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[概 要] 

海外ではドイツの”インダストリー4.0”や米国の”先端製造戦略”などの産学官をあげたプ

ロジェクトにおいて、ＩＣＴ等を活用して生産・ビジネス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る。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を迫るものであり、我が国機械工業と

していち早く対策を講ずる必要がある。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、我が国が引き続き「ものづくり立国」

であり続けるためには、どのような方向で進むべきかを明らかにするため平成 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、調査を実施している。 
平成 27 年度は、前年度に引き続き内外の動向の情報収集を継続するとともに、パラダ

イムシフトに関連する先行事例を長期的戦略の考察に資する観点から分類化して整理した。

また、製造業のパラダイムシフトに対する企業の受け止め方、日本のものづくりの強み弱

みの認識等についてアンケート調査を実施した。その結果を踏まえ検討を進め、日本の強

みと言われる現場力や匠の技を今後デジタル化やネットワーク化を進める中でどう生かし

ていくかの観点から「TAKUMI4.0」のコンセプトを提案した。 
調査結果の概要は次頁以降の通り。 
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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」 

～ICT の徹底活用と新しい現場力“TAKUMI 4.0 を目指して”～ 

[一般社団法人 日本機械工業連合会 ものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会] 

1. 事業概要

1.1 事業の背景 

 ドイツの”Industrie 4.0”や米国 GE 主導の”インダストリアル・インターネット”など、先

進国のみならず、中国製造 2025 やデジタルインディアなど、新興国においても製造業の競争

力強化や製造業復活のための取組みが、活発かつ急速に進展中。

 背景には、ハードウェアとソフトウェアそれぞれの目覚ましい技術革新があり、デジタル化と

ネットワーク化が技術革新の震源として、製造業そのもののパラダイムシフトを促進。

 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を迫るものであり、我

が国機械工業として、いち早く対策を講ずる必要がある。

1.2 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、我が国が取組むべきプロセスイノベーションの内容と方向性を見極め、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。

1.3 本事業における主な検討項目 

 平成 26 年度は、「パラダイムシフト」といわれていることの実態解明を主眼とし、ドイツのイ

ンダストリー4.0、米国 GE 主導によるインダストリアル・インターネットなど主として先進

国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。

 平成 27 年度は、前年度と同様に情報収集を継続するとともに、工場見学や講演会を合わせて実

施し、各国における具体的な事例の幅広い収集を行い、パラダイムシフトに向けた取組の参

考に資する事例として分類・整理した。

 本事業初の試みとして、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

スカッションを行った。インダストリー4.0 などの受け止め方や各社の対応ぶりなどを探りつ

つ、これからのものづくりに関する考え方などの議論を行い、TAKUMI4.0 を提案した。

1.4 今年度事業の重点ポイント 

 今年度は以下の 4 つを中心に事業活動を展開した。

（1）製造業パラダイムシフトの流れと方向性 

（2）製造業パラダイムシフトの具体的事例 

（3）製造業パラダイムシフトの日本での受け止め方 

（4）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 

 このうち、（3）と（4）については委員個人に対するアンケートでも設問に取り入れている。調

査項目は以下のとおり。

 パラダイムシフトに対する各社の受け止め方
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 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

 自社ものづくりの今後の展開方向

 専門部会の活動に対する意見

2. 製造業パラダイムシフトの流れと方向性

2.1 世界の動向 

 インダストリー4.0 で先行したドイツの取り組みは瞬く間に世界中に拡散。

 ドイツは 2015 年から連邦政府が全面に出て、産学官の連携強化の取り組みを行うとともに、

RAMI4.0 という各関係者が協調して開発できるような参照基準を初版した。

 欧州では、EU のほか英、仏などほとんどの欧州諸国がドイツにならった取組を始めている。

アジアでは、中国「中国製造 2025」、韓国「製造業革新 3.0 戦略」、インドの「デジタルインデ

ィア」のような類似の製造戦略が相次いで発表されている。

 米国では GE が主導して IIC を立ち上げ、2015 年には IIRA という参照基準を発表している。

IIC には世界中の企業が参加してテストベッドへの提案・参画が進行している。

 平成 28 年 3 月、ドイツは米国の IIC と密接な連携に向け協働していくことに合意したと発表。

図表 1 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

知的活動に集中できる労働環境になり、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」 
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図表 2 ドイツのインダストリー4.0 と米国の IIC の違い 

