多くの分野で人の能力を超える 

•これからの人材育成 
–どのような能力が必要なのか 新たなカリキュラム 
 

（3）社会と融合する製品開発 

3-1.社会と融合する製品開発 

•これまで：環境対応 
•既存マーケットの変貌：自動車、家電製品 
•新たなマーケットの発生：情報機器、生活機器 
•Technology-Push ⇔ Society/Market-Pull 

–例：ハイブリッド自動車 
•生活空間との関連 ⇒ 個別的な要求 

–製品単独 
–システム 

•生活空間との関連 ⇒ 社会インフラ 
–先進国：スマートシティ 
–途上国：効率的な社会インフラ 

 

3-2. 社会的期待と邂逅ワークショップ (JTST CRDS-FY2014-XR-03) 
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（4）.製品ライフサイクルを支える ICT 基盤 

4-1. 製品ライフサイクルを支える ICT 基盤 

•製品開発支援ツールは適用領域ごとに多様化 

•目的に応じた視点でシステム化できることが重要 

•情報共有 ⇒ モデリング 

•参照モデル プラットフォーム 

•標準化 

–高度な技術 

–de facto / de jure 
•非常に重要であるが、日本は強くない 

 

4-2. RAMI4.0: Reference Architecture Model for Industrie4.0  
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4-3. Smart Manufacturing Standards Landscape NISTIR 2016  

  

4-4. Smart Manufacturing Standards Landscape NISTIR 2016  
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4-5. ISO 10303-242: Managed model-based 3D engineering  

 

4-6. PMI: Product Manufacturing Information  

 
4-7. IEC 62264-1: Enterprise control system integration 
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4-8. FA Network 

 
4-9. 標準化の役割：ISO TC184 

Smart Manufacturing へ向けた今後の展開 
•広義の「生産活動」（設計やライフサイクル支援を含む）を対象とするシステム標準とし

てのギャップ分析（これまではボトムアップ？） 
•NIST-Model の Manufacturing Pyramid を支える標準化（例えば、三つのライフサイク

ル- Product development, Production system, Business -に関する標準化） 
•従来の階層構成を超える柔軟性・拡張性に富んだ生産アーキテクチャに関する標準化（例

えば、オープンな生産環境） 
•Big data, Cloud manufacturing などに対応できる標準化の仕組（オープン・クローズ戦略） 
•Cyber space と Physical space(Machine, Human)のインターフェースの標準化 
•Physical space の標準化とのより緊密な連携と役割分担（高度知能化・自動化） ISO ⇔ IEC 
 

（5）デライトデザイン 

5-1.デライトデザイン 

•利用者は何を求めているのか？ 
–例：音 Electrolux vs. Dyson 

•利用者の満足度をどのように評価するのか？ 
•利用者が求めているものを満たせば、「良い」デザイン？ 
•設計のできるだけ上流で造り込む 
•設計の進行に応じて、評価とフィードバックを繰り返す 
•手法をどこまで一般的に類型化できるか？ 

–評価は、製品、利用者、利用環境などに依存する 
–データベースをどのように構築するか？ 
–あるいは、個別ケースを迅速にプロトタイピング 

•デライトデザイン ⇔ 「良い」デザイン 
–多様な評価 
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5-2. SIP：革新的設計生産技術 デライトデザイン 
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5-3. デライトデザインプラットフォーム：東京大学  

 
5-4. 事例：SIP: Innovative design & Manufacturing 

 
5-5. Additive Manufacturing の特徴 

•加工準備の手間が少ない 

•全自動が可能 

•加工形状の自由度が高い 

•材料混合・制御の自由度が高い 

•機能組込みの可能性 

–複雑な機構 

–電子回路 

•精度や品質は様々 

•加工時間は長い 

例：オイルフィルタ（Denso) 
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5-6.Potentials of SLM 

 
 
（6）我が国の製品開発が目指す方向は？ 

6-1. ICT によるものづくり技術革新の可能性 

•情報インフラ整備の重要性 
–PLM, CAD/CAM, FA, DB, IoT 

•プロセスは制約から Enabler へ 
–複合化、統合化、デジタル化 

•脱パラダイム 
–大量生産から一品生産まで 
–様々な要因に依存して柔軟・自在に再構成 
–情報インフラ、CPS が基盤 

•Science-Based 
–匠の技からの脱出 

•高度自動化＋人中心 
–Technological Singularity 
–個人の能力の増大 

•規模のある活動 
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6-2. Paradigm Shift / Multi-Paradigm in Manufacturing 

Yoram Koren Model 

 

6-3. ICT によるものづくり技術革新の課題 

[1] ものづくりにとって ICT 化は Core か Enabler か？ 
Science-Based, Digital 化の努力 
CADCAM などの内製 
ICT Literacy の低下 

[2] 人と自動化 
徹底した自動化と人の役割 
Technological Singularity 

[3] User との Co-Creation 
有為なものが出てくるのか 

[4] BOP 市場に対応する技術は？ 
ICT 化により何ができるのか 

[5] Industrie4.0 は何が脅威なのか？ 
ブランド化 

ものづくり技術の Core Competence は何処にあるのか？ 

 

  

－234－ －235－



 

 

6. ものづくりパラダイムシフトに関するアンケート調査 

本調査の目的は、専門部会委員間の「パラダイムシフト」に関する認識、ニーズを調査・

把握し、今後の専門部会の運営と検討の方向に活かすことにあります。 
なお、本調査でいう「パラダイムシフト」とは、「ひとつのクリティカルポイントを超えた情

報技術によって、ものづくりが徹底的に変わろうとしていること 」を指すもの1とします。 
具体的には、以下のキーワードを含む製品生産や生産プロセス、保守メンテナンスサービ

スなどを何らかの形で進めようとする活動を指すものとしております。 
キーワード：「つなぐ」「標準化」「モジュラー化」
      「リモート＊＊」「スマート＊＊」「インターネットオブ＊＊」 
類似例：「つなぐ」「つながる」「つなげる」「標準化・規格化」「モジュラー化」
    「リモートサービス」「リモートモニタリング」 「スマートツール」「スマ
ートマシーン」 
    「スマートファクトリー」「スマートマニュファクチャリング」 
     IoT、IoE、IoS、IoI、IoP、IoTool など 

 
ご回答いただいた内容は、当専門部会における調査資料として使用し、公表する場合も全

て％や平均など統計的に処理することと致します。従って、企業名や委員個人などの情報を

公表すること、及び、本調査の目的以外に使用することは決してございません。各委員ご自

身の立場で、ご自身の意見で回答いただければ結構です。 
なお、ご記入いただいた調査票の取扱いですが、返却はせずに集計後に日機連において責

任処分することといたします。予めご了承ください。 
お忙しいこととは存じますが、調査の趣旨をご理解の上、ご協力くださいますようお願い申し

上げます。なお、ご不明点等ございましたら、以下の連絡先までお問い合わせくださいますよ

う併せてお願い致します。 
本調査票は電子メールにて 2015 年 8 月 26 日（水)までにご送信賜りますよう 

よろしくお願い申し上げます。 
《本件ご連絡先》一般社団法人 日本機械工業連合会（略称 日機連） 
   ものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会 
      担当：業務部長 多並輝行 
    住所：東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 5 階 
      TEL：03-3434-5383   FAX： 03-3434-2669 
      E-mail：gyomu@jmf.or.jp  
 
  

                                                  
1 第一回部会における木村副部会長ご発言を踏まえ、NSRI が作文したもの 
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A．回答者属性についてお伺いします。 
問 1. 回答者の業務職種について 

1.生産技術系  2.開発・設計系  3.研究・開発系  4.経営・企画系  5.その

他（        ） 
問 2. 回答者の所属事業について 

1.BtoB 事業  2.BtoC 事業 
 
問 3. 回答者所属事業の量産タイプについて 

1.大量生産（104 以上）2.中量生産(103～104）3.中少量生産(10～102） 4.少量生

産(10 未満） 5.単品個別生産 
 
問 4. 回答者所属事業の受注タイプ等について 

1.受注生産  2.見込み生産  3.セミオーダーメード   4.その他

（              ） 
※次の質問(4-2)は自由回答（回答が難しい場合はご記入頂かなくても結構です） 

問 4-2. 回答に際して想定された製品又は製品業種名【例：テレビ or 家電製品】  
    （            ）  

問 5. 回答者ご連絡先 
ご 芳 名 ：                               
電子メールアドレス：                   

 
B．「パラダイムシフト」に対する各社の受け止め方についてお伺いします。 
問 1. 世界のパラダイムシフトの動きに対する感じ方について。 

問 1-1. 昨年度の専門部会でパラダイムシフトの動きを調査・整理してきましたが、ご自身

の周囲や、関連する事業や業界などで、そのようなパラダイムシフトを感じることがありま

すか。ある場合はその具体例をご記入ください。 
1.ない   2.ある （ 具体例：    ） 

 
問 1-2. 今後パラダイムシフトの動きが起きる、もしくは加速するとお考えになりますか。

その場合は、どのような動きが起こりそうか、具体的なイメージをご記入ください。 
1.起きない(加速しない)    
2.起きる(加速する) （イメージ：         ） 

 
問 2. 世界のパラダイムシフトの動きに対する各社の受け止め方について。 

問 2-1. 衝撃の程度について、該当するものに○を一つお付けください。 
1.かなり大きい  2.やや大きい  3.それほどでもない  4.全くない  5.どちらと
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もいえない 
 
問 2-2. 不安・脅威の対象について、該当するものに○を一つお付けください。 

1. パラダイムシフトに付いていけそうもない 
2. 自社との関わりが解らないから不安が先立つ 
3. 自社も取り組んでいるが、個社奮闘であり、産官学のドイツなどと比べると不

安がある 
4. 自社の取り組みにそれなりの自信を持っており、それほど不安は感じない 
5. 自社の取り組みには自信があり、海外勢の動向に不安を感じることはない 
6. 自社とは関係なさそうだ、不安も脅威も感じない 
7. 海外の動向が今一つよくわからないので、不安があるともないとも言いにくい

 
問 2-3. 自社の対応状況について、該当するものに○を一つお付けください。 

1. 自社の対応はドイツの先を行っている 
2. 自社の対応はドイツにそれほど遅れているとは思わない 
3. 自社もすでに対応しつつあるが不十分だ 
4. 自社の対応は遅れている 
5. 自社の対応はこれからだ 
6. その他（             ） 

 
問 3. 米国 IT 系企業による製造領域への進出の動きについての受け止め方について 

問 3-1.  米国 IT 系企業の動きに関する受け止め方 一つに○を付け、その理由をご記入くだ

さい。 
1. 自社にとって脅威だ（理由             ） 
2. 驚異に感じる（理由                ） 
3. 興味がある（理由                 ） 
4. 関心がない（理由                 ） 

 
問 4. ドイツのインダストリー4.0 についての受け止め方について 

問 4-1. ドイツのインダストリー4.0 に関する受け止め方 一つに○をつけ、その理由をご記

入ください。 
1. 自社にとって脅威だ（理由        ） 
2. 驚異に感じる（理由           ） 
3. 興味がある（理由            ） 
4. 関心がない（理由            ） 
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問 5. 米独以外の取組についての受け止め方について 
問 5-1. 中国製造 2025 に関する受け止め方 一つに○をつけ、その理由をご記入ください。 

1. 自社にとって脅威だ（理由            ） 
2. 驚異に感じる（理由               ） 
3. 興味がある（理由                ） 
4. 関心がない（理由                ） 

 
問 5-2. インド ICT 系戦略(CPS ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)の受け止め方 一つに○をつけ、その理由をご記

入ください。 
1. 自社にとって脅威だ（理由        ） 
2. 驚異に感じる（理由           ） 
3. 興味がある（理由            ） 
4. 関心がない（理由            ） 

 
問 5-3. 上記以外の国の取組で特に関心のある国があれば、○を(その他は名称を)ご記入くだ

さい 
1.英国、2.フランス、3.韓国、4.EU、5.その他（        ） 

 
問 6.現在の標準化の動き注についての受け止め方 

注. 標準化のうち特に Industrie 4.0、IIC、Allseen Alliance、OIC（Open Interconnect Consortium）

等 

問 6-1.貴社にとっての標準化の重要度と関心度合い 一つに○を付け、その理由をご記入く

ださい。 
1. 標準化は重要事項で大いに関心がある  （理由 ：          ）

2. 標準化は重要事項ではあるが、それほど大きな関心はない （理由:    ）

3. 標準化は当社の事業とはそれほど関係があるとは思えない（理由:     ）

4. 標準化は当社の事業とは関係がない  （理由:             ）

 
問 6-2.貴社にとっての標準化の必要度合いと対応状況 一つに○をお付けください。 

1. 標準化は自社にとって必要であり、着々と手を打っている 
2. 標準化は自社にとって必要であるが苦手分野で焦りを感じる 
3. 標準化は自社にとって必要であるかどうかよくわからない 
4. 標準化は自社にとって必要であるとは思わない 

 
問 6-3.海外における標準化の動きに対する貴社の対応状況 一つに○をお付けください 

1. 米独両方の標準化の活動（に参画中で焦りはない 
 (参画先：（                        ） 
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2. 米 IIC に参画しているので情報収集も提案も行っており焦りはない 
3. 米 IIC に参画しているが情報収集に留まっており、先行き不安を覚える 
4. これから参画を考える必要がある 
5. 自ら参画する必要はないが、業界団体や官公庁等から情報は入手する 
6. これからも参画する必要はないし、情報入手も必要とは思わない 

 
問 6-4.その他の標準化（IEC,ISO など）へのご回答者の所属事業部での参画状況、○をお

付けください。 
1.IEC  2.ISO  3.その他の標準化団体（            ） 

 
C．「パラダイムシフト」に対する自社の位置づけについてお伺いします。 
問 1.自社のパラダイムシフトへの対応度合いについて 

問 1-1.「パラダイムシフト」的な取組(表紙参照)の開始状況 一つに○をお付けください 
1. 既に何らかの形で開始している 
2. これから開始する予定 
3. これから開始することを検討する 
4. 取組は未定 

 
問 2.自社の「見える化」の進捗状況について 

問 2-1.受注品の生産工程内進捗状況の見える化の程度に該当するもの 一つに○をお付けく

ださい 
1. 客先からの問い合わせに対し、リアルタイムの現況を即答できる 
2. 客先からの問い合わせに対し、リアルタイムの現況を即答できるよう対応中 
3. 客先からの問い合わせに対し、リアルタイムの現況を即答はできない 

 
問 2-2.生産機械や作業現場の稼働状況の見える化の程度に該当するもの 一つに○をお付け

ください 
1. ICT 化が進んでおり、すべての工場において見える化が可能 
2. ICT 化が進んでおり、ある工場では見える化が可能 
3. ICT 化を進めており、ある工場の一部工程では見える化が可能 
4. ICT 化を進めており、1 年以内には一部の工場で見える化が可能 
5. ICT 化を進める計画を立案中 
6. ICT 化を進める計画を検討中 
7. ICT 化を進める計画は今のところ白紙 
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8. 従来型のアンドン方式で十分 
9. 現場の監督者が個別に把握 
10.特別の対応はしていない 

 
 
問 2-3.日報等文書の入力作成状況とその伝達手段について、該当するもの一つに○をお付け

ください 
1. 筆記式入力(紙ベースで) 2. 筆記式入力(ファクスベースで) 
3. 電子入力(出力後紙ベースで) 4. 電子入力(出力後ファクスで) 
5. 電子入力(工場内 LAN に接続) 6. 電子入力(社内 LAN に接続) 
7. その他（                         ） 

 
問 2-4. 機械装置稼働情報の収集方法について、該当するもの一つに○をお付けください 

1. 機械装置毎 
2. 機械装置メーカー毎 
3. 機械装置全機種 
4. その他（                          ） 

 
問 2-5.工場間の情報伝達・共有の程度について、該当するもの一つに○をお付けください 

1. 工場間の情報伝達は紙ベースによる 
2. 工場間の情報伝達は電子媒体による 
3. その他（                          ） 

 
問 2-6.工場での部品納入業者等とのつながり方、該当するもの一つに○をお付けください 

1. カンバン方式 
2. 電子カンバン方式 
3. その他（                          ） 

 
問 2-7.物流・流通企業とのつながり方、該当するもの一つに○をお付けください 

1. 人と人を介してつながる 
2. 人に加え ICT(電子メール)なども併用してつながる 
3. その他（                          ） 

 
問 2-8.販売後の製品利用に関する情報収集手段について、該当するもの一つに○をお付けく

ださい 
1.基本は売り切り（トラブル時のみ対応） 
2.アファターサービス部隊が随時対応 
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3.ICT を駆使してトレースしている 
4.その他（                    ） 

 
問 3.自社の「見える化」後の情報活用状況について 

問 3-1. 工場間情報（ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽ/失敗事例）共有度注、該当するもの一つに○をお付けく

ださい 
1. ベストプラクティスの共有は

行っていない 
2. ライン毎に共有 
3. 工場毎に共有 
4. 工場間で共有 

5. 海外とも共有 
6. その他 
(                                      ) 
(                                      )  

注.カイゼン活動、QC サークルなどで提案されるような「他の範となるような事例」がどこまで社内で

共有され、全体のレベルアップに役立っているか、その現状をお聞きする質問です。 
 
問 3-2. 工場での部品納入業者等との生産設備・工程情報共有度、○をお付けください 

1. 先方の生産設備に関する情報について共有している 
(a 常時、b 定期的、c その他（         ） 
2. 先方の生産工程情報について共有している 
(a 常時、b 定期的、c その他（         ） 
3. 先方の生産設備も工程もともにその情報について共有している 
(a 常時、b 定期的、c その他（         ） 
4. 先方と情報は共有していない 

 
問 3-3. 物流・流通企業との販売後の製品情報共有度、該当するもの一つに○をお付けくだ

さい 
1. 販売後の製品情報について電子的に情報を共有している 
2. 電話、ファクス等従来型通信手段によって共有している 
3. 情報を共有する機会はない 

 
問 3-4. 他社との事業連携(協業等)の有無、該当するもの一つに○をお付けください 

1. 連携中（具体的に                   ） 
2. 連携を計画中（具体的に                  ） 
3. 連携はしていない 

 
問 3-5. 販売後の情報収集蓄積とその活用度、該当するものに○をお付けください 

1. データを蓄積し、随時、次期製品開発に反映 
2. データを蓄積し、随時、新生産工程の設計に反映 
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3. データを蓄積しているがあまり活用されていない 
4. データは収集しているものの紙ベースで活用が難しい 
4. データの収集はしていない 

 
 
D．自社モノづくり力の現況認識についてお伺いします。 

 
問 1. 自社ものづくり力を主観的評価について 

最近、日本の「現場力の揺らぎ」に対する問題提起が見られるように思われます。こ

の現場力(生産技能・ノウハウや擦りあわせ力等)を自社に置き換えたときの受け止め方

やお考えをお聞きします。 
問 1-1. 現場力に対する評価、1.～4.の一つを選び、該当する a. b. c. 欄に○をお付けくださ

い 
 a.自社のピーク

比 
b.国内ライバル

比 
c.海外ライバ

ル比 
1. 自信あり          
2. 揺らぎつつあると思う    
3. 問題ありと思う    
4. 問題は山積している    

 
問 1-2. 生産技術力に対する評価、1.～4.の一つを選び、該当する a. b. c. 欄に○をお付けく

ださい 
 a.自社のピーク

比 
b.国内ライバル

比 
c.海外ライバ

ル比 
1. 自信あり          
2. 揺らぎつつあると思う    
3. 問題ありと思う    
4. 問題は山積している    

 
問 2. 自社工場に対する主観的評価について 

問 2-1. 国内工場の下記側面毎の強み、弱みをご記入ください 
例、仮に品質面が強みの場合、強み欄に○を入れ(できれば具体的な強みを記述)、また、

判断不能の場合は△を挿入 
  弱みの場合も同様に、弱み欄に○を入れ(できれば具体的な弱みを記述)、また、判

断不能の場合は△を挿入 
 国内工場の強み 国内工場の弱み 
品 質 面   
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価 格 面   
納 期 面   
安 全 面   
環 境 面   
作 業 者   
技 能 者   
技 術 者   

