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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

Manufacturing（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
めに進むべき方向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３年間に亘り調査を進めました。
最終年度となる平成２８年度調査では、パラダイムシフトに係る内外の動きを継続して情
報収集するとともに、前年度に示した製造業のパラダイムシフトのイメージと“TAKUMI4.0”
の具体化を中心に検討しました。
その結果、ものづくりの「現実世界（Physical）」とIoT、AI、BigData等のデジタル技術
を活用した「仮想世界（Cyber）」により更なる高次の“To(2) Be”を目指す“「PC2Be」ダイナ
ミックサイクル“とその推進役である“TAKUMI4.0”という製造業の進むべき方向性を提案
しました。
本報告書はそれら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 本編
第 1 章. 事業概要
1.事業名
平成 28 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」
副題「新しい現場力と絶えざる進化を目指して～TAKUMI4.0」

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”をは
じめとして、米国の“Advanced Manufacturing（先進製造戦略）”
、
“ナショナル製造イ
ノベーションネットワーク”、英国の“HVM1（高価値製造）戦略”、
“カタパルト・セン
ター”、“先進製造研究センター”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、アジアも例外ではない。中国では、
“製造 2025”、
“イ
ンターネットプラス”などがあり、韓国では“スマート・ファクトリー・イニシアティ
ブ”、
“創造的経済イノベーション・センター”などの例がみられる。インドでも“Make
in India”などの政策的取組が相次いで発表されている。
米国シリコンバレーのみならず、世界的にも「ものづくり」を標榜したスタートアッ
プの起業が目立つ。一方、Amazon や Google など、IT 系企業による製造分野への参入
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
術を製造分野で応用したりという取組姿勢にある。
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（以下、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

1

HVM：High Value Manufacturing
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明らかになった。さらに同年同月 BITKOM、VDMA、ZVEI 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。平成 28 年に入ると、同年
3 月 14 日に開幕したハノーバーメッセにおいて「デジタル戦略 2025」が公表された。
同年にはまた、acatech から「グローバル・コンテクストにおけるインダストリー4.0」
が、VDMA からは中小企業のための「インダスとリー4.0 のガイドライン」などが相次
いで公表されている。
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
であったという2 。
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。さらに平成 28 年には横浜において日本初となる IIC フォーラム横浜が
開催されるに至った。
我が国においても、IoT 推進コンソーシアム／IoT 推進ラボや 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・イニシアティブ）
などが活動している。多くの企業がメンバーとして参加している。しかもこの分野の先
駆けとなる民間企業による取組をみると、ドイツより早い時期から活動が展開されてい
る3ことがわかる。
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。キーワードは、
「IoT」、
「つながる」、
「リモートサービス」、
「スマート」、
「インテリジェント」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。

2

出所：•October 3-5 – IoT Solutions World Congress – Barcelona, Spain

3

例えば三菱電機の eF@ctory は、2003 年から取組が始まっている。（平成 27 年度版報告書 p201）

http://www.iiconsortium.org/events.htm
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技術革新の多くは、SNS（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、
SNS 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
つひとつにわたって起きようとしている。
新しい製造業の姿としては、以下のような将来像が語られている。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、最終ユーザー個々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。リユー
スされたり、リサイクルされたりして終末を迎える。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逆的であり、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。

3.事業の目的
本事業の目的は、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
らす技術の趨勢を把握し、今後、我が国が引き続き「ものづくり立国」であり続けるた
めに必要な要件や課題を、主にプロセスイノベーションに重点を置きながら、明らかに
することである。

4.本事業における主な検討項目
4-1.今年度までの事業経緯と概要
初年度となる平成 26 年度は、
「パラダイムシフトとは何か」という観点から世界中で
起きている製造業にかかわりのある新しい現象を収集、調査し、その分析を試みてきた。
次年度はそうした新しいパラダイムシフトの動きにどう対応するべきか、先進事例を
できる限り収集して分析と検討を行うことにより、パラダイムシフトの全体像を描くこ
とにした。全体像をベースに議論を行い、我々として目指すべき方向を“TAKUMI4.0”
として提言した。
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3 年度目となる平成 28 年度は、TAKUMI4.0 を具体的に論ずることとした。特にも
のづくり企業の立場から、デジタル化・ネットワーク化が進むなかで「TAKUMI4.0 の
具体としてのヒトの役割」を考えることに焦点を当てた。そこで委員各社から
「TAKUMI4.0」に相当すると思われる事例を収集し、整理・分析することによって「現
場の事例からみた TAKUMI4.0 とは」というテーマに挑戦した。また、
「TAKUMI4.0」
の事例をベースとしてデジタル化・ネットワーク化、AI 時代におけるヒトの役割と求め
られる人材像を検討した。
次に、昨年度に実施した委員各企業に対する書面調査「パラダイムシフトに関する専
門部会委員向け調査」を今年度も実施することにした。これは、本専門部会に属する各
委員の「製造業のパラダイムシフト」に関する見方が、この一年間でどう変化したかを
みることにした。世界の趨勢に関する日本企業の変化の一端を探ることが目的である。

4-2.今年度の実施項目
最終年となる今年度事業をスタートするにあたり、当初、調査研究の対象として次の
4 つの柱を想定した。
○製造業のパラダイムシフトをもたらす内外の動向
○日本のものづくりの強みを活かし、弱みを克服する観点からの新たなコンセプ
ト「TAKUMI4.0」の具体化
○製造業のデジタル化、ネットワーク化と「TAKUMI4.0」における新たなヒト
の役割、求められる人材像とその確保・育成策
○今後の日本の製造業がとるべき世界戦略
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概要」に述べた観点と
昨年度からの継続性を踏まえて検討した結果、今年度の実施項目は以下の 4 つになった。
(1) 製造業パラダイムシフトの流れと方向性
(2) PC2Be ダイナミックサイクル4と TAKUMI4.0
(3) 日本における製造業のパラダイムシフト
(4) 日本の機械工業としての対応
まず「(1)製造業パラダイムシフトの流れと方向性」は、初年度以来、継続的に調査研
究をしてきたところである。現状を見るに、ドイツのインダストリー4.0 は、毎春開催さ
れるハノーバーメッセにおいて華々しく世界中の耳目を集めている。米国のインダスト
リアル・インターネットも米国内にとどまらず、欧州や日本においても仲間づくりに余
念がない。

Pysical Cyber To Be の略で現実世界の情報をデジタル化し、サイバー世界の利活用によりあ
るべき姿（tobe、2be）を目指すという意（詳論は第 3 章ご参照）

4
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お互い競争関係にあると見えていたドイツと米国であるが、平成 28 年 3 月には両社
の RA（レファレンス・アーキテクチャー：システム構築上の参照基準）の相互連携と
いう衝撃的な発表が行われた。
世界の著名な多国籍大企業は、その多くがドイツのインダストリー4.0 にも米国のイ
ンダストリアル・インターネット・コンソーシアム（以下 IIC）にも参加している。ま
たドイツでは、中小企業がインダストリー4.0 に乗り遅れないためのガイドラインが出た。
中国では、ドイツと緊密な関係を築きながら「製造 2025」や「インターネットプラス」
など、矢継ぎ早に新しい戦略を打ち出してきている。もちろん日本でも多くの取組がス
タートしている。
このように様々な活動が絶え間なく継続されている。これが世界の実情である。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。そこで本事業は、今年度においても引き続きそれらの動向を注視し、追跡調査を
行うことにした。
次の「“PC2Be”ダイナミックサイクルと TAKUMI4.0」は、昨年度の製造業のパラ
ダイムシフトのイメージ図において現実世界とサイバー世界のやり取りに着目した結果
生まれたものである。CPS の場合は先頭にサイバー世界が来る。製造業はまず現実世界
ありきである。この差異を強調しつつ常にあるべき姿を目指すというイメージを具体的
に検討し、そのイメージを“PC2Be”と称し、TAKUMI4.0 との関連性を検討5した。
三つ目の「日本における製造業のパラダイムシフト」では、“PC2Be”というイメー
ジ図を作成し、パラダイムのシフトが具体的にどのようなシフトかを検討した。
TAKUMI4.0 はその推進役という位置づけである。
四つ目の「日本の機械工業としての対応」では、TAKUMI4.0 の役割としてあるべき
現実世界（2Be）の実現を、サイバー世界（Cyber）を活用して実現すること（“PC2Be”
ダイナミックサイクル）の重要性を指摘している。

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、27 年度と同様、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6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。

5
6

詳細は第 3 章を参照
「本報告書」という場合、以下の使い分けを行う。平成 28 年度版の場合は単に「本報告書」という。初
年度及び第二年度の場合は、それぞれ「平成 26 年度版報告書」
「平成 27 年度版報告書」という、以下同
（∵本事業が平成 26~28 年度と 3 か年連続した事業の故）
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専門部会の運営については、今年度は部会に先立つ形で幹事会を設け、部会長と副部
会長、事務局により、部会運営の方向性を検討した。
部会では有識者による講演会の開催（講演 45～60 分+質疑応答）を主としつつも、
部会委員企業に対する書面調査、委員提出資料、調査機関の作成資料などを基に、議論
を重ねることにより事業を進めた。なお、報告書の原案は調査機関が作成した。

6.本事業で実施した内容
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以降、本専
門部会は初年度が 4 回、次年度が 6 回、今年度が 5 回、計 15 回実施された。

6-1.初年度から前年度までの活動概要
6-1-1).平成 26 年度
第1回

平成 26 年 10 月 3 日

第2回

平成 26 年 11 月 19 日

第3回

平成 27 年 1 月 23 日

第4回

平成 27 年 2 月 13 日

～各会の詳細は当該年度報告書参照

6-1-2).平成 27 年度
5）第 5 回

平成 27 年 7 月 21 日

6）第 6 回

平成 27 年 9 月 11 日

7）第 7 回

平成 27 年 10 月 23 日

8）第 8 回

平成 27 年 12 月 10 日

9）第 9 回

平成 28 年 1 月 26 日

10）第 10 回

平成 28 年 2 月 23 日

～各会の詳細は当該年度報告書参照

6-2.平成 28 年度
第 11 回 平成 28 年 7 月 13 日
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
議

題：(1)前年度（H27 年度）調査結果の確認
(2)TAKUMI4.0 の検討の進め方と事例紹介（北出部会長）
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(3)今年度の進め方及びスケジュール
(4)動向情報（継続調査）の紹介
第 12 回
場

平成 28 年 9 月 21 日
所：機械振興会館 6 階 65 号室
東京都港区芝公園 3-5-8

議

題：(1)講演「日本電機工業会（JEMA）の IoT による製造業の変革に
関する提言書「製造業 2030」について（仮題）」
（講師）JEMA スマートマニュファクチャリング特別委員会
委員長

松隈 隆志 氏（オムロン）

(2)TAKUMI4.0 事例の検討
(3)その他（アンケート等）
第 13 回 平成 28 年 11 月 15 日
場

所：機械振興会館 6 階 6D-3 号室

議

題：(1)講演「溶接訓練用 AR システムについて」
（講師）旭エレクトロニクス㈱ フィールドセールス事業本部
第二事業部ソリューションビジネス部 課長 中村直哉氏
同部

営業技術

課長

小林秀嗣氏

システムの説明、デモ体験、質疑応答
(2)IVI の紹介

IVI 事務局・鎌田氏

(3)圓川委員提出資料説明
(4)部会委員書面調査結果の途中結果報告
(5)TAKUMI4.0 の事例討議
第 14 回 平成 29 年 1 月 16 日
場

所：機械振興会館 6 階 6D-3 号室

議

題：最終報告書の骨子、まとめ方等について

配布資料：パラダイムシフトイメージ図（詳細版、概要版）
同上抜粋版（ビジネスモデル、匠の技、高度化など）
匠の技の定義と構成要素等整理表
専門部会委員対象アンケート調査結果の図解版
本報告書の目次、目次骨子案
本報告書の参考資料編
参考基礎資料（全体関係、ドイツ関係、スマート工場等）
第 15 回 平成 29 年 3 月 3 日
場

所：機械振興会館地下 3 階 B3-1 号室

議

題：平成 28 年度報告書（最終報告書）の内容について
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第 2 章. 製造業パラダイムシフトの流れと方向
“IoT”や“AI”といった用語は毎日のごとく報道されるようになった。ドイツでは「イ
ンダストリー4.0」、米国では GE を中心とするインダストリアル・インターネットやグ
ーグルの自動運転車、アマゾンのドローン配送など。また、中国ではドイツ企業との提
携を梃に「製造 2025」戦略によって急速に先進国に追い付こうとしている。さらに「イ
ンターネットプラス」戦略では ICT を活用した新規ビジネスモデル構築が目標である。
スーパーコンピュータや人工知能分野に関する科学技術論文では、中国はすでに欧州や
日本を凌駕しているといわれている。
製造業で生じているこうした新しい潮流に対して、世界では製造業の「パラダイム」
がシフトしている、或いは「新しい産業革命」が生じつつあるとみている。日本ではイ
ンダストリー4.0 の直訳にあたる第四次産業革命を称している。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
造分野で応用したりという取組姿勢にある。日々変化するこうした激しい世界情勢は、
一刻も目が離せない。以下はそうした観点から主な動きをまとめてみたものである。

2-1.世界の動向
平成 28 年には、ドイツを中心にいくつかの大きな動きがみられた。その一つがドイ
ツのデジタル戦略 2025 である。また、ドイツと米国の RA7（レファレンス・アーキテ
クチャー）の連携、ドイツの標準化ロードマップ、ドイツ機械工業連盟によるインダス
トリー4.0 ガイドラインなどが矢継ぎ早に公表されている。
米国 GE 社主導による IIC8も
多くの国々から加盟企業を集めており、テストベッドの取組など急速な進展を見せてい
る。平成 28 年には欧米に次いで横浜でも IIC のフォーラムが開催9され、多くの参加者
を集めた。

7
8
9

ドイツの RA については平成 27 年度版報告書の「2 章 1)、(1) 、8」に、米国の IIC の RA については同
書、「2 章 1)、(2) 、3」にて取り上げている。
米国 GE 社主導の IIC については平成 27 年度版報告書の「2 章 1)、(2) 、3」に概要がある。
IIC の HP 参照、http://www.iiconsortium.org/events.htm
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2-1-1.ドイツ
2-1-1(1)ドイツのデジタル戦略 202510
平成 28 年（2016 年）3 月 14 日に開幕したハノーバーの世界最大の IT フェア CeBIT11
において、BMWi のガブリエル（Sigmar Gabriel）大臣から「デジタル戦略 2025」が
発表された。要旨は以下の通りである。
「経済のデジタル転換は、ドイツの国際競争力の維持・強化にとって必須条件。ゴー
ルは、ドイツを世界で最もモダンな産業地帯にすること。重要なプロジェクトは既にス
タートしているが、『デジタル戦略 2025』では、将来必要とされるツールに関する最初
のシステマティックなアプローチを示している。将来のデジタル社会に向けて、ドイツ
がどう変わるべきかを示している。
最も重要な課題は、インフラに関する開発、投資、イノベーションである。検討すべ
きはインテリジェント・ネットワークに関する目標を実現する方法である。これからデ
ジタルインフラストラクチャーやネットワーク化された工場、データの主権、教育の新
しい要件、新しいビジネスモデル、新しい技術に対する調整といった課題に対応するこ
とが必要になる。優先度の高い課題を設定し、スキルを開発し、新しい地平を切り開く
必要がある。次のステップが何処にあるか、緊急に明確にする必要に迫られている。IT
フェアでは、
『一匹狼』の時代は過ぎ去り、我々の将来は『連携し、ネットワークを張る』
時代を迎えつつあることを示したい」（ガブリエル大臣）。
一般にインダストリー4.0 は製造業の特にスマート工場にかかわる部分に焦点が当て
られがちである。しかし、このデジタル戦略 2025 にみるとおり、ドイツにおいても米
国や日本同様そのターゲットは「デジタル社会」の構築にある。このデジタル戦略 2025
はそのための実現方法としてデジタル化のためのインフラ整備のあり方について論じた
ものである。
特に「データの主権」
「教育の新しい要件」
「新しいビジネスモデル」といった課題が
検討されていることが注目される。

Gesellschaft 2016 –Digitale Strategie 2025」
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/digitale-strategie-2025,property=pdf,
bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
出所：BMWi プレスリリース 03/14/2016 “Gabriel puts the opening of the CeBIT, the Digital
Strategy 2025“と「Digital Strategy 2025”から NSRI 意訳
http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=757460.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/digitale-welt,did=754836.html
出所：国際情報通信技術見本市 、CeBIT 公式サイト；http://www.cebit.de/home

10原本：ドイツ語版：Digitale

11
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2-1-1(2)、インダストリー4.0 関連の動向
インダストリー4.0 の性格付け
インダストリー4.0 は、高賃金製造国であるドイツが、引き続き製造業において世界
をリードし続け、世界中に製品・サービスを供給し続けることができるように、産官学
が三位一体となって取り組んでいる国家プロジェクトであり、統一スローガンであり、
キャンペーンである。インダストリー4.0 を冠した実物の展示を通じてハノーバーメッセ
は、世界中にインダストリー4.0 を啓蒙・宣伝に努める場となっている。

インダストリー4.0 と価値創造による成長戦略
インダストリー4.0 に至る産業革命の 4 次にわたる整理には様々な解釈がある。次の
図の作成者であるドイツの工学博士ライナー・アンデル教授（ダルムシュタット工大）
によれば、第 3 次と第 4 次の差異は、第 3 次は「エレクトロニクスと IT」の時代、第 4
次は、
「CPS（サイバーフィジカルシステム）をベースとした時代と区別できる点にある
と指摘している。
図表 1

工学博士ライナー・アンデル教授(ダルムシュタット工大)の産業革命図

インダストリー4.0 ―第四次産業革命

出所：“What is Industrie 4.0 and how will it create the new growth?
” Prof. Dr.-Ing. Reiner
Anderl Computer Integrated Design (Datenverarbeitung in der Konstruktion, DiK)
Fachbereich Maschinenbau Technische Universität Darmstadt
http://industry40.ee/wp-content/uploads/2015/05/ppt-Reiner-Anderl.pdf

同氏によれば、組み込みシステムからスマートセンサー、スマートシステム（センサ
ーとアクチュエータ）へと技術が発展し、さらに CPS、CPPS（サイバーフィジカル生
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産システム）へと価値創造の連鎖が進化していく。また、
「生産の効率化」の例として次
のような例（ユースケース）を挙げている。
図表 2

ユースケース：効率的な生産のためのプロジェクト構成と目的

プロジェクトの段階

内容

目的

パイロット研究
（試験的研究）

既存の先進事例に関する分析
と要因特定

プロジェクトの持つ潜在的
で特有の便益の実演

コンセプト開発

選定事例に対する適用概念の
開発

実証過程で築き上げてきた
概念の実施

実証機の製造

概念化された事例のハードウ
ェアとソフトウェアの適用及
び便益評価

実際の生産環境における実
証

プロジェクトの結果を教育的
観点から見直し、専門的知識の
蓄積とワークショップシリー
ズの実践

実証を行った企業における
手法の専門性・能力を提供

知識移転

出所“What is Industrie 4.0 and how will it create the new growth? ” Prof. Dr.-Ing. Reiner
Anderl Computer Integrated Design (Datenverarbeitung in der Konstruktion, DiK)
Fachbereich Maschinenbau Technische Universität Darmstadt
http://industry40.ee/wp-content/uploads/2015/05/ppt-Reiner-Anderl.pdf

次図は上記ユースケースを織物産業に適用した例である。
図表 3

ユースケース：効率的な生産の在り方(織物産業のケース)

出所“What is Industrie 4.0 and how will it create the new growth?
” Prof. Dr.-Ing. Reiner
Anderl Computer Integrated Design (Datenverarbeitung in der Konstruktion, DiK)
Fachbereich Maschinenbau Technische Universität Darmstadt
http://industry40.ee/wp-content/uploads/2015/05/ppt-Reiner-Anderl.pdf
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日本との関係
日本との関係では、日独政府間に連携の動きが始まった。平成 28 年 4 月 28 日、経済
産業省は、ドイツ経済エネルギー省との間で、IoT／インダストリー4.0 協力に係る共同
声明への署名を行った12。
経済産業省とドイツ経済エネルギー省の間で、IoT／インダストリー4.0 協力に関する
局長級対話を毎年実施するとともに、IoT／インダストリー4.0 に関心がある民間団体等
の参加を得て、具体的に下記項目等で連携していくとして、以下の 6 項目が挙げられて
いる。
（① 産業サイバーセキュリティ、② 国際標準化、③ 規制改革、④ 中小企業、⑤
人材育成、⑥ 研究開発）。
また、民間のプラットフォーム協力については、ロボット革命イニシアティブ協議会
とプラットフォームインダストリー4.0 間で連携強化に係る文書を同年 4 月 28 日に締結
している。 研究開発協力については、産業技術総合研究所とドイツ人工知能研究所との
間で研究協力の LoI を締結済みであり、今後具体的な協力に向けて連携強化の調整を行
っている。

（以上、経済産業省 HP13より）

平成 28 年 5 月 23 日には、デュッセルドルフ市において日独シンポジウムが「インダ
ストリー4. 0 とデジタル革命の実現可能性：日独企業の新しいビジネスモデル」という
タイトルで開催された。
東京で G7 会合の前に開催された第 17 回目となる独日経済政策協議14で、ドイツ側は
「本日、日本の経済産業省とインダストリー4.0 における二国間連携強化に合意し、両国
の企業間協力の促進、および国際的にはこれらのプロセスの標準化といった分野で緊密
に連携を計って行くことを目指す」と発言している。これに対し、日本側も「昨年 2 月
の本協議での議論を契機に、日独両省で IoT 協力の検討を開始し、翌 3 月のメルケル首
相訪日の際には、両首脳間で IoT 協力推進について合意。今回、その合意を具体化する
ものとして共同声明がまとまり、署名に至った---」と応じている。

2-1-1-(3).インダストリー4.0 のドイツ国内への啓発普及の動き
中小企業対策

12

経済産業省「日独 IoT／インダストリー4.0 協力に係る共同声明への署名を行いました。」

13

経済産業省「日独 IoT／インダストリー4.0 協力に係る共同声明への署名を行いました。」

14

ドイツ連邦共和国大使館・総領事館、ドイツ連邦経済エネルギー省のマティアス・マハニッヒ事務次
官と上田隆之経済産業審議官

http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160428011/20160428011.html
http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160428011/20160428011.html

http://www.japan.diplo.de/Vertretung/japan/ja/06-wirtschaft-und-wissenschaft/061-aktuelles/20160428-Kooper
ation-industrie40-jp.html
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インダストリー4.0 は SAP やシーメンス、ボッシュといった多国籍大企業が主導して
いる。インダストリー4.0 はデジタル化やネットワーク化に要する投資規模が大きいこと
から中小企業にはハードルが高いとされる。ドイツの経済的な強みは、中小の製造業部
門にある15とされる。ドイツでも中小企業対策は重視されている。そこで、中小企業に
も容易に挑戦できて導入しやすい工夫が「ユースケース」
「テストベッド」という形で行
われている。
ユースケースは、中小企業などが導入する際に、参照しやすいように各地に範となる
事例として用意されつつある。また、テストベッドは、デジタル化やネットワーク化は
とりあえず小さな規模で実証試験を行って問題点をつぶしながら、実際に使えるかどう
か確認していくステップのための場として用意されている。つまり実証試験を行う場の
意である。ドイツではフランホーファー16などの応用研究機関がその役目を担っている。

中小企業のためのアクセス改善としてのユースケース（導入事例）
インダストリー4.0 プラットフォームによれば17、
「ドイツには、製造工程でインダス
トリー4.0 技術を活用し、日々、デジタル・ソリューションの付加価値を実演する数百も
の事業者がいる。まだインダストリー4.0 を導入していない中小事業者にとって、こうし
た実例は非常に参考になる。そこでドイツ中のインダストリー4.0 のユースケースが地図
上から選択できるようにマップが整備されている。
例えば、次の図表６で18、シュツットガルトの”29”のなかの“Feuerbach の Bosch”
（ボッシュ社）の例をみる。
“Online Spindle Monitoring”の例 として「振動データの
オンライン捕捉によるメンテナンスの最適化事例」が出ている。これは「バーデンビュ
ルテンベルグ州の 250 人から 5000 人規模の事業所」に該当する例である。クリックす
ると以下のような説明文が現れる。
図表 4

ユースケースマップに掲載されているボッシュ社の事例

「ロバート・ボッシュのフォイエルバッハ工場では、
『オンライン・スピンドル・モニタリン
グ』によってメンテナンスの最適化を実証中。振動データを収集することにより、工具交
換の必要となるタイミングを早めに知ることができる。」

エスリンゲンの Festo 社19の例をみると20、
「エネルギーの見える化システムや分散的
エネルギーデータ収集システム事例」で「バーデンビュルテンベルグ州の 15,000 人規模

15

16
17

出所：http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/EN/InPractice/Testbeds/testbeds.html
フラウンホーファー研究所の概要については平成 26 年度版報告書の p61、及び p146~151 参照
出所：http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/EN/InPractice/Testbeds/testbeds.html

18http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/Karte/SiteGlobals/Forms/Formulare/karte-anwendungsbeispiele-for

mular.html
Festo Vertrieb GmbH & Co. KG Festo Campus 1 73734 Esslingen-Berkheim
https://www.festo.com/cms/de_de/991.htm
20http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/Karte/SiteGlobals/Forms/Formulare/karte-anwendungsbeispiele-for
mular.html
19
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の事業所」に該当し、
「未来の工場にとって省エネとエネルギー効率のアップは今まで以
上に重要な役割を果たす」事例として紹介されている。
図表 5

ユースケースマップに掲載されている Festo 社の事例

Festo のシステムは機械レベルでのデータ収集を可能にし、省エネのための条件を創出する。
さまざまなアプリによってモバイル上のデータを「見える化」することができる。従業員
は必要なときに現場でデータにアクセスすることができる。

図表 6

ドイツのインダストリー4.0 ユースケースマップ21

バイエルン州アウグスブルクの
KUKA 社22のロボット工場（図中右
下の“18”）をみると、
「従業員規模
は 5,000～15,000 人」の例として23、
次のように紹介されている。
KUKA 社の新ラインではロボッ
トをインダストリー4.0 の複数の
要素を統合して組み立てている。
この新ラインによって、KUKA は
生産プロセスの最適化と時間短縮
を成し遂げながら、生産能力の拡
張にも成功している。生産システ
ムがつながることによって、適時
適切に部品を供給できるようにな
っている。

中小企業のためのアクセス改善としてのテストベッド(実証試験地)
ドイツには、既にインダストリー4.0 のための新しいコンポーネントを開発している
中小規模の機械及びプラントのエンジニアリング企業が非常に多くある。こうした企業
は、現実的で複雑に相互接続できるテストベッドを探している。それは、最新の開発案
件を現実的な環境で試験し、生産に備えるためである。同様に、新しいデジタル技術を
有する事業者には、革新的なシステム・アプローチやネットワークでつないだビジネス

21http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/Karte/SiteGlobals/Forms/Formulare/karte-anwendungsbeispiele-for
22

mular.html

KUKA,本社、ドイツ、バイエルン州アウグスブルグ

https://www.kuka.com/de-de/über-kuka

23http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/Karte/SiteGlobals/Forms/Formulare/karte-anwendungsbeispiele-for

mular.html
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モデルを試し、成熟させて市場に出せるようにするための適切かつ参入しやすい道筋が
必要になる。
」
図表 7

ドイツ国内におけるテストベッドマップ

出所：インダストリー4.0 プラットフォーム

http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/Karte/SiteGlobals/Forms/Formulare/kartetestbeds-formular.html

連邦教育研究省（BMBF）は、テストベッドに関する具体的な助成策を公表している、
その狙いは、中小企業が既存のテストベッドで、革新的なインダストリー4.0 のコンポー
ネントの試験ができるように支援することにある。
BMBF は、シュツットガルト大学のトーマス・バウエルンハンゼル教授指揮の下で、
「セントラル・コンタクト＆コーディネーション・オフィス」を設立し、特に中小企業
に対して、助成公告の枠組みの中で、具体的なプロジェクトに最適なテストベッド選択
の助言や成果全体の科学的整理などを行っている24。この助成策は、コンポーネント、
機械、プラントの製造業者を対象としている。連邦経済エネルギー省（BMWi）からの
助成と共に、卓越した研究拠点の目標達成を支援する。このように25ドイツ政府は、卓
越した研究拠点と協働して、機器製造業者と運用者の双方のための支援施策を展開して
いる。