出所：諸資料をもとに NSRI(日鉄住金総研、以下同)作成 

図表 3 インダストリー4.0 に注目が集まる背景 

NSRI:日鉄住金総研 山藤
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IIC

に
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出所：専門部会内議論、諸資料などを基に NSRI 作成 

2.2 製造業のパラダイムシフトの方向性 

2.2.1 独米等世界からの「作用」と日本の「反作用」 

 世界中に大きなインパクトをもたらした「製造業のパラダイムシフト」の発生源は 3 つ。

インダストリー 4.0 今、なぜ注目を浴びているのか 
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 米国の ICT 系企業によるものづくり領域への進出

例：GAFA とよばれる Google（自動運転車）や Amazon(ドローン配送)などの活動 

 ドイツのインダストリー4.0

 米国を中心としたものづくり系スタートアップ企業の活発化

 上記 3 つの発生源は、日本にも強い「作用」を及ぼしたがその背景には以下の二つがある。

 10 年、15 年という長期構想でプロパガンダとしてのインパクトが大きいこと。

 標準化やレファレンス・アーキテクチャーといった日本勢が得意でない分野が前面に。

 2015 年になると、日本からものづくり系の「反作用」として二つの取組が発表された。

 RRI（ロボット革命イニシアティブ協議会）
 IVI（インダストリアル・バリューチェーン・イニシアチブ）

2.2.2 事業構造の変革と目指すべき方向性（海外アカデミズムの見方） 

☛マイケル・ポーターとヘッぺルマン（ハーバード大教授、PTC 社 CEO）

 IoT 時代は「つながるスマート製品」によって競争戦略が変容する。

 「つながるスマート製品」により、企業はその活動全体の見直しを迫られる。

 「つながるスマート製品」はハード部品とスマート部品と接続部品の三つからなる（次図）。 
 データから新しい価値を生み出せる。

 ソフトウェア産業の経験に学ぶことができる。

図表 4 3 つの部品からなる「つながるスマート製品」の構造 

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

出所： Michael E. Porter、James E. Heppleman  “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 

☛ヨーラム・コーレン（ミシガン大学教授）

 「製品設計」、「製造」、「ビジネスモデル」の三つの事業改革が不可避。

 マスカスタマイゼーションの次は「特定個人別生産の時代」が来る。

 どんな注文にも対応可能なデザイン・アーキテクチャーとモジュールを用意する必要がある。 
 RMS（リコンフィギュラブル製造システム）という生産システム自体を柔軟に変更でき、ト

ラブル対応も可能な将来の生産システムを目指すべき。（インダストリー4.0 と類似） 

2.2.3 パラダイムシフトへの備えと考え方 

 製造者は、ICT や IoT を使って、「職人の時代」のように顧客に寄り添うことが可能になる。

 マスカスタマイゼーションからさらに「特定顧客対応が可能な事業システム」に進む。

 こうしたパラダイムシフトを進めるうえでの切り口は二つある。

 1 つ目：「デジタル化とネットワーク化による『つなぐ』」という切り口

 「つなぐ」を考える際には、「つなぐ対象」、「つないで見える化するもの」、「つなぐことによ

る効果」を峻別して明確にしておく必要がある。
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図表 5 「つなぐ」対象と「見える化」の対象 