 
問 2-2. 自社海外工場の下記側面毎の強み、弱みを 問 2-1 と同様にご記入ください 

 海外工場の強み 海外工場の弱み 
品 質 面   
価 格 面   
納 期 面   
安 全 面   
環 境 面   
作 業 者   
技 能 者   
技 術 者   

 
問 3. IT 系技術者の現況について 

問 3-1. 貴社には IT 系の事業がありますか、○をお付けください 
1.ある  2.無い 

 
問 3-2. 貴社の“非 IT 系事業”における IT 系技術者の充足状況、一つ○をお付けください 

1.現状、不足感はない 
2.現状は不足していないが、今後の需要増大を考えると将来は不足する 
3.現状、不足している 

 
問 3-3. 貴社の“非 IT 系事業”における IT 系技術者の採用・確保状況、一つ○をお付けく

ださい 
1.毎年新卒を採用している 
2.毎年ではないが新卒を採用することがある 
3.新卒ではなく、中途採用を行っている 
4.新卒も中途採用も行っている 
5.新卒も中途採用もしていない 
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問 3-4. 今後を考えたときの貴社の IT 系人材の確保方法、一つ○をお付けください 

1. 情報科学、計算科学に詳しい学生の採用を増やすべき 
2. 中途採用を行うべき 
3. 外注で対応するべき 
4. 社内の IT 系技術者を活用するべき 
5. その他

（                                    ）

E．貴社の今後の展開についてお伺いします。 
問 1. パラダイムシフト（IoT など）への取り組み状況について 

問 1-1. 社内体制について、該当するもの一つ○をお付けください 
1. 社内体制は既に以前からできている

2. 今年スタートしたところ 
3. これから検討する 
4. 今のところ予定はない 

 
問 1-2. 検討する方向性について、該当するもの全てに○をお付けください 

1. 工場内の見える化 
2. 国内工場間の見える化 
3. 海外工場との間の見える化 
4. 製品トレースの見える化 

5. 調達先との見える化(協業) 
6. 販売後の企業との見える化(協業) 
7. ユーザー企業との協業 
8. 今のところ予定はない 

 
問 1-3.「つなぐ」（IoT を導入する）場合の狙い(価値)として最も重視、一つに○をお付けく

ださい 
1. 生産データの収集・蓄積・解析を通したカイゼンなどによる生産性の劇的向上 
2. 市場データから新しい価値(新しいビジネスモデル、稼ぎ方)を作り出すこと 
3. データから未知の知見(予知保全、顧客ニーズ発掘等)を得ること 
4. データ、人、感性、競争を組み合わせた価値創造 
5. IoT 活用やオートメーションの徹底による労働安全・労働不足・労働環境の向上・対応 
6. その他（                                    ）

 
問 2. パラダイムシフト（IoT など）への取り組み可能性について 

問 2-1. 自社製品のリモートサービス注の可能性、該当するもの一つ○をお付けください 
1.取組中(製品種類：       ）、2.これから検討、3.予定なし、4.所管外で回

答不能 
注.ここで「リモートサービス」とは、IoT によってセンサー等の情報を基に自社製品の利用状況を

リアルタイムでトレースでき、ユーザーへのアフターサービスを現地訪問することなく行えるよ

うな事例を指すことにします。(例、KOMTRAX(コマツ)のようなイメージ) 
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問 2-2. ユーザーへの運用支援サービス注、該当するもの一つ○をお付けください 

1.取組中(具体的内容：       )、2.これから検討、3.予定なし、4.所管外で

回答不能 
注.ここで「運用支援サービス」とは、IoT によって自社製品の運用状況をリアルタイムでトレース

でき、かつユーザーの関連運用情報を合わせて解析することによって、ユーザーの事業支援を行

う事例を指すことにします。（例、GE による航空機会社の飛行機運用支援サービスなどのイメ

ージ） 

 
問 2-3. 売切りビジネスから転換する可能性、該当するもの一つ○をお付けください 

 例.販売からリースに切り替え、課金方法をユーザーの利用程度に合わせるなど 

1.実施済み、2.実施を検討、3.予定はない、4.所管外で回答不能 
 

問 2-4. 調達先との協業可能性 
 1. 取組中、2.実施を検討、3.予定はない、4.所管外で回答不能 

 
問 2-5. 工場内における取組の可能性 

 1. 取組中、2.実施を検討、3.予定はない、4.所管外で回答不能 
 
F．専門部会の活動を更に活性化するために、自由な意見をお聞かせください。 
問 1. 日本の製造業の強みと弱み 

自社の立場を離れて客観的にみた「日本の製造業の強みと弱み」について、お聞かせ

ください。 
（                                       ） 
 
問 2．先進事例 

いま最も「気になる」「関心がある」「もっと知りたい」と考えている先進事例につい

て、基礎資料に挙げられている事例のみならず、自社・他社も含め、広く内外の事例か

ら三社ほど挙げてください。 
(        )、(        )、(       ) 

 
問 3. 将来の日本のモノづくりの姿 

モノづくりの環境は激変しつつありますが、20～30 年後を展望した時に日本のモノづ

くりは「どうなっている」でしょうか、或いは「どうなっているべき」でしょうか。 
（                                    ） 

問 4. 製造業のデジタル化の全体像 
第 1 回配布の資料「概要版ｐ7」などについて、ご自身の感想やご意見などをお聞かせ
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ください。 
（                                    ） 

 
問 5. 要素技術のシミュレーションに対する見方 

溶接のような要素技術については、「匠の技」による対応がある一方で、シミュレーシ

ョン技術も導入されています。日本が強みを発揮していくためには、この「匠の技」に

よる技能進化とシミュレーション技術の進化のバランスが必要との見方があります。ご

意見をお聞かせください。 
（                                  ） 

 
問 6. これまでの製造業のデジタル化の実態に対する評価 

これまでのデジタル化といえば、CAD/CAM,CAE が挙げられますが、その大半は海外

製です。こうした現実について、ご意見をお聞かせください。 
（                                   ） 

問 7. 専門部会などでお聞きしたい講師・テーマ名 
希望講師・テーマ名をご記入ください。 

（                                   ） 
 
問 8. 以上の設問の枠外も含めた回答者個人の自由なご意見をお聞かせください 

今専門部会に参加してから考えたこと、考えていること、知りたいことなど何でも結

構です。 
（                                  ） 

 
以上で質問は終わりです。 

長い時間、ご協力ありがとうございました。 
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7. ドイツ科学工学アカデミー「CPS 指針」2から 

1）資料名 

ネットワーク化された世界に生きる  Living in a networked world 
統合研究指針    Integrated research agenda 
サイバーフィジカルシステム  Cyber-Physical Systems 
(CPS 指針)    (agendaCPS) 

 
2）資料著者 

エバ・ガイスバーガー/マンフレッド・ブロイ編 Eva Geisberger/Manfred Broy 
(Eds.) 

ドイツ科学工学アカデミー スタディ  acatech STUDY 
 

3）資料公刊日 

2015 年 3 月    March 2015 
 

4）資料目次 

前書 

序言 

要旨 

プロジェクト 

1. 序論 

2. サイバーフィジカルシステムのビジョン、特徴、新たな能力(将来性) 

3. CPS 主題となる分野 

4. 政治的、社会的課題 

5. 技術的工学的課題 

6. ビジネスモデルとエコシステム 

7. ポジションの決定、分析、及び結論 

付録 A:研究と技術の現状 

付録 B:サービスプラットフォームの質と運用可能性 

（自動車等の例示によって示されるようなサービス） 

付録 C:中小規模企業の調査結果 

用語集 

参考文献一覧 

                                                  
2 翻訳は、「インテリジェンスバリューコーポレーション」千代田区神田淡路町 1-1 担当 
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図表一覧 

著者について 

訳出部分 

上記目次部分のうちの 

 イントロダクションの部分：P21～32 

 スマートファクトリーの部分：P56～72 

 「2.サイバーフィジカルシステムのビジョン、特徴、新たな能力(将来性)」のうち、“2.5 スマ

ートファクトリー～ネットワークで結ばれ、付加的製造方式やリアルタイムが可能となる

生産方式”に該当する部分 

 CPS 主題となる分野の課題部分：P102～105 

「3. CPS 主題となる分野」のうち、“3.6 革新的、進化的システムと関連する工学的な課

題”に関する部分 

 付録のドイツ及びヨーロッパの部分：P203～208 

「付録 A: 研究と技術の現状」のうち、“A.1.1 ドイツ”及び“A.1.2 ヨーロッパ”の項

全体 

※参考 原文 URL 
http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Publikationen/P
rojektberichte/acaetch_STUDIE_agendaCPS_eng_WEB.pdf   
 

イントロダクション 

(p.21) 

序論 

ドイツの科学技術アカデミー（Acatech）は、サイバーフィジカルシステム（以下 CPS）について、研究

アジェンダを統合するプロジェクト（以下アジェンダ CPS）に取り組んできた。このプロジェクトには、連邦

教育研究省（BMBF）が資金を提供し、ミュンヘン工科大学系列の研究機関であるフォルティス（fortiss）の

広範な協力のもとに進められてきた。 

 

報告書の目的と構成 

アジェンダ CPS の目的は、CPS に関連する技術的なトレンドと本質的な技術革新について、包括的で体

系だった全体像を述べ、研究や実践にあたり優先すべき分野は何かを導き出すことである。多くの分野に適用

できることが、この課題の経済的、社会的な重要性を物語っている。アジェンダ CPS の目的は、CPS 分野に

おけるドイツの地位を発展させ、強化することである。 

 

CPS は、物理的な世界と情報技術（IT）をつなぐもので、以下のような、複雑な相互作用から発展してく

る。 

－組み込みシステム、応用システム及びインフラ。例えば、車載制御、スマート交差点、交通管理シ

ステム、コミュニケーション・ネットワーク、及び、それらのインターネットとの接続など。 
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－上述のもののネットワーク化と集積に基づく。 

－適用過程における、ヒトと技術との相互作用を取り込む。 

このように、CPS は、独立した存在ではなく、例えば、ネットワーク化されたモビリティ・サービス(注 1)

の中や、例えば医師と理学療法士と薬局といった、複数の異なるサービス提供者による患者の遠隔ケアの中に

見ることができる。むしろ、物理的、社会的、そしてバーチャルな世界を、広い範囲にわたってネットワーク

化し、IT や通信技術をスマートに活用したことにより、開放的な社会技術システムが生じるのである。 

基礎技術が驚異的な速度で発展し、広範な局面を取り込んできたために、CPS は複雑な研究課題になって

いる。適用範囲や本質的な利点も、絶えず発展を続け、速いペースで変化している。アジェンダ CPS の主な

目的は、技術の本来的な変革と応用を描き出すことである。CPS は、物理的な世界と、ソフトウェアに基づく

バーチャルな世界の機能をつなぐことにより、広範にわたる可能性を開いた。将来的には、個々の産業を変革

させるにとどまらず、長い目でみれば、ヒトと機械が「スマートに」協働した結果として社会全体に変革をも

たらすだろう。 

上述のような、大きな目標を達成するために、アジェンダは以下のような目的をもつ。 

－CPS 分野における知識と現象について包括的に概観する。 

－CPS を応用する主要な領域や本質的な利点を説明する。 

－CPS の主要な能力と特徴及び関連する技術的・社会的課題を説明する。 

－CPS の経済的な可能性を説明する。 

－鍵となる研究分野を明らかにし、革新的な独創性が必要な分野を示す。 

－科学、経済、政治、社会における、意思決定者に向けて勧告を作る。 

－関連する専門家と一般大衆の双方に、可能性と課題について、意識付けをする。 

－CPS に関する学術的な議論に貢献する 

(p.22) 

特に、アジェンダにおいて提示された問題点の分析は、わかりやすい勧告を作る基として活用したい。 

注 1.：斜字体で書かれている部分は全て専門用語集で説明（原文）されている。 

 
レポートの構成 

第 2 章では、アジェンダの目的に従って、将来のシナリオをいくつか選び、CPS の技術と適用のトレンド

をみていく。シナリオでは、CPS の性質、つまり、CPS の能力と、それに関連する技術革新の可能性や本質

的な利点を、詳しく述べるための基本的な事項を提示する。応用領域と応用のシナリオとしては、以下を選ん

だ。 

－大規模な調整と、快適で安全なサービスが特徴のスマート・モビリティコンセプト。 

－遠隔医療と包括的な患者のケア。アプリケーション・プラットフォームを医療で活用し、オンライ

ン上のコミュニティからのサポートを得ることを含む。 

－スマート・グリッド。例えば、電力の配分において、発電、蓄電、電力消費、そして配電機器を、

分散型で準自立的に制御する。 

－ネットワーク化された、スマートでフレキシブルな生産。 

これらのシナリオを、系統立てて分析することにより、CPS の主だった特徴や新しい能力を表現すること
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ができる。システムの開放性が増しているか、スマートか、準自律的にネットワーク化されているか、適応形

態、そしてヒトと機械との新しい相互関係であるか、という観点から評価し、順次、分析する。 

 

第 3 章では、これらの分類に基づいて、これまで答えが出ていなかった CPS の応用と将来設計に関する疑

問や課題に焦点をあてる。先に述べたようなシナリオの文脈に沿って、CPS の能力と本質に迫り、深く分析し

ていく。主な論点は以下の通り。 

－スマート・インフラ、アプリケーション構成、コミュニケーション・プラットホームの必要性。 

－システム制御、安全性とセキュリティ、プライバシー保護など、不確かな環境下でネットワーク化

を実施し行動することにおける課題。 

－ヒトとシステムの協調の設計と、直感的に制御できて、安全で安心なヒトとシステムの相互作用に

関する課題。 

－CPS の受容性に影響する要素と、これが CPS の発展において何を意味するか。 

 

CPS は、インターネットを経由してネットワーク化されているため、本質的にユビキタスな性質をもつ。

そのため、公共であってもプライベートであっても、領域（ドメイン）の変化が、はるか先まで及ぶ。そこで、

アジェンダの第 4 章では、ヒトと技術の相互作用を構想することに焦点を当て、技術の影響を調査する。この

局面は特に重要である。システムとサービスが、その利点を実現し受容されるのは、CPS が、利用者と顧客の

ニーズに向き合い、制御可能で信頼がおけるとわかってもらえたときだけだからである。どちらの評価基準も、

CPS の安全と独立した活用のために欠かせない。 

 

第 2 章から第 4 章で CPS を分析した結果は、重要な調査課題と開発目的をつきとめるための基礎を形成す

る。第 5 章では、関連する技術、エンジニアリングのコンセプト、調査の要件、設計に関する課題、CPS の能

力の適用について明らかにする。これにより、重要な必須技術の開発に求められる研究目標に達するための予

備的な評価を作ることができる。 

 

CPS とその応用のダイナミックで進化的な性質からみると、新しい学際的な開発方法と技術が必要となる。

それにより、異なる状況下においてもニーズを満たすように統合されたシステムが、確実に採用され、利用者

と顧客を結びつけるようになるだろう。そのためには、システム・エンジニアリングのコンセプトが拡大され、

オペレーション、メンテナンス、継続的な開発、戦略的マーケティングまでを含めていく必要がある。それも、

異なる企業間のパートナーシップの下で、である。これらの新しいコンセプトは、企業が、経済的にエコなシ

ステムを形成し、ネットワークとして協調することで実行される。このアプローチに基づき、第 6 章では、企

業体とそのビジネスモデルが直面する技術的、方法論的、経済的な課題を分析する。 

(p. 23) 

第 7 章では、CPS に関連する可能性と課題の観点から、アジェンダで発見したことと、包括的研究要件に

ついてまとめる。ここで明らかになった事項と、世界各国と比較したドイツの位置付けに関する評価に基づき、

問われている課題を克服する道を探すために、SWOT 分析を実施する。最後に、結論として、調査研究、集積

訓練、政治や経済的な側面に光をあて、どのような行動が必要かを示す。 
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CPS の進化的な発展は、技術の進歩、社会的経済的な潜在力の帰結、そして経済的社会的プロセスの活用

可能性の相互作用の結果である。そのため、CPS について理解を得るには、統合的アプローチを採用し、参加

者の発展を保証することが必須である。この技術の本質的な力を無制限に発揮するならば、開放的な技術革新

システムとエコシステムにおける学際的なアプローチと、すべての関係者の協力が不可欠となる。私たちは、

アジェンダ CPS が、この理解の推進に貢献することを望んでいる。 

 

サイバー・フィジカル・システム（CPS）のトレンドと特徴 

情報とコミュニケーション技術(ICT)は、初登場以来、急速で継続的に進歩しているという特徴をもつ。も

っとも際立った例は、集積電気回路の小型化の進歩と、処理能力や周波数帯ネットワークの迅速な増加が続い

たことだろう。近年、この急速な進歩により、必要な全ての性能や周波数帯が既に概ね活用可能で、私たちの

生活のあらゆる分野において情報技術が活用されている。手頃な値段のマイクロコンピューターと改善したモ

バイルネットワーク適用範囲の拡大により、伝統的なメインフレームや家庭用 PC から、ノート型、タブレッ

ト、スマホなどの携帯型端末機へと、ソフトウェアの相互接続性も届く範囲も飛躍的に拡大した。IT は、どこ

にでもあり、ユビキタスコンピューティングというビジョンは現実のものとなった。かつては、財産のように

閉じ込められていたシステムや機器、IT を基礎とする情報と管理システムだが、今や開放性を増し、他のシス

テムと繋がってきている。この趨勢により、物理的な実世界と IT によるバーチャルな世界とを、継ぎ目なく

繋ぐ開放的でネットワーク化された、柔軟で相互作用的なシステムが出現している。複数の相手と相互に接続

し、グローバルなネットワークからデータとサービスを連携させた結果、ソフトウェア主導のシステムと機器

が、徐々にグローバルなサービスとソリューションに統合・転換されて、私たちの生活の全ての領域に適用さ

れるようになった。 

 

1.2.1 CPS トレンドの転換の可能性 

CPS は発展途上の商品であり、2 つの主な革新的分野を統合的に活用したものである。つまり、組み込み

型のソフトウェアと、配布型で相互作用的なアプリケーション・システムを中心とした、グローバルなデータ・

ネットワークを含むインターネットのようなシステムである。これらは、グローバルレベルで活動し協力する

企業が利用しているセンサー、アクチュエータ、コミュニケーション・ネットワークが構成する力強いインフ

ラによって実現されている。以下の技術とトレンドは、主要な牽引役を果たしている。 

(p. 24) 