24
25

出所：http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/EN/InPractice/Testbeds/testbeds.html
出所：http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/EN/InPractice/Testbeds/testbeds.html
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2-1-1(4).活発なフラウンホーファー研究機構の活動
フラウンホーファー研究機構の最近の動向
ドイツのフラウンホーファー研究機構26は、インダストリー4.0 の具体的な事業につ
いて大企業との共同研究にとどまらず、中小企業への導入役として幅広い活動を展開27
している。平成 28 年には、ドイツ全土で 15 のパフォーマンスセンターの新設が発表さ
れている。NRW 州（ノルトラインヴェストファーレン州）の場合、同州には 3 つの新
設が決まったという28。アーヘン、ドルトムント、オーバーハウゼンの 3 か所である。
アーヘンの新設センターでは、エネルギー、モビリティ、医療およびバイオテクノロ
ジー分野でのデジタル生産が研究テーマで、特に NRW 州政府のデジタル戦略の目標を
達成する上で重要な役割が期待されている。
ドルトムントでは、特にクラウドコンピューティングを駆使したロジスティクスのデ
ジタル化が中心テーマとなる。これも NRW 州政府のデジタル戦略に掲げられている重
要なテーマである。
オーバーハウゼンの同センターでは、エネルギー・化学産業が今後、変化に適応して
いくための基礎的科学を研究する。この研究活動がエネルギーシフトを成功へと導き、
また将来を見据えた NRW 州のエネルギー・化学産業の発展にも貢献すると期待されて
いる。
これらの新設のパフォーマンスセンターの予算は、20 百万ユーロ強。NRW 州と経済
界が各々40%を、残りの 20%はフラウンホーファー研究機構が拠出する。パダーボーン
にあるフラウンホーファー・メカトロニクスデザイン技術施設（IEM）について、今後
も成果を上げ続ければ、
「フラウンホーファー研究所」に格上げの見通しだという29。
以上から明らかなようにフラウンホーファー研究機構はインダストリー4.0 の実現に
向けてきわめて活発な活動を展開している。

フラウンホーファ－研究機構では雇用・教育・訓練も視野に
ドイツのインダストリー4.0 と日本の第四次産業革命の進め方を比較すると、最も大
きな違いは技術以外の分野の注力の仕方にある。ドイツではインダストリー4.0 という大
きな変革に伴い、従業員に対する再教育訓練や従業員の働き方が研究テーマとして取り

26
27
28
29

フラウンホーファー研究機構については、平成 26 年度版報告書 p61. p 146～149 参照
出所：NRW 州メールマガジン「フラウンホーファーのパフォーマンスセンター3 拠点が NRW 州に新
設」から NSRI 作成
https://news-japan.nrwinvest.com/2016/5/1
出所：NRW 州メールマガジン「フラウンホーファーのパフォーマンスセンター3 拠点が NRW 州に新
設」から NSRI 作成 https://news-japan.nrwinvest.com/2016/5/1
出所：同上（NRW 州メールマガジンから）
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上げられている。フラウンホーファーの研究所のうち IAO（労働経済・組織研究所30）
がその役割31を担っている。ここでは障害者の社会参加の観点から、未来の人とロボッ
トの協働シナリオ作りが行われている。また「デュアルシステム」で有名な児童・生徒・
学生に対する職業教育訓練内容の見直しも課題として挙げられている。

インダストリー4.0 の労働雇用に及ぼす影響に関する研究
フラウンホーファー研究機構は単に工学的、技術的な問題を取り上げるばかりではな
く、上述の IAO のように労働経済問題のような社会科学的なアプローチも並行して実施
している点がユニークである。この中には重度障碍者を含む生産部門の従業員に、仕事
の質を保証するアプローチのような研究テーマまで含まれている。ワークライフバラン
スを謳うドイツの産官学の見事な連携といえよう。
図表 8

フラウンホーファーIAO による「未来の作業」

---フラウンホーファーIAO（労働経済・組織研究所）では、
「未来の工業生産―インダス
トリー4.0」と題する研究の中で、約 600 名の製造担当の管理職と 20 名以上のトップクラス
の専門家が、明日の工場における「作業」に関するビジョンを研究している。その目的は未
来の製造業においてヒトと機械が果たす役割を説明することにある。
ネットワーク化されたモバイル・コミュニケーションと柔軟な製造活動が、いかにして革
新的な製造業者に、新しい競争上の優位性を生み出すか。とりわけ、この研究は、生産の制
御へのインダストリー4.0 のアプローチに光を投げかけており、将来どこで、製造活動と知
識労働が統合されるかを明確にしている。--出所：Further information Study: Manufacturing Activities of the Future – Industry 4.0
(.pdf) -german www.produktionsarbeit.de

http://www.iao.fraunhofer.de/lang-en/about-us/business-areas/corporate-development-work-design/10
53-guideline-study-into-the-future-of-manufacturing.html

フラウンホーファーIAO の問題意識
IAO の問題意識は、重度の障碍者を含む製造部門の従業員にとって、ロボットと働く
ことがいかに魅力的なものにできるか、或いは重度の障碍をもつ人々にも働き甲斐のあ
る仕事をいかに保証するかにある。
図表 9

インダストリー4.0 における障碍者を含む従業員の働き方

2016 年 2 月 3 日 AQUIAS プロジェクト開始記念イベントで、重度障碍者を含む生産部門
の従業員に、仕事の質を保証するアプローチが紹介された。
高度な安全性により、人々と機械が手に手を取って働くことが可能になり、企業は順次、
ヒトとロボットの職務分担を全面的に再設計していくことができる。
パイロット計画 2 つのうちの 1 つ目は、あらゆる種類の重度障碍者を持つ人々に組み立て

30

31

フラウンホーファー労働経済・組織研究所（IAO）シュツットガルト市にあり情報通信技術グループに
属する。このグループは欧州最大の ICT 研究グループで先進技術をカスタマイズして主に産業や
メディア向けに提供している。（本報告書平成 26 年度版 p146～151）
出所：NRW 州メールマガジン「フラウンホーファーのパフォーマンスセンター3 拠点が NRW 州に新
設」から NSRI 作成 https://news-japan.nrwinvest.com/2016/5/1
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ラインでの仕事を提供する ISAK 社での作業に、ロバート・ボッシュ社の移動式の製造支援
器「APAS アシスタント」が投入される。
「私たちの目標は、ロボットを微調整することによ
って、各従業員に適合した支援を提供し、より価値の高い職務を遂行できるようにすること
だ。
」（フラウンホーファーIAO のプロジェクト・マネージャー、デイビッド・クレマー氏）
これによって同社では、従業員にも ISAK 社にもメリットが生まれ、雇用と事業収益の好循
環がもたらされる。
2 つ目のパイロット計画では、ボッシュ社の「APAS アシスタント」を使って、いろいろ
な方法で、ヒトとロボットの職務分担をテストしている。ここで対象になるグループは、障
碍のない人々。ISAK 社の重度障碍をもつ労働者を巻き込んだ最初のパイロット計画で得ら
れた成果と比較することでさらなる改善が期待されている。--出所：Fraunhofa IAO の HP から

http://www.iao.fraunhofer.de/lang-en/about-us/press-and-media/1256-inclusion-through-robotics.html

フラウンホーファ－研究機構による中小企業支援策
同研究機構では「中小企業でも可能なシミュレーション」をターゲットにしている。
平成 28 年 2 月 16 日、シミュレーションに基づいた生産向け意思決定ツール「ドリーム
プロジェクト」が公表された。本プロジェクトの目的は「シミュレーションに基づいた
支援システム」を開発することにある。こうした生産の計画や管理において意思決定者
を補佐するための開発には EU から助成金が出る。
この開発によって「勘に頼る」意思決定という「疑わしいアプローチ」からの脱却を
支援し、生産工程や注文管理の効率化を高め、より迅速に生産できる仕組みを提供する
ことができる。
しかし中小企業にとって、高価なシミュレーション用ソフトウェアを実装・管理する
ことは敷居が高い。このギャップを埋めるために、フラウンホーファーIAO32では、ド
リームプロジェクトを主導し、シュツットガルト大学の IAT（産業工学（IE）及び技術
管理研究所）33と連携している。
「ドリームプロジェクト」における企業の生産計画を支援するプラットフォームの開
発には、中小企業でも使えるようにオープン・ソース・ソフトウェアが使われている。
中小規模の製造業者が、インターネットにアクセスできれば、生産計画段階からシミュ
レーションを駆使して生産ライン・注文管理に取り組むことができる。

32

出所：Hraunhofer IAO,“IAT University of Stuttgart” http://www.iat.uni-stuttgart.de/

33

英語名： Institute of Industrial Engineering and Technology Management IAT、IAT は人的資源・
技術管理研究所。http://www.iat.uni-stuttgart.de/

http://www.iao.fraunhofer.de/lang-en/about-us/iat-university-of-stuttgart.html
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2-1-1(5)VDMA ガイドライン：中小企業対策
ドイツでは、平成 28 年（2016
月に中小企業対策としてドイツ機械工業連盟
年／2016 年）4
年 4 月に中小企業対策としてドイツ機械工業連盟
（VDMA）が「ツールボックス」のガイドライン“VDMA:Guideline Industrie 4.0”を
発表34している。
このガイドラインは「導入の段階別ガイドライン」となっており、「中小企業がイン
ダストリー4.0 を導入するときの参考」になるように作成されている。本ガイドラインは、
「各
導入のための「出来合いの戦略」ではない。インダストリー4.0 というビジョンから、
社ごとの戦略」を導き出すためのガイドラインである。狙いはあくまで「各社ごとの強
「各社独自の概念や解決策を模索するための一助」と
みや能力」を勘案することにある。
いう位置づけである。
ガイドラインには次の通り、生産版ツールボックス・インダストリー4.0 と製品版ツ
ールボックス・インダストリー4.0 の二種35がある。項目別に導入の段階が示されている。
それぞれレベル 1 からレベル 5 までの区分がある。導入すべき項目の一覧が以下の二つ
の表である。

Tool Box Industrie 4.0

生産版

生産版では、生産データの処理といった項目をはじめ、機器同士の通信（M2M）、生
産関連企業規模でのネットワーク化、生産における IT 基盤などが取り上げられている。
図表 10

Tool Box Industrie 4.0

生産版

注、レベル 1～5 という表現は原文にはない。本文説明等勘案、NSRI にて追記したもの。
出所：VDMA Industrie4.0 Guideline の Tool
の表から意訳したもの
ToolBox
Box
の表から意訳したもの

34

35

VDMA: Guideline Industrie 4.0

https://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/EN/Downloads/Publikation/vdma-guideline-industrie-40.pdf?__blo
b=publicationFile&v=2

VDMA Guideline Industrie 4.0 Tool Box Industrie 4.0

23
－23－

Tool Box Industrie 4.0

製品版

ツールボックス 製品版は、生産版と似た構造になっている。製品の項目では、セン
サー・アクチュエーターの統合といったテーマから、通信／つながり、データ蓄積と情
報交換の性能、監視といった項目が並ぶ。それぞれにレベル 1 からレベル 5 までの段階
別のガイドが付く。
図表 11

ツールボックス

製品版

注、レベル 1～5 という表現は原文にはない。本文説明等勘案、NSRI にて追記したもの。
出所：VDMA Industrie4.0 Guideline の Tool Box の表から意訳したもの

ガイドラインの構造
ガイドラインの構造は、インダストリー4.0 の導入ステップとして、準備、分析から、
創造性、評価、実行までのサイクルを描いており、それぞれのステップで必要となる事
柄がどのようなチームで遂行すべきかがわかる仕組みになっている。
図表
インダストリー4.0ガイドラインの構造
ガイドラインの構造
図表 12
12 インダストリー4.0

出所：VDMA Industrie4.0 Guideline から NSRI 作成

https://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/EN/Downloads/Publikation/vdma-guideline-industrie-40.
pdf?__blob=publicationFile&v=2
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2-1-2.ドイツから見た世界のインダストリー4.0
2-1-2(1). acatech スタディ「グローバル・コンテクスト」
ドイツ学術アカデミー（acatech）はこのほど、
「グローバル・コンテクスト」（ドイ
ツから見た各国のインダストリー4.0）に関するレポートを公表36した。以下はその概要
である。
ドイツの acatech による研究成果「グローバル・コンテクストにおけるインダストリ
ー4.0」には、ドイツから見た製造業の競争相手との相対的な位置づけが分析されている。
各国の強み・弱み、機会・脅威、政策と狙いが整理されている。またドイツとして各国
に対してどう対応すべきかが論じられている。以下、acatech の見方に基づく各国の動
向を整理していくことにする。

「グローバル・コンテクスト」要旨37
 「グローバル・コンテクスト」という研究報告は、独、中、日、韓、米、英の 6
か国を調査対象としている。各国の専門家に 150 回以上のインタビューとディス
カッションを行った。その結果を踏まえ、インダストリー4.0 の分野における「国
際協力に係る機会と課題」について分析し、取りまとめている。
 独以外の 5 カ国はいずれも、将来のインダストリー4.0 ソリューションのサプライ
ヤーとなる重要な国々であり、それゆえにドイツのインダストリー4.0 における機
会と脅威にとって潜在的に魅力的なパートナーでもある。
 この調査結果によれば、各国の専門家はいずれもインダストリー4.0 は競争力や国
内製造業、新ビジネスにとっての強力なビジネスチャンスになるとみている。
 将来のインダストリー4.0 の世界では、供給、製造、保守、配送、カスタマーサー
ビスといった事業プロセスは、インターネットを介して皆つながることになる。経
済の姿は大きく変貌する。
 異種システムの相互運用性を確実にするという観点からみて、国際的規範・標準は
不可欠の要件となる。規範や標準の開発には、事業や制度間の国際的に緊密な協調
が求められる。高度で柔軟な価値連鎖を形成する過程でその国の内外の企業間に新
しい形の協力を迫る。
 ドイツ企業がこの種の協力に関与すべき分野についてみると、依然としてまだかな
りの不確実さが残っている。シナジー効果や競争的利益が期待される一方、ノウハ
ウや付加価値の流出が懸念される。
 一方、独企業はインダストリー4.0 推進上、引く手あまたの状況にある。グローバ
ル・パイオニアとして各国と柔軟に協調していくことは、ノウハウの強化、事業機
会の獲得、ダイナミックなインダストリー4.0 マーケットを形成するのに役立つ。

36

37

出所：acatech STUDY Executive Summary and Recommendations Industrie 4.0 in a Global
Context Strategies for Cooperating with International Partners Henning Kagermann,
Reiner Anderl,Jürgen Gausemeier, Günther Schuh,Wolfgang Wahlster (Eds.) Design: Heyko
Stöber
出所：同上（acatech STUDY）
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 ただし、ドイツはデータ駆動型ビジネスモデルや巨大なプラットフォーム・エコシ
ステムの開発という点で、現在のところは遅れを取っている。

「グローバル・コンテクスト」のパートナー国家について38
各国の専門家は、インダストリー4.0 という用語が全体的概念を示すとの認識の下、
インダストリー4.0 が各国の強みのキーとなるとみていた。スマートマシン、製品、生産
資源が垂直統合されて、柔軟な生産システムになる。異業種間価値連鎖に水平統合され
るという方向は、グローバル展開している企業の重要なビジネスモデルになるとみてい
る。従っていずれの国々もインダストリー4.0 に向けたネットワーキングとデジタライゼ
ーションを最重要テーマに位置づけている。
こうした背景に対して、6 カ国はどの国もインダストリー4.0 の最大の経済的な機会
は生産の最適化にあるとみている。どの国もその期待するところは、生産性の向上であ
り、国際競争力の向上、製造業の強化である。

調査対象国別のインダストリー4.0 の注目点39
しかしながら、インダストリー4.0 に関してどんな機会に注目しているかについては、
以下のとおり国によって違いがある。

ドイツの場合40
ドイツでは特に、スマートで自律的な工場における情報通信と製造技術の統合に焦点
がある。他方、米国や近年の中国では、スマート製品、インターネット・プラットフォ
ーム、及び前二者をベースとした新規事業モデルと密接に関連付けされている。

中国の場合41
中国では、政府の主導により「製造 2025」と「インターネットプラス」が唱導され
ている。ネットワーキング、統合、新事業モデルの三つが文脈的につながっている。中
国の国内市場の規模とその市場が、外部世界と比較的密接な関係にあるという事実によ
って、中国の国内のプラットフォーム・運営者は、急速に成長する国内市場を抱えると
いう好環境下に置かれている。そうした市場のお蔭で、顧客基盤や相補的な製品につい
て、やがてはグローバル展開をもくろむことにつながっていく。

38

39
40
41

出所：acatech STUDY Executive Summary and Recommendations Industrie 4.0 in a Global
Context Strategies for Cooperating with International Partners Henning Kagermann,
Reiner Anderl,Jürgen Gausemeier, Günther Schuh,Wolfgang Wahlster (Eds.) Design: Heyko
Stöber
出所：同上（acatech STUDY）
出所：同上（acatech STUDY）
出所：acatech STUDY Executive Summary and Recommendations Industrie 4.0 in a Global
Context Strategies for Cooperating with International Partners Henning Kagermann,
Reiner Anderl,Jürgen Gausemeier, Günther Schuh,Wolfgang Wahlster (Eds.) Design: Heyko
Stöber
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米国の場合42
米国ではシリコンバレーのインターネット企業をはじめとして、革新的スタートアッ
プや財務面が強力なグローバルネットワークを持つベンチャーキャピタルのいずれもが、
新興のプラットフォーム経済によって出現した事業機会の重要性について、正しく理解
している。米国はインダストリー4.0 ソリューションのグローバル市場への参入をターゲ
ットとしており、こういった市場の未来を自ら形成しようとしている。

ドイツ企業の対応(acatech 慫慂の方向)43
ドイツ企業は、プラットフォームインダストリー4.0 によって、ネットワーク効果や
ロックイン効果と同様に勃興するデジタル・エコシステムに出会えることになる。これ
はインダストリー4.0 プラットフォーム経済における世界のリーディング・プレーヤーの
地位を、長期にわたって確実にするために払うべきドイツのキーとなる挑戦である。
さらに米国および拡大しつつある中国からの強力な競争相手は、ドイツ国内のマーケ
ットに関して、プラットフォーム運営者のグローバル展開能力に関する制度的な影響を
観るといった点に焦点を当てつつある。
同時に、米独の専門家たちは、二か国いずれもがインダストリー4.0 ソリューション
のリーディング・サプライヤーとして「市場関連性の欠如した製品開発」によるリスク
に注目していた。加えて 6 か国すべてのサービス分野におけるデータセキュリティとデ
ータ主権（ソブリンティ）に対する懸念を共有していた。
もしこの先ドイツが、積極的にインダストリー4.0 の未来を形成し、事業の早期採択
を可能にしたいのであれば、共通の国際インフラが創出できるように、国際的に標準化
を推進していく必要がある。

42
43

出所：同上（acatech STUDY）
出所：（acatech STUDY）
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Industrie インダストリー4.0 in a Global Context Strategies for Cooperating with International Partners

http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Publikationen/Projektberichte/acatech_eng_STUDIE_Industrie40_global_Web.pdf

出所：acatech STUDY

図表 13 ドイツから観たインダストリー4.0 に関する 6 か国の現状と動向等比較
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出所：acatech STUDY
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acatech によるドイツ企業に推奨される各国別対策

http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Publikationen/Projektberichte/acatech_eng_STUDIE_Industrie40_global_Web.pdf

図表 14
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ドイツから観た各国の主なイニシアティブ（独・日・米）

30

注．上欄の日本の“Initiative”において上から 3 行目、
“Industry4.1J”とあるが、これは次世代工場に向けた新戦略「 Industry 4.1J 実証実験プロジェクト」のこと。推
進主体は VEC（Virtual Engineering Community）と NTT コミュニケーションズが中心となっている。
https://www.vec-community.com/ja/salon/2016/7
出所：VEC Solution Presentation Industry 4.1 J Architecture Concept for More Security and Flexibility to the Factory
出所：NTT コミュニケーションズ「Industrie4.1J＆Connected Factory」製造現場をクラウドでつなぐ “Industry4.1J”実証実験プロジェクトの進捗と IoT トライア
http://www.ntt.com/content/dam/nttcom/hq/jp/business/services/cloud/iot/iot/pdf/iot_sol.pdf
ルパック Connected Factory について

図表 15
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図表 16
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ドイツから観た各国の主なイニシアティブ（英・中・韓）

2-1-2(2).各国別展望～ドイツ編44
ドイツがドイツを評すると
ドイツではインダストリー4.0 は、将来の強力な技術ベースの展望（ビジョン）として描か
れている。その焦点は、生産プロセスの最適化、品質、価格、柔軟性、配送、売上高の改善全
般にわたる。戦略的ゴールはドイツの伝統的に強力な製造業と機械工業をデジタル化によって
そのポジションを維持・強化することにある。
新しいビジネスモデルやスマート製品の開発は、製造分野の開発に対する重要性に比べれば
相対的にそれほど重要ではない、と考えられている。インダストリー4.0 の開発において、ド
イツ産業界は、大企業ばかりでなく中小企業もキーとなる役割を果たしてきた。中小企業とい
っても特にグローバルに成功した「ミッテルシュタント」
「隠れたチャンピオン」が、自動化
と工場設備における強さゆえに、そうした役割を果たしてきている。
ドイツのこの分野における国際的に素晴らしい評判のお蔭で、国際協力を要するような現在
進行しているイニシアティブにおいても、ドイツはよい位置を占めているといえる。
ドイツ企業に対して 一般的に推奨されるべきことは、特にインターネット技術など情報通
信（ICT）産業において、特別な専門性を有する日本や米国の企業との協力に対してもっと焦
点を当てるべきことである。
一方、中国や韓国はともに製造技術に対する需要が旺盛であり、ドイツの製品にとっての前
途有望な市場とみなせる。
ドイツで支配的な標準化に対するトップダウン・アプローチは、政府や先駆的な企業、学術
界によってリードされている。企業は研究機関と密接な協力関係にある。その活動は、対話型
のコンセンサスにベースを置くプラットフォームインダストリー4.0 のような組織によって調
整されている。しかしながら、この調整プロセスに時間がかかりすぎるなら、中期的にはドイ
ツはそのグローバルな競争相手の後塵を拝してしまうというリスクがある。
結局のところ標準化のスピードは、他の国の事情によるというよりは、多分にドイツ自身の
中にある否定的要素によるところが大きいといえる。レファレンス・アーキテクチャーや標準
プログラミングのインターフェース（APIｓ）に関する期待は、著しく高いといえる（注.この
結論は調査チームによってドイツに関する展望をしていく中から導かれた）。

44

出所：acatech STUDY Executive Summary and Recommendations Industrie 4.0 in a Global Context Strategies for
Cooperating with International Partners

Henning Kagermann, Reiner Anderl,Jürgen Gausemeier, Günther

Schuh,Wolfgang Wahlster (Eds.) Design: Heyko Stöber
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ドイツがすべきこと
 インダストリー4.0 というブランドを確立すること
ドイツ製インダストリー4.0 ソリューションに対して、世界中の国々から寄せられる高
い関心がリターンに結実できるようにインダストリー4.0 の活動を国際次元で強化し
つづけること
 国際標準化を国際協力の触媒として利用すること
ドイツの産業界は、主導的な国際標準化団体にもっと積極的に参画するようになるべき
であり、リーダーシップを積極的に取るという役割を果たすべきである。
 イノベーション・センター間の協力をより強化できる仕組みを創出すること
イノベーション・センター間の協働化の推進は、企業と諸外国出身の研究者との協業が
できるようにするためである。
 インダストリー4.0 の恩恵を過度に抽象化しないよう明確にすること
インダストリー4.0 戦略の統合的な発展を目指す動きと同時に、実用的でハイ・プロフ
ァイル・ソリューションを目指すという両面のアプローチを追及すること。

2-1-2(3).各国別展望～中国編45
中国をドイツが評すると
中国製造業の風景は、事実上極端に異質である。一方に華為技術、サニー（三一集団）、ハ
イアールといった一握りの巨大グローバル企業があるかと思えば、他方で、大変な量の中小企
業がある。前者は、ある意味で高度に自動化され、進んでいる工場を有している。後者は自動
化とかデジタル化とかはほとんど進んでいない。本当に中小企業の多くはいまだにコンピュー
タ・インテグレーテッド・マニュファクチャリングを導入し始めたばかりという状態にある。
中国政府は最近「中国製造 2025」戦略を採択した。その目的は中国製造業の完全な近代化
にある。インダストリー4.0 は先進国の製造業にキャッチアップするためのキーだとみられて
いる。インダストリー4.0 はそれゆえに多大の関心を集めつつ推進されている。中国は特にド
イツとの協調を進めたいという要望を明示的に表明してきた。
短中期的にはドイツにとって数多くの機会が広がっている。中国は産業ソフトウェアや自動
化技術のような格上の技術にとって有望な市場である。
更に、中国市場における中国自身のインダストリー4.0 ソリューションの開発とその高速の
実装には、ドイツの組織体が活用され、関連するドイツの規範や標準は広く採択されるに至っ
ている。
しかしながら長期の視点に立ち返る必要性がある。中国経済の転換が計画通り進むと、中国
は一転、深刻な競争相手になる。

45

出所：acatech STUDY

Executive Summary and Recommendations

for Cooperating with International Partners

Industrie 4.0 in a Global Context

Strategies

Henning Kagermann, Reiner Anderl,Jürgen Gausemeier, Günther

Schuh,Wolfgang Wahlster (Eds.) Design: Heyko Stöber
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中国に対するドイツがすべきこと
 中国をドイツ標準の増殖器として活用する
世界中で採用される機会を増やすために、独中間の協力イニシアティブにおけるドイツ
のスタンダードを実行すること
 オートメーション機器を中国に供給する
中国市場にインダストリー4.0 ソリューションを投入するために、様々な機会を利用す
ること
 持続的な技術市場としての機会を最大限作り出す
中国政府のグリーン製造インシアティブに沿えるように、環境に配慮した持続的なイン
ダストリー4.0 ソリューションを推進すること.
 地方を経由して北京にアプローチする
中国は、地域的に高度に多様性に富んでいることや、地方政府の広範にわたる政治力を
勘案すること
中国市場に参入するには特定の地域を選び抜いて、そこから参入するようにすること
 強力なパートナーと組む
中小企業は現地で成功している企業と一緒に参入すること
彼らの現地インフラを活用すること
 投資リスクを慎重に判断する
脆弱な規制制度のことを知ること
投資決定には出口戦略がつきものであることを明確にすること

2-1-2(4).各国別展望～日本編46
日本をドイツが評すると
日本においてインダストリー4.0 は既に大変進んでいる。ドイツに於けると同様、日本経済
にとって製造業は長年の伝統を有している。
インダストリー4.0 はこのように日本にとって機会であると同時に工業のデジタル化をど
う推進するかという意味で課題でもある。
個々には別々だが相互対等に発展するモジュラー技術群とインターネット技術に関連する
標準化は、特に新規ビジネスモデルにとっては重要とみなされている。現在すでにあるビジネ
スモデルに関する限り、標準化はある分野においては明白に除外されている。
日本政府やさまざまな民間企業イニシアティブは、「それぞれが標準化に関する異なる見解
を持っているにもかかわらず、インダストリー4.0 の分野についての標準化を進めつつある。
」

46

出所：acatech STUDY

Executive Summary and Recommendations

for Cooperating with International Partners
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Strategies

Henning Kagermann, Reiner Anderl,Jürgen Gausemeier,

Günther Schuh,Wolfgang Wahlster (Eds.) Design: Heyko Stöber
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日本に対するドイツがすべきこと
 日本市場のために統合ソリューションを開発する
付加価値プロセスの様々なレベルでシステムの全体像を得てから、サブ・サプライヤー
のレベルまでおろして統合ソリューションを議論すること
 ロボティクスを人的要因や人間工学と一緒に統合すること
ロボティクスと人的要因や人間工学の分野で協力を推進し、データ・フォーカス技術分
野の日本の専門性を活用すること
 データベースのプロセス最適化に関する協力を進めること
プロセス最適化分野における日本の専門性を活用するために、適当なパートナーとのパ
イロットプロジェクトに関与すること
 イニシアティブにおいては柔軟に協力すること
日本におけるインダストリー4.0 の風景は複雑だということを肝に銘じること
ボトルネックを生み出さないようにし、ドイツとの協力イニシアティブは、分権的であ
ることをはっきりさせておくこと.
 技術ソリューションにおける「先生」原則を実行すること
「先生」と言われる人たち、例えば教師やものづくりマイスターの役割を完全に理解す
ること
このアプローチをドイツの教育学習における工場概念と統合すること