 工場内（受注後の生産進捗状況トレース）

 工場間（工場間での受注後の生産進捗状況トレース）

 トレース他企業と（部品部材等の調達状況トレース）

 出荷後の製品と（製品全生涯の状況トレース）

 販売後の他企業と（物流・流通等企業と人の活動状況トレース）

 外部研究開発機関と（オープン・イノベーションの推進トレース） 

 2 つ目：「情報」という切り口

 受注情報、各種の設計情報、部品・部材等の在庫情報やサプライチェーン情報、製品情報、

製品の販売情報・使用情報、利用環境情報などが、いつ、何処を、どのように流れる

かといった切り口である。

 次図は情報に着目したデジタル化、つながる化のイメージである。

図表 6 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 

3 製造業パラダイムの具体的事例 

3.1 先行事例分類の考え方 

 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のキーワード；

 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・ウェアラブル

 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
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 ビッグデータ、人工知能、クラウド

 企業間協業

 以上を集約すると情報の「デジタル化」とその「ネットワーク化」（つなぐ）となる。

 デジタル化される情報の種類；

 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情報、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の状態情報や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など。

 以上の 4 つに ICT 系のサイバー技術を加えた 5 つの視点から先行事例を収集、分類を行った。 

3.2 具体的な事例 

3.2.1 デジタル化、つながる化の対象別事例 

【受注情報のデジタル化（受注情報のトレーサビリティ）】 

 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、デジタル化による見える化への取組に関する事例。

3.2.3 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】 

生産プロセスのネットワーク化による生産・作業過程の見える化とトレーサビリティの確保

 日本の事例

 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 大化を図る例。

 終製品を三次元データで部品やモジュールに分解し、効率的な生産ラインをシミュレーシ

ョンで決め、従業員や機械に割り振るといった例。

 マシニングセンタ等の機器類と搬送系システムなどを対象に、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など。

 海外の事例

 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、さらに拡販を企図。

 TIA とは、マシンやプロセスの構想から設計までを 適化するソフトウェアのこと。直

感的なユーザーインターフェースや簡単操作が売りのデジタル化・ネットワーク化のた

めのシステム 。

 その導入先：ハーレーダビッドソンや BMW、マセラッティ等多数。

3.2.3 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 

【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。

 ドイツのシーメンス

 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」を追及している。
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 日本の事例

 コマツは、「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 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

の見える化をグローバルでリアルタイムに実現する「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 。

3.2.4 デジタル化、つながる化：製品をキーとした事例 

【製品のデジタル化】 

顧客先（製品の現況とその使用状況）との見える化⇒製品全生涯トレーサビリティの確保

 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「見る」「観る」「診

る」「視る」「看る」ことができるようになる。

 国内外に多くの関連事例がみられる。

3.2.5 デジタル化、つながる化： ICT 関連技術をキーにした事例 

【ICT 関連技術とサイバー関連技術】 

 IoT を標榜したり、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

活用したりしている事例。

 QR コードやバーコードもデジタル化の手段としている事例。

3.2.6 デジタル化、つながる化と協業関係の事例 

 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、既に多くの世界各地の企業と協業（仲間作り）に邁進。

 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はある。

3.2.7 デジタル化、つながる化事例の特徴 

 報道されている限りでは、 も多い取り組み事例は「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」の確保に関するものと「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」の確保に関するものである。

 一方、「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」と

「受注情報のデジタル化（受注情報のトレーサビリティ）」に関する事例は前者に比べるとかな

り少ない。

 ICT 関連技術とサイバー関連技術では、IoT、ビッグデータ、クラウドといったあたりの事例が

多くみられる。

4. 製造業パラダイムシフトの日本での受け止め方

4.1 政府の捉え方 

 日本再興戦略、科学技術基本計画、ものづくり白書、産業構造審議会、情報通信審議会におけ

る取り上げ方をサーベイした。

4.2 日本の現状 

 経営力や技術力の現状を、各国比較したサーベイ調査結果をみると、経営面にビッグデータを
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活用しようという考え方は、日本がダントツに低い回答結果1になっていた。

 「現場力」は、製造業における日本の強みとして人口に膾炙しているが、専門部会委員の認識

によれば、その実態にはかなりの疑問符がつく。

4.3 国内アカデミズムの見方2 

 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。（法政大学木村文彦教授）

 複合化、統合化、デジタル化によって、プロセスは制約から 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。（法政大学木村文彦教授）