1. パワフルでスマートな組み込みシステムやモバイル・サービス、そしてユビキタスなコンピュータの活用： 

CPS の主要な基礎コンポーネントのひとつに、パワフルな組み込みシステムが含まれる。閉鎖されたシス

テムであるにも関わらず、今日既に、ネットワーク化され、協調的に運用されている。センサーや調整・制御

サービスは、ローカライズされているが、可動性を増しており、自動車や航空機産業にとどまらず、製造業全

般において、既に存在感を示している。ネットワークは順次開放されており、相互性や協働性が増し、可動的

なサービスやそのほかのオンラインサービス利用も増加していることにより、私たちの生活領域や、いろいろ

な異分野において、さまざまな新しい選択肢や潜在的な使用法が実現している。 
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2. インターネットをビジネス・ウエッブとして使う。例えば、経済面での協力のプラットフォームとなる相

互補完的な 2 つの方式。ネットワーク化されたスマート・センサーが付いた構成部品を活用する。例えば、RFID

技術、つまり IC タグは、商業や物流だけでなく、機器の遠隔メンテナンスのような分野にも適用されており、

特に広く普及している。 

状況や環境を監視する機能や、デジタル部品のメモリーは、モノの流れ、メンテナンスの手順、輸送の管

理など、ネットワーク化されたものの管理、調整、最適化にも使われている。顧客は、オンラインで、目的物

とサービス双方の現状や、両者間の相互作用を追跡し、さらに、双方向に影響力を及ぼすことができるように

なっている。 

伝統的な IT と管理業務は、徐々にクラウドへ押し出されている。例えば、グローバルに供給されている対

外的なサービスのプロバイダーを見てみよう。彼らは、もはやローカルなデータセンターに依存していない。

分散型の調整、運用、請求といった機能にも同じことが言える。ビジネス・ウエッブにより、CPS がインター

ネット上で提供できる能力とサービスが明確になり、ウエッブを基盤とする統合的なビジネスモデルの基礎を

形作している。 

 

3. セマンティック(意味論の)ウエッブや Web 2.0 プロセスを活用し、サービスを統合して相互作用性を設計す

る。 

ユーザーがコントロールする相互作用や、知識とコミュニケーションのネットワークの創造によって、好

機が到来している。オンラインのソーシャル・コミュニティが、膨大な量のデータと情報を生み出すため、潜

在的な顧客に対して、狙いを絞って活用することができる。さらに、新しいサービス、統合されたソリューシ

ョン、そして設備への要望と需要が、現在も生じている。特に、自己調整型のエキスパート・システムや、ア

プリケーション、利益団体、そして企業間(BtoB)への適用や企業のパートナーシップが求められている。CPS

が、バーチャルな世界、物理的な実世界、社会的な世界をつなげた恩恵として、これらのサービスの提供が可

能となった。 

開発者のコミュニティは、これらの革新に貢献できる。これらのコミュニティは、特定の開発プラットフ

ォームに的を絞る傾向があり、オープンソースのコードを用いたソフトウェアを開発するのにオープンソース

の戦略を用いるのが普通だ。また、自己調整型か、或いは、企業や共同体に精通している。自己調整型コミュ

ニティには、その他にも、ユーザーや顧客に発見された特定の問題に駆られていたり、特定の分野で専門家の

ソーシャル・ネットワークを構成していたりするなど、特定の応用分野に焦点をあてているものもある。 

 

これらのトレンド間の相互作用、特にユーザーと顧客間の、開放的な相互作用の革新的発達や、上の(1)と

(2)で説明したような、これを実現する応用には、巨大な技術革新と価値創造を進める潜在力が秘められている。

これは市場、産業モデル、ビジネスモデルにダイナミックで破壊的な変化をもたらすだろう。図 1,1（図は原

文参照）は、組み込みシステムの専門家コミュニティの視点で、この傾向を描いたものである。 

(p. 25) 

技術自体について言えば、2 つのことが起きている。ネットワーク化されたスマート RFID やセンサー技

術の発達が続き、今や一般的に「もののインターネット」と言われるようになりつつある。これは、商業や物
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流と綿密な関係にある。同時に、e コマース、オンラインサービス、メディア管理の分野で広範なサービスと

技術も、拡大を続ける。 

 

1.2.2 初期の CPS の特徴 

CPS という言葉は、例えば、デバイス、建物、自動車、医療機器などの組み込み型のシステムに用いられ

る。以下のような、物流、調整、管理プロセス、インターネットサービスなども同様である。 

(p. 26) 

－物理的なデータを直接把握するセンサーと、物理的なプロセスに作用するアクチュエータを使う。 

－データを理解して格納し、物理的な世界とデジタルな世界の間で、能動的または受身的に相互に作

用するための基盤として用いる。 

－有線か無線か、ローカルかグローバルかに関わらず、デジタルなネットワークを通して、互いにつ

ながっている。 

－グローバルに入手可能なデータとサービスを使う。 

－声や身ぶりを使ったコマンドなど、複数の感覚を用いたヒトと機械のインターフェースを幅広く備

え、コミュニケーションと制御の双方のための差異化された専用オプションを豊富に提供する。 

 

CPS は、動作を制御された既存の組み込みシステムの能力を大幅に超越した様々な新しい機能、サービス、

特徴を実現する。パワフルな CPS は、最近配布したアプリケーションの最新の状況と環境を記録できる。そ

して、利用者と相互に影響を与え合うことにより、自身の行動を、最新の状況に則して狙い通りに変化させる。

そのシステムでは、関連する利用者と利害関係者に次のようなサービスを提供することもできる。 

－地理的な所在地から大幅に独立 

－にもかかわらず、文脈を認識して 

－アプリケーションの最新状況の要件通りに 

－準独立型で 

－準自動化された方式で 

－多機能型の 

－配布されてネットワークでつながった方式 

 

事例には、統合された輸送ソリューションやオンラインのへルスケアサービスの調整といった、状況に基

づいた管理などが含まれる。CPS の特に重大な特徴は、物理的な世界(実世界の認識)に、直接統合されている

という点である。この研究の重要な貢献のひとつは、これらの特徴や CPS の新しい能力と共に、いろいろな

応用や革新の可能性を分析したことである。 

 

 ドイツ経済にとっての CPS の重要性と可能性 

情報とコミュニケーション技術(ICT)の進歩の結果として、またそれがネットワーク化していった結果、こ

れまでは別々だった産業が互いにつながり、ICT は製品とサービスを統合する役割を果たすようになった。今

や、内部のプロセスを改善するために ICT を使わない産業はほとんどない。製造業では、組み込み型の情報技
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術と統合型のサービスを増やし、商品に価値を付加している。ネットワーク化されたデータを入手して、顧客

と利用者のやりとりを相互的にサポートすることによって、革新と新しいビジネスモデルの巨大な可能性を提

供している。さらに、情報とスマートな情報処理が、ビジネスの競争力を持続するために重要な要素になって

きている。CPS を活用してデータと情報を有効化するのである。スマートでネットワーク化された技術の活用

により、現在と未来の顧客ニーズを合わせていくこともまた、特に重要である。これらの発展のペースは速く、

ドイツが現在世界をリードしている産業の将来予測に大きな関連をもつ。 

 

自動車産業では、他の産業以上に、CPS の潜在力と優位性が顕著である。より大きな安全性、快適性、効

率に導く技術革新の大多数は、CPS のおかげで実現した。自動車は、互いにつながるだけでなく、周囲のもの

や、外部の情報システム、運転者や他の参加者が所有するモバイル端末機ともつながりを増している。ドイツ

の自動車産業は、約 200 億ユーロを研究開発に投資しているが、これは、ドイツの全産業の研究開発費の 3 分

の 1 以上に相当する。 

(p. 27) 

同産業ではまた、約 71 万 5 千人を雇用している。そのため、ドイツの全産業にとって、自動車業界が CPS

を研究、開発、配備において、主導的な役割を果たすことが極めて重要である。電気自動車（注 2）を志向する

傾向との関連で、ドイツは、CPS の実績あるリーダー的サプライヤーになるよい機会を得ている。例えば、バ

ッテリー車のルート管理や、電気自動車とエネルギー・インフラ（注 3）への統合は、CPS 抜きでは不可能であ

る。自動車産業では、自動車をネットワークでつなぎ（注 4）、運転者に、様々な走行状況やコミュニケーション

における広範なサービスを提供する競争が、既に始まっており時間に猶予はない。 

注 2: [BDD+11]（原文）参照 

注 3: 人々が自動車を充電する時に、充電回数を最適化したり入手可能なエネルギーの供給やその回

数を調整したりする能力なしには、電気自動車が広く普及する前に、需要のピークが危機的な水準

に達してしまうだろう。言い換えると、電気自動車の電池の充電は、個々の使用者とサービス提供

業者のどちらにも管理可能である必要がある。詳細は[GMF09,Sch10b]を（原文）参照。 

注 4: 事例[car11] （原文）参照 

 

医療技術は、全世界で最も成長している産業のひとつである。この分野での研究開発投資は、回転率 8％

とも言われ、全産業平均の約 2 倍に達する。ドイツの医療技術産業は、2020 年までに、年間の回転率が現在

より約 8％増加すると予測している。 

 

脈拍や呼吸の遠隔監視だけでなく、体内に埋め込まれた機器と合わせた患者ケアや、ネットワークでつな

がれたセンサー、革新的な機器などによって、よりよい診断と治療ができるようになる。さらに、緊急サービ

スへの応答や病院内における個別の患者のケアの強化など、ヘルスケアを提供するプロセスを最適化する幅広

い機会を提供できる。この分野での技術革新の多くは、元々は孤立して使用されていた機器が、今は互いに交

信し、個々に特定された状況下では必要に応じてデータや情報がリンクするという事実によってのみ可能とな

っている。人口の変化に伴い、高齢者が自分たちの町で独立して生活できるようにサポートする需要が増加し

ている。AAL ソリューション（環境的に補助された生活、2.3 章を参照）には、CPS が必要である。 
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化石燃料の供給は次第に減少し、気候の保護という課題が徐々に重要性を増している。そのため、エネル

ギーの生産、配給、蓄積、消費の効率化、活用の最適化、そして個々の需要が及ぶ範囲は、重要な問題点であ

る。エネルギー産業にも、政策立案者にも、消費者にも、ビジネスの場が町でも都市でも田園地域でも、公共

の建物であっても、個人住宅であっても、同じように当てはまる。この文脈において、数多くの難題がある。

スマートグリッド(高圧線配電網)を活用した、再生可能な電気の供給とエネルギーの生産・配給の分散化に連

動することに加えて、また、消費者の行動の結果として発生する大量の異なる需要に合わせて変動する必要が

ある。CPS は、グリッド管理や調整及び消費とエネルギー生産計画の最適化において、重要な役割を果たすだ

ろう。 

 

CPS の可能性と挑戦は、機械設備製造（注 5）や自動化技術産業（注 6）において、特に明白である。品質、最

適化、効率性を高めることができたのは、センサーを基礎にしたスマートな機械や商品との双方向性ネットワ

ーク及び、複数の異なる企業間で共有されたグローバルな生産計画と、エネルギーマネジメントや倉庫システ

ムによるものである。具体的には、顧客の動きに生産を柔軟に対応させ、配給網の物流プロセスをグローバル

にコントロールすることが可能になると、結果として利益が増加する。 

注 5: 2010 年末には、91 万 3 千人もの人が、ドイツの機械設備製造業に雇用されている。ドイツの事

業は、この産業の複数の異なる分野において市場を主導している。[GMF09,Sch10b]参照 

注 6: 「Industrie 4.0: Mit dem Internet der Dinge auf Weg zur 4. Industriellen Revolution」
[KLW11]（第 4 次工業革命）参照 

(p. 28) 

CPS は、標準化された自己記述性と、標準的なメカニズムを用いた自律組織能力をもつ。これにより、複

数の異なる企業にまたがっていても、工場と生産システムと物流とを、それぞれの顧客の要望に対応させるこ

とができる。自己組織においては、製造工程にある製品、機器、素材の動きの仕組みを、目的志向に処理する

ため、著しく工程の柔軟性が高まる。これまでは、中央での計画に基づいてアプローチだったが、将来的には、

分散化した最適化アプローチが特徴となるだろう。 

 

モバイル・コミュニケーションは、CPS の重要な基本技術である。多くのアプリケーションは、モバイル

機器が、高い信頼性と処理能力をもつコミュニケーション・インフラであるネットワークと集積性に依存して

いるからである。ドイツの全人口に対する、モバイル機器でインターネットを利用している人の割合は、2014

年までに 21％から 40％超に増加すると言われている(注 7)。位置情報とナビゲーションの分野にも、大きな成長

が潜在している。2009 年～2014 年に、統合された GPS システムを受信する端末の生会市場は倍の規模にな

ると予想されている（注 8）。ガリレオ衛星（測位）システムのように、正確性を増し、市場へのアクセスが簡単

になった新しいプログラムがあれば、技術は更に普及し、ネットワーク化されたシステムにおいて新たな応用

を生むだろう。さらに、モバイル・コミュニケーションのデータと地理情報は、ネットワークでつながった自

動車や道路利用者から、最新の動きのプロファイルを引き出すことによって、ルートの最適化、混雑回避など、

様々なアプリケーションに利用できるだろう。 

ドイツでは、実際のインフラが運用される前から、CPS のアプリケーション開発に、独自の好条件を提供

している。ガリレオ衛星の試験環境である GATE（試験開発フィールド）は、その実例である。 
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注 7: [GS10]（原文）参照。端末を恒久的にネットワークでつなげるためには、LTE（長期的に進化）

移動通信標準を導入し展開することが必須である。 

注 8:「グローバル・ナビゲーション衛星測位ソリューション：GPS の市場と応用」[ABI09] （原文）

参照 

 

物流やモノの輸送分野では、モノを識別し、位置を明らかにし、現状をつきとめるために、製造環境とネ

ットワークでつないだ技術使用を使うのが標準的になっている。CPS を物流に利用することが、スマートなア

クティブ・オブジェクトと大規模で開放的なインフラをつなぐネットワークのおかげで、新しい応用を生む。

端末同士が位置を追跡し、即時に状況を検索する機能により、モノの輸送の調整や計画、管理について、新し

い可能性を提供する。同時にこの分野は、CPS が解決するべきネットワーク化と調整の課題の好事例となるだ

ろう(注 9)。 

注 9: 詳細については、共同研究センター「大規模物流セットワーク」[SFBa]参照 

 

スマートビルディングやスマート・ホームの分野では、CPS はビル、施設、住宅地、商業地区の維持やメ

ンテナンスや、人々の家庭や勤務生活の統合を実現していく。統合されたセキュリティ戦略や、エネルギー効

率を向上する方策、例えば、ソーラーPV（注 10）のような分散型の発電システムをスマートに管理することが、

これの統合実現をサポートする。さらに、産業用のビルや製造施設には、ビル間や機械制御システムの相互干

渉といった多くの追加応用(アプリケーション)がある。しかし、これには、伝統的に独立運用してきたシステ

ム間の協調を必要とする。スマートビルディング業界は、2011 年に販売が 5％伸びると予測する。成長を牽引

するのは、測定、制御・統制技術、そして関連するビル管理システムへの投資である。 

(p. 29) 

これらの投資は、他のエネルギー戦略と比べて、元本回収期間がずっと短い上に、製造業システムや自動

車の相互作用により、効率性向上を生み出す。 

注 10: ドイツでは、総エネルギー消費の 40％以上をビルが占めているため、この分野には巨大な潜

在的可能性がある。 

 

上述の例は皆、CPS による革新の巨大な可能性と、いかに CPS が産業と私たちの日常生活を変換してい

くかを描き出している。最新の ICT や CPS が動かすサービス、アプリケーション、ビジネスモデルについて

の最先端のプレゼンテーションが、モバイル世界大会 2012 で実演された。全ての例に共通する特徴は、価値

創造のプロセスが、複数の異なる産業界から、多様な方法で複数企業が協力しているネットワークに転換され

ることである。規模も業種や分野も異なる企業が、徐々に協力し合うようになり、また、サービスプロバイダ

ー、ソフトウェア製作者、遠距離通信(テレコミュニケーション)プロバイダーと、互いに協調していく。その

結果、CPS による価値創造の全分野にまたがって技術革新を起こすのに必要な能力を持ち込み合う。システム

の顧客とユーザーとの緊密な相互作用によって起こる製品の技術革新は、複数の異なる産業に広がり、既存の

市場の境界線を転換し、かつてはバラバラだった市場を迅速な収束中に導く。 
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 方法と過程 

図 1.2（原文参照）は、実施された研究の設計と過程の概観図ある。プロジェクトの中核は、既に確立され

た必要工学のアプローチによる使用例分析とシナリオに基づいた、将来シナリオのモデル構築と分析に焦点を

あてている。 

 

シナリオ分析及び CPS の能力とコア技術の構造化特定 

CPS に求められる能力と特徴、その革新的な設計における課題を特定するために、数多くの使用例シナリ

オを考案した。 

 

1.4.1.1 分析方法と議題の設計構成 

いろいろなシナリオの描写に基づき、登場する主体者、コンポーネント、システムとサービスの説明に基

づき、その全てが最適に行動したと仮定する。 

－異なるアプリケーションの使用者や利害関係者を特定。 

－彼らのゴールと、システムの運用と構築(相互作用、役割、タスク)を分析。 

 

利害関係者の利益と付加価値 

CPS や関連サービスの関係者(個々に、またネットワーク化されて)に求められる能力を特定。この能力分

析に沿って、CPS の新しい進歩的で革命的な特徴を、系統的に説明する。 

 

物理世界とバーチャルな世界の一体化 

システムの境界を大胆に転換するシステムのシステム。完全に独立した、または準独立した運営の文脈採用

型システムが能動的にリアルタイムに制御する。 

－変更を制御する機能を分散化した協調システム 

－広範囲にわたるヒトとシステムの協調 

これらの特性と能力は、革新的な CPS サービスとその応用を実現し、また制御するにあたって、バラエテ

ィーに富んだ機会と課題を伴う。 

(p. 30) 

そこには、いくつものまだ答えの出ていない関連問題、例えば、社会の受容性、矛盾する目標、安全性・

セキュリティ・信頼性・プライバシー保護を強化し保証する必要がある。さらに、設計とソリューションのギ

ャップ、関連技術、重要な調査課題を特定し、これらの問題を克服する解決策を見つけ、対策を練り上げる必

要がある。このために、使用例とシナリオ分析、CPS の中核技術とエンジニアリング能力の構造化説明を再検

証する。 

 

図 1.2（原文参照）: アジェンダ CPS プロジェクトで採用された方法論と過程 

CPS は、使用者の複数のゴールと利害関係者の要望（青色）を入れたシナリオ（薄青色）を用いて、CPS
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の特徴（青色）と必要な CPS の能力（青色）を特定する。これにより、CPS の経済的な・社会的な課題（青

色）を明らかにする。上述のものは全て、調査と教育を統合するために必要な措置（濃青色）を作り上げる基

礎となる。 

 

CPS に関するトレンド、システム変換、技術革新のダイナミックな性質をみると、伝統的なシステムの開

発者、産業、サービスプロバイダーが大きなビジネス課題に直面することがわかる。上述のようなシステムの

転換と、CPS の開放的ネットワークの複雑さに対応するために、参加企業は果たすべき役割や機能を開発する

必要がある。それには、新しいビジネスモデル並びに新しい形態の組織と協力が求められるだろう。CPS シナ

リオ及び内部のシステム構造の分析とモデル作りに基づいて、バリューネットワークとアプリケーション・プ

ラットフォームを構築しなくてはならない。 

 