2-1-2(5).各国別展望～韓国編47
韓国をドイツが評すると
韓国経済の特徴は、ハイテクや機械工業の分野におけるサムスン、現代、LG といったグロ
ーバルで階層構造をもつコングロマリット（財閥）があることである。
韓国ではインダストリー4.0 の利点は広く理解されている。政府はスマート工場技術の活用
によって、主に中小企業の生産能力の拡充支援を狙いとした全国にわたるプロジェクトを立ち
上げた。
ゴールは、企業、関連団体、政府間のパートナーシップによって、2020 年までに 10 千以
上の工場をより生産的にすることである。こういった政策は、中国製品の急速な品質改善とい
う韓国経済に対する圧力が増大していることに対処するものである。
生産性が上昇するのと同様に、韓国はインダストリー4.0 が新しい、データ駆動型ビジネス
モデルによって経済的便益を得ることができると信じている。例えばスマートシティ分野では
韓国は既にグローバルリーダーの地位にある。
標準化に関する限り、政府は国際協力に関与すること、及び、民間企業に参画させることに
熱心である。

47

出所：acatech STUDY Executive Summary and Recommendations Industrie 4.0 in a Global Context Strategies
for Cooperating with International Partners Henning Kagermann, Reiner Anderl,Jürgen Gausemeier, Günther
Schuh,Wolfgang Wahlster (Eds.) Design: Heyko Stöber
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韓国産業は相互運用性を確保するために素早い標準化ソリューションを求めている。増大す
る生産性に焦点を当てるという発表や、確立されたドイツとの協力の伝統に従えば、インダス
トリー4.0 ソリューションを売り込みたいドイツ企業にとって、韓国にはターゲットとするに
値する強力な市場があるといえる。
巨大な財閥と組むことによって、韓国の中小企業へのアクセスを拓くべきである。幾つかの
異業種にわたる標準を広く打ち立てることができる。
韓国に対するドイツがすべきこと
 市場参入するには財閥を活用する
いくつかの価値連鎖やひとつ屋根の下にいるサプライヤーを紹介してくれるようなグ
ローバルコングロマリットとの協力を模索する。
 中小企業は重要なターゲット市場だと認識する
韓国の中小企業は、政府の「スマート工場イニシアティブ」のもとインダストリー4.0
にはかなりの投資をしつつあることから、関連する中小企業を顧客として認識する
 消費者向けセクターからのノウハウを移転する
データ活用型事業における韓国企業の強みを活用する
スマートサービスに関する共同プロジェクトを立ち上げる
 独と韓国のスタートアップのための協力の枠組みを確立する
韓国の高度に発達したイノベーション・センターを、現地スタートアップのネットワー
クにアクセスするための接触点として活用する
 韓国の外交政策によって生み出される IT セキュリティプロジェクトに機会があること
を認識する
インダストリー4.0 セキュリティ・ソリューションを開発するために、パートナー企業
との協力において、独と韓国の両国間で確立された伝統的な協力関係を引き出すように
する

2-1-3.米国企業の動向
2-1-3(1).世界における米国の位置
世界製造業競争力指数
米国は製造業において世界の主要な国の一つである。世界製造業競争力指数（GMCI）48に
よれば、2016 年の国別ランキングにおいて米国は中国について第 2 位、2020 年の展望では第
1 位とされている。
米国は現在でこそ、中国の後塵を拝しているものの、製造業のパラダイムシフトが進む 2020
年には米国が第 2 位の中国に 6.5Pt 差をつける段トツの第 1 位になるとみられている。ちなみ
にドイツと日本は 2016 年 2020 年ともにそれぞれ第 3 位と第 4 位を占めている。

48

出所： Deloitte touche tohmatsu [ 2016 Global Manufacturing Competitiveness Index

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Manufacturing/gx-global-mfg-competitivene
s
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図表 17

世界製造業競争力指数：2016 年、2020 年

上位 5 か国比較

2016 トップ(指数 100）との格差

2020 トップ(指数 100）との格差

1 位 中国：100

1 位 米国：100

2 位 米国：△0.5

2 位 中国：△6.5

3 位 ドイツ：△6.1

3 位 ドイツ：△9.2

4 位 日本：△19.6

4 位 日本：△22.0

5 位 韓国△23.3 対日本△3.7

6 位 韓国△23.0

対日本△1.0

出所： Deloitte touche tohmatsu [ 2016 Global Manufacturing Competitiveness Index
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Manufacturing/gx-global-mfg-competitiveness-index-2016.pdf

図表 18

2016 年グローバル製造業競争力指標（GMCI）

 2016 年グローバル製造業競争力指標（GMCI）の報告書は、デロイト・トーシュ・トーマツ・
リミテッド（DTTL）のグロ―バル・カスタマー＆インダストリアル・プロダクト・インダ
ストリーグループと競争力委員会による 2010 年と 2013 年の事前研究の発行に続く 3 番目の
研究報告。
 研究目的はグローバル産業の役員や政策決定者が、企業や国が競争力を強化する鍵となる牽
引役を評価できるよう支援すること。対象は全世界の製造担当上級役員の回答 500 通。
 米国は、2010 年代末までには、中国から 1 位の座を奪い、ドイツは引き続き第 3 位を手堅
く維持すると見込まれている。
 米国は、2010 年の研究では 4 位、2013 年は 3 位、今年は 2 位と着実にランクアップ。2010
年代末までに米国が首位、
ドイツは第 3 位の座を強力かつ確実にキープするとみられている。
●グローバル製造業競争力指標（GMCI）の調査手法
☛グローバルな製造競争力の決定因子に関する CEO 調査
 製造業のグローバル競争力は、市場力と行政力にはさまれた次の 10 の要因によっ
て左右される。
 人財、コスト競争力、労働生産性、サプライヤーネットワーク、法規制制度、教
育インフラ、物理的インフラ、経済貿易金融税制、イノベーション政策、地場市
場の魅力度、医療保険制度
出所：Deloitte touche tohmatsu [ 2016 Global Manufacturing Competitiveness Index

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Manufacturing/gx-global-mfg-competit
iveness-index-2016.pdf

世界の技術革新指標
今や世界中が第 4 次産業革命に邁進している。米国では GE 社がこうした世界のトレンド
を調査して指標を発表している。GE 技術革新指標（イノベーション・バロメータの 2016 年
版49をみると、多くの国の回答者から米国はイノベーションをリードする世界のチャンピオン
だとみられている。2014 年実施の前回調査との差異をみると、33%増と米国が断然第 1 位で
ある。ちなみに日本は 17%増と米国に次ぎ、ドイツ 10%増と続く。

49

出所：2016 GE Global Innovation Barometer

http://www.gereports.com/innovation-barometer-2016/
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図表 19

GE 世界技術革新指標：先端的な技術革新のチャンピオンになる国

出所：GE Innovation Barometer 2016

http://www.gereports.com/innovation-barometer-2016/

2-1-3(2).米国におけるデジタル化の考え方～CPS
デジタルな未来を設計する50
「デジタル未来の設計」これは科学技術に関する大統領の諮問委員会（PCAST）の 2010
年 12 月の報告書51のタイトルである。
連邦政府が助成した、「ネットワーク化と情報技術」の研究開発は、科学的技術的に重要な
テーマであるばかりでなく、米国のセキュリティや競争力など数多くの課題解決に向けて大き
な影響力を持っている。同報告においても CPS（サイバー・フィジカル・システム）研究への
継続的な投資を課題としている。
CPS の課題と技術の隔たりは、2012 年に連邦ネットワーク化と情報技術研究開発プログラ
ム（NITRD）の CPS 上級ステアリング・グループが発行した「CPS ビジョン・ステイトメン
ト52」に詳述されている。2010 年以来、過去 5 年余りの間に、先進的な CPS の技術は、大き
な前進を遂げた。基礎的な技術研究のおかげで、多くの分野でブレークスルーの達成を可能に
し、適用領域はますます増加してきた。
同時に、これらの技術革新領域における需要は成長し続けており、遅れを取らないためには、
基礎研究の加速が必要になっている。
CPS（サイバー・フィジカル・システム）53
アメリカ国立科学財団（National Science Foundation, NSF54）では、「CPS プログラム」
に関する助成のための公募を行っている。2014 年にも公募の改定が行われている。プログラ
50出所：NSF

51

52

の HP から

http://www.nsf.gov/pubs/2014/nsf14542/nsf14542.htm

http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=503286

Designing a Digital Future:Federally Funded Research and Development in Networking and Information
Technology Report to the President and Congress President's Council of Advisors on Science and
Technology December 2010 http://lazowska.cs.washington.edu/nitrd/
出所：NITRD,File:Cyber Physical Systems (CPS) Vision Statement.pdf
https://www.nitrd.gov/nitrdgroups/index.php?title=File%3ACyber_Physical_Systems_(CPS)_Vision_Statement.pdf

53出所：NSF

の HP から

http://www.nsf.gov/pubs/2014/nsf14542/nsf14542.htm

http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=503286
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ムのタイトルは Cyber-Physical Systems (CPS)。募集要項をみると、CPS について以下のよ
うな説明がある。
---「CPS」とは、コンピュータのアルゴリズムと物理的なコンポーネントを継ぎ目なく統
合して設計され、それに依存するシステムのこと。CPS の進化により、容量、適用性、拡張性、
弾力性、安全性、セキュリティ、有用性が、現在の単純な「組込システム」を凌駕できる。CPS
技術は、インターネットが人々と情報と相互作用を転換したのと同様に、人々と設計されたシ
ステムとの相互作用を変換する。新しい「スマート CPS」は、農業、エネルギー、運輸、建物
の設計と自動化、健康管理、そして製造の分野における技術革新と競争の原動力になる。--また、CPS に関する技術の発達について以下のような見方をしている。
図表 20

NSF の CPS プログラムにみる CPS 技術の発達に関する見解

 CPS 技術には近年の大変な努力を傾注してきたにも関わらず、私たちにはまだ信頼度
の高い CPS のシステム構築を支援できるに足る成熟した科学はなくその闇は深い。
 伝統的な分析ツールでは、複雑さに満ちた CPS に対処することや、システム挙動を
適切に予測することは不可能だ。
 例えば IoT は、感知し、制御し、ヒトや物理的な世界と相互作用をする能力をもち
つつ、数十億の接続した機器を配列する。信頼性、セキュリティ、安全性、そして
プライバシーの必要性が増大する。
 進歩のための障壁は、設計されたシステムと自然な世界の間の深層における相互依
存性をコンセプト化し設計する適切な科学と技術の欠如にある。 サイバーと物理的
なコンポーネントの間の新しい関係には、形状と機能を再定義する新しい構造モデ
ルが必要だ。
 CPS プログラムの目標は、人々が使用し、情報を交換し、依存できるような、複雑
な CPS の設計に耐える中核となるシステム科学を開発すること。
 NSF の CPS プログラムは、当該研究を前進させ、CPS 教育をし、CPS 科学と技術
を設計の現場に移行させる研究者コミュニティの育成を目指す。
 具体的なシステムとアプリケーションの領域から抽象化することによって CPS プ
ログラムは、折り重なった基礎科学と工学の原理を明らかにし、全てのアプリケー
ションの分野にわたるサイバーと物理的な要素の融合を実証しようとしている。
 広範囲なアプリケーションにおけるサイバー・フィジカル・システムの実現を促進
し、加速するために、CPS プログラムは、プロトタイプやテストベッドを用いた理
論の検証に加えて、分野を横断したこれらの原理に基づいて、方法論、ツールそし
てハードウェアとソフトウェアのコンポーネント開発も支援する。
 CPS 技術の研究は、スマートにつながったコミュニティ（S&CC）と IoT（インタ
ーネット・オブ・シングス）を支える。これらの領域は、基礎研究に新たな期待を
抱かせるような新たな課題を提示している。
出所：NSF の HP から

http://www.nsf.gov/pubs/2014/nsf14542/nsf14542.htm

http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=503286

54

NSF は 1950 年議会によって設立された科学技術の振興を目的とする連邦機関。国民の医療・繁栄・福祉や国
防に資する基礎科学や工学の研究を推進する。 https://www.nsf.gov/about/
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2-1-3(3).IIC の活動
IIC について
米国では産業分野の IoT を推進するために、標準化が重要という認識が高い。平成 26 年（2014
年）3 月に IIC（Industrial Internet Consortium55）が設立された。IIC の会員には 30 か国から
IIC の活動は極めて活発であり、
早くも翌年の平成 27 年
（2015
250 以上56の企業が名を連ねている。
年）6 月には IIRA（IIC による RA（Reference Architecture：システム構築参照基準）が公表さ
れている。なお、IIRA は平成 29 年（2017 年）1 月 31 日に新バージョン（v1.8）が発表57された。

IIC の最近の活動
平成 28 年（2016 年）の主な活動58をみると、技術 WG（ワーキング・グループ、以下 WG）
では、用語タスク WG、コネクティビティ・タスク WG でそれぞれ活動が行われた。技術 WG
では IIRA の最新バージョンを認定した。テストベッド WG では認定されたテストベッドが 24
を数えるまでになった。
このほかに 5 つの提案、
8 つのコンセプトベースのテストベッドがある。
スマートファクトリー・ウェッブ・テストベッド59（主要メンバー：KETI（韓国電子技術研究
所）
、フランホーファーIOSB）ともう一つテストベッドはそのうち公表される運びである。
これらのテストベッドは、これから「ベストプラクティス」、
「標準的要件」、
「技術参照への
修正」の三つの主要領域に集約されていく。関連した活動としては産業インターネットのセキ
ュリティ・フレームワークによる技術レポートの公表60がある。WG にはマーケティング WG、
事業戦略とソリューション・ライフサイクル WG、リエゾン WG がある。このほかにはプラッ
トフォームインダストリー4.0 とのジョイント・デーがある。運営委員会と本会議はそれぞれ
会合を持ちながら活動を行っている。
また、IIC は中国情報通信技術アカデミーとの協定61を締結したほか、スマート工場フォー
ラムの主催、アメリカ合衆国国土安全保障省の最新レポート「IoT セキュリティのための戦略
的原則」において IIC の最新刊行した IISF に出展したほか、産業 IoT のための事業戦略とイ
ノベーション・フレームワークを公表している。
最近では既述の通り参照基準である IIRA の最新版が、平成 29 年（2017 年）の 1 月に出た
62ほか、
「イノベーションジャーナル」の第

3 版で「スマート工場」が特集された。このテーマ

選定には IIC が参画している。IIC のマーケッティング WG 傘下の Thought リーダーシップ・

55
56
57

58
59
60
61
62

IIC については平成 26 年版報告書 p56,p57,p76、および平成 27 年版の p7,p9,p14,p30,p34~p40,p63~p66,p115
に記載がある。http://www.iiconsortium.org/
出所：IIC の HP “IIC's Top 10 Accomplishments 2016
http://www.slideshare.net/IIConsortium/iics-top-10-accomplishments-2016-71103415
出所：“IIC Updates and Next Event” 2017/02/22 (水) 5:19 配信記事“Industrial Internet Reference
Architecture v1.8 Published January 31, 2017”から作成
http://www.iiconsortium.org/IIC_PUB_G1_V1.80_2017-01-31.pdf

出所：IIC の HP
出所：IIC の HP,“ Smart Factory Web Testbed” http://www.iiconsortium.org/smart-factory-web.htm
出所：Industrial Internet Security Framework http://www.iiconsortium.org/IISF.htm
出所：The Industrial Internet Consortium Signs MoU with China Academy of Information and

Communications Technology - Press Release

出所：“IIC Updates and Next Event” 2017/02/22 (水) 5:19 配信記事
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タスクグループが提案し、スマート工場タスクグループがサポートしている63。IIC はこうし
た活動も展開している。

IIC における「テストベッド WG」の活動64
テストベッド WG は、インダストリアル・インターネットのテストベッドの創設を促すた
めの、会員に対するテストベッド申請活動の助言機関である。会員企業から、テストベッドの
案を収集し、新規のテストベッド申請に対して、体系的かつ柔軟なガイダンスを提供する。
IIC のテストベッドでは、新しい技術、新しい適用、新しい商品、新しいサービスを市場に出
す前に、新しいプロセス（処理過程）の有用性と実現性を厳密に試験して確認する場を提供する。
図表 21

IIC のテストベッドの種類





資産効率性のテストベッド
コミュニケーションとマイクログリッド制御のテストベッド
状態の監視と予測的メンテナンスのテストベッド





ネットワークでつながった治療のテストベッド
エッジ・インテリジェンスのテストベッド
工場オペレーションの視認性とインテリジェンスのテストベッド





高速ネットワーク・インフラのテストベッド
産業向けのデジタル・スレッドのテストベッド
INFINITE（国際的な未来のインダストリアル・インターネット）テストベッド





都会のインテリジェント給水のテストベッド
正確な収穫高管理のテストベッド
セキュリティ要求評価のテストベッド






スマートなエネルギー管理のテストベッド
時間制限があるネットワークのテストベッド
監視と追跡のテストベッド
水の管理のテストベッド
出所：IIC の HP から

http://www.iiconsortium.org/wc-testbeds.htm

テストベッドとは、制御された実験のプラットフォームである。特定のユースケースとシナ
リオを試行する。予測された結果を試行によって確認し、試験可能な結果を追認する。共に機
能する未試験の技術と既存の技術の相互運用性を試験する。新しい（本質的に破壊的な）商品
とサービスを作り出す。インダストリアル・インターネット支持団体の標準に求められる要件
と優先順位を作る。会員企業からテストベッドのアイデアを収集する。こうして新しいテスト
ベッドの申請に対して体系的かつ柔軟なガイダンスを提供する。

63
64

出所：“IIC Updates and Next Event” 2017/02/22 (水) 5:19 配信記事“Third Edition of the Journal of
Innovation - Smart Factory”から作成
Testbed Working Group Staff Chair: Joseph Fontaine https://www.iiconsortium.org/wc-testbeds.htm
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テストベッドの期間は、長期間の存続期間の場合 24～60 か月である。長期のテストベッドの
特徴は、新しい市場を創造し、経済的にも社会的にも幅広く利益をもたらすような影響を与える技
術革新にある。業界と協力関係にある組織（代理店、学術界、政府）の助成を受けることが多い。
中期間のテストベッド（12 から 24 か月）は、「市場に出す」商品を届けることに焦点を当
てる。1 社以上の独占所有権がある技術の場合、承認された道筋の中で、慣例的な商品検査以
上に、相互運用性の発揮が要件となる。商品に焦点を当てるため、テストベッドは、産業界か
ら助成を受けることができる。

世界各地における IIC 会合の開催65
IIC はこれまで世界各地で会合（フォーラム）を開催している。米国バージニア州レストン、
ドイツのハノーバー（インダストリー4.0 との会合）、横浜市日吉（産業インターネット・フォ
ーラム）、ドイツの聖レオンロート（インダストリー4.0 とのジョイント会合）等である。平成
29 年（2017 年）1 月には米国カリフォルニア州サニーベイルで、産業インターネットのセキ
ュリティ会合を開催した。

IIC の日本における活動
平成 28 年（2016 年）6 月 6～8 日から 3 日間、ウェスティンホテル東京で IIC メンバー会
議が開催された。東京では、多くの Working Group および Steering Committee の会議と、
戦略決定が行われた。
本メンバー会議での中心的議題は、
「IIC の各国 IoT プロジェクトの国際協調の推進活動」
と「テストベッドプロジェクトを支える“Industrial Internet Reference Architecture(IIRA)”
の価値とその活用法」などであった。
平成 28 年（2016 年）6 月 3 日には慶應義塾大学日吉キャンバスの藤原洋記念ホールを会場
として IIC の横浜フォーラムが開催された。
図表 22

インダストリアル・インターネット・フォーラム・横浜

インダストリアル・インターネット・フォーラム・横浜 講演者
 Mark Crawford： Standards Strategist, SAP Strategic IP Initiatives IIC アーキテクチ
ャー・タスク・グループの共同議長、IIC 標準・相互運用・タスクグループ
 Kurt Jacobs：NEC グローバル・マーケット・マネジメント・ディレクター
 Takao Mizutani：富士通 ネットワーク・サービス・ビジネス・ユニット、IoT 事業部デ
ィレクター
 Jim Morrish：Machina リサーチ チーフ・リサーチ・オフィサー、創業者
 Jayraj Nair：インフォシス社 IoT プラクティス ヘッド
 Richard Soley：IIC エグゼキュティブ・ディレクター
 竹内 芳明：METI 商務情報政策局 審議官（IT 戦略担当）
 Yoichi Iida：総務省 Director for International Research and Policy Coordination, Global
ICT Strategy
 Masanori Yasumoto：横浜国立大学 Professor, Graduate School of Environment and
Information Sciences
出所：インダストリアル・インターネット・フォーラム・横浜の下記サイト、および当日資料
http://www.iiconsortium.org/japan-forum/

65

出所：Industrial Internet Consortium’s Top 10 Accomplishments of 2016

http://www.slideshare.net/IIConsortium/iics-top-10-accomplishments-2016-71103415
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米国 IIC とドイツインダストリー4.0 との協業
平成 28 年（2016 年）3 月 2 日、スイスのチューリッヒでの第 1 回会合において、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、密接な提携を目指して協働していくことに合意
した。合意内容は独米で同時に発表された66。
本会合の実現は、双方の運営委員会に加わる独ボッシュと独 SAP の提案による。他には独
シーメンス、ペッパール&フックス、シュタインバイス研究機構、米シスコシステムズなど67が
加わる。両者間で非公式でオープンな話し合いのグループを作り、両者の活動の整合性を取る。
レファレンス・アーキテクチャー（RA）の分野でドイツインダストリー4.0 の RAMI と IIC
側の IIRA においてマッピングを整備し、将来の相互運用性確保を狙いとすることで合意。ま
た IIC のテストベッドなどそれぞれが持つ試験的システムの分野でも協業を進めることになっ
た。その後、同年 5 月にシカゴで第 2 回目の会議が実施され、次の 3 つの面で協業していくこ
とになった。
（1）双方で実現した成果は変更せずに相互接続を実現する
（2）相互接続の確認のために各団体のテストベッドを連携させてみる
（3）双方にとって重要な標準規格に関する要件仕様を標準化団体に対して共同提案する
テストベッドの連携では、IIC テストベッドプロジェクト、Industry 4.0 実証ラボ環境を実
際につなげてみるということを実施するという68。

RAMI4.0 と IIC の連携可能性実証試験
Bosch 社のホンブルク工場では既に RAMI4.0 と IIRA を併用したシステムの導入を進めて
おり、「インダストリー4.0 および IIC モデルの連携が可能であることを実証した」（同社）と
いう69。同社の他に、仏ダッソー・システム（Dassault Systemes）社、独 SAP 社、印タタ・
コンサルタンシー・サービス社（TCS）社が参加。油圧バルブの生産最適化と特にピーク需要
時間帯の電力消費抑制を目的とした製造工程と電力消費を可視化する「デジタルツイン」シス
テムが稼働した。
Bosch 社は工場内の全機械のデータを継続的に収集し、油圧バルブ製造工程における消費電
力情報を生成するシステムを構築。Dassault Systemes 社は機械の機能を示す多次元モデルを

66

67

出所：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_collabo
rate.html 及び、日刊工業新聞 H28.3.4 朝刊一面

出所：プラットフォームインダストリー4.0 の HP から

http://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/EN/PressReleases/2016/2016-03-02-kooperation-iic.html;jsessionid=B04
551A08988FD2DD1A7257C515F4DC1

68

出所：IIC 東京会議からのメッセージ「IIRA をどう使う？、海外団体との連携は？」
西山悦郎＝IIC Sales Representative, Japan 日経テクノロジーオンライン 2016/07/22 00:00

69

出所：日経テクノロジーオンライン「スマート化を推進するインダストリー4.0 と IIC が連携強化
実証試験を通じた規格の相互運用で Bosch 社などが新プロジェクト」高野 敦 2016/03/23 07:00
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/ news/16/032201192

http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/051700043/00002/?n_cid=nbptec_tecml
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作成。SAP 社は収集したデータをリアルタイムで解析するアプリケーションを、TCS 社はシ
ステム間の統合運用ノウハウを提供した。
エネルギー管理の基本的な考え方は IIRA に基づき、その一部を構成するエネルギー管理シ
ステムは RAMI4.0 に基づいて生産設備と接続されているという70。
このほか、標準化に向けた活動はハノーバーフェアなどにおいても活発に行われている。平
成 28 年
（2016 年）
4 月 26 日、
CC-Link 協会
（CLPA）
と OPC Foundation が、
MoU (Memorandum
of Understanding：基本合意書）を締結71している。

2-1-3(4).米国 GE 社の戦略
ドイツの acatech の分析72によれば、米国では一般的にインダストリー4.0 は、IoT とかス
マートプロダクションといった言葉に包括されているとされる。ここにインダストリー4.0 の
結果として出現する新しいビジネスモデル、例えばビッグデータ分析を活用したスマートサー
ビスのような開発も含まれていると理解されているという。

Industrial Internet（産業のインターネット）
代表的な事例が、GE 社の「Industrial Internet（産業のインターネット）」戦略73である。
同戦略による標準化のための仲間づくりが IIC（Industrial Internet Consortium）である。
目指すべき工場の新しい姿が「Brilliant Factory（ブリリアント・ファクトリー）構想。そ
のプラットフォームが「Predix（プレディクス）」である。“Industrial Internet”は次の表の
ような大きな影響があるといわれている。
図表 23
分

野

変速機の故障予知、計画保守実施で発電風車群の長寿命化、投資リタ
ーン率向上

医療関連

超音波医療機器のようなスタンドアローン機材を統合、医療スタッフ
の意思決定能力を高め、医療ケア資質向上

鉄道関連

71

72

73

想定される影響

風力発電関連

都市環境関連

70

“Industrial Internet”による影響

都市の渋滞、大気汚染、騒音の低減
鉄道事業者が輸送能力増大、安全性改善、輸送計画・輸送速度の最適

出所：同上(日経テクノロジーオンライン)
出所： 2016 年 5 月 9 日 CC-Link 協会（CLPA）E-Mail<info@cc-link.org> URL：http://www.cc-link.org/
http://www.cc-link.org/jp/material/documents/OPCFoundation_CLPA_20160509_j.pdf
及び、EtherCAT Technology Group プレスリリース ETG092015 2015 年 11 月 25 |EtherCAT と OPC UA:
Industrie 4.0 と IoT で共同歩調
https://www.ethercat.org/download/press/etg_092015_jp.pdf#search=%27OPC+UA+industry+4.0%27

出所：acatech STUDY Executive Summary and Recommendations Industrie 4.0 in a Global Context
Strategies for Cooperating with International Partners Henning Kagermann, Reiner Anderl,Jürgen
Gausemeier, Günther Schuh,Wolfgang Wahlster (Eds.) Design: Heyko Stöber
出所：日経ものづくり、2016 年 5 月号、pp.34-37 日経ものづくり 2016 年 5 月号 GE ウォッチャー IoT でも
のづくりを抜本から変革 「結果にコミット」で勝負
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/mag/15/042000044/042100001/?P=1
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化、設備投資や運用費の大幅削減
製造関連

製造現場で広範なデータソースから価値のある情報を抽出、効率向上、
設備休止期間の削減、生産高増大実現

出所：IIC フォーラム横浜で配布されたパンフレット及び以下の URL から NSRI 作成
http://www.iiconsortium.org/industrial-digital-thread.htm

GE 社のシステムは、データの流れを一気通貫する形で可視化し、生産システム全体の効率
を高めると謳われている。次図は“Industrial Internet”のデータの流れを概念的に示したも
のである。
図表 24

“Industrial Internet”のデータの流れ図

出所：日経ものづくり、2016 年 5 月号、pp.34-37 日経ものづくり 2016 年 5 月号 GE ウォッチャー IoT
でものづくりを抜本から変革 「結果にコミット」で勝負
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/mag/15/042000044/042100001/?P=1

ブリリャント・ファクトリー“Brilliant Factory”
GE 社の“Brilliant Factory”構想74では、製造時間とコストを従来比最大 20％削減するこ
とを目標として掲げる。需要変動に対応した生産システムの構築にも着手し、生産品目の柔軟
な切り替えをターゲットとしている。個別の設備・機器だけではなく、工場の生産システムの
全体の運用効率改善を目標としている点が注目される。つまり、“Brilliant Factory”とは、
GE 社がこれまで 20 年にわたって磨き上げてきたモノづくりのブランドと GE 社自身の工場
における実地の経験を総合・統合したソフトウェアのことを指す75。
これまでの実績76をみると、平成 27 年（2015 年）2 月にインドのプネ市で稼働させた GE
社の新工場では、風力発電機から航空機エンジン、機関車の部品までさまざまな製品の多品種

74

出所：日経ものづくり、2016 年 5 月号、pp.34-37 日経ものづくり 2016 年 5 月号 GE ウォッチャー IoT でも
のづくりを抜本から変革 「結果にコミット」で勝負

75

GE Imagination at work“ Brilliant Manufacturing
Digitize to thrive—the Manufacturing Software of Choice for the Industrial Internet
“ https://www.ge.com/digital/predix#
出所：同上

76

http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/mag/15/042000044/042100001/?P=1
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少量生産に対応している。平成 28 年（2016 年）初めには GE ヘルスケア・ジャパンの日野工
場（東京都日野市）も“Brilliant Factory”の 1 つに選ばれ、生産システムが変革されている。