 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。（法政大学木村文彦教授）

 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。（法政大学西岡靖之教授）

 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。（法政大学西岡靖之教授）

 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。（法政大学西岡靖之教授）

 製造業を支える熟練労働力こそ日本の『宝』」だ。「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。（青山学院大学

猪木武徳特任教授）

 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。（青

山学院大学猪木武徳特任教授）

4.4 日本の二つの対抗軸（リアクション） 

ドイツのインダストリー4.0 や米国のインダストリアル・インターネットなどの活動に対し、日本

では、主なものづくり関連の対抗軸として、RRI と IVI の 2 つを立ち上げた。概要は以下のとおり。 

4.4.1 RRI: ロボット革命イニシアティブ協議会 

 平成 27 年 5 月、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 2015 年に設置された。

 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。

1 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  

2 ここでは、法政大学木村文彦教授、同大西岡靖之教授、青山学院大学猪木武徳教授の説を紹介している。木村教授の説
については、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）。西岡教授の説については、
氏の IVI の HP「IoT の可能性と課題」http://iv-i.org/articles/iot_future-1.html から NSRI 作成。猪木教授について
は、“「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 日から NSRI 作成による。 
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 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。。

4.4.2 IVI：インダストリアル・バリューチェーン・イニシアチブ 

 平成 27 年 6 月、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る団

体である。

4.5 専門部会委員の見方 

 専門部会の委員企業 18 社に焦点を絞る形でアンケート調査を実施した。以下はその結果を集約

したもの。

4.5.1 パラダイムシフトの受け止め方 

 「パラダイムシフトの動きに不安」を感じている回答が 18 社中、14 社と 多を占めた。

図表 7 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（以下も同様に付省略） 

 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）などの回答が、18 社中

17 社と手数を占めた。「それほど遅れているとは思わない」は 1 社のみであった。

---図省略--- 

4.5.2 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。

 但し、受け止め方の理由をみると、個々には「脅威」に映る点が挙げられている。

図表 8 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）
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図表 9 ドイツのインダストリー4.0 に関する受け止め方 

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

4.5.3 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についての回答をみると、「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。

図表 10 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

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

 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 11 標準化の必要度合いと対応状況 
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図表 12 海外における標準化の動きに対する対応状況 

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

4.5.4 パラダイムシフトに対する自社の位置づけ 

 「パラダイムシフト」的な取組3について、過半数の 10 社が「何らかの形で開始」している。

図表 13 「パラダイムシフト」的な取組の開始状況  

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）

4.5.5 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。 

図表 14 受注品の生産工程内進捗状況の見える化の程度（即答 1 社のみ） 

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

図表 15 機械装置稼働情報の収集方法（スタンドアローンが大半） 

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

3 ・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。 
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図表 16 工場間の情報伝達・共有の程度（紙ベースが 3社あり）

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

図表 17 工場での部品納入業者等とのつながり方（半々に分かれる） 

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

図表 18 工場間情報（ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽ/失敗事例）共有度（共有がやや多い）

図表 19 物流・流通企業との販売後の製品情報共有度（共有がやや多い） 

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

図表 20 他社との事業連携（協業等）の有無（未連携が多い） 

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

図表 21 販売後の情報収集蓄積とその活用度（ほぼ半々）

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

4.5.6 自社ものづくり力の現況認識 

 「自信があるとは言えない」という回答は、15~16 社。このうち、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。生産技術力についても同様である。

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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図表 22 現場力に対する評価（自信ありは 2～3 社のみ）

 “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。

図表 23 “非 IT 系事業”における IT 系技術者の充足状況（取組無も 6 社） 

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

図表 24 今後を考えたときの貴社の IT 系人材の確保方法（半々に割れる） 

今後を考
えたIT系

人材の
確保方

法即戦力
確保戦
略(9社）

長期的
人材確
保戦略
(8社）

中途採用を行うべき(4社）

社内のIT系技術者を活用するべき
(2社)

情報科学、計算科学
に詳しい学生の採用
を増やすべき(8社）

外注で対応するべき(2社）
不明1社 全体18社

グループ会社のIT系人材を活用
するべき(1社）

4.5.7 自社の今後の展開 

 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 25 パラダイムシフトへの取組のための社内体制（取組無も 6 社） 