第 7 章では、分析の結果として、CPS を調査、開発、産業、社会で活かすために提起された重要な課題を

要約する。特に、エンジニアリングのノウハウの訓練と開発に必要な行動を特定する。 

(p. 31) 

1.4.1.2 CPS の可能性の分類法 

典型的な使用状況のシナリオを分析することで、以下の 4 つの評価基準に基づいて、CPS の潜在能力を特

定し、類別する。 

利益 

ここでは、CPS が利用者グループに与える恩恵と付加価値を説明する。顧客やエンドユーザに加えて、企

業や団体、社会グループも、より世間一般の感覚では影響を受けるといえる。これらのグループに CPS が提

供する利益やサービス、機能について、また、CPS の使用により生ずる付加価値(価値、使用時品質、価値提

案)についても説明する。効率的なヘルスケアや、全体的に強化された交通安全と保護、より具体的に言えば、

住宅地でも都市部でも、運転者と乗客の快適性を向上し、支援を強化することである。 

システムの能力 

ここでは、上で述べたような CPS の応用による利益を提供し、応用（データ保護、データの安全確保、制

御不能）や、他のシステムまたは役者との相互作用への課題および懸念に対応するために、CPS が持つ或いは

提供する能力(機能、サービス、特徴)を説明する。上でみたように、正しく機能させるためには、システム全

体に、関連する適用状況と過程、目標を構成する能力が必要である。インターネットで適切なサービスを検索、

個人的なデータを保護、ルートの最適化や、交差点の信号を最新の計測と事前に定義した戦略通りに同調させ

て交通流に影響を与えること、車両間のコミュニケーションの安全確保、位置情報を含む周辺モデルの作成と

いった特定の応用など、一般的な能力である。 

CPS 技術 

ここでは、実際に CPS を適用するのに必要な、既存の、または未発達なコンポーネント、技術、プロセス

(ソフトウェア、電気、機械)を取り上げる。上で述べられたシステム能力がコントロールされ、既に言及され

た恩恵を受けるための方策である。CPS 技術の例には、パターン認識、スマート・センサー、リアルタイム制

御、インターネットコミュニケーションと暗号化技術の管理するための枠組みとしての IP プロトコルが含ま

－258－ －259－



 

 

れる。具体的には、異なるシステムレベルと構築の技術、つまり、システム全体、ヒトとシステムと環境の相

互作用とインターフェース、ネットワーク化、サブシステム、ソフトウェアとハードウェア、セキュリティ技

術とコミュニケーション技術に関するものである。 

エンジニアリング能力 

ここでは、必要なエンジニアリング能力とスキル(原則、プロセス、方法、技術、最善手法、そして学際的

な機械設備コンセプトの集積)について述べる。すでに概説したように能力と特長を用いれば、狙いを定めた

開発、デザイン、履行、運営、発展、そして、持続可能な利益をもたらすような CPS の配備が可能である。

例えば、モデリングの方法、要求仕様、デザインエンジニアリング、エンドトゥエンド（端から端までの）品

質保証(確認と検証)である。使いやすさ、信頼性、安全性、セキュリティ、プライバシー保護などの機能以外

の要件を満たすような設計原則とコンセプトの活用も同様である。 

 

1.4.2 結果の確認 

本作業は、専門家のワークショップ、インタビュー、最新の学術的そして実用的研究プログラム、プロジ

ェクト、取り組みの支援を受け、かつ共に進んできた。プロジェクトの結果と主だった結論は、産業界や研究

者コミュニティにいるパートナーと共に、継続的に連続して実施したワークショップにおいて分析し、体系的

に統合したものである。 

(p. 32) 

この研究で示された結果を礎として、引き続き、より深く CPS の中核的能力と技術、可能性、関連課題、

そして今後必要な（研究）作業が調査されていくことが必要である。CPS の社会的重要性について、豊富でオ

ープンな議論の基盤を築くことが目的なのである。 

 

サイバーフィジカルシステムのビジョン、特徴、新たな能力(将来性) 

CYBER-PHYSICAL SYSTEMS: VISIONS, 

CHARACTERISTICS AND NEW CAPABILITIES 

(p. 56) 

2.5 スマート工場 –ネットワーク化された、適応型でリアルタイム対応が可能な生産 

どの製造業にとっても、注文処理と商品の開発・生産の 2 つは重要な活動である。これらの処理過程を、

以下の 2 つのシナリオで描く。 

 

好みに合わせた台所を購入するとする。注文処理において、CPS がどのように展開され、その過程でどの

ような恩恵が提供される可能性があるかを述べる。 

－商品と生産構成に関する CPS の潜在的な可能性の例として、生産に関わる IT システムの自己構成

を説明する。 

一見したところ、好みに合わせた台所の購入というシナリオは、ありふれてみえる。 

(p. 57) 

特に、事業者から消費者（BtoC）の領域からとった話であり、典型的な事業者から事業者（BtoB）の領域
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の要件は部分的にしか見えていないせいである。つまり、機械や機器の複雑な部品を産業工場運営者から入手

するとか、生産システムの再構成に関係するだけだからである。しかしながら、この単純化された活用事例の

シナリオは、実際の製造環境における CPS 固有の能力を描く有益なよい例である。 

 

一般的に、以下のよく知られたパラメーターが製造を左右する。 

－顧客が要求する品質基準。それには、強力な製造過程を適切に配備する必要がある。 

－技術革新、情報処理量、機器の立ち上げに関する時間と速度。 

－競争力ある製造コスト。これにより、機器と IT への投資額を増加できる。 

 

これらの目標は、製造会社の IT 構築とシステム設計の制約になると解釈されることもある。これらが制約

となるために、製造環境においては、多くの近代的な技術を取り入れるのが遅れ、顧客のグッズ市場で確立し

て後、だいぶたってから採用されることになる。これは真実である。例えば、スマホのようなスマート端末を

使って、店舗を三次元で可視化することも、主要な生産データを伝達することも、（集中制御するのでなく）

分散化して実行できる。 

 

よく知られた品質、時間、コストの三要素に加えて、幅広い新しい要素もまた、将来の製造を成功させる

ために重要だろう。例えば、 

－複数の異なる新しい商品を製造する適合性。それには、統合と相互に情報交換が可能な IT 生産シ

ステムが必要である。 

－リアルタイム能力。権限をもった従業員が迅速に情報を入手可能にする必要がある。 

－ネットワークの一部として運営する能力。個々の大企業でなく、サイトや企業のネットワークを基

盤とする新しいアプローチにつなげる。 

 

上述の事業プロセスとのインターフェースにおける CPS の位置づけからもわかるように、大企業が確立し

た IT インフラと結びついて、商品と製造システムのライフサイクル全体にまたがるネットワークをつなげる

必要がある。もし、将来の製造での応用が、クラウドサービスの形式に当てはまるとしても、同じことが言え

る。 

 

2.5.1 注文処理－シナリオと副シナリオ 

シナリオ 

(1)ミューラー家は、新しい台所を買いたいと考えている。 

(2)アシスタントは、彼らが好む台所部材、調理台、コンロなどの電気器具、デザインといった要素を構成

し、夢のキッチンを作り上げ、価格、エネルギー効率、納期も満たすように、オンラインで手助けする。 

(3)家族の了承を得たら、アシスタントは、業者の生産管理システムを用いて、直接、関係するキッチン用

品や器具の生産者に属する製造拠点を探す。調査の結果、家族が希望する台所器具を製造する拠点は全

て、ドイツ国内にある製造会社Ａに属するが、調理台を作る拠点は全て、東欧にある製造会社Ｂに属す

ることがわかった。また、要望の期日内に、決められた予算内で、台所を納入できるとわかった。 
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(4)そこでミューラー家は、先に進めることとし、アシスタントを使って注文を入れた。ひとたび注文が入

ると、業者の生産管理システムは、個別の部品を作るサブ契約企業の手続き全体を監視し、管理する。 

(5)台所を注文してしばらく経った後に、既に個々の部品の生産オーダーが業者に届いてから、ミューラー

家は調理台のデザインを変更したくなる。 

(6)彼らはアシスタントを使って、変更が可能か、可能な場合、条件や納期はどうなるかを問い合わせる。

アシスタントは、生産管理システムをみて、新しい調理台には、異なる製造工程があり、未加工の素材

に高価な下処理を施す必要があることを発見する。 

(p. 58) 

最も要件を満たす製造拠点を探し、ミューラー家に価格と納期の変更を伝える。 

(7)ミューラー家は、注文変更を確認する。東欧にある製造会社Ｂには、直ちに変更命令が伝えられる。 

 

どのように機能するのか 

好みに合わせた台所は、一定の予算で、環境にやさしい素材を用いて、希望するエネルギー効率区分を満

たした電気機器でできている必要がある。寸法、3Ｄ構成物、部品、予算、二酸化炭素排出量やエコ税といっ

た持続的な配慮といった顧客の仕様書に基づいて、アシスタントは、生産管理システムを使って、理想的な製

造システム、キッチンの生産コストや、納品予定日を決める。そのためにアシスタントは、リアルタイムに、

前後の脈絡に適応したコミュニケーションをとり、仕事を割り振った異なる企業の製造拠点をネットワークで

つないで、交渉戦略を実行できなくてはならない。 

(p. 59) 

生産管理システムは、関係する製造拠点とネットワーク内でコミュニケーションをとる。さらに、製造拠

点自体が、自身の所在地、生産能力の活用、関係する物流コスト、異なる製造業者の生産設備との相互適合性

といった要素を活用する(これには、異なる製造拠点が相互に情報交換できる横のつながりのネットワークが

必要)。また、生の素材から始めて、全ての中間段階をカバーし台所を完成させるまでのバリューネットワー

クと、製造業者とサプライヤーの建設条件も活用する。ひとたび、計画過程が完了したら、異なる場所にある

異なる製造会社であっても最適の製造拠点が選ばれる。上述のシナリオでは、ドイツの製造業者Ａは、キッチ

ン器具製造を契約し、東欧の製造業者Ｂは調理台を供給するのに選ばれた。異なる製造業者の注文は、CPS

を通じて調整された。 

 

注文変更による製造過程の変更は、自動的に、ネットワーク内の製造施設に実施される。必要に応じて製

造拠点や供給業者を追加することもある。生産管理システムと直接コミュニケーションをとるアシスタントを

通じて、最終消費者は、結果的にコストがいくら増えるかを知らされ、このまま注文変更をすすめるか確認で

きる。 

 

もし部品のひとつが入手不可能なら、製造過程への変更が必要である。この場合、注文変更の際と同じよ

うに、CPS が、納期、入手可能性、コストなど関係するパラメーターを考慮の上、自身のシステムを再構成し、

足りない部品を補う。 
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特定されたサービスと能力、および卓越した価値 

上述のシナリオには、次のような能力とサービスが必要である。 

－製造拠点と製造業者のネットワークを通じたコミュニケーション。 

－納期、生産能力、素材の入手可能性といった重要事項を工場横断的に調整。 

－異なる製造拠点の、段階ごとの個々の注文日程。 

－製造ネットワークからのいかなる逸脱も伝達するなど、注文後の現状を継続的に監視。 

－実行する過程のうち、変更の影響が及ぶ部分を、ＣＰＳを通じて全て特定する。 

－注文へのいかなる変更点も、影響を受ける関係者に知らせる。 

－注文の変更の影響が及ぶ関係者からのフィードバックを受け取り処理する。 

－台所の注文が一旦は確認され、部品生産が始まっていても、注文への変更を実施する能力。 

－最終消費者への情報の提供。 

－異なる製造拠点からの応募を収集。 

－コストと納期など、目標値に対する全体的な応募内容の評価。 

－製造会社に生産拠点を再指名し、新しい生産拠点を製造ネットワークに統合する。 

－顧客の注文の目標値をグローバルに満たすために、CPS は、企業横断的に、自律的に交渉し、新た

な製造拠点を補充して生産する。 

製造注文が一旦は、異なる供給源の間に割り振られた(発送された)後でも、製造拠点を適合させ、再構成し、

進歩させる。 

(p. 60) 

－商品を確実に顧客の注文した仕様に作るために、潜在的な供給源の選択肢から選ぶこと。 

－別の供給源や結果の解釈を含む、プロセス全体の自律的な模擬試験。 

－元の一連の製造工程を修正し、代わりの供給源に注文する道筋をつけること。 

－自己説明や相互的な情報交換、自己構成の方法を用いて、製造ネットワークに供給源を統合。 

－オンラインでデジタル工場とリンクし、データを電送、継続的に計画のデータと細かく整合し、変

更に即時対応できること。 

－端から端まで垂直統合するために、オンラインで自動化工程にリンクする。これには、例えば、機

械電子工学的なライブラリに基づいた共通の機器モデルが必要である。 

－端から端までの水平統合を可能にするために、製造実行システム（MES）の段階において、他の

CPS と無矛盾にデータ交換。例：物流の応用。 

－自己最適化システムとして製造の履行を可能にするために、データ採掘処理を用いて、MES デー

タベースをグローバルに評価。例えば、MES が品質データと処理変数の関係を監視し、必要に応

じて後者を調整。（BKS11,原文 p. 65） 

－異なる有力な専有 MES や工場データベースを横断して関連したデータを探し、例えば、特定の問

題に関する情報を結合する。 

 

これは、CPS が以下の要件を満たし、以下のような技術的・方法論的サポートを必要とすることを意味す

る。 

－適応性があるバリューチェーン。 

－混成の製造拠点(異なるバージョンや製造者)。 

－262－ －263－



 

 

－企業資源計画(ERP)や MES レベルでの垂直ネットワークと端から端までのツールチェーン(プログ

ラムの集合体)。 

－異なる企業間でデータを結合。 

－異なる製造拠点間の相互作用を可能にするための、横のつながりのネットワーク作り。 

－異なる企業に属する製造拠点の相互操作性。 

－製造拠点の計測可能性。 

－ランタイム（実行中）でのダイナミックな再構成。 

－構成や一貫性を分析する方法。 

－複数の目標値を最適化するなど、交渉をサポートする方法。 

－物理的なコンテクストと状況認識の実施方法。 

 

2.5.2 商品と生産工程のシナリオ 

最近の傾向が示唆するように、工場及びそのシステムや構成物の企画や立ち上げに含まれる工程は、将来、

根本的に変化するだろう。製造システムは、三次元に幾何学的で運動学的な理論に構成された機械電子工学的

なコンポーネント（部品）を使って構築されるだろう。これらの知的なコンポーネントは、自らの性能と、ど

のシステムに組み込まれ得るかを知っている。必要があれば、自律的に構成のセッティングを変化し、最新の

製造動作に順応したり、現在連携しているシステムに適合したりすることができる。さらに、自らの知能によ

り、非合法的なコピーから確実に自己を守るために、コードを変える。 

 

将来は、知的な商品もまた、センサー付きの素材から作られるだろう。中間段階、或いは完成に準じた商

品は、先天的にセンサー的な特性をもつか、或いは、複数のスマートセンサーノード（節点、送受信局）のネ

ットワークを割り当てられている。それにより、様々なパラメーターを同期的に把握し、処理前のデータを局

地的に得て、崩壊や緊急事態を検出する。製造過程の間でさえも、これらのセンサー付き素材は、気温、加工

圧力、位置と加速度といった最新のパラメーターを記録できる。 

(p. 61) 

そして、製造機械と交信し、データを伝えることができる。同様に、実際の機械の加工上のパラメーターが

商品に伝達される。 

 

(1)製造業者Ａは、ミューラー家の新しい台所の器具を作る契約をしている。 

(2)製造業者Ａは、ひとつの製造拠点で、世代の異なる複数の商品を生産できるよう、製造プロセスを最適

化している。 

(3)ミューラー家は、生産ラインで最新型の台所器具を選んだ。適切な素材が、特定の技術を用いて処理さ

れる必要がある。その素材は、特定の資質を生産システムに伝え、関連のある機械は、自動的に必要に

応じて再構成する。例えば、正しいノコギリが選ばれ、正しい事前処理が素材に施される。 

(4)ある未加工の素材が、一時的に入手できないために、ミューラー家の台所のひとつの要素を、代替素材

で作らなくてはならない。ミューラー家の台所の品質やデザインには何の影響もないが、新しい素材は、

独特の技術を施して処理する必要がある。 
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(5)製造プロセスの初めに、代替素材が製造システムに自らの特性を伝達する。 

(6)その製造システムは、これまでにその未加工の素材を扱ったことがなかったため、関係するデータベー

スに問合せ、素材の特性に最適な構成を見つける。 

(7)その構成を、製造システムにアップロードし、遅延なく素材を処理することができるため、ミューラー

家が希望する納期が影響を受けることはない。 

 

特定されたサービスと能力、および、卓越した価値 

－機械に読める自己説明を、もし可能なら標準化されたフォーマットで、提供できる能力。 

－商品や生産構成の過程から必要なデータを入手するなど、自己構成のために満たされていない要件

を自律的に明確化。 

－自己説明や自己構成を読み、解釈すること。 

－自律的な変化の管理と、変化の影響を受けるものへの告知。 

－前述のように、例えば、部品と機械と素材の流れのシステムの間で交渉メカニズムを用いて、生産

を制御したり、後に工場の計画過程にフィードバックする知識を製造過程から抽出したりするため

の自己構成。 

－コンポーネントに含まれる情報により、製造や組立を計画したり監視したりして、リアルタイムに

生産を計画・制御することができる。これらの新しい能力は、顕著な品質改善を実現し、コストの

ムダを防ぐ。 

 

2.5.3 CPS の卓越した価値と可能性 

この項では、上述のシナリオと CPS の発展に基づいて、製造業の階層段階や、別の分野に対する、数多く

の告知や予言をする。 

 

継続的に個別的な製造をする工場運営者の可能性 

工場運営者と納入業者は、相互操作性を創造するためのメカニズムの開発を進めるために、特に一生懸命

に作業する。彼らの主たる目的は、機械とコンポーネントの、彼らの製造システムへの、より早い統合を可能

にすることである。工場運営者はまた、機械とコンポーネント製造者の商品が、相互に交換可能となって、特

定の製造機器納入業者と強く結び付かなくなり、究極的にはコスト削減につながることを望んでいる。未来の

製造システムとコンポーネントが CPS を含むという事実こそが、この趨勢を強固なものにする。 

 

工場運営者の更なる潜在的な可能性は、CPS と組み込みソフトウェアを一元的に管理することができると

いう事実から生じる。 

(p. 62) 

これにより、企業の IT 部門や企業ネットワークは、関連する運営を遂行するのに必要となる正確な機能性

を、使用者に提供できる。 

製造業の IT 環境では、競争的なプレッシャーにより、例えば、明確なサービス品質保証を採用するなど、

工場運営者が次々に、商業的 IT の領域から ITIL（注 15）原則を用いたものへの切り替えを進めている。彼らが
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この傾向に追随し続け、CPS の文脈の中で、この種の発展を一層求めることが予想される。将来の CPS 業者

は、これに備える必要がある。 

注 15: Information Technology Infrastructure Library（IT インフラストラクチャーライブラリ）。IT
サービス・マネジメントの好事例を集めたもの。 

 

システム統合者と IT システム業者の可能性 

上述の将来シナリオでは、独立系の IT サービスを提供する新しい市場を描いている。位置付けとしては、

ソフトウェア制作者と工場運営者の中間的存在であり、プログラムを組むよりは、メンテナンス、配列、パラ

メーター化に集中する。この傾向は、既に顕著になってきていおり、ロジャーバーガー戦略コンサルタントは、

新世代の欧州の IT 業者は、「産業及び自動化エンジニアリングと IT のインターフェースに、強い能力」を必

要としている、と締め括っている。 

 