プレディクス“Predix”
GE 社の“Predix”はソフトウェアの塊である。
“Industrial Internet”のオペレーティング・
システムと位置づけられる。
“Predix”はユーザーに対して、産業用機器のデータ解析やリアル
タイムでのデータの見える化による洞察を可能にするようなソフトウェア基盤とシステム基
盤を提供する77。
“Predix”による基盤の提供により、応用ソフトウェアの開発は GE 社のみならず、他のソ
フトウェア開発会社にも開発する機会が与えられる（オープン化）。そこで GE 社以外の多く
の開発者を巻き込むことができる。このプラットフォーム上に「文殊の知恵」が集約される。
ユーザーはそうした多くのソフトウェアの中から自社に最も適したものを選定し、活用するこ
とができる78。開発者が多ければ多いほどユーザーの使いやすさも増大する。こうして“Predix”
というプラットフォームが拡大する。GE 社は、ハードウェアのみならずソフトウェア面でも
優位に事業基盤を構築できる。

日本でも GE 社のシステム導入が進む
日本で報じられている日系企業と GE 社との連携事例をみると、既に多くの企業が参画して
いることがわかる。
例えば、GE 社の担当者は 10 社以上の日本企業においてプロジェクトが進んでいると言明
している（次の囲み参照）。
図表 25

日本でも GE 社のシステムの導入進む

日本企業に特に注目度が高いのが Industrial Internet で、個別の設備・機器だけではな
く、工場の生産システム全体の運用効率の改善につながる可能性を秘めている。
「現時点ではメーカー名を公表できないが、プロジェクトが進んでいる企業は 10 社以上
ある」。（日本国内で Industrial Internet の導入を担当する GE Digital 社の Solution
Architect である Rajendra Mayoran 氏）
出所：日経ものづくり、2016 年 5 月号、pp.34-37 日経ものづくり 2016 年 5 月号 GE ウォッチャー IoT
でものづくりを抜本から変革 「結果にコミット」で勝負
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/mag/15/042000044/042100001/?P=1

77
78

GE Imagination at work“ Predix The world runs on industry, and industry runs on Predix”
https://www.ge.com/digital/predix#

GE Imagination at work“ Predix The world runs on industry, and industry runs on Predix”
の原文では”broad ecosystem”とあるが本文のような意訳をした。
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そのほか、個別の報道を拾うと、例えば東芝79、NEC80などの例が挙げられる。
図表 26 日系企業と GE 社との連携事例
 東芝：音声・映像認識ソフト、「RECAIUS（リカイアス）
」
東芝：音声・映像認
で IoT プラットフォーム（基盤）向け応用ソフト（アプリケー
識の応用ソフト（ア
ション）を開発。
プリ）を GE の IoT  クラウドを活用、人工知能技術を応用、人の声色や表情などを
基に、意図や状況を理解したうえで自然に応答できる。
基盤“Predix”に提

2015.10 提供開始、自動対話、同時通訳システムを開発。
供
 金融機関、鉄道会社など導入実績 40 件。
 GE と 2015.11 IoT 分野の協業で合意。
 GE は IoT 基盤“Predix”に「リカイアス」を導入する計画
 その後、東芝はアプリの使用許諾料を得る。
NEC：IT 技術、AI
ソフトを提供
GE ：IoT を活用す
る企業向け基本ソフ
ト“Predix”
～製造業として培
ってきた OT(運用
技術）

 NEC: “Predix”を使う様々なサービスやソフトを開発、提供、
“Predix”をベースとした物流システムの構築サービスを始
める計画
 自社のグローバルサプライチェーン革新プロジェクトに導入
 海外プロジェクトの最適化とコスト削減
 工場内は NEC の IoT、工場から先は GE の“Predix”を採用
（NEC 榎本執行役員）
 GE のサイトを通じて、NEC の AI ソフト（NEC・ザ・ワイ
ズ）をクラウドサービスとして配信
“Predix”関連システムを開発・運用する能力をも
 認定技術者（
つ）を育てる研修サービスも提供

出所：日刊工業新聞 H28.7.29 から NSRI 作成
出所：日経産業新聞 H28.10.27、及び、電波新聞 H28.10.27 から NSRI 作成

このほかユーザー企業をみると、平成 28 年（2016 年）12 月 8 日、米 General Electric 社
（以下、GE 社）の航空事業である GE Aviation 社は、全日本空輸（以下 ANA）に「フライ
ト・アナリティクス」技術を提供すると発表81した。この技術は航空機のフライト関連のデー
タを分析して、燃費効率を向上させるソフトウェア技術である。

2-1-4.ドイツ以外の欧州
2-1-4(1).英国
イノベーションと製造業、英国の位置づけ
英国は、世界で最も革新的とされる国の一つである。平成 28 年（2016 年）のグローバル・
イノベーション・インデックス（GII）82によれば、英国はスイス、スウェーデンについて第 3
位に位置している。
同国の製造業は今や復権を果たしたといわれている。世界製造業競争力指数（GMCI）83に
よれば、インダストリー4.0 などにより、IoT やスマート製品、スマート工場などの進歩的な

79
80
81

82
83

出所：日刊工業新聞 H28.7.29 から NSRI 作成
出所：日経産業新聞 H28.10.27、及び、電波新聞 H28.10.27 から NSRI 作成
出所：日経 BP、テクノロジーオンライン、GE、データ解析で ANA 航空機の燃費を改善（page 2）
フライト情報を分析し、運航を効率化 2016/12/08 20:17 山崎 良兵
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/120805401/?ST=tomict&P=2

出所：The Global Innovation Index 2016 Winning with Global Innovation
Soumitra Dutta, Bruno
Lanvin, and Sacha Wunsch-Vincent
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2016-report#
出所：Deloitte touche tohmatsu [ 2016 Global Manufacturing Competitiveness Index
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技術が製造業の競争力を高めようとしている。より高付加価値の進歩した製造業への転換は先
進国に有利に働く。20 世紀の伝動力となった伝統的な製造国（例：米国、ドイツ、日本、英
国）が、2016 年には最も競争力がある 10 カ国の上位に返り咲いている。ここにもしっかりと
英国が登場する。 英国84は 2016 年のランキングで第 6 位を占めている。
図表 27

IoT 進展指標と無線通信インフラ関連指数の関係

出所：平成 28 年度情報通信白書
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/summary/summary01.pdf

IoT 進展度に関する国際比較85をみると、英国は、無線通信インフラでは日本や韓国に次ぐ
ポジションを確保している。IoT 進展指標では、英国は日本、韓国をわずかに上回り、中国や
ドイツと僅差で 4 番手につけている。米国は IoT 進展指標では断トツであるが、無線通信イン
フラでは日本、韓国、英国の後塵を拝している。
英国では、製造業の物理的側面に焦点を当てつつも製造業のデジタル化を「高価値製造
（High Value Manufacturing）86」と称して推進している。その中心的役割を果たすのが「カ
タパルト・センター」87である。このセンターを中心にイノベーションを担う。インダストリ
ー4.0 はその一部分との位置づけである。同センターでは世界最先端の研究開発設備が 7 つの
技術分野88ごとに学会と産業界の橋渡し役を担う。エンジニアなどの専門家89を擁し、産業界

84
85
86
87
88

89

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Manufacturing/gx-global-mfg-competitiveness-i
ndex-2016.pdf

英国は、付加価値では世界で 11 位の製造大国
出所：平成 28 年度情報通信白書

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/summary/summary01.pdf

平成 26 年版報告書の英国の政策 p23～29 参照
HVM Catapult（High Value Manufacturing）https://hvm.catapult.org.uk/
AFRC(先進造形研究センター)、AMRC(先進製造研究センター)、CPI(プロセスイノベーションセンター)、
MTC(生産技術センター)、NCC(国立材料センター)、NuclearAMRC(原子力先進製造研究センター)、
WMG カタパルト、以上 HVM Catapult の HP から

エンジニア、テクニシャン、支援スタッフ合わせて 1913 名
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が技術やアイデアを具体化して事業化を支援する。同センターは現在の 10 か所を 2030 年まで
に 30 か所に増やす予定である。
英国の現状についてドイツの acatech は、
「英国企業はインダストリー4.0 の潜在力を認識」
しているが、方向をそろえた国家イノベーション計画は無い90とみている。またカタパルト・
センターは再工業化政策と位置づけている。

全生涯エンジニアリング・サービス（TES）
全生涯エンジニアリング・サービス（Through-Life Engineering Services：TES）91は、英
国のクランフィールド大学92が推進役である。
平成 28 年（2016 年）6 月 14 日にクランフィールド大学で開催された“No Fault Found
(NFF)”に関する第 4 回国際シンポジウムの内容をみると、メインテーマが「NFF:欠陥の無露
呈問題」。サブテーマが、
「NFF の操業上のインパクト」
「NFF に関する操業組織にとってのコ
スト」「NFF の原因と研究」「NFF の解決と削減」「NFF と安全性」であった。
このうちのハイライトは、NFF の存在についてである。NFF は、重大で決定的な操業にお
いて一定の負のインパクトを有すとされる。例えば、システムの安全性、相互依存性、信頼性
などが生涯支援において大きな影響があるという。防衛、航空宇宙、鉄道システムで記録され
たような特定の課題解決手法や、NFF 対策で必須の人的要因、文化、政治、プロセスといっ
たテーマのほか、ソリューションに向けての継続的な TES の改善プロセス、保証要求に至ら
しめるような NFF を回避できるようなツールやプロセスが議論されている。

90

平成 25 年（2013 年）10 月に Future of manufacturing: a new era of opportunity and challenge for the UK
が出ており、翌年にその改訂版が出ている。

91

平成 26 年版報告書の参考資料編 英国の生産技術開発プロジェクト p97～103 参照、このうち特に
Through-Life Engineering Services については p101～102 参照
同上（平成 26 年版報告書の参考資料編）参照

92

https://www.gov.uk/government/collections/future-of-manufacturing#history
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英国エンジニアリング・サービス戦略
このエンジニアリング・サービスという考え方は英国エンジニアリング・サービス戦略「A
national strategy for engineering services

93」として国家戦略に位置づけられている。潜在

市場推計に関する研究94では、ケンブリッジ大学ジャッジ・ビジネス・スクールのアラン・ヒ
ュー教授が主導した。
本国家戦略は、EPSRC（英国工学・物理科学研究協議会）センターによる支援がある。ス
ルーライフ・エンジニアリング・サービス（TES）研究のための TES センターが、クランフ
ィールド大とダーハム大に支援措置により設置された。
本戦略の背景には次のような認識がある。「英国経済の粗付加価値のかなりの部分は、高価
値・長寿命資産をより長期により効率的に稼働させることの可否が握っている。こうした資産
はコストを生成しているのではなく、価値を生み出している。英国経済の 2752 億ポンドの
16.8％は、エンジニアリング・サービス業から生まれる。このうちの少なくとも 1.9％、316
億ポンドは潜在的にスルーライフ・エンジニアリング・サービスの創出や応用によって影響さ
れている。」

20:20 ビジョン
本ビジョンの目標は、英国経済の産出 200 億ポンド以上の分野において、20％のコスト削
減と 20%の資産稼働率の改善を目指すことにある。
このビジョンによって全体の生産性は格段に改善される。その推進役が TES（スルーライ
フ・エンジニアリング・サービス）である。以下は本ビジョンを支える考え方95である。
図表 28

TES（スルーライフ・エンジニアリング・サービス）のビジョンを支える考え方

「世界は急速にサービス経済化しつつあり、製造はより柔軟によりカスタマーに寄り添うこ
とが求められている。カスタマーが求めるのは資産の所有者となることではない。サービスは
将来の製造である。エンジニアリング・サービスという概念の早期提唱者として、英国はこう
いったシフトから収益を取り得るユニークなポジションを占めている。
20:20 ビジョンを成し遂げるには、行動パターンを根底から変えなければならない。この新
しい事業モデルや経済モデルを採用すること、新技術や新興技術を活用することである。英国
の将来におけるグローバルリーダーシップを発揮する能力は、TES が握る。」
この TES について、
「TES とは、製品の全生涯サイクルに焦点をあてた複雑なエンジニアリ
ング・生産物の設計、創造、稼働維持からなり、高品質の情報を使って、利用可能性、予測可
能性、全生涯コストが最低となる信頼性を最大化することである。TES は製造、エンジニアリ

93

出所：A national strategy for engineering services から NSRI 作成

94

ケンブリッジ大学 HP http://www.cbr.cam.ac.uk/people/the-team/alan-hughes/
出所：ケンブリッジ大製造研究所 アンディ・ニーリ教授、A national strategy for engineering services か
ら NSRI 作成

95

http://www.through-life-engineering-services.org/downloads/Engineering_Services_Strategy.pdf

http://www.through-life-engineering-services.org/downloads/Engineering_Services_Strategy.pdf
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ング、技術を統合し、リースや便益のシェアのような新しいサービスベースのビジネスモデル
で、製造者と維持者に廉価で大きなユーザー価値を確実にもたらす。顧客は、「製品の所有」
を欲しているのではなく、
『製品がもたらす機能』に価値を見出しているに過ぎない」という。
出所：ケンブリッジ大製造研究所 アンディ・ニーリ教授、A national strategy for engineering services から
NSRI 作成 http://www.through-life-engineering-services.org/downloads/Engineering_Services_Strategy.pdf

2-1-4(2).その他の欧州
EU など欧州の活動
ドイツや英国以外の欧州各国の活動については、ダルムシュタット工科大学のライナー・ア
ンデレル教授が別図にまとめている。
欧州各国は、多くの国で「製造のデジタル化戦略」を進めていることがうかがえる。その進
め方、進展度、注力度合はさまざまである。スウェーデンの「製造 2030」、フィンランドの「イ
ンダストリアル・インターネット・ビジネス革命」、オランダの「スマート産業」
、オーストリ
アの「将来の製造」など概して欧州北部側地域のプロジェクト名は、ドイツのインダストリー
4.0 を想起させる名称に近い印象を受ける。
日本では JETRO から「欧州各国の産業デジタル化推進策と IoT 導入事例」が平成 29 年
（2017 年）2 月付96で刊行された。こちらは上述のドイツ、英国、後述のフランス以外に、イ
タリア、スペイン、オランダ、オーストリア、ポーランド、チェコ、ハンガリー、ロシアをカ
バーしている。両者の違いは、ダルムシュッタット工大の図はベルギー、ポルトガル、フィン
ランド、ギリシャをカバーしているが、JETRO 資料にはない。一方、JETRO 資料にはチェ
コ、ハンガリー、ロシアがあるが、次図のダルムシュッタット工大の図にはみられない。

96

出所：JETRO の HP:https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/1a84f835a1faf51a/20160123.pdf
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図表 29

欧州各国におけるデジタル製造イニシアティブの概要

出所“What is Industrie 4.0 and how will it create the new growth? ” Prof. Dr.-Ing. Reiner Anderl
Computer Integrated Design (Datenverarbeitung in der Konstruktion, DiK) Fachbereich
Maschinenbau Technische Universität Darmstadt
http://industry40.ee/wp-content/uploads/2015/05/ppt-Reiner-Anderl.pdf

欧州には“AIOTI”
（The Alliance for Internet of Things Innovation97）と呼ばれる IoT を
推進するための連合組織がある。平成 27 年（2015 年）に欧州連合（EC）と IOT 分野の複数
の主要プレーヤーが開設している。AIOTI は、現在、欧州で最大の IoT 生態系（エコシステム）
と呼ばれている。AIOTI は、欧州における IoT 分野の複数の主要なプレーヤー間の対話と相互
作用を発展・支援するために EC が主導する役割を担っている。AIOTI の最終目標は、IoT の
潜在力の開放とダイナミックな欧州 IoT 生態系の創設にある。
この生態系ができることによって、様々のアイデアがソリューションやビジネスモデルに転
換されたり、技術革新が産業界の IoT セクターに広範に及んだりすると考えられている。IoT
リサーチ・クラスター（IERC）による成果は、この目標を後押しする。EC の技術革新や標準
化政策と同様に、AIOTI というアライアンスの創設が、未来の IoT の研究を支援することにつ
ながる。

97

出所：EU Digital Single Market Digital Economy & Society
Innovation (AIOTI) ”

“The Alliance for Internet of Things

https://ec.europa.eu/digital-single-market/alliance-internet-things-innovation-aioti
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フランス
フランスでもこれから新しい製造業の時代を迎えることになるという認識がみられる。政策
面では「フランスにおける新産業」が平成 25 年（2013 年）に、「未来の製造業98」が平成 27
年（2015 年）5 月に発表99された。
平成 28 年（2016 年）5 月には両施策によってフランスの産業が回復傾向にあり、投資も活
発になってきたという政府発表100が出ている。さらにフランスの製造業は、もはやコスト面で
競争するのではなく、最先端のイノベーションを目指すべきであり、そのためには生産力の再
構築と「明日の新しい製造技術の予測に基づいて、そうした新技術が採用できるように今日の
労働力のスキル開発を進めなければならないと続けている。
ドイツには全土にわたるインダストリー4.0 を導入している事例を地図上に落とした図（ユ
ースケースマップ）がある。
（2-1-1.ドイツの項参照） ドイツと同様にまったく同じ意匠のユ
ースケースマップのフランス版がある。
図表 30

フランスの「未来の製造業イニシアティブ」におけるユースケース別地図

注.この図はいくつかの選択肢ごとに事例数が変化する。選択肢として市場、技術、デジタル、組織、環境
などがある。「競争力の源泉」という分野をみると、新しいビジネスモデル、企業間連携、産業組織と
管理、統合されたクライアント・プロバイダー関係などの選択肢があり、クリックするごとに図の丸数
字が変化する。
出所：http://exemples-aif.industrie-dufutur.org

出所：“Industry of the Future” Rallying the «New Face of Industry in France» Press pack 18 May 2015
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/pk_industry-of-future.pdf
99 詳細は平成 27 年度版報告書の「フランスの未来の製造業プロジェクト」の項（p41～）参照
100 出所：Gouvernement.fr 24 May 2016 Content published under the Government Valls III from 2016 11th
98

February to 2016 06th December“The New Face of Industry in France: building the industry of the future”
http://www.gouvernement.fr/en/the-new-face-of-industry-in-france-building-the-industry-of-the-future
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2-1-5.中国の動向
2-1-5(1).製造 2025101
中国政府は102、今後約 30 年で製造業を高度化する方針を掲げている。2025 年までの 10 年
間の行動計画を示した中国製造 2025 はその最初のステップとなる。同様に第 13 次 5 カ年計
画（2016～2020 年）でも製造業の高度化は重要な政策として位置付けられている。
中国製造 2025103は、もともと平成 27 年（2015 年）3 月、全国人民代表大会の政府工作報
告（国務院が主導する行政報告）の中で、李克強・国務院総理が、次節の「インターネット+」
とともに指摘した 10 か年にわたる国家戦略である。
この戦略の狙いは、製造業の革新による駆動や知能化へのパターン転換、基盤の強化、グリ
ーン発展を推進するとともに、工業化と情報化の高度な融合を促すことにある。ネットワーク
化、デジタル化、知能化などの技術を開発・利用することで、中国が「製造大国」から「製造
強国」への変換が企図されている。
具体的には、
「スピード重視から品質重視への転換」「中国からイノベーションを生み出す」
といったテーマを設定しているほか、ICT やロボティクス、新素材など 10 の重点分野が政策
対象とされている。

2-1-5(2).「＋インターネット」と「インターネット＋」
「インターネット＋」とは、平成 27 年（2015 年）3 月、全国人民代表大会の政府工作報告
（国務院が主導する行政報告）の中で、李克強・国務院総理が、「互聯網＋（インターネット
プラス）行動計画」を発表したことにさかのぼる。
同計画の狙いは、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、
IoT などと現代製造業との結合を推進し、電子商取引、産業インターネット、インターネット
金融の健全な発展を促進することにある。さらには中国インターネット企業による国際市場へ
の進出を後押しする狙いも企図されている。
一方、
「+インターネット」は、
「インターネット＋」とは区別されて使われている。中信集
団（CITIC）

常振明

董事長の説明によれば、前者（+インターネット）は、従来の産業に

ICT を活用して生産性を向上させることであり、後者（インターネット＋）は、IoT, Big Data
等を活用して新しいビジネスを創造することだという104。

101
102
103
104

中国製造 2025 については平成 27 年度版報告書の p51～58 参照
出所：「中国製造 2025 を積極支援」、Siemens 社が高らかに宣言 製造業の高度化は中国でも進む 高野 敦
2016/07/13 10:00 http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/071303031/
平成 27 年版情報通信白書第 3 部 基本データと政策動向、第 11 節 海外の政策動向、3 中国の ICT 政策の
動向、（1）中国における ICT 政策 http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/html/nc38b310.html
出所：公益社団法人経済同友会、2016 年 10 月 24 日 「代表幹事中国・ミッション報告書」から
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2016/161024a.html

54
－54－

このように中国では、既存の産業に ICT を活用するだけの施策と ICT を活用して新しいビ
ジネスを創造する施策を明確に区別している。この点、やや前者に議論が集中する趣が強い日
本の現状と照らし合わせると、中国が概念上区別している事実には注目するだけの価値がある
ように思われる。

2-1-5(3).ドイツと中国の関係
ドイツと中国の関係は幅広く深い。
独 acatech の見方105によれば「中国は特にドイツとの協調を進めたいという要望を明示的
に表明してきた。また、短中期的にはドイツにとって数多くの機会が広がっている。中国は産
業ソフトウェアや自動化技術のような格上の技術にとって有望な市場である」とみている。
第 2 回「中国製造 2025 とインダストリー4.0 グローバル年会」が、平成 28 年（2016 年）
9 月 24 日～25 日、北京で開催された。ドイツと中国の間にはこの種の会合が開催されている。
日中間では見当たらない。年会に出席した宝鋼集団党委員会書記で董事長の徐楽江氏は、年会
のメインフォーラムにおける講演において中独関係について次のようなコメント106をしてい
る。
「中国とドイツはいずれも世界的に重要な製造業大国であり、両国は環境に優しくスマート
でオープンな利益共同体を構築する上で幅広い提携の基礎を有している。」
事実、ドイツ企業は中国市場における事業を積極的に展開している。日経新聞社の中村裕記
「中国における VW の自動車販売台数をみると、2016 年は本拠地である欧州で
者によれば107、
の販売台数との差が縮まり、2017 年は中国での販売台数が初めて欧州を上回る可能性がある。
---1～11 月の中国での新車販売台数は 359 万台。対する欧州販売は 386 万台、その差は 27 万
台。11 月単月ではすでに中国が欧州を上回り、VW の世界販売に占める中国の比率は 42％に
上昇した」という。
また、ドイツは、
「インダストリー4.0」でも中国との連携を強めている。独シーメンス社は
北京でイベントを開催し、「中国製造 2025 を積極支援」するという（次の囲み参照）。
図表 31

シーメンス「中国製造 2025 を積極支援」108

「我々は、中国製造 2025 を積極的に支援する」――。2016 年 7 月 12～13 日に中国・北京
で開催されたイベント「Industry Forum Siemens 2016」の冒頭、Siemens China 社の社長
兼 CEO を務める Lothar Herrmann 氏はこう力強く宣言した。

105

106

107
108

出所：acatech STUDY Executive Summary and Recommendations Industrie 4.0 in a Global Context
Strategies for Cooperating with International Partners Henning Kagermann, Reiner Anderl,Jürgen
Gausemeier, Günther Schuh,Wolfgang Wahlster (Eds.) Design: Heyko Stöber
出所：日鉄住金総研㈱海外技術情報部 海外鉄鋼関連レポート 2016.11.9 【徐楽江講演】サービス製造への
モデルチェンジ、スマート製鉄の構築
於：第 2 回中国製造 2025 とインダストリー4.0 グローバル年会
出典：宝鋼ニュースセンター 2016 年 9 月 30 日から NSRI 作成
出所：日本経済新聞 2017 年 2 月 1 日（水）
「VW、中国市場で稼ぐ 販売比率は欧州並み 4 割に」2016/12/29
0:43 日本経済新聞 電子版 http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM28H8K_Y6A221C1FF1000/
出所：「中国製造 2025 を積極支援」、Siemens 社が高らかに宣言 製造業の高度化は中国でも進む 高野 敦
2016/07/13 10:00 http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/071303031
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Herrmann 氏は、これら重点分野の高度化に Siemens 社の技術やソリューションが有
効であると語る。例えば、ICT 分野では同社のソフトウェア開発手法やセキュリティ技術、
ロボティクス分野ではシステムズエンジニアリング手法や自動化技術などが役立つ。
中国製造 2025 の“主役”である中国企業としては、Siemens 社の技術やソリューショ
ンを導入することで、先進国を中心に進んでいるスマート化の流れに一気に追い付ける可
能性が出てくる。
一方、早くから中国市場に参入して多くの分野で高いシェアを確保している Siemens
社としても、中国製造 2025 に食い込むことでそのポジションをさらに強固なものにでき
るという狙いがある。
Industry Forum Siemens 2016 では、Siemens 社のソリューションで高度化を積極
的に進めている事例として、プレス機などを手掛ける中国 JIER Machine-Tool Group
社（済南二機床集団）が紹介された。
登壇した同社副総経理（副社長）の張世順氏によれば、プレス機の顧客からは「実際
に試し打ちをする前の段階で加工工程をつくり込めるようにしたい」という要望が増えて
いるという。そのためには、ワークやプレス機、加工工程をデジタル化し、高精度なシミ
ュレーションを実現しなければならない。このようなデジタル化のツールとして、
Siemens 社のソリューションを活用しているという。
出所：
「中国製造 2025 を積極支援」、Siemens 社が高らかに宣言 製造業の高度化は中国でも進む
2016/07/13 10:00 http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/071303031

高野 敦

一方、中国企業によるドイツ企業買収や独中間の合弁の動きも次の囲みにあるとおり盛ん
である。
図表 32 ドイツ企業を買収する中国企業
顕著なドイツとの関係構築
 中徳工業装備連合実研室は、中国とドイツの合弁。
 寧波均勝電子(自動車部品メーカー）は、2012、ドイツの Preh 社(自動車部品メーカー)
を買収。2014 年、同社を通じて、IMA Automation Amberg(産業用ロボットメーカー)
を買収。
 美的集団（大手家電メーカー）が KUKA の出資比率 13.5％⇒30％超へ公開買い付けを
提案。
出所：一般財団法人日中経済協会 Japan China Economic Journal
NSRI 作成

2016.8 月号

Special Report から

中国家電大手の Midea Group（美的集団）によるドイツ KUKA 社の公開買い付けの際には
「Industrie 4.0
（インダストリー4.0）
の主要企業が中国資本に――。
」
と報じられたように KUKA
社の買収は、産業界のみならず政界までも巻き込む大きな出来事だったと109報じられた。
また、米国企業も着実に中国市場を攻略しようとしている。エコノミスト誌の記事110によ
れば、
「米ゼネラル・エレクトリック（GE）が『デジタル・ファウンドリー』なるものを上海
に設立した。このセンターは、中国企業が産業 IoT 向け製品を開発したり商品化したりするの

109
110

出所：日経テクノロジーオンライン、中国企業に買われた KUKA、その戦略とは インダストリー4.0 の旗
手が語るデジタル革命（前編） 高野 敦
2016/09/28
出所：The Economist：The industrial internet of things：The great convergence “China aims to lead
the world in connecting the factory” Jul 21st 2016、
http://www.economist.com/news/business/21702487-china-aims-lead-world-connecting-factory-greatconvergence 和訳は、以下に基づく http://jbpress.ismedia.jp/category/economist
http://www.nikkei.com/biz/world/page/?uah=DF300120130772
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をサポートするための拠点だ。その狙いは、同社製の IoT 向け独自ソフトウェア『Predix』を
企業に普及させる取組の一環だ。同社は中国東方航空、中国電信という中国の大手国有企業 2
社と既に契約。最近、中国通信機器の巨大企業、華為技術（ファーウェイ）も提携企業に。中
国では既にどの国よりも多くのモノが相互接続されており、その数は今後も爆発的に増えてい
く」とみている。

2-1-5(4).中国の製造業のポテンシャル
「世界一の製造大国である中国は、製造業を発展させるという流れを主導する上で有利な立
場にある。」これはエコノミスト誌の次のコラムにみられる見方111の要約である。
図表 33