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

 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。

自信あり、2～3社
自信あるとは言えず、15～16社

自社のピーク比、 0社

海外ライバル比、3社

国内ライバル比、 2社

自社のピーク
比、 11社

揺らぎつつ
あると思う

問題は山積
している

問題ありと
思う

自社のピー
ク比、 5社

国内ライバ
ル比、 5社

自社のピー
ク比、 7社

海外ライバ
ル比、3社

国内ライバ
ル比、5社

自社のピー
ク比、 0社

海外ライバ
ル比、0社

国内ライバ
ル比、 1社

国内ライバル
比、9社

海外ライバ
ル比、5社

海外ライバル
比、8社

不明
6社

全体
18社

不明
5社

不明
7社

回答累計15社

全体
18社

全体
18社

回答累計3社回答累計15社回答累計5社
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図表 26 パラダイムシフトを検討する際の方向性（工場内がやや上回る） 

工場内
の見える化(14社）

調達先

との協業
による

見える化

(9社）
製品ライフサイクルの見える化

(トレース可能に）11社

販売後の企業との協業
による見える化(8社）

ユーザー企業との協業
による見える化

(8社）

国内工場間
の見える化(8社）

海外工場
も含めた見える化(8社）

全体18社

 「つなぐ」（IoT を導入する）場合に 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。

図表 27 「つなぐ」（IoT を導入する）場合に も重視する価値 （狙い）（二つに割れる） 

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(7社）

販売後の知見や価値を重視(10社）工場内生産・労働を重視(8社）

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）(7社)

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(1社）

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(2社)

データ、人、感性、競争を組み合わせた
価値創造(1社)

生
産
面

労
働
面

情報の
フィード

バック重視

データ
解析か
ら価値
創造を
重視

全体18社

【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」や「ユーザーへの運用支援サービス」については、取組中と未
実施がほぼ半々。

 「売り切りビジネスからの転換する可能性」と「工場内におけるパラダイムシフトへの取組の
可能性」については無しが多い。

 調達先との協業可能性では取組中が 1 社のみである。

5. 日本の機械工業としての対応

5.1 パラダイムシフトの革新性とは 

パラダイムシフトの革新性について、以下に有識者の見方を整理する。

 現在進行中の製造業におけるパラダイムシフトの動きを示すキーワード

「デジタル化」と「ネットワーク化」。このほかに「IoT」、「つながる」、「つなぐ」がある。

 デジタル化とネットワーク化の衝撃性

サービスが有する本質的な性質である「同時性」と「不可分性」の制約（下の囲み参照）を
デジタル化とネットワーク化によって打破することが可能になり、それによって

製造業が単なる「ものを作って売る」というビジネスから、「モノをベースとしたサービ
ス業」に転換する可能性が高まりつつある。そこに衝撃性がある。

 ビジネスモデル見直しの必要性が生じつつあることがパラダイムシフトの核心。

同時性とは、サービスの供給者と需要者が、同時に対面する必要性を指し、不可分性とは、
サービスを在庫しておくことができないことを指す。

サービスをソフトウェアに落としてデジタル化しておけば、需要者が必要なときにダウン
ロードしてサービスを享受できる。
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 デジタル化とネットワーク化による具体的な衝撃性