機械と設備製造者の可能性 

機械や設備製造業界では、スマートネットワークで部品製造をつなぎ、機械システムと電子機器、そして

いくつかの動作を一体化するソフトウェアを学際的に組み合わせる機能的なエンジニアリングを志向する傾

向が明確である。将来的には、機械と設備の製造業者は、複数の機械工学的要素を組み合わせ、スマート製造

システムを創るだろう。これらの企業には、多くの新しいビジネス機会がある。例えば、業務分野のデータを

用いて自らのシステムを強化したり、顧客のシステムを予防的にメンテナンスしたりすることである。 

 

機械と設備製造産業には、激しい国際的な圧力がある。中国の製造者が、主に低コストセグメントだが、

既に市場を支配しているのである。品質と価格が中から高位のセグメントでは、CPS がドイツの製造者に、競

争優位をもつ、付加価値を加えたサービスを顧客に供給する最上の機会を提供している。例えば… 

－機械センサーと情報処理能力を用いたエネルギーデータの監視管理。 

－関係するライフサイクルモデルと併せて、センサーを通じてフィールドデータにアクセスすること

によって可能な予防的メンテナンス。 

－コスト管理を支援するライフサイクルコスティング(LCC)。 

－CPS とコンポーネントの組み合わせを通して特定の応用をするための、顧客志向で極めて正確なシ

ステム構成。過剰な作り込みも予防する。 

－オンラインで機械の最新の状況にアクセスする能力の支援を受けて、日に 24 時間、週に 7 日間（い

つでも）世界中のシステムを、サービス契約に基づいてサポート。 

 

自動化機器とコンポーネント製造者の可能性 

これからの 2、3 年で、自動化エンジニアリングと産業用 IT は、ドイツの製造業の未来の競争力を確実に

する重要な技術である。CPS を指向する趨勢の影響を最も受けるのは、どうみても、この産業の企業である。

この産業の最も重要な商品群は、センサー、アクチュエータ、工場向けシステムネットワーク（フィールドバ

スシステム）、PLC や NL 並びにロボットコントローラーのような制御装置、SCADA（注 16）システムのような

ヒトと機械のインターフェースをもつ商品、ドライブや制御のような基礎的な電気製品である。これらの自動
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化商品は、機械や設備製造者が、先述の追加サービスを供するのに用いられる。その結果、自動化商品業者は、

CPS を指向する趨勢がもたらす機会を最大限に生かし、CPS によって商品をモジュール化し、プラットフォ

ーム戦略を開発し、複数の異なる好みに応じた応用商品を収益的に製作して収めることができる。 

注 16: Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)。（コンピュータによるシステム監視とプ

ロセス制御） 

(p. 63) 

2.6 CPS に特徴的な能力と可能性 

上述のように、自動車などの移動性（モビリティ）、ヘルスケア、スマートエネルギー、そして製造といっ

た分野の CPS シナリオは、CPS が提供できる多様な機能と価値あるサービスを実証している。CPS の革新的

な能力は、ネットワークでつながれたソフトウェアに基づいたシステムや、インターネット等を通じて提供さ

れるサービスの、数多くの応用の可能性において顕著である。 

 

この章では、CPS システムの特性と能力を説明し、関連する技術要件と機械工学上の課題について予備的

な結論を示す。 

 

2.6.1 CPS の特徴と新しい能力 

ここでは、1.4 章で概説したシナリオ分析の手法を用いて、開放性と複雑さ、そして知性を高めて発展して

いくのに併せて、互いに活用し合って構築されてきた 5 つの特徴に関連づけて、CPS を説明する。 

(１) 物理的な世界と仮想世界の一体化 

(２) システム・オブ・システムズ（統合型システム）と、ダイナミックに適応するシステムの境界。 

(３) 能動的で、リアルタイムに制御可能な、自律型の文脈適合システム 

(４) 分散型で可変制御の協調型システム 

(５) 集中的なヒトとシステムの協調 

 

CPS の開発のそれぞれの段階において、その能力や特性は、安全で信頼できる運営かという点と、ユーザー

にやさしい設計や、システム・エンジニアリングという課題が、重要性を増している(3～5 章を参照) 

 

（１）物理的な世界と仮想世界の一体化 

情報通信技術においては、小型化が急速に進み、演算力が大きく増し、制御技術が格段の進歩を遂げたこ

とは、CPS の主要な能力を実証している。ローカルにもグローバルにも物理的な気付きと関係するシステムや

部品をリアルタイムに制御する機会を活かして、物理的な世界と仮想世界とを一体化する能力である。ひとつ

の課題は、あえて機械工学的に言うならば、如何にして継続的な制御管理技術システムを、分散型の情報技術

システムに一体化するかである。CPS は、環境から得た、高度に並行で分散配置された専用のセンサーデータ

を集積処理し、データを組み合わせて解釈して、関連するアクチュエータの動作をリアルタイムに制御・調整

する。 
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以下の例はシナリオから取った。 

－スマートな移動性のシナリオでは、自律的に運転される自動車のスピード、他の物体からの距離、

車線の端の位置、ルートの最新状況(交通、天気、道路状態、事故)などの情報が収集される。この

情報は、自動車(そして運転者と同乗者)の場所、目的地、自動車の仕様のデータと結合して、自動

車の動作を制御できるようにする。 

－スマート・グリッドのシナリオにおいては、最新の発電と最新のエネルギー消費が記録される。市

場や環境データに基づいた予想や推定と共に、この情報は、状況のグローバルな概観を作るのに用

いられる。これにより、エネルギー生産と配分そして貯蔵をリアルタイムに制御できる。 

（p. 64） 

－スマート工場のシナリオでは、生産管理システムと製造者に属する個々の生産拠点が、CPS を構成

する。CPS は、生産開始直前まで、各顧客の要望に応えることを目指し、同時に、関連する機器の

生産能力を最大限活用しようとする。これは、仮想世界から新しい構成をアップロードすることで

達成される。例えば、実際には生産中であっても、特定の納入業者のコンポーネントであれば、新

しい素材をまだ処理できる。これは物流段階（注 17）でも要件変更に対応できる工場の例である。 

 

CPS は、ネットワークでつながった多くのセンサーやプロセッサー或いは機械が結合して、データの収集・

分析を並行して作業し、それらを用いた意思決定や実世界の物理的工程の制御を実施するのが特徴的である。 

注 17: 工場の適応性は、[WRN09,p.121ff（原文）]に定義されている。 

 

能力 

上述の例の重要な特徴は、瞬間的にデータをとらえ、ネットワークでつなぎ、相互に作用し、物理的でデ

ジタルな世界を制御または影響することでもある。システムは以下の能力をもつ。 

－物理的なデータを、センサーを通して環境から捉え、ローカルにもグローバルにも、リアルタイム

に、このデータを一体化して処理する。 

－事前に設定した目標に関して、どのような状況かを解釈するために、集めた情報を用いる。 

－機能能不全や問題並びに脅威を検出したり、解釈したり、推論したり、予測したりする。 

－コンポーネントや機能と統合し、調整し、制御し、相互干渉する。 

－グローバルに配置され、ネットワークでつながれた制御と調整をリアルタイムに実行する。 

 

CPS の次の段階は、システム・オブ・システムズ (SoS)、つまり、システムの組み合わせを制御して運営

し、劇的にシステムの境界を拡大するものである。 

 

(2) システムの境界が劇的に拡大する SoS 

サービスや他の CPS コンポーネントが発展し、ダイナミックに統合され、デバイスとシステムの多機能化

を実現している。CPS に制御された領域の外でも同様である。つまり、CPS は、環境の中の他のシステムや

サブシステム及びサービスと協調する。以下にその事例を示す。 

 

－スマートモビリティのシナリオでは、自律的な自動車が、その地域の固定システムや他のクルマと

ダイナミックに結び付き、一体として CPS を形成する。 
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－緊急医療のシナリオでは、CPS が、最も近い医者か病院に患者の緊急の到着と医療的な状態を事前

に知らせ、患者を運ぶためにクルマを導く、地域に根差したサービスを使う。患者の家族にも、モ

バイル機器を通じて知らせる。 

－モバイル診断機器やオンラインサービスは、新しい家事のアプリやビルのスマートアプリを探して

いる。それらを構成して、ビルの管理や運営に統合する。その他にも、必要な追加措置を調整する。 

－製造システムは、コンポーネントの最新のファームウェアの更新を、製造 CPS に直接統合し、必

要な時には、制御変数などの変更を、より高いレベルの IT システムに知らせる。 

 

これらの例では、異なる応用状況とタスクが求められる。ローカルな環境やインターネット上で、既知ま

たは未知のサービスとシステムが、目標となる協調を遂行することが求められる。異なる CPS が、限られた

時間に結合して、特定の応用状況や問題となるタスクに適応するために、システム・オブ・システムズを創る。 

(p. 65) 
彼らは、一時的な、システムの組み合わせを構築し、共通の目的を達成するために邁進する。そこでは、

異なるシステムの相互干渉が、機能を強化する。CPS は、能動的に、他のシステムやサブシステムとサービス

やパートナーシップを築く能力をもつ。始まりの段階では、互いに未知だったもの同士でも、新しいまたは複

合型のコンポーネントやサービスを、制御された状態で提供する。 

 
能力 

SoS を構成する CPS は、次のような能力をもつ。 

－環境や状況データを、異なるレベルで異なる応用状況に応じて、複雑な環境や状況及び応用のモデ

ルを用いて、解釈する。 

－状況に応じて、ローカルにもグローバルにも目標に合わせ、関係する他のサービスやコンポーネン

トの動作にも対応したサービスを、狙い通りに選択し、統合、協調、配置する。 

－構成と統合、自己組織とサービス制御の分散化。応用状況や環境の条件並びに最新のタスクによっ

て、CPS は、どのサービス、データ、機能が、タスクを完了するために必要かを認識する。もし必

要なら、CPS は能動的に、オンラインで入手可能かもしれないし、場合によっては、未知なものか

もしれないが、他のサブシステムの中を探し、ダイナミックにシステムに取り入れていく。 

－入手可能なコンポーネントやサービスの利便性と品質の評価。個々のサービス或いはダイナミック

に創造されたグローバルなサービスの利便性と品質の評価と保証のためには、CPS は新しいサー

ビスや機能の質を確立・評価し、それをシステムに取り込んだことがサービス全体の質に与える影

響を計算できなくてはならない。機能的な品質に加えて、利便性と使い勝手、潜在的な危険を見極

め、信頼性、安全性、セキュリティ、信頼に価するかに関して必要な条件に合うと保証する(サー

ビスの質)。 

－信頼性。もし、新しい個々のサービスの質が受容可能ではないときは、CPS は、それを拒否し、最

新の状況において、使用者に最適な行動を選び、アプリを調整し、制御できなくてはならない。シ

ステムの信頼性、安全性、セキュリティ(コンプライアンス)についても、保証を用意する必要があ

る。 

－システムの生のデータやサービスの防衛と制御にアクセスする。 

 
(3) 前後の文脈に対応して、完全に自律的に、または準自律的に変化するシステム 

CPS のひとつの重要な特徴は、環境やアプリの要件に適応する能力 (文脈適応性) である。それにより、

完全にまたはそれに準じて自律的な運営ができる。最新のタスクの要件に合わせて、アプリに関係する環境や
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環境的な条件を見抜く。必要なら、適切なサービスを採用し、それらを解釈、計算、制御、システムの動作を、

関連する全主体者のために便利で価値あるものとなるように、システムの行動を調整する。 

 

この特徴は、とくに重要である。単にコミュニケーションと調整を含むだけではなく、例えばインターネ

ットのようなネットワークを通じた情報と管理プロセスのように、アクチュエータや物理的なプロセスといっ

た、制御領域全体を組み込むことである。これは、シナリオに描かれている。 

－スマートモビリティのシナリオでは、フラウ・ミュラーが借りたカーシェアリングのクルマがスク

ールバスに近づいたら、システムの最新の各種詳細情報、具体的には、アプリの状況と環境的な条

件(位置、道路使用者、役割と通常の動作、または取るべき動作)を取得する。 

(p. 66) 

クルマは、最新の状況や出来事についての、必要な情報を、環境のネットワークでつながったコンポーネ

ントから入手する。例えば、子供の服の RFID タグから動きのデータを、スマートカメラシステムや固定され

た地域インフラから追加情報を受け取る。CPS は、この情報を集めて、状況を分析・判断して、それに対応し

た行動をさせる。この場合は、自動ブレーキの操作を行う。 

－車両走行中、医療的補助(CPS である)は、運転者の血圧が危険な高さになると検知し、運転者に知

らせ、クルマに自動で路肩に寄るよう導き、地域インフラから、最も近いモバイル・サービスがあ

る医療センターの情報を入手する。 

－スマートヘルスのシナリオでは、いくつかのモバイル端末を互いに接続し、サービス提供者の IT
システムにヘルスケアプラットホームを通してつなぐ。この場面でもまた、ダイナミックにこれが

起き、最新のタスクの要件に対応する。 

－スマートファクトリーのシナリオでは、業者のコンポーネントを RFID タグ経由で特定し、最終商

品から所定の距離内に近づいたときに、自動的に統合されたメッセージを発する。 

 

これらのアプリは皆、流動的で本質的に予測できない或いは以前に経験がなかった応用状況や出来事に、

システムの動作を適応できるという特徴をもつ。さらに、システムとサブシステムは、自立性を増しながら、

様々な過程において調整しつつ、連続したアプリの動作を決めていくことができる。CPS は、集中的な認識、

選択、解釈、意思決定、そして実行力をもたなくてはならない。 
 
能力 

異なるコンテクストに対応するために、CPS は、以下の能力をもつ必要がある。 

－集中的に端末間の情報を認知する。例えば、最新のアプリの状況を随時、包括的なモデルで描写す

る能力。 

－システムとサービス及び主体者とコミュニケーションをとり、環境的な状況或いは適応のデータを

大抵は即時に取得し、継続的に状況を把握、監視、選択、処理、評価、決定する能力。 

－狙い通りに関係する情報を取得し、サービスを協調・制御する能力。 

－他のシステムやサービスとの相互作用を調整、更新、協調、制御する能力。 

－モノとシステム及び現在のユーザーの予想される行動を決定、分析、解釈する能力。 

－役割、目標と要件、手に入るサービス、実行すべきタスクを含む全ての主体者の応用・領域モデル

を形成する能力。 
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－一連の実行段階にある関係する方策の企画と規定と共に、選択肢のコストとリスクを考察し、推量

する能力を含めて、ゴールを設定する能力。 

－現状と可能なオプションを含めて自身の状況を認識し、自己構成と調整をする能力。 

－学ぶ能力、例えば、異なる運営と物流の過程、または AAL シナリオにある患者の日課や好み、患

者自身の行動に応じて適用する能力。 

 

異なるシナリオの間には、開放性の程度に、例えば、ダイナミックに統合されたシステムとサービスの種

類と数にかけられた規制の面に、疑いなく大きな違いがある。しかしながら、まさしく CPS のこの特徴的な

資質により、彼らは、潜在的な能力をも十分に発揮することができる。最新の状況とタスクによって、異なる

システムとサービスを組み合わせ、統合し、利便性を最大化することができる。 

(p. 67) 

文脈を変更し、ダイナミックにシステムの組み合わせを変換することを含むアプリケーションは、当初は

予測されなかった新しいパートナーシップとサービスの数を増やして発展させることにつながる。CPS の採用

は、システム、応用、潜在的な活用の、継続的な革新に関係している。CPS の文脈において用いられるヒトの

行動を描く条件はどのようなものか、明白に説明することが重要である。IT の領域と人工知能(AI)、生物学神

経科学、認知心理学、そして技術の社会学についての領域においては、数年におよぶ建設的な論争がある（注 18）。 

注 18：情報システムのモデリングと開発時には、ロボットやインターネットソフトウェアのような自

律的な機械は、ヒトのようには振る舞えないと言われている事実にもかかわらず、知識、認識、学

習、行動といった条件が、一般的にヒトと機械双方の行動を表すのに用いられる。CPS シナリオと

分析の文脈においては、しかしながら、主な焦点は、応用、つまり、マルチエージェントシステム

や、存在論、パターン認識、機械学習、ロボット計画へのアプローチのような更なる技術の開発と

制限 (第 5 章で議論する CPS 実践のための技術を参照) にあてられている。同じことが、ヒトと機

械の相互作用の項目 (この項のポイント 5（原文）を参照) に適用される。例えば、心理学の情報

処理パラダイムや、生物学やニューロ科学などの最新の発見をコンセプトにしたに新しいセンサー

技術でみたように、情報技術、認知心理学、生物科学は特に、互いの説明とデザインモデルの長い

伝統を分かち合ってきた。 

 

(4) 変化する配給型制御がついた協調システム 

CPS シナリオと上述の描写は、以下の一般的なコンポーネントと CPS の特徴に光を当てている。 

－スマートな組み込みシステム。 

－グローバルにネットワーク化された、協調システム(度々異なるタイプのサービスに及ぶ)。 

－社会的にも経済的にも異なるプロセスで、運営し協調するシステム(空間的にも社会的にも分配され

ている背景)。 

 

特に、この最後の局面は、CPS が通常は集中制御されていないことを明らかにしている。正確で目標とさ

れる動作は、完全に自律的な或いは準自律的な主体者間の複合的な相互作用や協調過程の成果である。これら

は、ソフトウェアが制御する機械とシステム及びサービスでも可能だが、ヒトや社会的グループでも可能であ

ろう。 

 

スマートモビリティの分野のシナリオの例では、既に、タスクの制御と意思決定を大きく取り上げている。
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アプリケーションの現状は、最新の環境下で入手可能な情報システム、ネットワーク、コミュニケーションの

選択肢に基づいて、次に何が起きるかを決める。これは、信頼性をもって実施され、相互制御で運営し協調す

る必要がある。以下の例で実証する。 

 

－スマートモビリティのシナリオでは、フラウ・ミュラーの自律的な自動車(それ自体が CPS)が、緊急停

止を決めるには、様々なサブシステムに調整された複数の事前動作が必要である。 

まず、状況を記録し、評価する必要がある。おそらく、状況分析においては、他の子供たちと、フラウ・

ミュラーの後ろのクルマやその乗員に加えて、他の全ての異なる主体者による潜在的な危険を認識し、固定イ

ンフラのカメラシステム、子供の服の中のスマートタグとスクールバスに搭載されたセンサーの情報も評価し

なくてはならない。更に、挿入された望ましい目標を。共に協調して実現し、後に続く協調策(ブレーキをか

け、急ハンドルを切って道から外れ、子供に警告し、後続車を監視する)必要がある。フラウ・ミュラーの自

律的な自動車は、即時にシステムと環境(スクールバスのセンサー、子供の服のスマートタグ)や固定されたロ

ーカルなインフラと協調し、危険を関知し、非常停止を実施し、後続の車両へ警告するなど、いくつもの追加

の調整策を実行する。 

－高速道路や都市の環状道路で、自律または準自律した多様なクルマを運転するには、協調が必須の

役割を果たす。 

(p. 68) 

公共の道路における交通シナリオではいつものことであるが、特に、予測できない状況や出来事が起きた

り、異なる主体者が目的地を変えたり、目的を争ったりしたときには、多くの分散された協力と協調のタスク

が実行される必要がある。 

 