IoT の隠れた巨人・中国の可能性と課題112

海外調査機関の見方等
米調査会社 IDC の試算によれば、様々な形態の IoT キットを総合すると中国市場全体
の規模は昨年 1930 億ドル（約 20 兆 5 千億円）
。これが 2020 年には 3610 億ドル（約 38
兆 4 千億円）に成長するという。
米コンサルティング会社のアクセンチュアは、製造業が IoT の導入を進めれば、中国
の国内総生産（GDP）を 2030 年までに最大 7360 億ドル（約 78 兆 2 千億円）に押し上
げる可能性があると見込む。
独シーメンスは７月、自社の技術を周知するためのイベントを北京で開催。ヒューレ
ット・パッカード（HP）やハネウェル、シスコシステムズなどの米 IT 大手も参入を急ぐ。
中国メーカーの動き
移動電話最大手の中国移動通信は自社製デジタル・ファウンドリー「セルラーIoT オ
ープンラボ」を設立。同社最高経営責任者（CEO）は、2020 年までに 50 億ものデバイ
スを接続し、IoT 関連で 1000 億元（約 1 兆 6 千億円）の収益を上げると言う。
建設機械大手の三一重工（Sany）は 2008 年、自社工場の床に設置している機械類の
接続を始めた。次に、稼働効率を上げるため掘削機やクレーンにセンサーを取り付けてリ
アルタイムでモニターできるようにした。同社はデータ解析と人工知能に資金を投入して
いる。賀東氏「外国企業とは異なり『中国の状況下』で正常に機能し、価格も手ごろなキ
ットを生産する方法を知っている」。
「中国の状況」とは、労働者の熟練度が低く、不衛生な環境、オペレーターが度を越
えて設備を酷使する場所のこと。このような状況は、現地だからこそ得られる別の利点に
もつながっていく。外国企業が提供するキットは上等かもしれない。これに対して、中国
の企業は安価で楽しい製品のつくり方を知っている。
IoT に向けた華為技術の取組はこの 6 月に勢いづいた。同社が開発に携わった
「NB-IoT」と呼ばれる新プロトコルが世界の標準規格として認められたのだ。この新プ
ロトコルは、低消費電力の安価なセンサーを搭載するデバイスを対象にしている。
出所：The Economist：The industrial internet of things：The great convergence “China aims to
lead the world in connecting the factory”Jul 23rd 2016、
http://www.economist.com/news/business/21702487-china-aims-lead-world-connecting-factory-g

Economist：The industrial internet of things：The great convergence “China aims to
lead the world in connecting the factory” Jul 21st 2016、
出所：同上；The Economist：The industrial internet of things：The great convergence “China aims to
lead the world in connecting the factory” Jul 21st 2016、

111出所：同上；The
112
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reat-convergence
和訳は、以下に基づく http://jbpress.ismedia.jp/category/economist
http://www.nikkei.com/biz/world/page/?uah=DF300120130772

例えば中国における産業用ロボットについても次のコラムにあるとおり、楽観的な見方が紹
介されている。これらは中国企業の旺盛な事業意欲や投資意欲を映している。投資こそが事業
の革新を生む源である。投資意欲の強さは経済発展の基盤となる。
現に、中国では製造系の起業が活発である。経済特区指定以来、通信機器の華為技術（ファ
ーウエイ）や台湾の鴻海（ホンハイ）など、多くの企業が中国の工場に投資してきた。
深圳市の VB は同市における新たな顔として登場している。中小企業数は、1,125 千社（2015
年末、前年比 33％増）、電気街「華強北」は秋葉原の 30 倍の規模、あらゆる電子部品が入手
できる。こうした供給網が起業家を支える。新製品開発を目指す起業家を支援する施設が深圳
市内 200 か所にあるという113。

図表 34

中国における産業用ロボットと同産業の発展

中国における産業用ロボット
 中国製造 2025、広東省「広東省智能製造発展計画、2015－2025」～産業用ロボットを重
点項目に。その推進力は中国広州智能装備研究院、広東智能ロボット研究院、中徳工業装
備連合実研室など。
 IFR（International Federation of Robotics)のデータによれば、2014 年中国の出荷台数
57,096 台のうち、中国製 16 千台（78％増）
。広東省、重慶市、上海市などの地方政府も育
成政策を打ち出す。
中国メーカーの発展
 瀋陽新松機器人自動化股份公司（Siaun Robot & Automation)は、産業用ロボットの設計、
研究開発、ユニット生産、アフターサービスといった一貫生産体制を展開。2014.9、産業
用ロボットのインテリジェント生産ラインを稼働、生産能力 5000 台/年。
 広州数控設備有限公司(垂直多関節ロボット、パラレルリンクロボットなど）は、2014、ロ
ボットの基幹部品である減速機の内製化に着手。
出所：一般財団法人日中経済協会 Japan China Economic Journal
NSRI 作成

2016.8 月号

Special Report から

中国では、インダストリー4.0 のようなデジタル化、ネットワーク化、インテリジェンス化
の考え方が機械工業のみならず、鉄鋼業のような素材系工業にも広がっている。次のコラムは
鉄鋼業のトップが語った「サービス製造へのモデルチェンジ、スマート製鉄の構築」という「思
想」表明である。

113

出所：日本経済新聞 H28.11.10 から NSRI 作成

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO09364020Z01C16A1FFE000/
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図表 35

サービス製造へのモデルチェンジ、スマート製鉄の構築

●サービス製造へのモデルチェンジ、スマート製鉄の構築～第 2 回中国製造 2025114とインダス
トリー4.0 グローバル年会（2016 年 9 月 24 日～25 日：北京）115
以下は、年会に出席した宝鋼集団党委員会書記、董事長 徐楽江による「年会のメインフォ
ーラム」における講演から。メインフォーラムは円卓形式で行なわれ、ドイツ、中国の VIP
が様々な「思想」を激しくぶつけ合った。サブフォーラムでは最先端の動向、ソリューション
プラン、最適化実践、中国製造 2025 と政策の推進及びスマート製造への資本投資など、分野
毎に焦点が当てられた。徐楽江董事長による講演は以下の通り。
☛スマート製鉄、ドイツへの想い
 現代情報技術・スマート製造技術及び新エネルギー技術によって生産能力の競争力を上げ、
現代サービス業と融合させて製品構造とユーザーニーズ構造の同時グレードアップを実現
すること
 中国とドイツはいずれも世界的に重要な製造業大国であり、両国は環境に優しくスマート
でオープンな利益共同体を構築する上で、幅広い提携の基礎を有している。
 今回の年会は、
「スマート製造システムの構築と実施に向けて」をテーマとし、中独スマー
ト製造企業の対話交流プラットフォームの構築に尽力する。今後の中独提携の方向性につ
いて深く研究し、モデルチェンジ・グレードアップという中国製造業の最も差し迫った要
求を満たすものである。
 グローバル企業発展の歴史からみて、製造業とサービス業を互いに融合させ、インターネ
ット技術によってスマート製造を発展させることは、製造業の競争力向上にとって必然的
な方向である。
☛川下ユーザーのニーズ対応はビジネスモデルの変革を要す
 「川下ユーザーの自動化/スマート化レベルが向上し、最終製品に対する品質向上要求が高
まるにつれて、鉄鋼材料の性能品質に対する要求も絶えず高まってきている。
 電子商取引の発展によって、中小ユーザーからの需要もますます増加しており、大口ユー
ザーへのサービス提供をメインとしてきた従来のモデルではやっていけなくなっている。
 カスタム化されたサービスを提供する事こそが鉄鋼業の『スマート製造』を実現する前提
条件である。
 鉄鋼業は我が国において最も自動化レベルが高く、最も製造プロセスフローが長い業界の
一つである。スマート化、デジタル化によって最適化される余地が極めて多い。
 鉄鋼業界は中国においてインダストリー4.0 の試行に最も適した業界であり、中国製造
2025 戦略を実践する上で重要な業界でもある。
 インダストリー4.0 の水平／垂直統合及びエンド to エンドの統合は、鉄鋼業の調達販売、
生産製造、研究開発サービスという 3 大業務に対するこれまでの概念を一新するであろう。
☛鉄鋼業のデジタル化と独シーメンス社との協業
 デジタル化は、鉄鋼スマート製造の根幹である。
 スマート製鉄を確立するにあたっては、大口向け汎用サービスとカスタムメイドのサービ
ス、スマート製造とカスタマイズドサービスの関係を正しく処理しなければならない。
 鉄鋼スマート設備分野においてドイツのトップ企業との協力を強化する。
 ドイツの有名設備メーカーであるジーメンス社と宝鋼とは長期にわたり安定的な協力関係
があり、宝鋼股份のⅡ期、Ⅲ期工事及びⅢ期以降の工事にはいずれもジーメンスの技術と
設備を導入して使用している。
 今年 6 月、中国・ドイツ両国総理の立ち合いの下、宝鋼とジーメンス社は北京において『宝
鋼とジーメンスのスマート製造（インダストリー4.0）戦略協議書』に正式に調印し、
『宝鋼・

114
115

出所：中国製造 2025 （made in china2025：国務院が提唱する今後 10 年間の製造業発展指針）
出所：日鉄住金総研㈱海外技術情報部 海外鉄鋼関連レポート 2016.11.9 【徐楽江講演】サービス製造への
モデルチェンジ、スマート製鉄の構築
於：第 2 回中国製造 2025 とインダストリー4.0 グローバル年会
出典：宝鋼ニュースセンター 2016 年 9 月 30 日 から NSRI 作成
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ジーメンスのインダストリー4.0 プロジェクト共同研究』を共に推進することとなった。
 先ず、国家工信部のスマート製造試験モデルプロジェクト「1580 熱延スマート工場」プロ
ジェクトを試行し、更には中国鉄鋼業界インダストリー4.0 の標準（規格）を共同で作り
上げる予定である。
出所：日鉄住金総研㈱海外技術情報部 海外鉄鋼関連レポート 2016.11.9 【徐楽江講演】サービス製造
へのモデルチェンジ、スマート製鉄の構築
於：第 2 回中国製造 2025 とインダストリー4.0 グロ
ーバル年会 出典：宝鋼ニュースセンター 2016 年 9 月 30 日 から NSRI 作成

2-1-6.中国以外のアジア諸国、インド、タイ
アジア諸国も多様な戦略を掲げてインダストリー4.0 のように第 4 次産業革命を迎えようと
している。ここでは中国以外にインドとタイの二か国を取り上げる116。

2-1-6(1).メイク・イン・インディア

Make in India

“Make in India117”は第四次産業革命時代におけるインドの製造業振興策である。日本は平
成 27 年（2015 年）暮れに総額 1.5 兆円規模の「日印 Make in India 特別ファシリティ」を発
表118した。
インド企業であるタタコンサルタンシー（TCS）は、ICT 関連で世界の多方面で存在感を
増している。TCS へのインタビュー記事119によれば、デジタル技術の定義とは、クラウド、
ビッグデータ、ソーシャル・メディア、ロボティクス、人工知能（AI）などの新技術のことで
あり、デジタル技術は過去最大の技術革命だと述べている。機械や人がシームレスにつながり、
膨大なデータを即座に活用できる。デジタル技術は、すべての企業のビジネスに破壊的変化を
及ぼす。デジタル人材を育成するための技術研修の重要性が高まる。
一方、TCS の競争力については、従来の源泉は、インド国内の豊富で安価なエンジニアを
活用し、欧米の顧客企業から IT 業務やソフトウェアの開発を受託することであった。しかし、
現在は、インド企業同士の競争や人件費の上昇を受けて競争力は低下し、成長率は鈍化してい
る。これからは経営資源をデジタルに集中し、IBM やアクセンチュアと厳しい技術競争を繰り
広げることになるとみている。

2-1-6(2).タイランド 4.0
タイ情報通信技術省副大臣の Pansak Siriruchatapong 氏によれば、「タイを将来に向けて
大変革させるキーワードは『デジタル』と ICT（情報通信技術）」である。「タイランド 4.0」
「デジタル・タイランド」こういう用語がタイの政府高官、産業界首脳から相次いで口をつい

116

117
118
119

アジア諸国の動向については平成 27 年度版報告書 p45～51 に韓国とインドを取り上げている。すでにみたと
おりドイツの acatech による“Global Context”ではドイツから見た中国や韓国の見方がある。2-1-2(1)、
各国比較表の中に中国と韓国の欄がある。また、本文中では,2-1-2(3)に中国編、2-1-2(5)に韓国編の記載あ
り。
出所：Make in India については、平成 27 年度版報告書（p47～）にインドのモディ政権の経済政策、デジタ
ル・インディア、IoT ドラフト案、CPS 政策とともに取り上げている。
出所：経済産業省 HP から http://www.meti.go.jp/press/2015/12/20151211007/20151211007.html
出所：日本経済新聞 H28.10.14「デジタル革新に先手」記事から NSRI 作成
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で出てくる。それが現在のタイの状況120だという。そうした例として以下の 2 例が挙げられて
いる。
大手財閥 CP（Charoen Pokphand）グループでは、中国河北省の CP Foods 社の工場にお
いて、「肉まん・餃子」の製造ラインにロボットを導入するなど、独自の生産システムを構築
している。約 4 年前から IoT を製造業強化に活用することを考えていた。「あらゆる工程でセ
ンサーを取り付け、IoT を生かしている」という121。
また、自動車部品大手サミットグループの Sammitr Motors Manufacturing 社は、中国の
自社工場で、油圧オイル漏れなどをモニタリングするシステムにより、部品層での従業員の動
きを IT で把握して省人化、現場改善につなげている122。

2-2.パラダイムシフトの方向性
製造業のパラダイムシフトの目指すべき姿として、平成 27 年度版報告書の p92 では「情報
に着目した『デジタル化、つながる化』のイメージを提示した。今年度はこのイメージをさら
に深化させたイメージとして加筆修正した次図を作成した。

2-2-1.デジタル化・ネットワーク化のイメージ（平成 28 年度版）
今年度版の特徴は、昨年度版に楕円状の「ネットワーク」という文言を挿入した点である。
また、昨年度版の「つながる化」は「ネットワーク化」に修正した。
図中の小さな楕円で囲まれた「ネットワーク」は、大きな楕円の周辺におかれた ABC,D,E,G
の各現実世界と F のサイバー世界のつながりを示している。現実世界とサイバー世界がつなが
った結果、様々の情報を含んだデータが、双方向に行き交い合うことになる。各現実世界で生
み出された情報は、大局的にみれば楕円に沿って左回りに流れる。
ユーザーと受注部門との間をみると、営業にかかわる情報は、双方を何度も行き来しながら
受注した企業の営業窓口にユーザーの意向に沿った情報として流れていく。さらに仕様書や見
積もり書などに固められ、受注情報となる。受注情報は製品・サービスの設計情報として詳細
に作りこまれる。製品や工程など様々の設計情報は、社内各部署の生産計画部門や生産準備部
門、生産技術部門、製造部門など多くの関連部署から、協力会社などにも流れていく。
工場で製造され、仕上げが行われ、検査され、出荷される。今度は製品・サービスに関する
情報が、物流や流通部門へ流れる。ユーザーのもとでは使用時点ごとにさまざまな情報が生産
される。そうしたユーザー関連の膨大な情報は、ネットワークを経て多くの有益な情報源とし
て再び製造企業に還流される。製品は廃棄されるまでトレースできるようになる。

120
121
122

出所：日経ものづくり 2016 年 10 月号ｐ40～41 から NSRI 作成
同社 HP: http://www.sammitr.com/en/about_us/about_us.aspx
出所：同上(日経ものづくり)
出所：同上(日経ものづくり)
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製造業でこのようなデジタル化・ネットワーク化が進むときに、情報がどのような流れ方を
するかという視点から図示化したものが次図である。ここで ABC,D,E,G という現実空間を貫
く楕円がポイントである。楕円は各現実空間で生産された情報が行き交う様を表わしている。
楕円の中央にはサイバー空間があり、情報の流通と処理を担う。サイバー空間により楕円周囲
の現実空間相互がネットワーク化される。それぞれの現実空間の内部もネットワークで結ばれ
ている。
図表 36

平成 28 年度版「デジタル化、ネットワーク化」のイメージ（相互連関図）

出所：平成 27 年度版報告書 p92 のイメージ図をベースに簡略化したもの。本イメージ図の詳細版
は第 3 章”PC2Be”ダイナミックサイクルと TAKUMI4.0、3-1-1.「デジタル化・ネットワー
ク化」のイメージ（図表 76）参照

本専門部会の関心事項は主に生産プロセスにある。
“D”の工場内の見える化とその象徴的な
工場である「つながるスマート工場」は、製造業のパラダイムシフトを示唆する最も端的なテ
ーマである。
「つながるスマート工場」を実現するには「つなぎ方」の標準化が問題になる。
「つ
ながる化」「スマート化」が多くの中小企業にまで浸透していくには、好事例の存在や実地検
証を行う場が必要である。そうした観点から本章では、デジタル化・ネットワーク化のイメー
ジを基に、まず、スマート工場とその事例、次に標準化の動向、ユースケースとテストベッド
の動向を順次みていくことにする。

2-2-2.つながるスマート工場（パラダイムシフトの浸透）
2-2-2(1).つながるスマート工場の考え方
製造業のパラダイムシフトが目指す一つの方向に「スマート工場」がある。この言葉は新聞
や雑誌等において一般に流布している。ただ、この言葉を使うときには注意すべき点がある。
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それは「スマート工場」と表記すると、受け止めた側は、ある工場のスマート化を成し遂げれ
ばそれで終わりという感覚に陥りがちにならないかという点にある。
我々は、平成 27 年度版報告書 p92 で、工場に IoT などを導入して「見える化」したり、工
場をネットワークにつなぎ工場間やサプライチェーンとの「見える化」するといった新しい工
場の在り方を「つながるスマート工場」と呼んだ。
「つながるスマート工場」は、上図の「デジタル化、ネットワーク化」のイメージ図（相互
連関図）における D のポジションに相当する。インダストリー4.0 などでは、部材・部品や機
械設備・装置から治工具等のツール、搬送装置、倉庫などに至るまでデジタル化・ネットワー
ク化される。従業員も含めて総体としてデジタル化・ネットワーク化が進み、インテリジェン
ト化される。機械等が相互に通信しあうことで自律的な生産が可能となる。外部変動への対応
力が増し、全体としての効率性が高まる。生産性が高まり、従業員がワークライフバランスを
享受できるようになる、といったことが期待されている。

IVI による「つながる工場」の捉え方
日本では、IVI（平成 28 年（2016 年）6 月に一般社団法人インダストリアル・バリューチ
ェーン・イニシアティブとなる123）の西岡理事長が、提言 1「つながる工場」において、「製
造業の連携モデルと標準化の課題」として以下の論点を指摘124している。
 「つながる工場」を実現するためには、企業を超えたモノづくりの標準化が欠かせない。
 特に、インターネットを利活用したビジネス連携、あるいは製造プロセス連携を行なう場合、
ICT としてどのレベルのどういったデータを対象とし、何と何をつなげるべきか、といっ
た議論を、標準的なモデルの上で、あらかじめ十分に行っておく必要がある。

そして「どのレベル」で「何と何をつなぐ」のかという視点から工場を 4 階層に分けるモ
デルを提案されている。

123
124

出所：IVI の HP https://www.iv-i.org/whats.html
出所：IVI「つながる工場」：https://www.iv-i.org/articles/connectablefactory3.html
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図表 37

企業内、企業間の連携モデル

出所：IVI「つながる工場」
：https://www.IVI.org/articles/connectablefactory3.html

上図で、レベル 1 には「機器」が対応する。英語版資料125では“Elemental Devices”。以
下、同様にレベル 2 は「コントローラー」“Equipment / Controllers”、レベル 3 は、「製造現
場」“ Manufacturing Field“。レベル 4 は、「企業経営」“ Enterprise Management”とな
る。
IVI の西岡理事長によれば126、
「この階層のうちレベル 1 は（つながる工場という観点では）
無視して構わない。レベル 2 もすでに視野に入っている。逆に最上位のレベル 4 は、EDI
（Electronic Data Interchange、電子データ交換）による商取引などの形で既に連携が進んで
いる。従って、レベル 3 の対応を急がなければならない」という。つまり、「つながる工場」
という視点から見ると、レベル 3 が鍵を握る。
この 4 つの階層という考え方はほかの例でも見ることができる。次図は左側が日本で開催
されたシンポジウムにおいて独フランホーファー研究所の登壇者が発表した資料をメモした
ものであり、5 層からなるピラミッド状のモデル図である。
フラウンホーファー研究所のケースではこのモデル図を「インダストリー4.0 の技術基盤と
しての CPS(Cyber Physical System)」と銘打っている。

科学・イノベーション フォーラム 東京（DWIH 東京）主催、TU9 共催による平成 28 年（2016
年）10 月 26 日インダストリー4.0 に関するシンポジウム（於東京、で IVI の西岡理事長が行った冒頭の講
演で使用した資料。この内容は日経テクノロジーオンラインベルサール九段 イベントホール）
「結局のとこ
ろ、『つながる工場』とは何なのか」 知的財産や言語の課題を乗り越える良い「シナリオ」作り 高野 敦
2016/11/16 に記事がある。http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/335160/111500021/?P=1 なお、TU9 と
は「独 9 工大連合」のこと、加盟校はアーヘン工科大学、ベルリン工科大学、ブラウンシュヴァイク工科大
学、ダルムシュタット工科大学、ドレスデン工科大学、ハノーバー大学、カールスルーエ工科大学、ミュン
ヘン工科大学、シュトゥットガルト大学。
ドイツ 科学・イノベーション フォーラム 東京（DWIH 東京）主催、TU9 共催による平成 28 年（2016 年）
10 月 26 日インダストリー4.0 に関するシンポジウム

125ドイツ

126
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図表 38

Dust, Fog & Cloud～オートメーションの場合、レベルごとの関わり方～

出所： Fraunhofer 第 3 回 Green technology made in Germany „Cyber Physical Systems as a
Technological Basis for Industrie 4.0“ 2016.4.19
Dr.-Ing. Marlo Trapp 氏講演内容
から、NSRI 作成

また IVI の西岡理事長によれば127「つながる工場」実現の課題として、①「知的財産の問
題」と②「生産プロセスの定義の仕方や現場での言葉遣いといった“言語”の問題」を挙げて
いる。
① については、工場には、独自の技術やノウハウがたくさん存在していること。工場がつ
ながることに対して、
「外部に漏れてしまうのではないか」
「他者に知られてしまうので
はないか」という懸念は根強い。
② についてはたとえ同じ言葉を使っていても、企業や工場によって意味するところが異な
る。これは決して珍しくない。“言語”が食い違ったままでは、どれだけネットワーク
でつながっていても連携するのは難しい。
なお、「知的財産の問題」については、本専門部会でも大きな問題だとの指摘があった。第
5 章の「残された課題」の一つとして“5-3-2”で取り上げている。

2-2-2(2).つながるスマート工場の事例
平成 27 年度版報告書では、内外の多くの事例を収集し、分類を行った。今年度も新しい事
例を収集している。以下ではいわゆる「スマート工場」とされる典型的な事例を収集した。ド
イツ勢ではポルシェとシーメンス、国内ではファナック、ジェイテクとパナソニックなどであ
る。

ポルシェの最新工場
ポルシェの場合、
「クラウドなどを用いたデータの一貫性、自己管理、自己最適化など、
“自
ら考える”工場として機能するデジタルエンジニアリング」が今後のポルシェ製造システムの
柱だとされる。同社ライプツィヒ工場では目標の 3／4 レベルを達成。工場が“自ら考える“と

127

IVI「つながる工場」：https://www.iv-i.org/articles/connectablefactory3.html
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は、品質管理上のエラー発生時には、機器は自動的に停止し、再度組み付けを行う、あるいは、
新しいパーツに取り換えて作業続行するようなイメージだという128。（次の囲み参照）
図表 39

ポルシェの最新工場

☛ポルシェの最新工場
2000 年、ライプツィヒ工場の基礎工事。2014 年から、2 代目パナメーラの量産開始
に向け、約 5 億ユーロを投資した拡張工事。以下最新工場の見学記事から。
 最大 6 車種、年間最大約 6 万ユニットが製造可能。スタッフ約 200 名、ロボット 500
台。
 「ボディショップのアンダーボディ（骨格部分）を作る工程では、人の姿はまったく
見られない。整然としたクリーンなラインで黙々とロボットがボディを組み立てる。
これは単なる生産工程の自動化を目的としたものではなく、デジタル化のレベルを大
幅に進化させコストの最大効率化、スマート化を目指したものだ。
 「クラウドなどを用いたデータの一貫性、自己管理、自己最適化など、
“自ら考える”
工場として機能するデジタルエンジニアリングが今後のポルシェ製造システムの柱。
まだ稼働をはじめたばかりだが、現在データの一貫性に関しては、すでに目標の 4 分
の 3 レベルに到達している」（ボディショップの IT 責任者）
☛“自ら考える工場”とは、
 品質管理上のエラーが発生した場合、たとえばあるパーツが規定通りに取り付けられ
なかった場合、機器は自動的に停止する。再度組み付けを行うか、あるいはそのパー
ツを排除して、新しいパーツで作業を続行する。人の手や指示を介さないで行うイメ
ージ。
☛データ管理については、
 例えばエンジンのトラッキングやトレーサビリティといった機能は、日本のメーカー
でもすでに採用している。ここではより多くのデータを中央コントロールシステムに
集約していく。
 サプライヤーから送られてくる部品を含め、すべてがクラウドによって管理される。
目の前で動いているロボットのアームは、パーツ 1 つ 1 つをスキャンし整合性をとっ
た上で取り付けを行っている。
 ボディショップ、ペイントショップ、アッセンブリーなど、すべてのデータは結合さ
れる。パーツ情報や使われた技術が記録されていく。1 台 1 台の車両について、すべ
てのデータが一元管理される。同一のラインで様々なカスタム仕様の車両が流れる。
 トラブルが発生した際の原因追及がスムーズになる。
☛新型パナメーラでは
 圧倒的にアルミの使用量が多く、接合方法も多岐に渡る。スポット溶接の量はマカン
の 5000 箇所に対し、2500 箇所と半減。⇒エネルギー使用量も減少。ボディの軽量化
も図れる。
出所：日経ビジネスオンライン 2016 年 11 月 25 日（金）
成長を支えるライプツィヒ工場を取材 藤野 太一

ポルシェ最新鋭工場の「ここまでやるか」急

http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/226265/112400075/?P=3&mds

128

出所：日経ビジネスオンライン 2016 年 11 月 25 日（金） ポルシェ最新鋭工場の「ここまでやるか」急成長
を支えるライプツィヒ工場を取材 藤野 太一
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/226265/112400075/?P=3&mds
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シーメンス方式中国自動化工場
シーメンス方式中国自動化工場をみると、ドイツのアンベルクの最新デジタル技術を中国の
成都に移植することに成功した（次の囲み参照）と報じられている。仕掛品のバーコードは自
動で読み取られる。次に使う部品は装置が作業者に「指示」する。1 個単位で製品の追跡が可
能。作業者は迷うことなく組み付けできる。いわゆる 1 個流しが実現しているという129。
図表 40

独シーメンス社の最先端デジタルファクトリー例

☛中国・成都の「Siemens Electronic Works Chengdu」（以下、SEWC）
 2013 年 9 月

SEWC 設立。生産を本格的に開始。

「最新のデジタル技術を惜し
 SEWC の品質は既にアンベルク工場と同等のレベル：
みなく投入することで、世界最高峰の品質を実現した」（Siemens Industrial
Automation Products Chengdu 社〔西門子工業自動化産品（成都）〕の General
Manager（総経理）で SEWC の責任者を務める Yong-Li Li（李永利）氏）
☛SEWC での生産
 PLC（Programmable Logic Controller）や産業用 PC、HMI（Human Machine
Interface）といった FA 機器
 特に PLC は Siemens 社が中国市場で約 40％のシェア、SEWC の主力製品。独ア
ンベルク工場の手法を真っ先に導入したのも PLC の生産ライン
☛PLC の生産ライン
 プリント基板に電子部品を実装する工程、中間モジュールを組み立てる工程、最終
製品を組み立てる工程、過電流試験など耐久性を確認する工程、などから成る。
 実際には作業者の姿はまばら。目立つのは、仕掛かり品のバーコードを自動で読み
取る装置や、次に使う部品を光で作業者に“指示”する装置など。デジタル技術に
よって品質を確保する仕組。
 仕掛かり品はベルトコンベヤーで搬送。各工程では、仕掛かり品のバーコードを読
み取った上で作業を進め、作業が終わったら再びバーコードを読み取る。
 各工程の制御システムから上位の情報システムに作業内容や品質情報などを記録
し、1 個単位のトレーサビリティを実現。
 異なる機種が次々と流れる。いわゆる「1 個流し」。
 各工程の作業内容も毎回変わる。前述したトレーサビリティの仕組みによって、作
業者は迷うことなく正しい部品を正しい位置に組み付けていく。
☛自動化のメリット
 不良品発生率の大幅に低減による品質の向上。
「人はどんなに注意していても間違
いを犯す」SEWC の不良品発生率は 10dpm（defects per million）
 さまざまなデータを集めやすいこと。人が紙に作業内容や品質情報を記録していて
も、紙では実際に分析・活用するのは難しい。初めから分析・活用しやすい形式で
自動的に集めることによって、生産ライン全体や各工程の改善に生かせる。
 ドイツ式の最先端デジタルファクトリーを中国市場に展開する拠点として機能。
出所：日経テクノロジーオンライン ドイツの技術を惜しみなく投入した中国の自動化工場「Siemens 社
が誇る、もう 1 つの最先端デジタルファクトリー」 高野 敦 2016/08/05
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/335160/080100011/?P=2
から NSRI 作成