製造業の製品が、「つながるスマート製品」へと進化することに衝撃性がある。

この新しい製品は、従来型のハード部品とスマート部品、接続部品の三つからなる。

ものを基盤とした対ユーザーサービスの展開可能性と、生産プロセスの画期的なイノベー
ションの可能性を包含。

対ユーザーサービスはビジネスモデルの見直しを迫り、生産プロセスのイノベーションは
日本型現場力の強みを一気に覆しかねないインパクトを有する。

5.2 パラダイムのシフトにどう立ち向かうか 

 製造業のパラダイムシフトを進めるに当たり、検討すべきキーワードとして、「つなぐ」を取り

上げ、次の 4 つの検討を行った。第 1 に、「つなぐ範囲」。第 2 に、「つなぐ狙い」。第 3 に、「つ

なぐリスク」。第 4 に、「つなぐ前提」である。

図表 28 デジタル化とネットワーク化という ICT 技術による「つなぐ」範囲

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

 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「つなぐ」順序

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
先企業という道筋が見えてくる。

 同「つなぐ」効果

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り、 適な生産プロセスが構築できる。

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。

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。

 出荷後の製品と「繫がる」効果

製品とつなぐことで様々な情報が得られることが 大のメリット。

製品が工場と繫がれば、今まではブラックボックスに近かった顧客の使用時点の情報が得
られるようになる。

出荷後の製品のトレースができるようになれば、モノを作り、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。
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全体 適の追求も格段に進歩する。

5.3 専門部会委員による自由意見 

5.3.1 日本の製造業の強みと弱み 

 「強み」

「現場力」に係ることのほかに「品質」のよさ、「改善」する力など。

 「弱み」

いままでの「強み」が「弱み」になる可能性

「人材確保難」、「ビジネス展開」する力、「コストクレーム」

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」

「協業・連携・決断」など。

図表 29 日本の製造業の強み(左)と弱み(右) 

5.3.2 将来の日本のものづくりの姿 

 将来の日本のものづくりの姿として、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

た視点などがみられる。
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図表 30 日本のものづくりの将来像 

5.3.3 製造業のデジタル化の全体像 

 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見られる。

図表 31 製造業デジタル化の全体像と方向性 

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

5.3.4 匠の技」と「シミュレーション技術」に対する見方 

 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。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。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
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れる可能性」に言及する考え方である。

図表 32 「匠の技」と「シミュレーション技術」に対する見方 

5.3.5 これまでの製造業のデジタル化の実態に対する評価 

 CAD/CAM、CAE などが「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、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。

 このほか「要件定義等形式化するのが苦手」、「この現実打破は難しい」という指摘もあった。

図表 33 これまでの製造業のデジタル化の実態に対する評価 



 - 21 - 

5.3.6 回答者個人の自由な意見 

 「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」

 「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したい」

 「デジタル化には時間がかかる」、「自社のものづくりのあり方を考えさせられている」など。

図表 34 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 

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）

「グリーンハート」をその域内
の中心に据えた、都市産業論

都市産業論の例

米国の「グレータ・ワシントン」、
中国「長江デルタ」など、地域、
都市の再生計画との関係も考

えたい

国内パートナを

ITインフラは外注に頼らざる

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
に進めていくのかということ

が知りたい

委員交流の場がもう少しある
とよい

日本の多くの企業の方が、
同じように悩んでいることが

わかった

日鉄住金総研 山藤

5.4 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。

 こういった議論を踏まえ、本専門部会北出真太郎部会長から、“TAKUMI4.0”というネーミン

グの提案があった。

☛参考資料編：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 

5.4.1 TAKUMI4.0 提案の趣旨 

5.4.11 TAKUMI4.0 提案の背景、問題意識 

 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。

 アンケート調査の中の示唆的な回答が 2 つ。

 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」。

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」。

 いずれの指摘にも通底する考え方に、「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、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」がある。

5.4.1.2 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
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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。

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。

 「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

「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。

 日本の機械工業の目指すべき方向

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べき。

5.4.1.3「TAKUMI4.0」とは 

 「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、TAKUMI4.0 は「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。

 「TAKUMI4.0」の実現に必要な仕組

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、

ものづくりが、創意工夫の場として、或いは自己研鑚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。

5.4.2 TAKUMI4.0 提案の補足的説明 

【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」】 

 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、ヒトの役割が不可欠であることは

間違いない。

 少なくとも、ICT を活用した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。

 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。

 日本のデジタル化の主役はヒトである
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図表 35 工場の自動化とデジタル化におけるヒトの役割4 

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～

 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。

5.4.3 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

4 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 



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
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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
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注）例示した製品等の適用範囲は個人的見解

第Ⅱ部　参考資料編より



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
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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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