CPS が必要とする、分散型の制御、協調と協力の能力には、以下のようなものもある。 

－緊急や天災の状況で制御を分かち合う。例えば、事故のときや、避難や緊急医療物資の配付や物流

を含む津波警報システム、火山の爆発の際にも、灰の集中具合や、気象データによる航空機の運行

を調整する必要がある。 

－製造業においては、生産システムの本質的な再構成は、いろいろな新商品や分散型の製造及びオン

ラインの顧客情報や請求書作成への適応をふくむ小売り物流(スマートタグを用いる)を作る。 

 

この文脈においては、ヒトと機械の相互作用と、分散したハードウェアとソフトウェアシステムの間の共

有された制御と分散された制御とを、根本的に区別することが重要である。(集中的なヒトとシステムの協力

については次の項を参照) 

 

能力 

上述の例では、システムが相互にもヒトとも協力するために、次のような一般的能力を有する必要がある。 

－分散型の協調的で相互に認知し状況を評価する能力。  

－状況、個々の主体者の局地的な目標、主体者が属するコミュニティの全体的な目標への評価に基づ

いて、必要な方策を、分散して、協調的に、相互作用的に決定する能力。最終決定は、全ての関係

団体において共同で交渉され、分析される。従って、制御と意思決定に関して、個人と集合的な自

－272－ －273－



 

 

治体の双方が存在する。 

－彼ら自身及び外部サービスの質や能力の評価。 

－協調した学習と異なる状況や要件への適応性。 

 
 (5) 集中的なヒトとシステムの協調 

CPS は、即座に使用者の感情や身体の状態を検知し解釈することができる(例えば、注目レベルや興奮など)。

診断さながらに、心拍数や脈拍を測定したり、表情を登録して読み取ったりする。これは、特定の医療的なス

マート・センサーが、ヒトの動きや他のパラメーターを検知し、解釈する技術によって可能になっている。CPS

は、この方法で入手した情報を、環境に介入するために使うことができる。例えば、システムのレスポンスや、

輸送ルート、生活空間を変えたり、生きるために必要な機能を制御したり、患者をリラックスさせるために生

体自己制御法を採ったりする。 

さらに、直接的にも間接的にも、人々や人々の集団のものまで、状態や行動、感情を記録し、行動に影響

を与える。長期的には、CPS は、それゆえ幅広く、極めて近くに置いて、ヒトとシステムを協調に導く。私た

ちが今日思い付く全てをはるかに凌駕する領域もあるだろう。これは、ヒトと機械の相互作用の適切な型と、

この技術への利用者の受容性という問題を提起する。これらの問題については、3 章と 4 章で述べる。 

 

5.1 システムの行動を形成する要素としてのヒト 

CPS は、人々や人々の集団が、受動的にも能動的にも関わるシステムである。例えば 

－隊列走行の調整を可能にする交通管理システム 

(p. 69) 

－年配の人々が独立して生活するのを支援し、必要なスマートビルの技術と統合された援助システム

を備えた環境補助生活システム 

－移動や配達サービスなどを含むオンラインのソーシャルコミュニケーション 

 

これらのシステムは、高度に統合されたアプリケーションの相互制御を用いて、生活の場の複数の異なる

領域における使用上及び業務上のプロセスで、人類をサポートし、共に或いは代行してタスクを実行する。シ

ステムの集中的なネットワーク化と開放性、機能とサービスのインターネットへの再配置により、CPS と CPS

によって可能となったサービスは、通常、誰にでもアクセスでき活用できる。CPS 利用方法が多くの多様なの

は、様々な人々の企業そして社会的グループのニーズ、目的、要件に合わせて適用される。CPS の多様な活用

法が、進歩的な、時には革命的でさえある能力により、ヒトとシステムの協調を大規模に形成し発展すること

を意味する。 

 

5.2 ヒトと機械の境界の衰え 

CPS が備えるサービスは、居場所に関係なく人々の手に入る。これが意味するのは、使用者は、これらの

サービスとの相互作用や個人の代行プログラム（ソフトウェアエージェント）に、個人のモバイル機器などの

特定の機器に依存しないということだ。そのかわりに、クルマにいるときは、センターコンソールやヘッドア
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ップディスプレイ（注 19）を通じてサービスに接続できる。他方で、家にいるときは、TV やタブレット、他の

モバイル機器を使い、または、部屋や着衣の襟についているマイクで声を拾う音声コマンドを使う。 

注 19：自動車や航空機のディスプレイ・システムは、使用者の視界に重要な情報を映し出すため、頭

を上げたまま見ることができる。 

 

最後には人々は、専用の CPS 機器を使っているという印象を持つことなく、自ずと機器を元々普及してい

たユビキタスなものとみなすようになる。使用者は、環境と統合された多様な個々の機器と相互干渉するが、

伝わってくるのは、ひとつのシステムとコミュニケーションしているような印象だ。多くのセンサーやヒトと

機械のインターフェースが取り付けられたスマートな部屋において、特にそう感じるだろう。 

 

使用者に関していえば、CPS はユビキタスである（注 20）。使用者は、いつも、別の運行ルートの選択肢や輸

送手段、最新の交通状況、次の医者の予約などについての情報を備えたサービスに囲まれている。同時に、こ

れらのサービスは、使用者が意識的に認知していようといまいと、使用者を代表して環境に介在する。例えば、

高速道路のプレミアム車線を予約したり、埋設物を通じてインスリンを投与したりする。この相互干渉の経験

は、ヒトと技術の境界を溶かしていく。使用者は、いかなる数であってもグローバルに配分されたサービスか

ら情報を得るし、CPS によりグローバルに行動することが可能になる。 

 

これは、私たちの社会に変化をもたらす。例えば、プライベートな輸送の領域である。遠隔情報や遠隔動

作は、いくつかの旅行を不要にするだろう。郊外の地区では、輸送サービスについての身近な情報の調整によ

り、多くの使用者がもはや自分の車を所有する必要がないと決めるだろう。スマートモビリティのシナリオで

述べたように、CPS がもたらす新しい機会が、重要な役割を果たして、これを可能にするだろう。さらに、自

律的な運転は、例えばカーシェアリングや社用車管理に、新しいビジネスモデルを創るだろう。 

注 20：「コンピュート・コンティナム」という用語は、この現象を説明するために作られた。 

 

ヒトと機械の相互作用に必要な能力 

CPS はまた、物理レベルでのヒトの行動を統合しなくてはならない。これにより、ヒトを直接的に、例え

ば機械的な手足という型で、センサーやアクチュエータと一体化することを通してサポートできるようになる。

これはまた、常に意識してはいないだろうが、人々の知覚と能力を強化していく。 

(p. 70) 

ヒトと機械の相互作用を可能にする能力には、5 つの大きな目標がある。 

－能動的にも受動的にも複合的に制御するなど、インターフェースを強化した、直感的に使えるサポ

ート。 

－無制限なバーチャルシステムをネットワーク化することにより、ヒトの知覚と能力を強化。 

－糖尿病患者や電気自動車運転者のような特定の人々の集団のために認識力と実行力を強化。 

－ヒトの状態と行動を検知し判断すること。これには、ヒトの感情や要求及び意思と、ヒトとシステ

ムの状態や環境を記録する能力の双方を含む。 

－知性の強化。例えば、システムが、学習能力だけでなく、個人や人々の集団と協力する能力を持ち、
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統合的に相互作用で決めたり、行動したりする。 

 

電力グリッドなど、いくつかの分野において、CPS が実施するサービスの多くは、利用者には不可視で、

特に自律的モビリティとＥヘルスの領域では、技術的な課題の他に、数多くの根本的な法律上の、また、社会

的な問題を提起する。 

CPS の新しい能力と関係する要件や課題を要約した表は、3:5 の項に掲載する。 

 

2.6.2 社会と経済における恩恵と卓越した価値 

シナリオに描かれた機会に加えて、CPS の具体的な恩恵の例が他にもある。いくつかの事例においては、

この潜在的な力を実現するために、既に集中的な作業が行われている。 

－自然災害への対応を予測、検知、強調するシステム。 

例えば… 

－分散型の津波検知と衝撃分析を特徴とする津波警報システム。警報、避難、緊急援助物資配給活動

を計画し、ネットワークでつないで調整する。また、管理システムを組み入れ、救助運営チームを

組織し、医療品、水、食糧、日用品などを準備する。 

－自律的なロボットやドローンは、特別な CPS コンポーネントとして行動する。 

  化学事故、火災、地震、その他の災害において、協調したオペレーションで、事故の現場を調査

し、犠牲者を探し、危険な場所を特定して安全を確保し、有害な物質を検知して除去する。 

  例えば、福島の災害後の放射能で汚染された地域へのロボットの展開や、オーストラリアで毎年

開催される、無人空中車両による捜査と救助に挑戦する競技がある。 

－安全性と保安性の監視とサポート。 

 例えば、大規模なイベントにおいては、パニック的な状況を感知・制御する能力だけでなく、潜在

的攻撃に備えて、分散した会場の警戒・監視にあたる。 

  これには、例えば、避難の支援と犠牲者や怪我人に、目標とする医療ケアを用意するといった緊

急サービスの手配調整も含む。(「スパイ機器とスキャナー及びセンサー」という、2011 年 10 月

10 日にドイツの 3SAT チャンネルで放送されたハイテク問題の番組を参照) 

―ネットワークでつながったサービスロボット 

  高度に特殊化され、徐々にネットワーク化されたロボットが、産業的にも社会的にも種々の応用

領域で多様な支援や制御のタスクを遂行する。 

事例としては… 

－コンテナ輸送プラットフォームにおける自律的でネットワークでつながった自動案内車両(AGV)
は、グローバルな物流プロセスの一環として調整された輸送と、コンテナの船積みが可能である。 

(p. 71) 

－スマート車椅子を、他のシステムやヘルスケア業者とネットワークでつなぎ、高齢者が自宅で独立

して生活し、自宅でモバイル生活するのを可能にする。 

－ドイツ連邦教育研究省が実施した EFFIROB 研究から派生した、サービスロボットのアプリなど、

更なる応用。 

 例：病院の患者を輸送するシステムや日々の畜産業の補助。後者は、ヒトとシステムの相互作用と

は表現しがたいが。 

これらの能力により、CPS は、独立して或いは他のシステムやコンポーネント並びにオンラインサービス
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と協調して、また、何よりヒトの代わりに、そしてヒトと協力して、多様なタスクを実行することができる。 

上述の事例は皆、ネットワークでつながれたスマートな技術の調査、設計、開発、応用に携わった全ての

人が直面する問題を説明している。リアルタイムなネットワーク化、物理的認知、調整された制御に関連した

技術的な課題を扱うのに加えて、最近の技術トレンドからもたらされた機会を、相互作用的な解決策を開発す

るために最大限に生かさなくてはならない。以下の目標を満たす必要がある。 

－特定の状況と応用を目指す、文脈の認知や調整された文脈の評価。 

－社会的なプロセスや目標と一体化された行動の制御。 

－異なる主体者がそれぞれに定めた目標に向けて技術を活用できるように設計された、ヒトと機械の

相互作用や協調。プライベートな生活でも社会的な背景においても、安全に守られた製造と事業過

程を構成し、展開する。 

－産業、ビジネス、プライベートな応用のための完全に或いは準自律的な技術で、幅広くサポートす

る。 

 

企業の価値創造の重要性 

どのようにシナリオが機能するかの描写は、どのコンポーネントと主体者が、またどのインフラとコミュ

ニケーション・プラットホームが、異なるサービスの複雑なネットワークと協力して協調するために、本当に

必要なのかを明白に描く。 

 

この領域には、個々のコンポーネントや組み込みシステムの開発と設計の両分野において、また、製造、

統合、協調、並びに確認と実証などの品質保証に必要な分散型のバリューチェーンとネットワークにおいて、

そして、顧客やユーザーと共に、双方向性があり参加型のアプリケーションプロセスを設計することにおいて、

技術革新の巨大な潜在能力がある。 

 

CPS に関する機会と課題は、次の章で詳細に検討する。 

 

CPS の主題となる分野 

CPS THEMATIC AREAS 

(p. 102) 

3.6 進歩的で革新的なシステムと関連する機械工学面での挑戦 

必要な技術を習得するという明白な課題に加えて、機械工学的にもまた、ユーザーと環境はシステム開発

の方法に予測できない影響を及ぼすという事実に取り組まなくてはならない。要するに、それらの開発は進化

的にも、時には革新的にも成りうる、ということである。いずれの場合でも、技術と応用の相互的な接続と収

斂には、統合されたアプローチと、新しい或いは少なくとも拡大した機械工学的概念を必要とする。スマート

な技術は、革新的で分裂的な CPS 応用の巨大な潜在能力を内包する。しかしながら、伝統的な機械工学的概

念や手法を用いて適切に管理することはできないだろう。 

 

CPS 開発に関して、最大の機械工学的な挑戦は、対極から発生する。つまり、一方では、持続的に価値を
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付加できる、信頼性が高く安全で安心なシステムを開発する必要があり、他方では、新しい応用とサービスを

目指す、システムや開放型の革新的なネットワーク及び一連の処理手続が必要である。これにより各主体は、

属性のパートナーシップと経済的なエコシステムを探求する試験的な作業を伴うアプローチの反復を余儀な

くされる。分散型のダイナミックなパートナー精神の元に集い、システム・エンジニアリングと制御の全領域

における役割とタスクに取り組むこともある。それは、システム・エンジニアリングの全ての段階や階層に影

響する。 

－開発、生産、活用 

－運営とメンテナンス 

－サービス提供、コンサルティング(顧問)、適応と遂行中の開発 

－中長期の戦略的な開発と発展課題 

 

上述のものが、例えばシステム・エンジニアリング全体のプロセスに含まれる全員、つまりネットワークに

属する企業、主体者、個々の部品に適用される。特定のエコシステム内に共通の課題は、長期的なコンセプト

とパートナーシップを開発し、戦略と応用プラットフォームを構築することである。 

 

CPS の価値創造のこれらの段階と課題は、持続可能で分裂的な、或いは画期的な革新は、開放的で幅広い

学際的な協力によってのみ実現するという事実に特徴づけられる。それらは、異なる応用領域にあるユーザー、

主体者、利害関係者の間の双方向性と協調による産物であるにもかかわらず、同時に、CPS に含まれる異なる

エンジニアリング分野を横断して組み合わされている必要もある。 

 

3.6.1 進化と機械工学 

種類の異なる CPS の進化が、革新的な CPS サービスと応用の開放的な発展に役立っている。 

自律的な進化と実行中での適応。実行中に適応や進化ができることは、従来型の組み込みシステム、特に、

遠隔通信ネットワークや市民防衛システムのような大規模なグローバルシステムにおいて重要な役割を果た

している。 

これらのシステムの信頼性を確保するために、例えば、サブネットワークが機能しない時はダイナミック

に再びルートを作るといった、失敗時の自己治癒やダイナミックな再構成のような適応型のメカニズムが、初

めから一体になっている。 

実行中に新しい機能をインストールするなど進化的なメカニズムが、システムのサービスの寿命を伸ばす

ために用意されている。例えば、新しい規約を遠距離通信のスイッチに組み込むことにより、システムのサー

ビス寿命を延ばせる。 

(p. 103) 

しかしながら、異なる領域や工程が相互接続していることは、CPS に特徴的で、システム間の相互干渉と、

システムと適用の間にフィードバックによる効果をもたらす。例えば、遠距離通信の失敗は、影響を受けるシ

ステムの遠隔メンテナンスを妨げるが、他方で、新しい機能が、CPS の利用法に変化をもたらし、追加的な新

機能が不可欠なものになる。これらの双方向性が、互いを強化し合うことにより、能動的で進歩的なメカニズ
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ムが、徐々に、CPS タイプのシステムの重要なコンポーネントになる（原文 5.2 章参照）。この点は、特にイ

ンフラレベルに関連している。 

 

進歩と双方向的な適応： 

第 2 の進歩の型は、使用者が操作中に、CPS の機能やサービスを協調させたり、適合させたりしながら、

新しい応用文脈において、CPS サービスを進歩させて使用し、互いに適応させ合うものである。 

これは最初に、図 3.6 のコラム(3)から(5)で説明したように、CPS に特徴的な能力である。進歩は、最近の

使用状況下での相互干渉によって決まる。具体的には、関連する主体者やシステムの状況、タスク、目標、選

択肢、応用といった行動や、物理的な環境条件が挙げられる。個々の CPS が採用する応用策は、システムの

観察や適応、学習を通して受動的にも、環境や各主体者自身によって能動的にも、誘発される。 

 

明白なエンジニアリング処理を通した進歩と革新： 

第 3 の選択肢は、進歩と革新が、学際的なエンジニアリング、協調された革新と適用策を用いた環境と応

用分野の分析、応用からフィードバックを得るためのメカニズムを採用することを通して、明白に制御された

ところにある。 

体系的な設計エンジニアリングと評価・検証を可能にするメカニズムも含まれる。この点から見て重要な

調査とフィードバック、進歩のメカニズムは、要件のエンジニアリングと評価手法を強化した上で、原型を実

験的に冒険的に使用することである。これには、上述の 2 つの進歩の型を監視・分析することも含まれる。 

 

3.6.2 エンジニアリング技術と調査分野 

次の 6 つの CPS エンジニアリング調査のテーマは、本章と前述の章の両方で説明した特徴に基づいて取り

組むものである。 

 

3.6.2.1 ユーザーとユーザーを中心とした開発－要件の力学 

ヒトとシステムの相互作用の新しい型(CPS ヒトと機械の相互作用能力も参照)を決定し実現するのに必要

な技術や、操作中の適合と協調を可能にする技術(文脈を学び、進歩、自己構成する)の導入に加えて、次のよ

うなエンジニアリングの概念と方策が、ユーザーによる或いはユーザー中心とした開発を達成するには必要と

なる。 

－冒険的で観察的な手続き、開発、実証的なイニシアティブの適用。 

－経験の質と使用上の質(注 35)を判断するための試験及び計測方法。 

－ユーザー参加方法。 

－端末から端末までの、ユーザーを中心とした設計。これにより、要件の軌跡をたどり、応用を統合

し、評価することが可能になる。 

－問題解決方法を強化する。例：問題や目標はいうまでもなく、関連するタスクと調査(精査)の分野

や範囲を定義して取り組むための、反復的な手法と技術。 

(p. 104) 
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－革新と開発の過程にユーザーを取り込む。 

－原型や実証試験モデル開発し、品質要件の評価や検証に活用するといったバーチャルな手法。 

－一体化された状況・文脈モデルと同様に、役割、ユーザー、相互干渉、行動モデルを含む、要件、

環境、領域モデルの開発により、要件を特定、評価、検証する。 

－要件を追跡し、どのようにそれらが、ネットワークで互いに接続された CPS のコンポーネントや

サービスの設計や組み立てを変えて、要件を満たし、変更や評価の選択肢の効果を実現しているか

を確認するための、端末から端末をつなぐ手法とモデル。これには、関連する CPS コンポーネン

トとサービスの、双方の品質要件と使用上必要な保証に関する、組み合わせと統合を継続的に評

価・検証することも含まれる。 

 

これに到達するためには、端末から端末の、双方に一貫した工程、概念、手法と技術を開発し、CPS とコ

ンポーネントを、設計、開発、製造、メンテナンスし、進歩させることが必要になるだろう。 

注 35: ISO ソフトウェア品質基準 ISO/IEC9126－現在は ISO/IEC 25000 に統合されている－を参照

[ISO10] 