129

出所：日経テクノロジーオンライン ドイツの技術を惜しみなく投入した中国の自動化工場
Siemens 社が誇る、もう 1 つの最先端デジタルファクトリー 高野 敦 2016/08/05 00:00
から NSRI 作成
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/335160/080100011/?P=2
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ファナック：製造業向け IoT プラットフォーム、各社との協業で開発
平成 28 年（2016 年）4 月 18 日、ファナックは他 3 社と共同で、CNC（コンピュータ数値
制御装置）とロボット、周辺デバイスとセンサーを接続して製造・生産を最適化するためのア
ナリティクスを提供するプラットフォーム、FANUC Intelligent Edge Link and Drive
(FIELD) System を開発すると発表130した。
他社との協業の関係と役割分担は以下のとおり。
図表 41 ファナック：FIELD system における協業各社と役割分担
協業各社
協業上の役割分担
 ロボットとファクトリー オートメーション
ファナック株式会社
 ZDT（Zero Downtime）コネクテッド ロボット プ
ロジェクトをさらに拡張させる
 デジタル化
シスコ
 ZDT は、シスコのクラウド、IoT データ収集ソフト
ウェア、エンドツーエンドのセキュリティ機能から
構成される
Rockwell Automation
産業用オートメーションと情報ソリューション
Preferred Networks
人工知能ソリューション
出所：FUNUC：製造業のリーダー企業によるコラボレーション：アナリティクスによる製造業の「モノ
づくり」最適化 http://www.fanuc.co.jp/ja/profile/pr/newsrelease/osirase20160418.html

この FIELD system において、AI を使ってロボットや工作機械をスマート化し、さらにつ
ないで連携させることで製造業の生産性を高めようとしている。つまり機械がお互いに柔軟に
かつ賢く協調するという高度な製造業を目指している131。今までになかったような「IoT によ
る自律工場の実現132」が目標である。
図表 42

ファナックの FIELD system の概要

FIELD system
 ファナックのオートメーション システムで使用される CNC、ロボット、周辺デ
バイス、センサー向けの高度なアナリティクスを提供するためのプラットフォー
ム。
 マシンの信頼性、品質、柔軟性、スピードの向上を通じて総合設備効率 (OEE) と
収益率を向上させるプラットフォーム。
 高度な機械学習機能とディープ ラーニング機能も提供。
 ネットワークおよびコンピューティング・インフラストラクチャ、アプリケーシ
ョン、ミドルウェア プラットフォームを含む完全なソリューションを提供。
 アプリケーション開発者、センサーおよび周辺デバイス メーカー、システム イ
ンテグレーターは、設備効率、生産高、品質を向上させるソリューションを構築
することができるオープンなプラットフォーム。
出所：ファナック HP: http://www.fanuc.co.jp/ja/profile/pr/newsrelease/osirase20160418.html

130
131
132

出所：FUNUC: 製造業のリーダー企業によるコラボレーション：アナリティクスによる製造業の「モノづく
り」最適化 http://www.fanuc.co.jp/ja/profile/pr/newsrelease/osirase20160418.html
出所：日経テクノロジーオンライン「AI 半導体、ロボットと工場に照準、NVIDIA とファナックが組む必然」
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/mag/15/400382/101900030/?rt=nocnt
山崎 良兵
2016/11/01
平成 29 年 1 月 18 日、ビッグサイト「スマート工場 EXPO カンファレンス」にてファナック取締役専務執行
役稲葉清典氏講演「ファナックが考える IoT 時代に対応したこれからのものづくり」から NSRI メモによる
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デンソー「断トツ工場の実現」の鍵

IoT 技術

デンソーは平成 27 年（2015 年）10 月 29 日「『ダントツ工場』で自働化や標準化を進めて、
（従来の）2～3 倍という高いレベルの効率化を世界中の工場で実現させたい」
（デンソー社長
の有馬浩二氏133）と発表。この中核技術が IoT である134。IoT を活用して世界 130 工場、15
万人の知恵を「つなげる」ことで、2020 年までに生産性を 2015 年比 30％高めるという目標
を立てている。
同社が「ダントツ工場」の実現に取組む背景には、ドイツや米国で進行する「パラダイム・
チェンジ」に対する危機感や、古い設備が多々ある中で「つながる工場」をどう具体化するか
といった技術的な問題意識がある。
こうした問題は山積しているという。また同社は「競争力の源泉はヒト」であり、「ヒトが
いなくなることはない」という確固とした認識の上に立って「無人工場は作らない」ことを目
指している。その論拠は「ものづくりはヒトづくり」それ故に「ヒトを大事にする」点にあり、
これだけは変えないという135。
断トツ工場でのキーワードは、
「1／N」、
「ファクトリーIoT」、
「Efficient ファクトリー」、
「コ
ンカレント」
、「人材」の 5 つ。このうち「ファクトリーIoT」ではつながる領域として「製品
開発」「設計図面」「設備図面」「工程管理」「サプライチェーン」「マーケット」を考えている
という136。そうしたダントツ工場の実現に向けた道筋を明らかにした図が以下137である。

133

出所：日経テクノロジーオンライン「デンソー、「ダントツ工場」で生産効率を 2～3 倍に
なぎ、2018 年に共通の生産プラットフォーム 山崎良兵 2015/10/29

134

出所：日経テクノロジーオンライン「デンソーはなぜ工場の IoT 活用を急ぐのか」2020 年、「ダントツ工場」
実現に向けた道筋 高野 敦 2016/04/22 http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/335160/042100006/
出所：平成 29 年 1 月 18 日、ビッグサイト「スマート工場 EXPO カンファレンス」にてデンソー常務執行役
員生産革新センター山崎康彦氏講演から NSRI 作成のメモに基づく
出所：平成 29 年 1 月 18 日、ビッグサイト「スマート工場 EXPO カンファレンス」にてデンソー常務執行役
員生産革新センター山崎康彦氏講演から NSRI 作成のメモに基づく
出所：日経テクノロジーオンライン「デンソーはなぜ工場の IoT 活用を急ぐのか」2020 年、「ダントツ工場」
実現に向けた道筋 高野 敦 2016/04/22

135
136
137

http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/news/15/102900941/

http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/335160/042100006/
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世界 130 工場つ

図表 43

IoT に関するデンソーの認識

出所：日経テクノロジーオンライン「デンソーはなぜ工場の IoT 活用を急ぐのか」2020 年、「ダントツ工
場」実現に向けた道筋 高野 敦 2016/04/22 におけるデンソー、
「DP-Factory IoT 革新室」室長
加藤充氏の図「http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/335160/042100006/

コニカミノルタ、デジタルマニュファクチャリング
コニカミノルタのデジタルマニュファクチャリングは、
「メガネ型ディスプレー」
「3D レー
ザーレーダー」
「外観検査システム」
「情報可視化ツール」などからなる。平成 27 年（2015 年）
以来の海外工場での段階的導入から、いよいよ外販に向けて一歩踏み出す段階に至っている。
図表 44

コニカミノルタ、デジタルマニュファクチャリング Hannover Messe 出展

 コニカミノルタ（代表執行役社長、山名昌衛氏）は、
「デジタルマニュファクチュアリング」
と呼ぶソリューションを平成 28 年（2016 年）4 月の Hannover Messe に出展した。
 主な展示内容としては、メガネ型ディスプレー「ウェアラブルコミュニケーター」、3D レー
ザーレーダー、外観検査システム「Radiant Vision Systems」、情報可視化ツール「マニュ
ファクチュアリングコクピット」がある。
 同社は 2015 年に本格稼働したマレーシア工場でこれらの技術を段階的に導入してきた。
 今後は、デジタルマニュファクチュアリングを構成するシステムに着目し、積極的に外販し
ていく。
出所：日経テクノロジーオンライン「Hannover Messe 2016 スマート工場を新事業に、コニカミノルタが本腰
自社工場に導入した IoT 技術を外販へ 高野 敦
2016/04/15

http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/event/15/032200050/041500001/ 及び、コニカミノルタ、
『デジタルマニュファクチ
ュアリング』の事業化を推進 https://www.konicaminolta.jp/about/release/2016/0414_01_01.html

パナソニック：FA システムの開発、シーメンス社と共同で
パナソニックは、独シーメンス社との協業により、FA システムのあらゆる機器をインター
ネットでつなぐ「IoT 技術」を活用した工場の生産性や品質向上に役立てる新システムの開発
を目指す。
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図表 45

パナソニック：FA システムの独社と共同開発

 パナソニック社は、平成 28 年（2016 年）度中に米国とドイツで FA システムの開発拠点を
設置。
 日本では、システム開発を手掛ける 500 人体制の「ビジネスイノベーションセンター」を設
置、海外向けの開発も。
 アジアなどでも拠点を増やし、2018 年度をめどに海外の開発人員を 500 人規模に、海外の
販売会社にも開発機能を設け、現地の顧客向けシステムを開発。
 あらゆる機器をインターネットでつなぐ「IoT 技術」を活用し、工場の生産性や品質向上に
役立てる新システム開発が目標。
 ドイツのシーメンス社とは、FA システムを共同開発する
パナソニック：主力の電子部品を基板に取り付ける装置やソフトを提供
シーメンス：複数の生産設備を同時に制御する技術を提供
 従来のパナソニックは自社製品同士でしかつなげなかった。
出所：日経産業新聞 H28.5.24

アマダホールディングス新工場で VPSS（V-Factory）構想具体化
アマダホールディングスは、平成 28 年（2016 年）3 月に着工した岐阜県土岐市の新工場に
おいて、VPSS（V-Factory）構想と同社が呼ぶ工場のデジタル化とネットワーク化を進め、従来
比納期を半減、生産能力 1.5 倍を目標としている。その推進手段が IoT の活用と自動化である。
図表 46

アマダホールディングス：VPSS（V-Factory）構想

☛新工場建設、平成 29 年（2017 年）7 月生産開始
 板金加工機械（パンチングマシン）に装着する金型新工場を岐阜県土岐市に建設
 2016 年 3 月着工（工場延べ床面積 6100m2、投資額約 100 億円）
☛新工場の特徴
 IoT（Internet of Things）の活用と自動化を徹底。
 平均納期の半減と生産能力の 50％向上を実現。
☛VPSS（V-Factory）構想～工場のデジタル化とネットワーク化を進める。
 全ての設備やワークをネットワークでつなぎ、稼働状況や工程進捗、負荷状況、製品トレ
ーサビリティ情報をリアルタイムに管理。
 在庫や納期の情報を顧客が Web を介して見える工場を実現。
 工場内でも、稼働状況をリアルタイムでモニターすることで、設備ごとのアラーム情報を
確認でき、不具合発生時には保全担当者へメールを送信する仕組みも構築。
 この他、工具に ID を付けて工具補正や寿命管理も。
☛新工場は 24 時間の無人稼働
 設備稼働状況や加工品質実績から予防保全を行う必要性などからアラーム通知機能を備
える。
 ワークは、2 次元コードをレーザーで刻印する「金型 ID」を活用
 パンチング金型は約 6 年前に ID 化を開始。新工場では全ての金型の ID 化を行い、工程
内での見える化とトレーサビリティ管理を実現。
 金型 ID を刻印する前の金型に関しては、RFID を組み込んだコンテナーで管理。
出所：日経ものづくり 2016.8 から NSRI 作成。
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ジェイテクト：国内工場のスマート化:”見える化“の推進
ジェイテクトは、工作機械工場から軸受け工場へ、さらに平成 29 年（2017 年）には自動
車部品工場へと工場の「見える化」を推進している。
推進手段は PLC（Programmable Logic Controller）。自社製の PLC は様々なメーカーの制
御機器に接続可能である。PLC を内蔵できない設備には「ジェイテクト・リンク・ボックス」
と呼ぶ外付け装置を活用して接続する。接続すれば「見える化」を実現できる。
図表 47

ジェイテクト：国内工場のスマート化:”見える化“外付け装置の活用

☛PLC を活用した工場の見える化
 狙い：生産ラインの各設備をネットでつなぎ、人と設備の稼働状況を見える化。データの
集積などを通じて生産性、製品品質を向上させる。
 手段：自社の各設備にセンサー類を設置。収集データを PLC 経由でネットにつなぐ。
 効果：解析をとおして設備の寿命や異常の兆候をつかみ、保全活動最適化、製品不良の抑
制、トレーサビリティにも対応。
☛自社製 PLC～様々なメーカーの制御機器に接続可能
 ☛PLC を内蔵できない設備⇒外付け装置「ジェイテクト・リンク・ボックス」を活用
出所：日刊工業新聞 H28.7.20 から

また、ジェイテクトには、工場向けのソリューションとして「品質の IoE（Internet of
Everything）」「保全の IoE」「生産の IoE」という 3 つのアプローチがある。いずれも、同社
の PLC「TOYOPUC」シリーズを活用し、「見える化」や生産性向上などに活用されている。
図表 48

ジェイテクト：自社工場外にも「工場見える化」の流れを拡張

●スマート工場の事例：ジェイテクトの香川工場、および同社の顧客である阪部工業（本社愛
知県西尾市）と双葉工業（本社松山市）の 3 拠点。
☛主に軸受を製造しているジェイテクトの香川工場
 現場の機械の稼働状況を一元的に監視できる「TOYOPUC-Hawkeye」という IT システ
ムを導入。見える化による改善を進めている。
 既設 PLC と IT システムの間に自社のボード型 PLC「TOYOPUC-Plus」を入れることで、
一元的な監視を可能にした。
 機械の異常発生回数が 30％減少。機械の可動率（機械の正常稼働時間を総稼働時間で除
したもの、稼働率とは異なる）が 40％以上向上。
☛多品種少量生産が特徴の阪部工業
 「とにかく機械を止めたくない」
（同社本社工場加工部次長の渡邊学氏）ために保全の効
率化を中心にスマート化を進めている。
 刃物交換の最適化の取組：作業者ごとの勘や経験などに基づいていたため、熟練度の低い
作業者は交換のタイミングが早すぎて刃物を過剰に使ったり、逆に交換のタイミングが遅
すぎて加工中の故障を引き起こしたりしていた。
 そこで、それぞれの刃物にあらかじめ明確な寿命（使用回数、時間）を設定し、機械の稼
働データと照合することで、刃物を計画的に交換できるようにした。
 その結果、機械をなるべく止めずに済むようになり、刃物も寿命ギリギリまで使えるよう
になった。
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☛建機の機械部品などの加工を手掛ける双葉工業
 新しい加工法の開拓にジェイテクトの見える化ソリューションを活用。
 従来は、「生産性や品質が低下したり、トラブルが起きたりするのを恐れて、新しい加工
法になかなか挑戦できなかった」
（同社製造部次長の脇坂和典氏）
。
 そこで、加工工程の見える化に取り組んだ。
 その結果、加工中の「不良のムダ」や「動作のムダ」が分かるようになり、確かな根拠に
基づいて加工法を改善できるようになった。
 さらに、従来は属人的に所有されていた加工ノウハウを全社で共有することも可能になっ
た。
出所：日経テクノロジーオンライン、JIMTOF2016 来場者が映像にくぎ付け、ジェイテクトのスマート工場事例
高野 敦
2016/11/21
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/event/15/092900080/112100032/?n_cid=nbptec_nmcml&rt=nocnt&d=14797780761
46

2-2-3.デジタル化・ネットワーク化に向けた標準化の動向
2-2-3(1).標準化の動向：独米の接近から協調へ
IIC と Industry 4.0 の協調関係の具体化
平成 28 年（2016 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138報じられた。
この連携について IIC の関係者139は次のように述べている。
 IIC がリードした国際協調の最初の成果として、2016 年 3 月に発表されたドイツの
Industry 4.0 との協業がある。
 IIC と Industry 4.0 は、2015 年 11 月にチューリッヒで両団体が協力関係推進に向けて
開催した第 1 回ミーティングで基本合意を締結している。
 2016 年 3 月にはこの内容をベースにドイツ、米国で同時に協業すると発表された。
 2016 年 5 月にシカゴで第 2 回目の会議が実施され、次のフェーズとしての具体的な協業
の内容が明らかにされている。
その内容は、次の 3 つ。
（1）双方で実現した成果は変更せずに相互接続を実現する。
（2）相互接続の確認のために各団体のテストベッドを連携させてみる。
（3） 双方にとって重要な標準規格に関する要件仕様を標準化団体に対して共同提
案する。
このうち（1）については、米独両団体のリファレンスアーキテクチャー間（IIRA と
RAMI4.0）の相互接続は可能だという認識が示されている。また IIC が力を入れているテスト

138
139

詳細は本報告書平成 27 年度版 2 章 2）、(1)、7.の「米独連携の動き」ご参照
出所：IIC 東京会議からのメッセージ「IIRA をどう使う？海外団体との連携は？」
西山悦郎＝IIC Sales Representative, Japan
2016/07/22
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/051700043/00002/?n_cid=nbptec_tecml
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ベッドについては、
「テストベッドの連携では、IIC テストベッドプロジェクトと Industry 4.0
実証ラボ環境を実際につなげてみる」という140。
IIC は米国のみならず、スイスやスペインなど世界各地で会議を開催している。ここ日本で
も 2016 年 6 月 6～8 日から 3 日間、ウェスティンホテル東京で IIC メンバー会議が開催され
た。その要旨は次のとおりである。
東京では、多くの Working Group および Steering Committee の会議と、戦略決定の議決
が行われた。本メンバー会議で中心的な話題は次の 2 つ。
（1）IIC の各国 IoT プロジェクトの国際協調の推進活動について
（2）テストベッドプロジェクトを支える「Industrial Internet Reference Architecture
（IIRA）」の価値とその活用法について。」
以上から、本メンバー会議では RAMI4.0（Reference Architecture Model Industrie 4.0）
と IIC の IIRA は相互に競い合うのではなく、お互いが歩み寄り世界の標準化について手を携
えて進めていくと表明された。
なお、IIC の運営委員会には日本企業から唯一富士通のメンバーが参加している141。また同
社は IIC の動向についてその概要をネット上で公表している142。

2-2-3(2).標準化の動向：ドイツにおける取組
標準化ロードマップの改定と標準化の対象143
平成 28 年／2016 年 1 月 26 日、インダストリー4.0 に関する標準化ロードマップの第 2 版
が英語・ドイツ語両バージョン144でリリースされた。なお初版は 2013 年 11 月。2015 年 4 月
の「インダストリー4.0 実践戦略145」の中で“RAMI4.0”モデル146が紹介され、2015 年 7 月
に詳細が発表されている。以下は標準化ロードマップの第 2 版の概略である。

140

出所：IIC 東京会議からのメッセージ「IIRA をどう使う？海外団体との連携は？」
西山悦郎＝IIC Sales Representative, Japan
2016/07/22

141

IIC の HP：Steering Committee Member Bios、Dr. Jacques Durand Director of Standards and
Engineering, Fujitsu North America, Inc. http://www.iiconsortium.org/sc-bios.htm
出所：「Industrial Internet Consortium(IIC)の動向と富士通の取り組み」
2016 年 6月1日 富士通株式会社
ービスプラットフォーム戦略企画室 ソフトウェアインテグレーション企画部 岩佐和典氏

142

http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/051700043/00002/?n_cid=nbptec_tecml

サ

http://www.jisa.or.jp/Portals/0/resource/news/1037/500_material-1.pdf

出所：2016-01-26 Updated German Standardization Roadmap on Industry 4.0 Now available in
English and German。
http://www.din.de/en/din-and-our-partners/press/press-releases/updated-german-standardization-ro
admap-on-industry-4-0-110576
144 出所：2016-01-26 Updated German Standardization Roadmap on Industry 4.0
Now available in English and German
http://www.din.de/en/din-and-our-partners/press/press-releases/updated-german-standardization-ro
admap-on-industry-4-0-110576
145「インダストリー4.0 プラットフォーム」が発表した「Umsetzungsstrategie Industrie 4.0(2015 年 4 月）
」の
こと。RAMI4.0 の詳細版は VDI/VDE,ZWEI から「Reference Architecture Model Industrie 4.0
(RAMI4.0)」という英語版がでている。次の脚注も参照。
143

http://www.zvei.org/Downloads/Automation/5305%20Publikation%20GMA%20Status%20Report%20ZVEI%20Ref
erence%20Architecture%20Model.pdf
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インダストリー4.0 という未来志向の新規構想は、以下の四点の潜在性をフルに活用しよう
とするもの。
 インターネットの広範大規模にわたる活用
 技術的・ビジネス的プロセスの統合
 現実世界のデジタル化と見える化
 スマート製品と生産手段を創造する機会
こうした要件を満たすためには、産業の実際に即した形での新しい概念や技術が必要になる。
同時に、必要なセキュリティが確保され、ユーザーや製造者の相互信頼のもとに合意された標
準という共通言語によって、コミュニケーションが保証されていなければならない。
標準化はインダストリー4.0 の具体化を成功裏に進めるための鍵である。標準化に基づく共
通の言語によって、非常に異なるシステム間の相互のやり取りを効率的に高い信頼性のもとに
進めることができる。
図表 49
50

標準化のステップ：ドイツ⇒欧州⇒国際

出所：DIN の HP から

http://www.din.de/en/din-and-our-partners/press/press-releases/updated-german-standardization-roadmap-on-in
dustry-4-0-110576

今般のロードマップ第２版は、インダストリー4.0 における人と機械との相互のやり取りと
コミュニケーション、IT セキリュティに焦点を当てている。
標準化に特化した形で詳細を検討するために DIN/DKE147の中に Steering Group が結成
148され、このグループにおいて標準化の必要性や実施の調整、基礎的な概念の開発を進めるこ

とになった。

146

147

“RAMI4.0”：平成 27 年度版報告書、p
18～20 参照。3
次元の立体モデル図で表される。3
次元とは
「製品と
“RAMI4.0”：本報告書の平成
27 年度版、ｐ18～20
参照。3
次元の立体モデル図で表される。3
次元とは
「製
インターネット」を結ぶ階層レベル軸、「開発設計から生産、サービス」を結ぶ製品のライフサイクル
品とインターネット」を結ぶ階層レベル軸、「開発設計から生産、サービス」を結ぶ製品のライフサイ
軸、「ビジネスからファンクション・情報---アセット」を結ぶ価値連鎖軸の 3 軸のことである。
クル軸、「ビジネスからファンクション・情報---アセット」を結ぶ価値連鎖軸の
3 軸のことである。
DIN：ドイツ標準化機構、DKE：ドイツ国内における電気電子的な標準化を担当する機関
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図表 50
51 インダストリー4.0 運営グループによるユースケースの分析とツールの抽出

出所：DIN の HP から

http://www.din.de/en/din-and-our-partners/press/press-releases/updated-german-standardization-roadmap-on-in
dustry-4-0-110576

標準化ロードマップの第 2 版149は、この Steering Group の中に WG150を設置して作成され
た。これは標準化関係者をはじめとして産業界、業界団体、研究機関、省庁といった様々な関
係者のためのガイドであり、コミュニケーションのツールである。このガイドにより研究開発
段階にある新しい技術やプロセスをマーケットに受け入れてもらえるように支援することが
可能になる。

ドイツが目指す標準化151
ドイツが目指す標準化の対象は、データ交換フォーマット、語彙、税制、オントロジー152、
インターフェースである。ただし、インダストリー4.0 の標準化は単一のものとはならず、沢
山の標準がいろいろな方法で高度特定領域に出現する。例えば、意味合いの相互運用性、標準
データフォーマット、メタデータ、語彙、ドメインモデルなどが挙げられる。
ドイツの acatech の見方では国別の傾向として、日独はレファレンスモデルを、中国は語彙
の標準化を主張しているという。中でもオープンで柔軟なエコシステムが鍵とされている。特
に中小企業にとってオープンシステムは特別重要とされる。

148

149

150
151

152

2014 年 2 月、DIN/DKE により Steering Group が結成され、無線技術、標準化プロセス、ユースケース、ロ
ードマップの改定の作業が進められた。「インダストリー4.0 プラットフォーム」はその果実の一つ、標
準化の件は ISO,IEC に持ち込まれることになった。
出所：http://www.din.de/blob/65354/f5252239daa596d8c4d1f24b40e4486d/roadmap-i4-0-e-data.pdf
http://www.din.de/en/din-and-our-partners/press/press-releases/updated-german-standardization-roadmap-on-in
dustry-4-0-110576

WG の名称："Standardization Roadmap Industry 4.0"、フラウンホーファー研究所 IPA（生産技術、オート
IPA(生産技術、オート
メーション研究所、在シュツットガルト）
メーション研究所、在シュツットガルト)
出所：acatech Industrie 4.0 in a Global Context から NSRI 作成
http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Publikationen/Proj
ektberichte/acatech_STU_engl_KF_Industry40_Global.pdf

オントロジー：ウィキペディアによれば「オントロジー（英: ontology）は、哲学用語で存在論のこと。もの
の存在自身に関する探究、あるいはシステムや理論の背後にある存在に関する仮定という意味である。これ
から派生して情報科学等でも用いられる。」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC

また、情報システム用語事典によれば、情報科学においては、対象世界（知識領域）をある視点でみたときに
立ち現われてくる構成要素（概念）を明示的に表現し、それらの関係を体系的に記述したもののこと
http://www.itmedia.co.jp/im/articles/1004/12/news092.html
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ドイツの標準化推進組織は、IIC や OMG といった国際団体とより密接に関与していくべき
あるが、いまのところドイツは Bitkom などの諸団体の活動のお蔭で国際的評価は上々だと自
己評価されている。
標準化は各国ともネットワーキング、デジタライゼーションが鍵であり、ここにこそ各国が
協調すべきニーズがあると認識されている。特に重要なのが、データ獲得、転送、ネットワー
キング、データ処理／解析、インターフェースである。
図表 51

ドイツが目指す標準化の対象

1.標準化の対象：データ交換フォーマット、語彙、税制、オントロジー、インターフェ
ース
 インダストリー4.0 の標準化は単一のものとはならず、沢山の標準が高度特定領域
で出現する~例えば、意味合いの相互運用性、標準データフォーマット、メタデー
タ、語彙、ドメインモデルなど。
 日独はレファレンスモデルに、中国は語彙の標準化を主張。
 オープンで柔軟でうまく行けるエコシステムが鍵。特に中小企業にとってオープン
システムは特別重要。
 ドイツの標準化推進組織は、IIC や OMG といった国際団体とより密接に関与して
いくべき。
 ドイツは Bitkom などの諸団体の活動のお蔭で国際的評価は上々。
 各国ともネットワーキング、デジタライゼーションが鍵である。ここにこそ協調す
べきニーズがあると認識。中でも特に重要なのが、データ獲得、転送、ネットワー
キング、データ処理／解析、インターフェースなど。
2.標準化の関係者
3.新規ソリューションのテストベッドとなる要件
4.各国別重点の置き方
 独と特に米がテストベッドを強調する一方、日中韓は特定産業向けの統合プラット
フォームに焦点～しかしその差は大企業と中小企業の差ほど大きいものではない。
 インダストリー4.0 を早期に実務的に商業化していく必要がある。ドイツサイドは
国際標準化の早期の段階から関わっていくべき。
 独日はデータベースのビジネスモデルに関する国際対話を志向。米中のプラットフ
ォーム・プロバイダーが中期的に市場を支配するという懸念を有する。
5.テストベッドの位置づけと非大企業への普及
 大企業は国際的なさまざまな標準化団体やネットワークに加入できる。Testbed は
大企業にとっても、ほかの大企業、中小企業、スタートアップと協力する良い方法
となる。
 テストベッドと同様に特定産業向けプラットフォームソリューションも中小企業
の役に立つ。投資リスクを減らし、標準確立による恩恵を受け、顧客と標準化され
た通信を可能にする。学術団体や関連団体はこうした動きに対して調整的な役割を
果たせる。
6.各国協調の方向
 日中韓は R&D や訓練や専門性の開発についても協調の必要を強調。英米は政府間
協調にはあまり重きを置いていない。
 専門家はデータセキュリティとノウハウ流出をシステム統合上の最大の脅威とし
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ている。しかしだからと言って協調を妨げるわけではない。むしろ協調したほうが
「窃盗」を防ぐことになるとみている。
 協調する場合に重要な事項は「契約」であり、
「基礎となるルール」。協調は国際的
な企業ネットワークでなされるが、学術団体等も参加してその専門性や見解を役立
てるべきである。
 参加者毎に別々の責任を負いつつ良好な協調が行われることは、企業間や国際間で
の信頼醸成上も有効である。インダストリー4.0 的世界における様々な決断を下す
自由を提供することになる。
出所：acatech Industrie 4.0 in a Global Context から NSRI 作成

http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/ro
ot/de/Publikationen/Projektberichte/acatech_STU_engl_KF_Industry40_Global.pdf