 

3.6.2.2 統合した応用プラットフォームを用いた環境と領域のモデル 

機械工学的（エンジニアリング）には、以下の要件に取り組む必要がある。 

－相互に操作できるコンポーネントを、信頼できる品質で一体化するツールキットとして活用するの

を可能にする、包括的で、領域を特定した要件、状況、環境、品質モデルの開発。 

－範囲の決定、エンジニアリング工程が始まる前に処理コンポーネントを選択するといった仕様合わ

せ、そして連続的な開発活動をダイナミックに適応すること。 

－領域をまたがるシナリオや応用の拡大と統合。 

－プラットフォームの工学技術と CPS コンポーネントのライフサイクルや発達度の違いが引き起こ

す課題。 

 

3.6.2.3 目標と要件の工学技術の強化 

CPS コンポーネントの協調を促進したり、サービス目標をすり合わせたりする他に、探したり選んだりす

るなど、精査や仕立て、特定状況での使用を可能にするためには、以下のようなことが必須となるだろう。 

－領域モデルの延長として目標システムを開発すること。これは局地的にも、地域的にも、グローバ

ルにも前後関係や背景（コンテクスト）を表すことが可能なものである。これらのコンテクストは、

全ての利害関係者の視点、例えば、彼らの目標、関心、関係といったものを代弁し、構造化された

正式な形で描写される必要がある。 

－要件について、リスク、柔軟性、保証順守、評価、検証など、継続的で詳細な分析と優先順位づけ

を実行すること。 

－コンポーネントとサービスの費用対利益率や投資回収率(ROL)の調査。 

 

3.6.2.4 リスク・エンジニアリングと、安全・安心・保証の強化 

CPS を使うことによりリスクが高まるという視点で、技術の柔軟性などのリスクを詳細に分析・評価する

ことができるように、エンジニアリング手法を強化することが必要になる。これは、例えば、相互操作性や意

味解釈の統合、品質保証といったものである。次のようなリスク・エンジニアリング手法が、安全・安心なパ
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フォーマンスとプライバシー保護を実現するために必要となるだろう。 

－保証の仕様や定義の標準化と、全抽象度における試験の概念。例：システムとユーザーのインター

フェースの要件、構築概念と相互干渉、組成物の挙動。 

(P. 105) 

－品質モデル、正規標準、基準と方針の開発。 

－(全ての CPS に有効な)汎用性の開発、仕様設計、標準化と領域特定リスクの配置。例：領域エンジ

ニアリング・モデル。 

－不確定な環境の元で、安心と安全、或いは危険の度合いや種類の標準的な定義。 

 

これはまた、進歩的な発展と、強化された試験や検証手法を用いた、品質に基づく構築と挙動のパターン

の分類も含むだろう。そのモデルは、それから、保証と信頼の印のステッカー(トラストシール)発行の根拠と

して利用できるだろう。 

 

3.6.2.5 相互操作性: 開放的なプラットフォームと参考モデル及び標準の管理 

上述のエンジニアリングのタスクと、とりわけ、多様なコンポーネントとサービスを、いくつかの CPS 応

用を通して開放的なネットワークでつなぐためには、以下が必要となるだろう。 

－関係する規約と基本的な機能やサービスと共に、CPS のための基礎的なインフラとコミュニケーシ

ョン・プラットホームを定義・制作すること。これは、要求される品質保証を提供するためにも必

要である。 

－機能とサービスの構築、関連する要件と基本設計及び品質モデル、そして関連する基準や手続きと

共に、領域を特定して応用プラットフォームを開発・制作する。 

 

3.6.2.6 ライフサイクル及びシステムコンポーネントやサービスの特徴における相違点 

機械工学的には、異なるタイプの CPS コンポーネントの統合のような、いかに「サイバー」面と「物理的

な」面とを一体化するかが重要な課題である。これには、街路と機械的な装置といった物理的なもの、ネット

ワークでつながれたインフラ、電気的なコンポーネント、センサー、ソフトウェアといったものが含まれる。

これらは皆、ライフサイクルが異なる。 

 

モバイル端末機器や PC のソフトウェアは、ほぼ毎週更新されるが、端末機器自体は、通常、数年後ごと

に代替えする。他方で、インフラと、電車や航空機といった複雑なエンジニアリング商品は数十年間使用され

る。これは、CPS と協調する能力を制限し、新しい可能性を活用する。その上、品質要件を信頼性や信用度の

必要性と結びつけるには、ネットワークでつながり相互に接続されているという CPS サービスとその応用の

本質に従う必要がある。 

 

更に、これらの問題は皆、CPS の費用対利益率や投資に対するリターンを計算するのを、極めて困難にす

る。このため、以下に関する多くの要件が求められる。 

－設計や実現の手法と共に、バージョン、発表、構成、互換性、管理。 
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－洗練された方法、統合された過程と手続き、処理モデル。 

－手続きと機械工学的取り組みの一体化と調整。 

－異種のインターフェースと規約及び概念を、一般向けに或いは特定の応用に合わせて品質や保証要件を

満たすように統合(相互操作性、統合、標準に関する問題は前述の議論を参照)。 

 

領域を横断したネットワーク化と開放的な応用プラットフォームの公共での使用には、関連するモデル、

プラットフォーム、標準、構築の枠組み、そしてサービスや処理の調整と継続的な開発が必要になるだろう。

関係する社会的グループ及び政治的な代表者はもちろん、バリューネットワークやエコシステムの中の企業や

利用者を含む全ての関係者をサポートするのを可能にするイニシアティブが求められている。 

 

付録 A :研究と技術の現状 

APPENDIX A : CURRENT STATUS OF 

RESEARCH AND TECHNOLOGY 

(p. 203) 

付録 A: 最近の調査と技術の状況 

この付録では、CPS の分野における、最近の調査と技術の情報を見直す。最初の項では、世界におけるプ

ログラムと調査の優先事項を比較し、2 番目の項では、CPS の実施に関連して、ドイツで遂げた進歩に焦点を

当てる。 

 

A.1 地方のプログラムと優先順位 

この項は、最近、ドイツで実施したプログラムの説明から始め、他の欧州各国、米国、そして最終的には

BRICS(注 90)とアジアのプログラムを見ていく。 

注 90: BRICS は、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの頭文字を合わせた語 

 

A.1.1 ドイツ 

A.1.1.1 ICT2020 とハイテク戦略 

連邦教育研究省(BMBF)は、2006 年に発表した「ハイテク戦略」で、幅広い技術分野における技術革新を、

国家戦略として支援すると公表した。 

主要な目標は、 

(a) 優先順位を確立し、ドイツにとって重要な分野において技術面で主導する市場を創ること、 

(b) ビジネス界と科学界の間に、より身近な連係を発展させることによって技術革新を奨励すること、 

(c) 業界における技術革新の条件を改善することの 3 つである。 

「ハイテク戦略 2020」として知られている、2010 年に改訂された戦略では、5 つの優先的な分野（気候とエ

ネルギー、健康と栄養、モビリティ・交通、安全、コミュニケーション）と、目標(a)を達成するための 17 の

革新分野に取り組んでいる。これらは、 (1)ヘルスケアと安全性、(2)コミュニケーションと移動性、(3)横断的
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技術といったテーマに分かれる。 

 

1. ヘルスケアと安全性 
1.1 ヘルスケア調査と医療技術 
1.2 安全技術 

  1.3 設備 
  1.4 エネルギー技術 
  1.5 環境技術 

2. コミュニケーションと移動性 
2.1 ICT 
2.2 自動車技術 

  2.3 航空技術 
  2.4 宇宙技術 
  2.5 海洋技術 
  2.6 サービス 

3. 最先端技術 
3.1 ナノテクノロジー 
3.2 バイオテクノロジー 

  3.3 マイクロシステムテクノロジー 
  3.4 光学技術 
  3.5 素材技術 

 

第 2 の目標は、ビジネス界と科学界を近づけて結びつけることにより、技術革新にやさしい環境づくりを

推進することである。「先端クラスターコンペティション」や、高等教育機関の最先端の調査向けの「エクセ

レンス・イニシアティヴ」(ExC)を開始し、産業界と科学界の協力を促進する最先端のクラスターを支援して

いる。 

それに加えて、中小企業による様々な種類の技術革新をサポートする特別プログラムがある。例えば、「中

小企業セントラル・イノベーション・プログラム（ZIM）」や「中小企業イノベーティブ（KMU Innovativ）」

がある。 

「ハイテク戦略」の第 3 の目標は、産業界における技術革新の条件を改善することである。主な改善点は、

技術革新のための資金提供、より起業しやすい条件、より良い知的財産保護、高等教育の向上である。 

(p. 204) 

組み込みシステムと CPS は、「ハイテク戦略」に挙げられている技術革新分野ではないが、特定されてい

る 17 の技術革新分野の中で、重要な役割を果たす。例えば、BMBF の「ICT2020 技術革新プログラムの研

究」からも、それが判る。このプログラムは、ICT 研究の分野におけるハイテク戦略を実施するために導入さ

れ、次のような目標を掲げている。ICT 分野におけるドイツのリーダーシップを強化拡大すること、研究と製

造の領域での競争力を高め、働く場所としてのドイツをより魅力的にすること、そして中小企業が技術的なノ

ウハウを得やすくすることである。 

 

ICT2020 プログラムは、先導する技術革新(注 91)、技術提携(注 92)、サービス基盤(注 93)など、幅広い戦略的な

手段を生かすものである。更に ICT2020 は、電気とマイクロシステム、ソフトウェアシステムと知識の処理、

コミュニケーション技術とネットワーク、将来の発展の 4 つの基本的な技術に取り組む。同プログラムは、以

下の応用分野に集中している。(a)自動車とモビリティ、(b)自動化、(c)ヘルスケアと医療技術、(d)物流管理と
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サービス、(e)エネルギーと環境 

注 91: 主導する技術革新とは：自動車向けの電子機器、物流におけるネットワーク化されたインテリ

ジェントなモノ、安全な移動のための通信技術、ヘルスケアのための ICT 

注 92: 技術提携の目的とは：デジタル商品の記憶媒体、未来のコミュニケーションの標準、バーチャ

ルな技術と実態のある商品、ネットワーク化された自律的なシステムのための環境インテリジェン

ス 

注 93: 関連するサービス基盤：サービス向けの ICT とサービスへの備えとコミュニケーションサー

ビスのための柔軟なモジュール 

 

ICT2020 の後押しにより、ソフトウェア基盤組み込みシステム 2020 (SPEC2020)をはじめとして、科学界

と産業界の代表の間における数々の革新的技術の提携が進んでいる。垂直的な協力のイニシアティブでは、科

学技術革新のペースを加速するために、異なる領域での応用分野に焦点を当てている。同時に、水平的な協力

のイニシアティブは、技術的な目標を追求する中で科学と産業が協力する技術提携の形で実行されている。 

 

同プログラムは、2007 年から 2020 年まで続くことになっている。2007 年から 2011 年の間に、約 3 億 8

千万ユーロの基金をドイツ政府から助成された。2012 年から 2020 年の資金提供は未だ発表されていない。 

 

A.1.1.2 組み込みシステムの国家計画 

組み込みシステム国家計画(NRMES ABB+09 原文参照)は、CPS の主要なコンポーネントである組み込み

システムに焦点を当てたもので、2009 年の全国 IT サミットの折に発表された。 

組み込みシステムを互いに、またグローバルな IT サービスに、ネットワークでつなぐことは、重要な新し

い特徴であると、繰り返し引用されており、計画にもある技術革新や調査の優先事項の中には、このネットワ

ーク化が重要な役割を果たすものもある。それにもかかわらず、NRMES は度々、「組み込みシステム」とい

う用語を、伝統的な感覚で使っている。 

この中では、高齢化社会とヘルスケア、モビリティ、安全（機能的な安全と公共の安全に分けられる）、環

境とエネルギー、知識社会、グローバル化と都市化という、多くの社会的な課題を一体として考え、こうした

課題に対応するために必要な能力、つまりシステムと開発者双方の能力を説明している。最終的に、これらの

能力を実行するために必要とされる技術と処理過程の革新を特定する。これらは、9 つずつ 2 つのグループに

分けられる。 

－技術革新：将来のスマート機器、資源を最適化する技術、組み込みシステム構築の枠組み、安心安

全で守られた組み込みシステム、ネットワークで制御されたシステム、組み込みシステム向けの機

能的安全性、認知的組み込みシステム、革新的な双方向性インターフェース、そして協調的な組み

込みシステム 

－処理過程の革新：要件のエンジニアリング(工学設計)、構築設計と評価、システム分析、モデル主

導の開発、システマティックな再利用、ヒトを中心とした設計、ライフサイクル管理、処理の自動

化、そして工程の組織化 

(p. 205) 

明らかになった能力は、優先的な研究グループに分けられ、3 つの時間枠(2015 以前、2020 以前、2020 年
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以後)のひとつに割り振られる。NRMES は、それ自体が資金を提供するプログラムではなく、従って、決ま

った基金の予算がある訳ではない。 

 

A.1.1.3 未来のインターネット 

ドイツでは、将来のインターネットのための、新しいサービス、技術、そしてインフラには、主に、連邦

経済技術省（BMWi）を通じて資金を提供される。優先的なテーマは以下の通り。 

 

(i) サービスのインターネット 

THESEUS（テセウス）は、2007 年から 2012 年に実施された 1 億ユーロの助成金を受けたプログラムで、

未来のインターネットのためのサービスや知識のインフラ創設を目指している。内容や文脈における関係性の

自動認識や、機械工学やヘルスケアのような異なる市場セグメントのための応用シナリオの開発といった基礎

技術を調査研究した。 

特に、欧州他国や国際的なイニシアティブに対抗して、THESEUS の下で開発されたアプローチをベンチ

マーク評価したり、この分野で仕事をしているドイツ国外の人や機関との関係を構築したりする目的で、付随

した調査プロジェクトにも資金を提供してきた。 

「信頼されるクラウド－中小企業と公共部門のための安全性の高いクラウド・コンピューティング」は、

2011 年から 2014 年に開催された、5 千万ユーロのアイディア・コンペで、革新的で効率的なクラウド構造や

サービスを推進する方策である。 

 

(ii) モノのインターネット（IoT） 

技術コンペ「自動制御システム－中小企業向けの、模擬実験に基づく自律的システム」は 2009 年に完結し

た。結果を受けて立ち上げたプロジェクト（2009 年から 2013 年に実施）には、総額 5530 万ユーロを助成し、

中小企業向けの、文脈に適応する自律的な機械工学システムのためのソリューションや、システムの原型を開

発した。 

他方では、2005 年から 2009 年に次世代メディアプログラムを実施し、3690 万ユーロの助成金を、スマー

トなモノとネットワーク化のための新技術や基準の開発、テスト、応用に焦点を当てた共同研究や開発プロジ

ェクトに利用できるようにした。ネットワークでシステムとつないだ家庭用電気機器、スマート物流ネットワ

ーク、ネットワークでつながったスマート製造システム、スマートなヘルスケアシステムといった応用分野の

新技術向けのものである。 

家庭を中心とするサービス(SerCHo)プロジェクトを基に「エネルギー効率向上を目的とするサービスから

考えた家の自動化プラットフォーム（SHAPE）」と「メディアの知能への接続支援サービスを可能にするデバ

イス（SEDICMA）」の 2 つのプロジェクトに 350 万ユーロを助成した。これらのプロジェクトの目的は、新

しく進歩的なスマート・ホームをネットワークでつなげる方法を、関連した持続可能なビジネスモデルと共に、

開発することである。 

(iii) エネルギーのインターネット 

2008 年から 2012 年に実施したプログラム「E エネルギー－未来のための情報・コミュニケーション技術
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に基づいたエネルギーシステム」は、総額約 4020 万ユーロを、次のプロジェクトに提供した。e テリジェン

ス(エネルギー、市場、ネットワークのための知性)、E-DeMa(将来の E-エネルギー市場のためのネットワーク

でつながれた分散型エネルギーシステムの開発と実証)、MEREGIO(排出量最小地区の開発)、MoMa(ネッカ

ー川がライン川に注ぐ大都市マンハイム地方をモデル都市とした実証実験)、RegModHarz(ハルツ地方の再生

可能エネルギーモデル)、スマート W@TTS(エネルギーのインターネットを構築し、エネルギーシステムの自

主制御能力を向上)。これらは、付随する調査プロジェクトによって、補完される。 

 

電気による移動性のための ICT プログラム（e モビリティのための情報通信技術）では、総額 5370 万ユ

ーロを 2009 年から 2011 年の 3 年間以上にわたって、以下の分野とモデル地方の 7 つのプロジェクトに提供

した。 

(p. 206) 

都市間で、電気自動車をエネルギーシステムに統合(グリッド・サーファー)、ICT を基盤とした電気自動車

の未来のエネルギーグリッドへの統合(e モビリティ)、アーヘンモデル地区における知的 EV を使った電気移

動(スマートホイール)、排出量最小地方における（電気）移動(MEREGIO モバイル)、効率的な電気移動性と

ツーリズム(アルゴイの eE ツアー)、電気自動車とプラグインハイブリッド車を社用商用車に統合(将来の社用

車)、電気移動手段の配備(HARZ、EE モビリティ)。 

 

「IT2 グリーンエネルギー－中小企業と行政、家庭向けの効率的な ICT」は、連邦経済技術省と連邦環境

自然保護原子力安全省の共同プログラムであり、2011 年から 2014 年に、2750 万ユーロを、ICT システムと

応用(技術、組織、ビジネスモデル、サービス)によってエネルギー効率を向上するための体系的なアプローチ

の開発とテストをするためのプロジェクトに提供した。 

 

(iv) モバイル・インターネット 

SimoBIT (中小企業と政府におけるモバイル IT の安全な応用)は、2007 年から 2011 年に実施されたプロ

グラムで、産業と政府において、生産性と品質を向上する、革新的で安全・安心なモバイルマルチメディアの

応用を開発・テストし、幅広く配備することを目指した合計 12 の研究プロジェクトに助成した。 

 

A.1.2 ヨーロッパ 

EC は、EU を技術革新や新技術の研究開発分野において強化すると明言している。この目標を達成するた

めに、数多くの資金提供方式を創設している。EU の最新の主な調査資金提供方式は、第 7 次研究開発枠組み

計画 (FP7)である。直近で 39 カ国と EU が資金提供する国際的な研究プロジェクトであるユーレカ

(EUREKA)プログラムが、これを補完している。 

 

A.1.2.1	 枠組みプログラム	
第 7次枠組みプログラムとホライズン 2020	

2007 年から 2013 年に実施された第 7 次枠組みプログラムは、EU が公的に助成する最大の研究プログラ
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ムである。5 つの包括的な研究テーマに分かれている。「共同研究」プログラムでは、組織方針を手法として展

開することで、国際的な研究プロジェクトを支援している。EU が主導的立場を目指している、或いは、現在

の主導的な地位を更に強化したい分野にある 10 のテーマがある。これには、情報通信技術、健康、交通、エ

ネルギーなどが含まれる。共同技術イニシアティブ（JTI 後述参照）も、組織方針を手法としたものである。 

 

第 7 次枠組みプログラムの総予算は、532 億ユーロにのぼる。その約 61％(3236 万 5 千ユーロ)は共同研究

プログラムに割り当てられている。優れた特色をもつプロジェクトに確実に資金を供与するために、様々な重

要テーマや課題に焦点を当てた個々の研究分野について、定期的に「公募(コール)」を告知している。最近で

は、次のような課題（全て CPS 関連）が、情報通信技術(ICT)をテーマとする分野で提示されている。 

－広く普及する力があり信頼できるネットワークとサービスのインフラ. 