図表 52

インダストリー4.0 プラットフォームプロジェクトの現状

出所：“RAMI4.0
An architectural Model for Industrie 4.0 BY:Dr.-Ing. Peter Adolphs
18th of June 2015 から NSRI 作成
http://www.omg.org/news/meetings/tc/berlin-15/special-events/mfg-presentations/adolphs.pdf

Berlin,

また、2016 年のハノーバーフェアにおいて次のような工場と IT 間の連携に関する団体間
協力の動きがみられた。
図表 53

OPC Foundation と CC-Link 協会が、ハノーバーフェアにて MoU を締結



工場と IT 間の連携に向けて OPC Foundation と CC-Link 協会が協力することに合意
（2016 年 4 月 26 日、ハノーバーフェア）



CC-Link 協会（CLPA）と OPC Foundation が、ハノーバーフェアにて MoU 注を締結。
 CLPA が普及活動をしている産業用フィールドバス CC-Link、産業用 Ethernet
CC-Link IE は、アジアを始めとした世界各地の製造設備で採用されており、近代的な
自動化設備の実現と、その生産性向上に寄与している。
 一方、IIoT 、Industry4.0、中国製造 2025 や e-F@ctory などのメガトレンドにより、
IT 技術を活用した高度な生産システムの実現が求められる中、製造現場のあらゆる装
置から生産や品質に関わる全ての情報を収集し、生産管理や品質管理、さらには受発注
システムなどの IT システムと連携させることが必要不可欠となってきている。
 しかしながら、実際の製造現場には様々な装置が存在し、装置と IT システムの連携を
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実現するには多大なエンジニアリングコストがかかっている。
 こういった背景から、CLPA はまず、製造現場のデバイス情報を扱うプロファイルであ
る CSP+を拡張し、様々な装置の様々な情報を統一的に扱う仕組みを構築する。
 また、OPC Foundation との協力のもと、OPC UA モデルへのマッピングを行う。こ
れにより、製造現場の装置と IT システム間のインターフェースが統一され、高度な生
産を目指すスマート工場を実現するためのエンジニアリングコスト削減に寄与する。
 CC-Link 協会（CLPA）は、世界中に 2,600 社を超える会員を持つグローバルな組織。

CC-Link 協会及び会員企業の共通の目標は、CC-Link ファミリーオープンネットワー
クの推進と技術開発であり、ユーザーの統合型生産システムの導入に役立つことに重点
を置き、その活動に取り組んでいる。

注.MOU:Memorandum of Understanding、了解覚書（りょうかいおぼえがき）
出所： 2016 年 5 月 9 日 CC-Link 協会（〒462-0825 名古屋市北区大曽根 3-15-58 大曽根フロントビル
6 階）CLPA の URL：http://www.cc-link.org/
http://www.cc-link.org/jp/material/documents/OPCFoundation_CLPA_20160509_j.pdf

2-2-3(3).日本における標準化（IVI の取組）
IVI(IndustrialValue chain Initiative)における標準化の取組
ドイツのインダストリー4.0 では標準化が最優先取組課題だとされている。日本では民間ベ
ースで独自の標準化の取組が行われている。
IVI の HP153をみると、このような標準化には「厳格な標準化」と「ゆるやかな標準化」の
両方があるという。また、標準化について、国際標準などの「デジュール標準」と、個別企業
が単独あるいはコンソーシアムを形成して実質的な標準とする「デファクト標準」、よりオー
プンな議論をとおして実質的に有効である「フォーラム標準」の三種に区別できるとする。
IVI の目指す「緩やかな標準」は「フォーラム標準」に該当する。そして「インダストリア
ル・バリューチェーン・イニシアチブの中で繰り広げられるさまざまなプロジェクトの中で、
異なる企業が共通の業務アクティビティや共通の業務オブジェクトを議論する際に、（個別の
プロジェクトの中で既存のリファレンスモデルの活用を促し、新たなリファレンスモデルの開
発を支援する）標準化チームが関与することで、混乱や回り道をできるだけ避けることができ
る。同時に、そうした成果を、標準化チームが、他のプロジェクトや、既存の国際標準との整
合性も見比べながら、最終的には、日本からの提案として、国際標準の一部を担う提案を行っ
ていくことをめざす」としている。

2-2-4.世界のユースケース、テストベッドの動向
ドイツのインダストリー4.0 や米国の IIC の資料をみていると、
「ユースケース」
「テストベ
ッド」という用語が頻繁にでてくる。日本でもそのままカタカナで使われることが多い。ユー
スケースとかテストベッドという言葉は、前者が要件、仕様など、後者は実証試験施設（地）
の意味合いで使われているように見える。
「ユースケース」
「テストベッド」の動向を探ること

153

出所：IVI の HP「標準化」から https://iv-i.org/standard.html
同「ゆるやかな標準の作り方」https://iv-i.org/standard/scenario2.html
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は、いわば既に始まっているデジタル化・ネットワーク化による製造業のパラダイムシフトの
動きの入り口部分を捉えようとすることになる。
昨年度も世界各国の事例を収集分析したが、改めて「ユースケース」や「テストベッド」と
称されている内容を吟味することで世界のパラダイムシフトの進み具合を確かめてみること
にする。

2-2-4(1).ユースケースの位置づけ
横浜で開催されたインダストリアル・インターネット・フォーラムでの講演154によれば、
IoT を構築するということは、従来からある「エンタープライズ・システム」よりはるかに複
雑だという。それは「ビデオ・サーベイランス」「早期警報」「M2M トレーディング・システ
ム」「緊急対応」などという部分システムを、非常に短期間に設計しなければならない。加え
るにそれらを統合する仕組み（システムのシステム）が必要になる。部分のシステムを統合す
る場合に「設計のガイドライン（参照基準、RA）」が必要」になる。それが IIRA（インダス
トリアル・インターネット・レファレンス・アーキテクチャー）だという。
RA を策定する場合、まず要件の定義が行われ、ユースケースを集めて分析し、論理設計を
行う。最後に物理設計を行ってはじめて実際の現場で IoT を稼働させ、機能させることができ
る。つまり、ユースケースの収集はインダストリー4.0 などを具体化する上で欠くことのでき
ないステップだということになる。
日本でも IoT 推進ラボによるユースケースの創出の取組み155がある。また、ロボット革命
イニシアティブ協議会（RRI）においても協調領域の検討や企業連携のためのユースケース創
出と公開が行われている156。「IoT ユースケースマップ」は 2017 年 3 月 10 日に正式版が公開
され、205 件のユースケースが掲載されている。また、ドイツプラットフォーム
リー4.0

のマップとも相互リンク157が実現した。この背景には、2016

インダスト

年 4 月に、経済産業省と

ドイツ経済エネルギー省の共同声明をベースに、ロボット革命イニシアティブ協議会（RRI）
とドイツのプラットフォームインダストリー4.0 による、IoT／インダストリー4.0 について協
力する旨の共同声明がある。

154
155
156
157

出所：IIC フォーラム横浜で山本浩氏（日本 IBM Distinguished Engineer & Global Electronics Industry
CTO）講演の NSRI によるメモから作成 http://www.iiconsortium.org/industrial-digital-thread.htm
出所：「製造業をめぐる現状と課題への対応」 平成２８年３月 経済産業省製造産業局
http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/seizou/pdf/004_01_00.pdf

出所：同上（製造業をめぐる現状と課題への対応）
RRI は、ドイツのインダストリー4.0 のイニシアティブである Plattform Industrie 4.0 ともお互いの IoT ユー
スケースマップを相互にリンクする事を合意して公開している。
日本語ページ：https://www.jmfrri.gr.jp/429.html
英語ページ ：https://www.jmfrri.gr.jp/english/430.html
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図表 54

RRI による日本のユースケースマップ正式版

出所：RRI の HP「IoT ユースケースマップ」の公開について」https://www.jmfrri.gr.jp/info/435.html な
お、日本語版：http://usecase.jmfrri.jp/ と 英語版 ：http://usecase.jmfrri.jp/#/en がある。

また、IVI（Industrial Value chain Initiative）においても「つながる工場」の事例が二つ
紹介されている158。
一つは「工場まるごと連携プロジェクト」であり、もう一つは「板金加工『つながる町工場』
プロジェクト」である。
前者は NPO 法人ものづくり APS 推進機構による「個別設計生産を行う仮想企業」である
APSOM 電機の生産革新プログラム 2020 の実現へ向けたデータ連携の事例。後者は都内の 3
つの町工場が生産管理システムの IT 化、見える化、つながる化を進め、3 か月でシステムを
稼働させた事例である。
日本におけるユースケース創出の活動は、IoT 推進ラボ、RRI、IVI の三者により、行われ
ている。経済産業省はユースケース創出の活動にコミットする159とされている。

2-2-4(2).ドイツのユースケース
次図は、ダルムシュッタット工科大学のライナー・アンデレル教授の資料に出てくる「ユ
ースケース」の例である。そこには次のような事例の分析から実際の生産に至るシナリオが描
かれている。

158
159

出所：IVI「つながる工場の事例紹介」https://iv-i.org/standard/examples.html
出所：「製造業をめぐる現状と課題への対応」 平成 28 年 3 月 経済産業省製造産業局
http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/seizou/pdf/004_01_00.pdf
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まず 4 つの事例を分析してそこから工場全体としての効率的な生産の体系を導き出す。こ
うしたユースケースの収集分析から次の段階に進むと、その段階の新たなプロジェクトが設置
され、さらに次の段階に進む。最終的には産業界が実際に新しい効率的な生産を実現できると
いうシナリオである。
56
図表 55

効率的な生産のためのユースケース

出所“What is Industrie 4.0 and how will it create the new growth?
” Prof. Dr.-Ing. Reiner Anderl
Computer Integrated Design (Datenverarbeitung in der Konstruktion, DiK) Fachbereich
Maschinenbau Technische Universität Darmstadt
http://industry40.ee/wp-content/uploads/2015/05/ppt-Reiner-Anderl.pdf

次図は、同教授が提示している「効率的な生産を実現」するためのプロジェクトである。段
階別内容と目的が整理されている。この表によれば、A.パイロット研究と B.コンセプト開発が
「ユースケース」に相当し、C.知識の移転と D.知識の移転が「テストベッド」の役割に相当す
「ユースケース」に相当し、C.実証機の実現と
D.知識の移転が「テストベッド」の役割に相当
る。
する。
57 効率的な生産を実現するためのプロジェクトの段階別構成と目的
効率的な生産を実現するためのプロジェクトの段階別構成と目的
図表 56図表

出所“What is Industrie 4.0 and how will it create the new growth?
” Prof. Dr.-Ing. Reiner Anderl
Computer Integrated Design (Datenverarbeitung in der Konstruktion, DiK) Fachbereich
Maschinenbau Technische Universität Darmstadt
http://industry40.ee/wp-content/uploads/2015/05/ppt-Reiner-Anderl.pdf
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2-2-4(3).IIC 上のテストベッド160
一見すると、ドイツのインダストリー4.0 は「標準化」を最重点項目として取り組んでいる
ように見える。一方、米国の IIC（インダストリアル・インターネット・コンソーシアム）は
「テストベッド」が最重点のように見える161。もちろん IIC にも IIRA という標準化を進める
うえでの参照基準、ガイドラインがある。標準化団体における活動をみていてもドイツ勢と並
んで米国勢はしっかりと委員長ポストに名を連ねている。しかし、標準化の面で米国に連携を
持ち込んだのはドイツ企業であった。主導権争いに関してはドイツ勢も熱心に見える。
その「テストベッド」である。IIC の HP には「テストベッドは、インダストリアル・イン
ターネット・コンソーシアムと会員の大きな注目点であり活動である」とその重要性が強調さ
れている。IIC の運営委員会のもとには 8 つの WG とグループが設置されているが、テストベ
ッド WG はその一つである162。
また、IIC のテストベッドは「市場に出す前に、有用性と実現性を厳密に確認する実証試験
を行うことによって、インダストリアル・インターネットにおける新しい技術、新しい適用、
新しい商品、新しいサービス、新しいプロセス（処理過程）に着手できる。テストベッドによ
り技術革新と好機を得ることができる」と説明されている。そして会員のこうした活動を支援
する組織としてテストベッド WG（以下、TWG）がある。TWG は、会員によるテストベッド
申請活動の助言機関である。会員企業から、テストベッド案を募集し、新規のテストベッド申
請に対して、体系的かつ柔軟なガイダンスを提供している。
図表 57

IIC によるテストベッドとは

テストベッドは、制御された実験のプラットフォーム：
・特定のユースケースとシナリオを実行する。
・予測された結果を試験可能な方法によって検証する。
・共に機能する未試験の（或いは既存の）技術を模索する（相互運用性試験）
・新しい（本質的に破壊的な）商品とサービスを作り出す。
・インダストリアル・インターネット支持団体の標準に求められる要件と優先順位を作る。
出所：IIC Testbed Working Group

Staff Chair: Joseph Fontaine

https://www.iiconsortium.org/wc-testbeds.htm

IIC の具体的なテストベッドは IIC Testbeds のサイトをみる限り、21 のテストベッドが活
動を展開中である。それぞれのテストベッドには主導企業と協力企業、対象市場、挑戦課題、
目標、特性、事業上の利益が列挙されている。

160
161

162

出所：IIC の HP から http://www.iiconsortium.org/wc-testbeds.htm
富士通の資料によれば、「2016 年 1 月時点で 28 件+αが議論中。IIC メンバー以外には非公開
IIC の公開
Web サイト：メンバーからの Case Studies を 24 件公開、ただし、公開されているのは IIC 内部で議論され
ているユースケースとは別物」だという。以上「Industrial Internet Consortium(IIC)の動向と富士通の取り
組み」2016 年 6月1日 富士通株式会社 サービスプラットフォーム戦略企画室 ソフトウェアインテグレー
ション企画部 岩佐和典氏の資料による。
http://www.jisa.or.jp/Portals/0/resource/news/1037/500_material-1.pdf
https://www.iiconsortium.org/working-committees.htm

出所：IIC Working Groups Overview から NSRI 作成
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テストベッドの名称は以下の通りである。対象分野はかなり幅広である。ICT そのものか
ら都市交通や物流、医療、水道、農業関連、セキュリティ、製造関係まである。日系企業は 6.
と 7.の「工場関係」と 14.の「農業関係」のところに参加している。日立、三菱電機、富士通
とサカタのタネの 4 社である。なお、「8.スマート・ファクトリー・ウェッブ」のテストベッ
ドにはドイツのフラウンホーファー研究所と韓国の研究所が名を連ねている。
図表 58
1. 資産効率性のテストベッド

IIC のテストベッド名と参加企業名
Infosys
協力企業:Bosch, GE, IBM, Intel, KUKA,
National Instruments, PTC
2. コミュニケーションとマイクログリッド制御 Real-Time Innovations, National
のテストベッド
Instruments, Cisco
3. 状態の監視と予測的メンテナンスのテストベ IBM, National Instruments, Spark
ッド
Cognition
4. ネットワークでつながった治療のテストベッ Infosys
協力企業:Massachusetts General
ド
Hospital MD PnP Lab, PTC, and RTI
5. エッジ・インテリジェンスのテストベッド
Hewlett Packard Enterprise, Real-Time
Innovations
6. サービスとしての工場の自動化のためのプラ Hitachi Ltd., Mitsubishi Electric
ットフォーム（FAPaaS163）テストベッド
Corporation, Intel Japan
7. 工場オペレーションの視認性とインテリジェ Fujitsu Limited, Cisco
ンスのテストベッド
8. スマート・ファクトリー・ウェッブのテスト Fraunhofer IOSB, Korea Electronics
ベッド
Technology Institute (KETI)
TE Connectivity, SAP SE
9. ブラウン分野164におけるセンサーのスマー
協力企業:
トマニュファクチャリングの接続性テストベ
ifm, OPC Foundation
ッド
10. 高速ネットワークのインフラのテストベッ GE
協力企業:Cisco, Accenture, Bayshore
ド
Networks
11. 産業向けのデジタル・スレッドのテストベ Infosys, GE
ッド
12. INFINITE（国際的な未来のインダストリ Asavie, Cork Institute of Technology, EMC
アル・インターネット）テストベッド
Corporation
13. インテリジェントな都会の給水のテストベ Water and Process Group, Thingswise,
ッド
LLC and Chinese Academy of Information
and Communication Technologies (CAICT)
14. 正確な収穫高管理のテストベッド
Infosys
協力企業:Sakata Seed America, Inc.
15. セキュリティ要求評価のテストベッド
Aicas, GlobalSign, Infineon, Real-Time
Innovations, UL (Underwriters
Laboratories), Xilinx
協力企業：Eye Tech Digital Systems,

163
164

FAPaaS ：Factory Automation Platform as a Service TestBed

ブラウン分野（Brown field）：IT 産業の用語。ある分野において新しくソフトウェアを開発するときには既
存のソフトウェアの存在を勘定に入れつつ、かつ共存できるように考えていく必要があるといったニュアン
スで使用される比較的新しい専門用語（Wikipedia“ Brownfield (software development)
“https://en.wikipedia.org/wiki/Brownfield_(software_development)
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16.
17.

18.
19.
20.
21.

iVeia, LLC, JUXT, Observable
Networks, Inc., PFP Cybersecurity,
PrismTech, SoC-e, Star Lab Corp.
スマートなエネルギー管理のテストベッド Infosys
協力企業:PTC and Schneider Electric
時間的制約があるネットワークのテストベ Belden/Hirschman, Bosch Rexroth, B&R
ッド
Industrial Automation, Cisco, Innovasic,
Intel, KUKA, National Instruments,
Schneider Electric, SICK AG, TTTech,
Xilinx
監視と追跡のテストベッド
General Electric (GE), Machine to Machine
スマートな航空貨物管理のテストベッド
Intelligence (M2Mi), Oracle
協力企業:Infosys
水の管理のテストベッド
Infosys
協力企業:GE, EMC, Sierra Wireless
トラック&トレースのテストベッド（監視・ Bosch, Cisco, National Instruments, and
追跡）
TechMahindra
都市交通における「つながる乗り物」の運 Infosys
営管理のためのテストベッド
協力企業:Bosch Software Innovations,
Real-Time Innovations (RTI)
出所：IIC の HP:”TESTBEDS”から NSRI 作成

https://www.iiconsortium.org/test-beds.htm

2-3.パラダイムシフトの推進力
2-3-1.技術進歩
デジタル化・ネットワーク化に伴う製造業のパラダイムシフトにおいて、その推進力がハー
ドウェアとソフトウェアの技術進歩にあることは、平成 26 年度版報告書で見てきたとおりで
ある。また、
「先進技術による経営革新委員会

中間提言

2016 年 7 月 28 日

公益社団法人

経済同友会」によれば、第 4 次産業革命に備えるために重要な技術的観点として「データ」
「ソ
フトウェア」
「ハードウェア」
「サイエンス」の 4 つを挙げている。これらの 4 つの要素は複雑
に絡み合いながら様々に統合され、最終的には新たなハードウェアとソフトウェアの技術革新
として社会に登場し続けている。

3D プリンティング（AM,DM）の発展
3D プリンティング（AM,DM）165が日一日と進歩を続け、いつの間にか世界各地で導入さ
れ、稼働する時代になった。使用可能な材料も急速に広がっている。

AM: Additive Manufacturing とは ASTM（American Society for Testing and Materials） の定義によれば、
3D モデルデータから立体形状を、材料を結合させたり、（通常は）層の上に層を重ねたりする方法で製造する
プロセス。対語は除去加工法。一方，3D プリンター（3D printing）は，プリントヘッドやノズルなどプリン
ター技術を用いて，材料を堆積させることで立体形状を製造する。低価格装置として，あるいは総称として，
Additive Manufacturing の類義語として良く使われる．以上、「日本における Additive Manufacturing の概要
とこれからの課題」楢原弘之＊九州工業大学大学院情報工学研究院機械情報工学研究系がベース。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/sicejl/54/6/54_381/_pdf
DM：Direct manufacturing は文字通り「直接製造」。また、

165

ストラタシス・ジャパンによればデジタルデータから直接目的物を生産するため、DDM（Direct Digital Manufacturing）と
呼ぶ（「本格化する DDM(Direct Digital Manufacturing)」日経テクノロジーオンライン）場合がある。
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インダストリアル・インターネットで有名な GE 社は、日本経済新聞平成 28 年 8 月 23 日
付の記事によれば、「2020 年までに 10 万以上の部品を 3DPrinter で製造する方針（GE アビ
エーション、デビッド・ジョイス CEO）」だという。
ただ、日本と欧米ではこの新技術に対する受け止め方が異なるとの報道もある。
「欧米では
「積層造形でなければ不可能な形状に活用しようとしている。特に欧州は、金属積層造形の利
用が進み、メーカーの経験、ノウハウの蓄積が日本を圧倒している」という166。この新技術を
使えば、従来型の大規模な工場設備に資本投下する必要はなくなる。小資本でも製造業に参入
でき、小規模・省スペースで自由形状のモノづくりが可能になる。これからの新しい製造ビジ
ネスがこうした新技術から続々と芽生えてくると考えられる。大型の建屋が軒を連ねるといっ
た従来の製造業とは全く異なる風景が出現してくる可能性がある。

VR, AR, MR の活用
VR（Virtual Reality : バーチャルリアリティ）とは、
「コンピュータ上に人工的な環境を作
り出し、あたかもそこにいるかの様な感覚を体験できる技術（元ソニーの研究者たちが設立し
た研究開発型 IT ベンチャー企業 PANOPLAZA167）
。日本語では「仮想現実」あるいは「人工
現実感」と呼ばれる。2016 年は VR 元年とも呼ばれている。Oculus Rift や HTC Vive,
PlayStation VR などハイエンド VR 機器が多数発売・予定されている。
同様に、AR（Augmented Reality : 拡張現実）とは、
「現実空間に付加情報を表示させ、現
実世界を拡張する技術のことをいう。VR は現実世界とは切り離された仮想世界に入り込むが、
AR はあくまで現実世界が主体168。
Microsoft の AR 技術製品 HoloLens の開発者版が 2016 年 3 月に発売された。HMD（Head
Mount Display）を使用するシースルー型である。現実世界の風景に CG による仮想世界を重
ねて（重畳）表示できるデバイスで、店舗来訪者向けに欲しいモデルのバーチャルな車につい
て色、オプションなどを AR 上で検討できる（ボルボ社）
。運航乗務員訓練生用トレーニング
ツールやエンジン整備士訓練用ツール（日本航空）といった活用が行われているという169。
AR を活用した溶接訓練システムに、スペイン Seabery 社の SOLDAMATIC がある。ユー
ザーはマスクを装着してトーチと模擬ワークを使って溶接作業をシミュレーションできる。ユ
ーザーにはあたかも本物のワークを溶接しているように見える。すでに導入済みのスペインの

http://cache.yahoofs.jp/search/cache?c=BTlQ4YW8trEJ&p=DM%3ADirect+Manufacturing%E3%80%81%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E9%80%A0%E5%BD%A2&u

このほか、みずほ情報総研レポート vol.9 2015
技術動向レポート「製品開発への活用が見えてきた？Additive Manufacturing の動向」サイエンスソリューシ
ョン部 シニアコンサルタント 岩崎拓也 に体系的包括的な解説がある。
166
「半導体や 3D プリンティング、DNA 解析などあらゆる分野でコストが急減している。」
（ペンシルベニア大学工学応用科学部ビージェー・クマール学部長）出所：日刊工業新聞「第 4 次産業革命に備
え」～新産業構造ビジョンを評価するフォローアップ会議 H28.7.15
167 PANOPLAZA、https://www.panoplaza.com/basic/vr-basicknowledge/about_vr/vr-ar-mr/
168 PANOPLAZA、https://www.panoplaza.com/basic/vr-basicknowledge/about_vr/vr-ar-mr/
169 出所：日経ものづくり 2016.10「ものづくりで芽吹く AR」記事ｐ67～70
=special.nikkeibp.co.jp%2Fatcl%2FTS%2FT%2FTEC_t_TTS04145%2F02%2F
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職業訓練校では、この最新技術により溶接の実技演習時間を 50%短縮した。また、ドイツの
Volkswagen 社も訓練用に導入しているという170。
AR の概念は広義の MR に包含される171。MR（Mixed Reality）とは「複合現実と呼ばれ、
CG などで作られた人工的な仮想世界に現実世界の情報を取り込み、現実世界と仮想世界を融
合させた世界をつくる技術。MR の世界内では、仮想世界のモノと現実世界のモノが相互に影
響する」という172。
キャノンが開発した MREAL173は MR に該当する。同社のキャッチフレーズは「見る」か
ら「体感する」へ。ヘッドセットに内蔵したカメラで現実世界を撮影する。その映像と 3D モ
デルをコンピュータ上で合成してヘッドセット内のディスプレーに投影する技術。“MREAL”
はリアルとバーチャルの前後関係を表現できる。工程設計の場合、位置関係が明確にできる。
隠れているか、手が入るかといったより精緻な検証が可能になる。実物大のデジタルモックア
ップを観るため、見落としが少ないという174。
AR,MR といった現実に投影できる技術のベースは、主にコンピュータ関連の科学技術であ
る。こうした技術が進歩すればするほど、製造業における技能伝承や工程設計など様々な場面
で活用されていくと考えられる。

ドローンの登場
ドローンの登場は、従来の飛行機やヘリコプターと比べ、圧倒的に小型・軽量で簡便な扱い
を可能にした。陸上や海上の風景を鳥のように軽やかに自在に空の上から自由に見ることがで
きる。空撮することで今まで不可能であったことが可能になった。
これからはさらに小型化が進み、ロボット蟻やロボットカモメ、ロボット蝶などのような機
械に進化175し活用されていく。土木工事の施行が、ドローンや自動化重機の登場によって人手
不足への対応を可能にしたのと同様のことが、他の多くの局面で起きうる。技術革新が製造業
による新しいサービス展開を可能にし、社会が抱える様々の課題解決に今以上に役立てる日が
近づいている。

ロボット、人工知能、ネットワーク
インダストリー4.0 と称した展示会などには必ずと言っていいほどロボットが並ぶ。ロボッ
ト工学、ロボティクスは第四次産業革命の柱のーつである。ネットワークロボットという用語
もある176。これらも広義に見ればコンピュータ関連の科学技術といえよう。

170
171
172
173
174
175
176

出所:日経ものづくり 2016 年 10 月号ｐ70,71 から NSRI 作成,日本では旭エレクトロニクス(本社東京）2016
年秋から日本で発売。本専門部会の第 13 回( 平成 28 年 11 月 15 日)同社による講演~参考資料編参照。
出所：日経ものづくり 2016.10「ものづくりで芽吹く AR」記事ｐ67～70
出所：PANOPLAZA、https://www.panoplaza.com/basic/vr-basicknowledge/about_vr/vr-ar-mr/
出所：キャノンの HP: http://web.canon.jp/technology/future/mixedreality.html
出所：日経ものづくり 2016.10「ものづくりで芽吹く AR」記事ｐ67～70
ドイツの Festo 社は既にこうしたロボットを開発発表している。Festot Bionic の URL 参照
https://www.youtube.com/user/FestoHQ

出所：総務省：「ネットワーク・ヒューマン・インターフェースの総合的な研究開発 （ネットワークロボッ
ト技術）」研究代表者 萩田紀博 (株)国際電気通信基礎技術研究所知能ロボティクス研究所
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ロボットの技術革新の変遷を概観すると、
1997 年以降変化したという177。
従来の研究開発は
「機
械の可動性能、操作性、人間の命令をロボットに伝える速さ、正確さ」などがテーマであった。現
在の研究開発は「ビッグデータ、人工知能（AI）
）などで各種センサーが集める大量の情報を短時
間で解析することや、人間の命令をロボット自身が理解し、行動することがターゲットだという178。
繋がっているのはコントローラーではなく、インターネット上のクラウド～つまり、現在の製造業
におけるデジタル化・ネットワーク化の流れと軌を一にしていることがわかる。
図表 59
日立製作所
東

芝

オムロン
ダイヘン

進化・ロボット化する無人搬送車

 AGV とロボットを組み合わせたシステムで 2020 年に物流施設の無人化
を目指す
 10 kg,30kg の棚や台車を牽引する AGV を開発、ビニールテープなどで関
便に搬送経路設定可
 2017.1AI 搭載の AGV、自ら最適ルートを考え、人や障害物を自動で回避
 ガイドテープなしの AI 搬送ロボット、ワイヤレス給電、自動給電で 24
時間稼働可
出所：日刊工業新聞 H28.10.6 から NSRI 作成