－認知システム、相互作用、ロボット工学。 

－コンポーネント、システム、機械工学。 

－デジタル図書館とコンテンツ。 

－持続可能で個別化された健康管理。 

－移動体向けの ICT、環境の持続可能性。 

－自立した生活と、社会参加や統治のための ICT。 

(p. 207) 

公募の主だった内容を構成する具体的な調査目標として、これらの課題は取り組まれている。研究開発プ

ロジェクトによって達成された目的と成果は、個々の調査目標に規定されている。 

 

第 8 次枠組みプログラムの内容についての作業は 2011 年初頭に始まり、ホライズン 2020 という名称で、

2014 年に開始されることになっている。 

共同技術イニシアティブ(JTI)	
EU の第 7 次枠組みプログラムは、特定のテーマ分野について、産業界が主導して学術界と提携した、欧

州技術プラットフォーム (ETPs) を設立した。ETPs は 35 件以上あり、航空産業の欧州航空調査諮問委員会 

(ACARE)、ナノエレクトロニクス分野の欧州ナノエレクトロニクス主導諮問委員会 (ENIAC)、組み込みシス

テム分野の組み込み型の知能やシステム向けの先端技術研究 (ARTEMIS) などがある。ETP には、共同技術

イニシアティブ (JTIs) として設立されたものもある。これらは、戦略的研究アジェンダ (SRA) と緊密に連

携して、EU と加盟国が研究プロジェクトをサポートする研究資金提供プログラムである。 

JTI	ARTEMIS－組み込み型知能とシステム向けの先端技術研究	
2006 年に組み込みシステム分野のための戦略的研究アジェンダ (SRA) を設立したのに続いて、2008 年 2

月に ARTEMIS イニシアティブが開始した。2008 年から毎年、プロジェクト提案書を公募している。2008

年から 2013 年の間に、ARTEMIS を通じて提供された資金は、合計で 24 億ユーロを超えている(注 94)。最近

発行された SRA 改訂版は、(1)将来のスマートビルとコミュニティ、(2)環境保護、安全及び移動支援、(3)賄い

きれるヘルスケアと福祉という、3 つの社会的な課題に言及している。これらを基に、組み込みシステムの分

野に固有な技術的問題を研究戦略に転換し、個々の応用分野に適用できるようになる。 
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注 94: しかしながら、最新の概算によると、これは全体として積み上げた数値ではなく、合計値はも

っと低いと考えられる。 

 

これにより、戦略的研究アジェンダである ARTEMIS と協調したプロジェクトが、現実的な成果を上げ、

社会的・経済的な課題に取り組むのを支援できる。組み込みシステムのネットワークによって、相互にも、デ

ジタルネットワークやサービスにも、結びつけられた諸局面は、2006 年に発行された SRA の初版で述べられ

たよりも、はるかに重要な役割を果たしている。 

そのように、ARTEMIS は今や欧州レベルで CPS の分野と密接な関係にある。SRA は、応用領域で

ARTEMIS に網羅された課題で構成する組織に基づくのではなく、(1)関連の設計と構築、(2)継ぎ目のない接

続性と相互操作性、(3)システム設計の手法とツールという、3 つの水平的な研究領域で形成する組織を採用し

た。これらの研究領域は、強健さ、自立性、混合型の重要システムを備えたオープンなインターネットや、自

己構成型で自律的なシステム、そして統合システム（システムズ・オブ・システムズ）といった、新しく特定

された技術分野により補足されている。 

2011 年の ARTEMIS SRA はまた、研究課題を特定するだけでなく、技術革新の支援と遂行にあたって助

言を与えた。そのために、ARTEMIS は、技術革新にやさしい環境を創り、標準化、ツールの基盤、SME の

サポート、国際協力、知的財産の方針の強化を促進しようとしている。 

 

ARTEMIS は、8 つのサブプログラムの研究開発プロジェクトに資金を提供し、SRA が指定した研究課題

を具現化し、優先させている。 

－安全関連の組み込みシステムの方法とプロセス。 

－健康管理のための組み込みシステム。 

－スマート環境における組み込みシステム。 

－製造や生産の自動化。 

－組み込みシステム向けのコンピューティング・プラットフォーム。 

－安全確保と重要インフラ保護のための ES(エキスパート・システム)。 

－持続可能な都会生活のための組み込み技術。 

－組み込みシステムのヒトを中心にした設計。 

 (p. 208) 

JTI	ENIAC	–	欧州ナノエレクトロニクス主導諮問委員会	
2013 年まで実施している ENIAC ナノエレクトロニクス・イニシアティブは、30 億ユーロのプログラムで

ある。ENIAC プロジェクトは、SRA と協調し、以下のような異分野における応用の「壮大な挑戦」に重点的

に取り組んでいる。 

－自動車と交通: 知能をもった電気自動車、交通安全と協調的な交通管理。 

－コミュニケーションとデジタルなライフスタイル: インターネット・マルチメディア・サービス、

デジタルなライフスタイルへの発展、自己構成ネットワーク、短期集中。 

－エネルギー効率: 持続可能で効率的なエネルギー生産、エネルギー供給と管理 – スマート・グリ

ッド、エネルギー消費の削減。 

－健康と高齢化社会: 自宅での健康管理、病院での健康管理、発見的な健康管理。 
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－安全性と安全確保: 消費者と市民の安全確保、欧州が挑戦するアプリケーションの保証、技術によ

り信頼性と安全性を実現。 

－設計技術: 複雑さを管理、多様性を管理、確実性と利益を設計。 

－半導体プロセスと統合: 先端及び新興の半導体プロセスのノウハウ、半導体プロセスの差異化を通

じた競争力、システムインパッケージの機会。 

－機器と素材及び製造: 最先端の CMOS- 1X nm と 450 mm、ムーアの法則以外の技術、製造。 

 

以上 
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o http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/Digital%20India%20Presentation%20on%2

0DeitY%20website.pdf 
 NDTV“PM Modi Launches Skill India Initiative That Aims to Train 40 Crore People”  

o http://www.ndtv.com/india-news/pm-modi-launches-skill-india-initiative-that-aims-to-tr
ain-40-crore-people-781897  

 Draft IoT Policy”  

o http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/Draft-IoT-Policy%20(1).pdf    

 “Internet of Things”インド連邦政府の HP 

o http://deity.gov.in/content/internet-things  

 インド政府「IoT Policy Document」 

o http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/Draft-IoT-Policy%20（1）.pdf  

 岩本 晃一（経済産業研究所/経済産業省）「「独り勝ち」のドイツから日本の「地方・中小企業」へ

の示唆－ドイツ現地調査から－」PDP RIETI Policy Discussion Paper Series 15-P-002 2015 年 3 月 

 Robert Bosch Centre for Cyber Physical Systems @ IISc 

o https://www.linkedin.com/company/robert-bosch-centre-for-cyber-physical-systems-iisc 

 

8）日本関連 

（1）標準化関連 

 第 63 回 ISO/TMB 報告 2015 年 7 月 15 日経済産業省産業技術環境局国際標準課長（ISO/TMB メン

バー）福田泰和 

 IEC で米・独主導権争いー米、”未来の工場”白書作成でけん制、日刊工業新聞 H27.2.12 

 

（2）第 4 次産業革命関連 
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 デジタル競争時代における産業転換 産業構造審議会新産業構造部会 討議⽤資料 アクセンチュア

株式会社 取締役会⻑程近智 2015.11.27 

 第 4 次産業革命への対応の方向性 主要領域についての議論 ：ものづくり革新領域 ：流通・小売・

物流領域 平成 27 年 11 月 経済産業政策局 

 第 4 次産業革命への対応の方向性 官民の戦略的取組の進捗へ向けて （討議用）平成 27 年 12 月 経

済産業政策局 第三回部会 資料 4－2 

 平成 26 年度ものづくり基盤技術の振興施策 （概要）平成 27 年 6 月 経済産業省・厚生労働省・文部

科学省 

 欧米企業の動向 平成 27 年 10 月 経済産業省 経済産業政策局 資料 4 

 スマート工場は生産革新の取り組みにあらず 川森敬太 経済産業省製造産業局 ものづくり政策

審議室 室長補佐 日経ものづくり 2015 10 

 インダストリー4.0 を見据えた取組のポイント 森雅彦 DMG 森精機 取締役社長 日経ものづく

り 2015 11 

 スマート化の推進でますます問われる人の役割 木村文彦 法政大学 理工学部 機械工学科 教

授 日経ものづくり 2015 12 

 本格化するインダストリー4.0 の覇権争い~先進国型モノづくり経営の新潮流～山根健オフィス 日

経新聞  

o  http://ps.nikkei.co.jp/ibmindustry/idlogin1507/vol03/  

 日経テクノロジーオンライン スペシャル Factory 2015 

o  http://special.nikkeibp.co.jp/ts/article/ae0d/180407/  

 転換期迎える世界の先端工場 今後は「フレキシブル」を軸に進化へ 世界に広がる革新工場ー2 日

経ものづくり 2015.3 

 世界に広がる革新工場 日経ものづくり 2015.3 

 日本の製造業が目指す道 三菱重工業 特別顧問 青木素直氏 Factory2015.3-1 基調講演 

 脱メーカーを敢えて推進する 伊東嘉明 日経ものづくり 2015 3 月号 

 特集 世界のすごい工場 日経ものづくり 2015 3 月号 

 日本発スマートものづくり スマート工場は生産革新の取組にあらず 川森敬太 経済産業省 製

造産業局 ものづくり政策審議室 室長補佐 日経ものづくり 2015 10 月号 

 日本発スマートものづくり インダストリー4.0 を見据えた取組のポイント 森雅彦 DMG 森精機 

取締役社長 日経ものづくり 2015 11 月号 

 日本発スマートものづくり スマート化の推進でますます問われる人の役割 木村文彦 法政大学 

理工学部 機械工学科 教授 日経ものづくり 2015 12 月号 
 Drives &Controls（The global site of the UK`s leading magazine for automation, motion 

engineering and power transmission 7 March, 2016）から NSRI 作成 
o http://www.drivesncontrols.com/news/fullstory.php/aid/5054/Industrial_Internet_and_In

dustry_4.0_groups_collaborate.html  
 日刊工業新聞 H28.3.4 朝刊一面 
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（3）次世代科学技術動向関連 

 G-Tec 報告書「主要国における次世代製造技術の研究開発に係る政策動向」独立行政法人科学技術振

興機構 研究開発戦略センター 津田憂子 2015 年 3 月） 

o http://www.jst.go.jp/crds/pdf/2014/CR/CRDS-FY2014-CR-02.pdf 

 20150528 日経夕刊 政府「第四次産業革命」を推進～第 5 期科学技術基本計画 

 科学技術基本計画第 5 期日経新聞 H27.11.30 

 「第 5 期科学技術基本計画（答申案）の概要」総合科学技術・イノベーション会議 平成 27 年 12 月

10 日 第 15 回基本計画専門調査会 資料１ 科学技術基本計画について（答申案）  

o http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kihon5/15kai/siryo1.pdf   

 内閣府（科技） 第 5 期科学技術基本計画 

o  http://www.soumu.go.jp/main_content/000390929.pdf  

 「個の量産を具現化する“つなぐ”ソリューション」CITIZEN MACHINERY’S FA VIEW:クリエーシ

ョン CREATION NO.15 http://cmj.citizen.co.jp/creation/pdf/creation15.pdf  

 「人工知能が帰る未来 ものづくりで日本に勝機」松尾豊 東京大学准教授 日本経済新聞 経済教

室 H27.10.5 

 「ボスは AI 指示も的確 製造革新 4.0」日経産業新聞 H27.10.19 

 「脱メーカーを敢えて推進する」拝アールアジア第行取締役社長兼 CEO 伊藤嘉明 business 

modelH27 日経ものづくりー1～3 

 人の心読むものづくり 10 年後の製造業 SINIC 理論、③DP.予測理論など 日経産業新聞 H27. 

 Gartner Predicts 2015 THE WORLD’S MOST IMPORTANT GATHERING OF CIOs AND 

SENIOR IT EXECUTIVES 2014 年 10 月 28 日（火）～ 30 日（木） 

o http://gartner-em.jp/symposium2014/media-center.html?o 

 「機械関連産業から見た最近の生産革新を狙う活動動向～内閣府 SIP「革新的設計生産技術」、ドイ

ツ Industry4.0 など～」2015 年 2 月 27 日 安井公治 Yasui.Koji@aj.MitsubishiElectric.co.jp 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 

 これからの半導体産業のトレンドと 取り組むべきテーマ ㈱㈱産業タイムズ社 半導体産業新聞 

編集部 津村明宏 

 IVI の HP 
o http://www.iv-i.org/d   
o http://www.iv-i.org/docs/doc_151112_03.pdf  

 

（4）IoT、ICT、ロボット関連 

 「IoT 可能性と課題㊦」法政大学教授西岡靖之 日本経済新聞 H27.7.10 

 IVI(Industrial Value Chain Initiative)HP 
o http://www.iv-i.org/whats.html 

 ロボット革命イニシアティブ協議会 
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o https://www.jmfrri.gr.jp/  

 日経ものづくり 2015 年 10 月号 

 24hour IT PEOPLE Vol.01  2015.May 創刊号 

 「IoT(Internet of Things)を巡るドイツとアメリカの戦い」2015 年 8 月 7 日(金曜日)富士通総研 伊

東 千秋 

 シチズンマシナリーと三菱電機の工場 IoT 化日経産業新聞 H27.11.4 

 欧州製造業ソフト吸収 独シーメンスや仏シュナイダー 日経産業新聞 H27.12.8 

 How big data can improve manufacturing July 2014 | byEric Auschitzky, Markus Hammer, and 

Agesan Rajagopaul マッケンジーのビッグデータ活用レポート 2014.12.13 

 「ソフトウェアがつくる価値」名古屋大学大学院情報科学研究科准教授森崎修司 日刊工業新聞

H27.7.16 から毎木曜日連載 

 「Renesas SynergyTMプラットフォーム」がもたらすイノベーション  ルネサス エレクトロニク

ス.htm 

 これからの半導体産業のトレンドと 取り組むべきテーマ 半導体産業新聞 編集部 20140417 

 総務省 HP 

o  http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/1506m.html 

 総務省 日独 ICT 政策対話の結果（第 1 回）H28/1 

o http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin08_02000062.html   

 総務省「IoT/ビッグデータ時代に向けた新たな情報通信政策の在り方」（平成 27 年諮問第 23 号）に

関する情報通信審議会からの中間答申 

o http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_02000180.html   

 総務省 HP  IoT 推進コンソーシアム 

o http://www.iotac.jp/  

o http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000200.html 

 産業構造審議会 商務流通情報分科会 情報経済小委員会 中間取りまとめ（案）概要～平成 27 年

４月 配布資料  

o  http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/johokeizai/pdf/004_06_00.pdf 

 平成 25 年度特許出願技術動向調査：ビッグデータ分析技術：特許庁 審査第四部審査調査室 総務部

企画調査課  

o http://techon.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20141209/393312/?ST=tomict&P=1 

 RRI の HP 

o https://www.jmfrri.gr.jp/  

 

（５）その他 

 平成 26 年度 ものづくり基盤技術の振興施策 （概要）平成 27 年 6 月 経済産業省・厚生労働省・文

部科学省 
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 平成 26 年度世界のパラダイムシフトへの対応調査研究、日本機械工業連合会 

 『日本再興戦略』改訂 2015 

o http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/souron_gaiyou.pdf  

 産業構造審議会 商務流通情報分科会 情報経済小委員会 中間取りまとめ（案）～CPS によるデー

タ駆動型社会の到来を見据えた変革～平成 27 年 4 月 

 電子情報技術産業協会（JEITA） 調査統計委員会 2016/01/06 00:01 

o http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/419602/122400004/?P=4 

 日経新聞、日経産業新聞、日経 BP,日経ものづくり 

 日刊工業新聞 

   

以上 

－298－



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非 売 品 
禁無断転載 

 
平成 27 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 

 
 
  発 行 平成 28 年 3 月 
  発行者 一般社団法人日本機械工業連合会 
   〒105-0011 
   東京都港区芝公園三丁目 5 番 8 号 
   電話 ： 03-3434-5383 
 

この報告書は、競輪の補助金により作成しました。

http://ringring-keirin.jp

－298－


	表紙
	はしがき
	名簿
	目次
	第Ⅰ部
	1章. 事業概要
	1）事業名
	2）事業の背景
	3）事業の目的
	4）本事業における主な検討項目
	（1）今年度事業の経緯と位置づけ
	（2）今年度の実施項目

	5）事業推進体制と事業運営
	6）平成27年度実施した内容
	（1）第5回ものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会
	（2）第6回ものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会
	（3）第7回ものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会
	（4）第8回ものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会
	（5）第9回ものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会
	（6）第10回ものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会


	2章. 製造業パラダイムシフトの流れと方向性
	1）世界の動向
	（1）ドイツ：インダストリー4.0
	（2）米国政府と米国企業の動向
	（3）ドイツ以外の欧州
	（4）アジア諸国の動向

	2）パラダイムシフトの方向性
	（1）パラダイムシフトが注目を浴びる背景
	（2）海外アカデミズムの見方
	（3）パラダイムシフトへの備えと考え方


	3章.　製造業パラダイムの具体的事例
	1）先行事例分類の考え方
	（1）先行事例のキーワード
	（2）個別具体的事例を捉えるための枠組み

	2）具体的な事例
	（1）デジタル化、つながる化の対象別事例
	（2）デジタル化、つながる化と協業関係の事例
	（3）デジタル化、つながる化と事例の属する分類一覧


	4章．製造業パラダイムシフトの日本での受け止め方
	1）政府の捉え方
	（1）日本再興戦略
	（2）科学技術基本計画
	（3）ものづくり白書
	（4）産業構造審議会
	（5）情報通信審議会

	2）日本の現状
	（1）各国比較から見た経営力や技術力の現状
	（2）パラダイムシフトに臨む経営環境
	（3）国内アカデミズムの見方
	（4）日本の二つの対抗軸（リアクション）

	3）専門部会委員の見方
	（1）パラダイムシフトに対する各社の受け止め方
	（2）パラダイムシフトに対する自社の位置づけ
	（3）自社ものづくり力の現況認識
	（4）自社の今後の展開


	5章．日本の機械工業としての対応
	1）パラダイムシフトの革新性とは
	（1）デジタル化とネットワーク化の衝撃
	（2）製造業への衝撃

	2）パラダイムのシフトにどう立ち向かうか
	（1）技術革新の恩恵を活かすが勝ち
	（2）製造業のパラダイムシフトに当たり検討すべきこと

	3）専門部会委員による自由意見
	（1）日本の製造業の強みと弱み
	（2）将来の日本のものづくりの姿
	（3）製造業のデジタル化の全体像
	（4）「匠の技」と「シミュレーション技術」に対する見方
	（5）これまでの製造業のデジタル化の実態に対する評価
	（6）回答者個人の自由な意見

	4）終わりに～TAKUMI4.0を目指そう
	（1）TAKUMI4.0提案の趣旨
	（2）TAKUMI4.0提案の補足的説明
	（3）専門部会委員の分科会別検討結果
	（4）残された課題



	第Ⅱ部　参考資料編
	奥付