図表 60

購入後に機能拡充可能な車(スマホの世界が自動車にも具現)

 クルマにアプリケーションソフトウエアをダウンロードして機能を拡充できる─。次世代
の車両情報基盤システムをデンソーが開発。
 2015 年 10 月に日本で開催された車載 Ethernet に関する国際会議
「5th Annual IEEE-SA
Ethernet&IP@Automotive Technology Day」において実演。
 実演では「コネクテッドゲートウエー」がアプリのダウンロードと実行を担い、接続する
カメラの個数に応じて、新たなアプリを追加・実行できる様子が披露。
出所：日経テクノロジーオンライン「日経エレクトロニクス 4 月号」デンソーが考える、車載 Ethernet の
カタチ 加来 芳史＝デンソー 基盤ハードウェア開発部 車載通信技術開発室 2016/03/18
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/mag/15/398605/030700008/?i_cid=nbptec_sied_rnkp

図表 61

企業によるスパコンへの投資行動
スパコン「TOP500」の産業別保有状況

国別世界シェア
中国、 51％

サービス会社、インターネット会社、貿易会社、金融会社、中国電信、
中国連合網絡通信、中国移動通信、電力会社など

米国、 34％

エネルギー会社、IT 会社、インテル、ソフト会社、自動車会社、ウェブ
会社、アマゾン・ウェッブ・サービシーズ、ハネウェル・エアロスペー
ス等

日本注、 1％

自動車会社、重工会社、

その他、14％

その他国企業

注.日本企業では大林組が NEC 製の自社スパコンを導入。機動力、緊急で調べたいことに迅速対応できる
よう新しいインフラとして自ら制御できる計算基盤を持つことに。同様に、リコーは、データセンター
にスパコン由来の通信技術「インフィニバンド」を活用してデータ分析基盤を構築。
出所：日経産業新聞 H28.8.8 から NSRI 作成

177
178

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictR-D/pdf/h20_11_12.pdf

出所：日経産業新聞 H29.7.14 から NSRI 作成
出所：日経産業新聞 H29.7.14 から NSRI 作成
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図表 62
63

IoT が促す新しい技術進歩の方向

 半導体技術ロードマップの終焉
微細化を中心とした技術進歩をリードしてきた ITRS(国際半導体技術ロードマップ）
活動が 2016.7 最終版公表により終了
 新しいロードマップの出現
2016 年 5 月 IRDS（デバイスとシステムに関する国際ロードマップ）発足の発表があ
り、電子部品やソフトウェアなどを取り込みながらシステムとして特性向上を目指す。
 IoT が電子部品と半導体の融合を促す
TDK とクアルコム合弁会社設立（RF360 ホールディングスシンガポール：2016 年 1
月クアルコム側 51％）～電子部品と半導体、ソフトウェアをモジュール化し、半導体と
の組み合わせによってセンサーで測定したデータを解釈できるように変換。世界のあらゆ
る周波数（RF）に対応する（クアルコム）
出所：日経産業新聞 H28.7.21 をもとに NSRI 作成

製造業のパラダイムシフトに不可欠の人工知能(以下、AI)の発展
ドイツのインダストリー4.0 に携わる研究者179は、インダストリー4.0 を推進していくには AI の
発展が不可欠とみている。次世代の AI は究極的には「人間のような」複雑さのシステム化を展望す
る。次世代では、今以上に人間が AI に教え込む時代から AI が自己学習する時代に進む。あらゆる
ヒト・モノがネットワークで結ばれ、様々な情報がつながり、ネットワークシステムそのものが巨
大な頭脳のごとくに稼働する。AI によってビッグデータや CPS といった情報革命が推進される。
新しい時代を迎えると、高賃金製造国維持発展のための統合生産技術により、製造と物流は合
体して 1 個流し生産への道程を進む。人工知能の進歩によって機械が創造的なモノに変身してい
く。ここで創造的とは、アイデア、科学理論、作曲、冗談のような目に見えないもの、或いは、物
理的なモノ（発明、文学作品、絵画）のような新しいものを生み出す現象のことをさすという180。
図表
次世代AI
AIとその製品、生産、工程に及ぼす衝撃
とその製品、生産、工程に及ぼす衝撃
図表 63
64 次世代

出所：日独セミナー「ロボティクス+ AI - 生産現場とサプライチェーン・マネジメント での現状と可能性
-日本とドイツ・NRW 州の研究と応用」～詳細は脚注参照

出所：日独セミナー「ロボティクス+ AI - 生産現場とサプライチェーン・マネジメント での現状と可能性日本とドイツ・NRW 州の研究と応用」主催：NRW.INVEST/NRW ジャパン、東京工業大学およびアーヘン工
会場：東京工業大学 蔵前会館 「くらまえホール」におけ
科大学。 2016 年 10 月 6 日（木）14.00 - 18.00
機械工学情報マネジメント研究所（IMA）及びラーニ
るアーヘン工科大学 サイバネティック・クラスター
ング/知識マネジメントセンター（ZLW） 代表 教授 サビーナ・イェシュケ 講演の配布資料から NSRI
https://www.nrw.co.jp/service/seminare_jp/2016/20161006_Jeschke.pdf
作成
180 同上：日独セミナー「ロボティクス+ AI - 生産現場とサプライチェーン・マネジメント での現状と可能性日本とドイツ・NRW 州の研究と応用」
179
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図表 64

なぜ人工知能か

1.「人工知能の春」
（Microsoft 社 Jeannete Wing 副社長）と呼ばれるようになった背景
 ビッグデータという学習ソースの存在
 統計学習理論の発達
 コンピュータ能力が飛躍的に向上し、人工知能が真に活躍できる環境が整った
2.データから自動で学習する人工知能
 質問応答型人工知能：人間の質問に言葉で応答するもの

IBM 社の Watson

 パターン認識型人工知能：画像や音声などの認識を行うもの
 深層学習（ニューラルネット技術の革新が認識の誤り率を急速に下げて発展）
 運転判断型人工知能：システムの運転を自動で判断するもの
＊社会インフラの効率的な運転、物流の流れ作業の最適化、最適な店舗展開など
 多様な現実の状況をプログラム開発時に想定することはできない
 データの学習によって、柔軟に対応するのがこのタイプ
 IoT の端末（センサー、ウェラブルデバイス、ロボットなど）の活用を可能に
＊センサーやロボットなどの処理は、状況や目的に応じて千差万別
 もし、その多様な状況や目的に合わせて新たにプログラムを書くとすると多大なコ
ストがかかる
出所：「稼ぐビッグデータ・IoT 技術 徹底解説」日立製作所×日経エレクトロニクス
2014/12/25 日立製作所 北側央樹、長岡晴子 著 から NSRI 作成

図表 65

日経 BP 社

発行日：

ビッグデータとは

 ビッグデータ：事実を大量に記録したデータから、先入観を持たないコンピュータが抽出し
た事実。その背後には人間の感情や肉体的な制約や痛みなどが漏れなく含まれている。これ
らを含む全体観を捉えている。
 人間は、先入観によって、自分の仮説やロジックに沿った事実しか認めたがらない。ビッグ
データはそうした先入観等を避けることができる。
 データとコンピュータが偏見を持たず、網羅的なデータと矛盾しない結論を導く。これは「デ
ータの見えざる手」
。
 ビッグデータとは、
「コンピュータが自ら学習する人工知能に変わること」。人がプログラム
を開発する行為が、データからの自動生成に、発展的に代替されていく。
出所：「稼ぐビッグデータ・IoT 技術 徹底解説」日立製作所×日経エレクトロニクス
2014/12/25 日立製作所 北側央樹、長岡晴子 著 から NSRI 作成

図表 66

日経 BP 社

発行日：

ビッグデータの難しいところ、その本質

 従来のデータ：実験データ、設計データ
 ビッグデータ：質的に異なるデータ（人の心理、身体、人間関係、行動習慣など）
【ビッグデータの難しいところ】
・実世界のデータが大量に集まれば、価値ある情報を引出せるか？
・人間がつくる仮説を前提とする分析ツールで価値ある情報を引出せるか？
 従来の多変量解析、データマイニング、機械学習は、大量データを入力さえすれば、自動
で抽出して「見える化」する技術ではない。
 大量データとはそもそも全体をみることができない量
 データをみて仮説を立てることなど不可能
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 新しいアプローチが従う 3 原則⇒コンピュータが仮説を作り出す
原則 1 =目的 ：向上すべきアウトカム（業績）を明確にする
原則 2 =データ：アウトカムに関連するデータをヒト・モノ・カネにわたり広く収集
原則 3 =発見 ：仮説に頼らず、コンピュータに業績向上策等を、データから逆推定させる
跳躍学習＝概念を自動で創りだす、データから自動で学習し新たな機能を生み出す。
 従来のプログラム可能なマシンは、プログラムを書き換えない限り機能を変えないというい
みで「硬直的」。


学習する AI は自動的に推定モデルを書き換える＝使うほど賢くなるマシン～データは、新
たなマシンの機能や能力を生み出す源に。⇒これこそがビッグデータの本質

出所：「稼ぐビッグデータ・IoT 技術 徹底解説」日立製作所×日経エレクトロニクス
2014/12/25 日立製作所 北側央樹、長岡晴子 著 から NSRI 作成

図表 67

日経 BP 社

発行日：

人工知能の受け入れ方

 人間とコンピュータはそれぞれ得意とするところが異なる。夫々の得意とするところを組み
合わせて、未知な領域に挑戦することが重要。
 人間とコンピュータ両者が、それぞれ得意なところを活かし、両者が協力しながら能力を高
め、互いを支援していくのが今後の姿。両者は、ともに進化し、成長すべき。
 ビッグデータと IoT 技術は、情報とセンシングを介した進化を可能にすることが期待される。
 あらたな人間とマシン（人工知能）の関係は、今後の社会の重要なテーマ。
 両者が協調し、進化すると言ってもあくまで人間を中心に考えるべき。結果の責任を取るの
はあくまで人間。コンピュータに責任はとれない。
出所：「稼ぐビッグデータ・IoT 技術 徹底解説」日立製作所×日経エレクトロニクス
2014/12/25 日立製作所 北側央樹、長岡晴子 著 から NSRI 作成

日経 BP 社

発行日：

2-3-2.オープンイノベーション
我が国におけるオープンイノベーションの位置づけ
政府の日本再興戦略には「第 4 次産業革命を実現する鍵は、オープンイノベーションと人
材である」とある。
ロボット革命イニシアティブ協議会 IoT による製造ビジネス変革 WG による平成 27 年 1 2
月 25 日「中間とりまめ」には次のような記述がみられる。
2030 年に想定される日本の製造業のあり方の検討に際して「背景となる直面する課題」を
みると、①グローバル企業との競争、②我が国製造業自身のグローバル化 、③IoT の活用、
④構造的課題、⑤社会的課題、の次に、⑥オープンイノベーショの活用（コアコンピタンスへ
の集中化）が課題の一つに挙げられている。
さらに、同じ「中間まとめ」の「4．産業界共通の課題」について「アンケートからの整理」
をみると、共通の課題の先頭に（1）オープン イノベーション（①競争領域と協調領域、 ②
生産・サービス提供のフレキシブル化）が挙げられている。このほかの課題をみると（2）標
準化・セキュリティ等への対応、（3）中小企業、IoT 対応のハードルが高い企業へ支援、（4）
経営層の意識改革、企業行動変革、
（5）人材育成・少子高齢化対応、
（6）日本の強み活用（日
本ブランドの構築）がある。
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このようにオープンイノベーションは、今後日本企業が取り組むべき課題として重視されて
いることがわかる。

デジタル化・ネットワーク化とオープンイノベーション
製造業のパラダイムシフトにおいて、どのようにデジタル化・ネットワーク化を進めるか、
という昨年の報告書で提示したイメージ図181によれば、R&D 機能についても、ユーザーの需
要サイドと供給サイドを結ぶ楕円上にあり、外部研究機関や外部企業との連携・協業といった
オープンイノベーションを重視する位置づけになっている。

オープンイノベーションの事例
平成 27 年（2015 年）2 月に設立されたオープンイノベーション協議会（会長野路國男氏）
182には

494 社・個人の会員が集っている。

本協議会では、国内外のオープンイノベーションに係る成功事例の調査、イベントを通して
の情報共有やこれらの調査・イベントを通して得られた知見を踏まえた政策提言を「オープン
イノベーション白書」に取りまとめている。

図表 68

オープンイノベーション協議会 JOIC の活動概要

出所：JOIC の HP から https://www.joic.jp/activity.htm

海外の事例をみると、米 P&G 社は、技術ニーズをウェッブ上に開示して提案を募集してい
る。同社の 50 人にのぼる仲介専門人材を抱える C+D（コネクト&デベロップ）という専任部
隊は、世界各地に配置されている。一方、日本では「オープンイノベーション自体をアウトソ
ースする企業が主流であり、外部機関をうまく使ってネットワークを広げるほうが現実的」だ
とみられている。183
共創型オープンイノベーションの例として、富士通による共創用施設（コ・ワーキングスク
エア）を設置した例がある。ここに製造業の現場担当者や金融機関、市区町村など顧客の現場

181
182
183

本報告書「2-2-1」の図表「平成 28 年度版「デジタル化、ネットワーク化」のイメージ（相互連関図）」参照
出所：オープンイノベーション協議会 JOIC https://www.joic.jp/joic.htm
出所：日刊工業新聞 H28.7.5 技術仲介 VB のナインシグマジャパン(東京都千代田区）
諏訪暁彦社長による。
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において顧客とともに企画立案を行う。システムエンジニアとユーザーがデザイン思考やハッ
カソンを使って課題解決に取組む。共創をとおしてシステムを運用するユーザーコミュニティ
も出来上がるという184。
直接造形装置のストラテシス社は、3D の出力サービス「Stratasys Direct Manufacturing」
（SDM）において、開発者同士の情報共有や 120 万点以上の CAD 素材共有を行う「GrabCAD」、
フリーの 3D デザインデータバンクの「Thingiverse」を展開している。いずれもクラウド上に
設けたコミュニティで、GE は GrabCAD 上でジェットエンジンのブラケットの設計コンペを
行い、部品の大幅な軽量化を実現したという185。この GE のコンペはまさにオープンイノベー
ションの例に該当する。
事実、GE 社は日本の中堅・中小企業などを主な対象に「技術公募」を実施。2014 年に実
施した際には 200 件以上の応募があり、その中から選ばれた複数の技術がプロジェクト化され
ている186。
富士ゼロックスでは、「価値あるコミュニケーションを実現する近未来のソリューション」
として、社外の多数の技術者やマーケティング関係者が参加する共創ものづくりプラットフォ
ーム「ウィーメイク」を活用し、外部からコンセプトを公募、次世代の複合機の開発につなげ
る取組をやっているという187。この「外部からコンセプトを公募」するという発想自体がオー
プンイノベーションに該当する。

2-3-3.協業（連携・提携・協力・協働）
協業することの必然性
デジタル化・ネットワーク化を自社の中だけで遂行するのは難しい。需要サイドであるユー
ザーの協力は不可欠である。供給サイドにおいても自社の様々な部門間は言うに及ばす、国内
の各工場をはじめとして海外工場や協力工場などもネットワークのつなぐ対象となる。さらに
はサプライチェーンの個々の企業ともつなぐ必要がある。
つまり自社以外の他企業との協力関係が不可欠になってくる。ここでいう協力関係とは、時
に協業、あるいは連携・提携・協力・協働などの類語が使われるような関係のことである。本
報告書では主に「協業」を使用する。厳密には使い分けが可能かもしれないが、大くくりにし
て「協業」を採用する。

インダストリー4.0 を推進するボッシュ社による協業
デジタル化・ネットワーク化を進める過程で行われている協業事例についてみていく。

184
185
186

187

出所：日刊工業新聞 H28.7.5
出所：日経テクノロジーオンライン special ストラタシス・ジャパン代表取締役社長片山広浩晶氏インタビ
ュー http://special.nikkeibp.co.jp/atcl/TEC/15/stratasys/003/?P=2
出所：日経ものづくり、2016 年 5 月号、pp.34-37 日経ものづくり 2016 年 5 月号 GE ウォッチャー IoT で
ものづくりを抜本から変革 「結果にコミット」で勝負
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/mag/15/042000044/042100001/?P=1

出所：日経産業新聞 H28.6.15

から NSRI 作成
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平成 28 年（2016 年）3 月に独米相互の参照ガイドライン（以下、RA）を連携するとの発表
があった188。この米独連携の動きを牽引した企業の一つがドイツのボッシュ（Bosch）社である。
同社のホンブルク工場はインダストリー4.0 の先進的モデル工場として引用される。同工場
では RAMI4.0 と IIRA を併用したシステムの導入が進む。そして既に「インダストリー4.0 お
よび IIC モデルの連携が可能であることを実証した」（同社）という189。
実証に当たり取り上げたテーマが、
「油圧バルブの生産最適化」とピーク需要時間帯の電力
消費の抑制」である。ピーク時の負荷について従来比最大 10％削減を達成し、コスト削減に
貢献している。
この取組みは独ボッシュ社以外に 3 社が協業している。独 SAP 社、仏ダッソー（Dassault
Systemes）社、印 TCS 社（Tata Consultancy Services）の 3 社である。システム全体におけ
るエネルギー管理の基本は IIRA に基づき、その一部を構成するエネルギー管理システムは
RAMI4.0 に基づいて生産設備と接続されるという190。
各社の具体的な役割分担をみると以下のとおり。

図表 69
ドイツ
フランス

独ボッシュ社ホンブルク工場における実証試験協業概要

Bosch 社

工場内の全機械のデータを継続的に収集し、油圧バルブ製造工
程における消費電力情報を生成するシステムを構築

ダッソー
（Dassault
Systemes）社

機械の機能を示す多次元モデルを作成。製造工程と電力消費を
可視化するシステム「デジタルツイン（Digital Twin）」の構築。

ドイツ

SAP 社

収集したデータをリアルタイムで解析するアプリケーション
を提供

インド

TCS 社

上記システムを統合して運用するためのノウハウを提供

出所：日経テクノロジーオンライン、「スマート化を推進するインダストリー4.0 と IIC が連携強化
実証試験を通じた規格の相互運用で Bosch 社などが新プロジェクト」高野 敦
2016/03/23 07:00 から
NSRI 作成
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/032201192/?rt=nocnt

以下は報道ベースに従い、協業関係の事例をみていく。

IIC のテストベッドにみる協業191
【富士通・シスコ・インテルによる協業】
この三社協業は、平成 27 年（2015 年）8 月に IIC に承認された最初のテストベッドである。
「工場の見える化」をテーマとしている。富士通の山梨工場では Cisco 社と同社島根工場では
Intel 社と協業プロジェクトを展開している。
188
189

190
191

平成 27 年度版報告書 p64「米独連携の動き」参照
出所：日経テクノロジーオンライン、「スマート化を推進するインダストリー4.0 と IIC が連携強化
実証試験を通じた規格の相互運用で Bosch 社などが新プロジェクト」高野 敦
2016/03/23 07:00
から
NSRI 作成
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/032201192/?rt=nocnt
同上（日経テクノロジーオンライン）
出所：MONOist > インダストリー4.0 が指し示す次世代工場の姿 「インダストリー4.0 が指し示す次世代
工場の姿」
http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/subtop/features/industrie4/index.html#colBoxID9
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このプロジェクトで、多品種少量生産ラインや製品リペア工程を可視化し、改善活動の更な
る効率化を目指す。工場現場（Edge Tire）では製品にセンサーを取り付けて位置を把握し、
製造機械ログを取得。クラウド（Platform Tire）では、IoT 基盤に取得データを集約。可視化
アプリ（Enterprise Tire）では、工場内でのリペア品の位置把握や、Fujitsu 製分析ツールに
よる製品 ID と処理時間をタイムラインで表せるという192。
【日立・三菱電機・インテルによる協業】
製造業向け IoT テストベッド（FA PaaS）を IIC に共同提案し、承認される。各社役割分
担をみると、つぎのとおり。
 日立（IT 関連製品、テストベッドの各種機器を連携させるソフトなどを提供）。
 三菱電機（製造現場のデータを現場で分析・一次処理する FA エッジデバイス・アプリ
ケーションを開発、PLC や駆動装置などの FA 関連製品を提供）。
 インテル（IoT ゲートウェイ機器、IIC との調整を担当）
【インダストリアル・インターネットを進める GE との協業】
インダストリアル・インターネットを進める GE との協業を進める日本企業の例として以下
の 2 社を取り上げる。
【GE，東芝】
GE は IoT 基盤 Predix に東芝の「RECAIUS（リカイアス）193」を導入する。東芝は音声・
映像認識ソフト「RECAIUS（リカイアス）」で IoT プラットフォーム（基盤）向け応用ソフト
（アプリケーション）を開発し、その使用許諾料を GE から得る。平成 27 年（2015 年）11
月両社は協業について合意。
東芝は、クラウドを活用し、人工知能技術を応用する。人の声色や表情などを基に、意図や
状況を理解したうえで自然に応答できるようにするという194。なお、東芝はそのグローバル・
オープン・パートナーとして Cisco,Intel,Omron,IBM のほかに GE と IIC を挙げている195。
【GE，NEC】
NEC の IT 技術と GE の製造業として培ってきた OT（運用技術）による協業の事例196であ
る。GE が提供する技術は、IoT を活用する企業向け基本ソフト Predix。

192

出所：「Industrial Internet Consortium(IIC)の動向と富士通の取り組み」2016 年 6月1日 富士通株式会社
サービスプラットフォーム戦略企画室 ソフトウェアインテグレーション企画部 岩佐和典氏から作成

193

リカイアス：「RECAIUS(リカイアス)のコンセプト：人のリアルな活動データから、その意図を理解し、 ビ
ジネスと生活の安心・快適な活動を支援するクラウドサービス」～

194

出所：日刊工業新聞 H28.7.29 から NSRI 作成
出所：東芝インダストリアル ICT ソリューション社「人を想う IoT」
（IoT 技師長
日 http://www.toshiba.co.jp/cl/event/2016/download/pdf/CloudDays2016_IoT.pdf
出所：日経産業新聞 H28.10.27、及び、電波新聞 H28.10.27 から NSRI 作成

195
196

http://www.jisa.or.jp/Portals/0/resource/news/1037/500_material-1.pdf

http://www.toshiba.co.jp/cl/event/2016/download/pdf/CloudDays2016_IoT.pd
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中村公弘）2016 年 3 月 11

一方の NEC は、Predix を使う様々なサービスやソフトを開発、提供を行う。また、プラ
ットフォームとしての Predix をベースとした物流システムの構築サービスを始める計画であ
る。
NEC は海外における大規模プロジェクト管理に Predix を導入し、海外プロジェクトのサ
プライチェーン全体の効率化とコスト削減を図る。さらに NEC が自社に導入して得た Predix
のノウハウと、GE のグローバルでの Predix 導入ノウハウを活かし、共同マーケティングを実
施するとともに、Predix を活用したソリューションを提供。IT 研修サービスに Predix 専用プ
ログラムを追加し、日本国内における Predix 認定技術者を育成・拡充する予定だという197。
【シーメンスとパナソニックによる協業】
シーメンスとパナソニックの両社は、ハノーバーメッセ 2016 にて覚書に調印した。合意は
電子機器産業におけるオートメーション規格の共同開発である198。製造プロセスのライン統合
及びオートメーション構想に関するパートナーシップを構築する。
「中心となるのはライン統合コンセプトの標準化で、これは個別の製造ラインのみならず、
工場全体のすべての製造プロセスを網羅する。さらには世界中に分散する製造拠点にも共通す
るオートメーションの規格」となる。
パナソニックはスマートファクトリーというコンセプトのもと、電子部品実装機と製造実行
システムである PanaCIM で強みを、一方のシーメンスはデジタルエンタープライズというコ
ンセプトのもと、主に制御技術及びオートメーション技術を提供していくという199。
【要素技術を持つ企業とサービス業などの他業界との協業】
平成 28 年（2016 年）の CEATEC では、
「CPS/IoT を支えるテクノロジ・ソフトウェア エ
リア」が「見どころ」としてリストアップされている200。このように製造企業が有する要素技
術を他業種の協業者の有するアイデアと掛け合わせることにより、新しいビジネスを創り出す
というトレンドがみられる。要素技術を持つエレクトロニクスや IT の企業と、サービスの対
象となる異分野の企業が協業することの必要性が双方から認識されている。事実、今回の
CEATEC では、セコム、楽天、タカラトミーといった従来は馴染みの薄かった業界からも出
展が相次いでいる201。

197

出所：NEC・GE デジタル、プレスリリース 2016 年 10 月 26 日「NEC と GE、IoT 分野で包括的な提携」

198

出所：Panasonic News Room Japan

199

出所：Siemens HP から

http://jpn.nec.com/press/201610/20161026_01.html

http://news.panasonic.com/jp/press/data/2016/04/jn160426-1/jn160426-1.html

http://www.siemens.com/press/en/pressrelease/?press=/en/pressrelease/2016/digitalfactory/pr2016040263dfen
.htm&content[]=DF
及び パナソニック社のホームページ

200
201

http://news.panasonic.com/jp/press/data/2016/04/jn160426-1/jn160426-1.html）
出所：CEATEC JAPAN: http://www.ceatec.com/ja/
出所：CPS/IoT を支えるテクノロジ・ソフトウェアエリア
http://www.ceatec.com/2016/ja/exhibition/exhibition04.html
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2-4 パラダイムシフトへの備えと考え方
製造業のパラダイムシフトのあるべき姿や目指す方向について、諸外国の動向を振り返りな
がら、我が国の備えと考え方を整理することにする。

2-4-1 あるべき姿・目指す方向
ドイツのパダーボーン大学のハインツ・ニクスドルフ研究所やフラウンホーファー研究機構
などでは、GEMINI4.0 というプロジェクト202の下でインダストリー4.0 に向けたビジネスモ
デルのベースとなるようなパターンの開発手法を研究している。

インダストリー4.0 におけるビジネスモデル・パターンの研究
ハインツ・ニクスドルフ研究所（以下、同研究所）の研究者によれば203、そもそもインダ
ストリー4.0 におけるデジタル化やネットワーク化を進めると、つながりが深まるがゆえに
様々の分野の境界が曖昧になる。それゆえインダストリー4.0 向けのビジネスモデルを開発す
るには GEMINI4.0 プロジェクトのようにビジネスモデルのパターンを研究することが重要と
なる。
図表 70

ビジネスモデルのパターンシステムの図解

出所：“Strategic Product Planning and Systems Engineering” Fireplace-Talk „Industrie 4.0“Tokio,
March 22nd 2016 Christian Dülme, Julian Echterfeld, Daniel Eckelt Heinz Nixdorf Institut
Universität Paderborn から NSRI 作成

インダストリー4.0 のビジネスモデルは、インダストリー4.0 の技術と既存の様々なビジネ
スモデルとを組み合わせることで多くのパターンが生まれる。GEMINI4.0 プロジェクトで開
発された方法論は、企業の既存の事業をインダストリー4.0 に適応させるのに役立つ。

202

出所：GEMINI4.0:Instrumentarium zur musterbasierten Entwicklung von Geschäftsmodellen

203

出所：“Strategic Product Planning and Systems Engineering” Fireplace-Talk „Industrie 4.0“Tokio,
March 22nd 2016 Christian Dülme, Julian Echterfeld, Daniel Eckelt Heinz Nixdorf Institut
Universität Paderborn

http://www.gemini40.fraunhofer.de/
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インダストリー4.0 など製造業のデジタル化・ネットワーク化が進むと、様々な情報が企業
内や企業間の隅々まで流れる。収集され解析された情報から新しい知見やアイデアが生まれる。
ビジネスモデル見直しの機先を制しうるかがその企業の成長速度を左右する。
さらにビジネスモデルが変われば受注情報の処理の仕方、生産準備の仕方から工場のスマー
ト化など生産システムの在り方やサプライチェーンの構築の在り方まで変わりうる。こうして
企業は企業形態そのものも見直しが必要になる204。

企業形態の変革
ものづくり産業が、事業革新を進めるためには、並行して事業組織の見直しを必要とする205。
「今後のモノづくりは『ヒエラルキー型からネットワーク型へ変わっていく』（企業支援のリ
バネス（東京都新宿区）代表取締役 CEO 丸幸弘氏）。つまり、大企業を頂点とし、そこから大
手部品メーカーや中小企業へと発注・受注関係が連なるピラミッド型から、これらの企業が互
いに自由に連携し、受発注する姿への転換だ」と206いう。
2015 年に IEC（国際電子技術委員会）207が出した白書208「未来の工場」によれば、未来の
工場は、現実とバーチャル（デジタル）の世界の融合により、バリューチェーンの全体を完全
に俯瞰できるようになる。従って未来の工場ではより短時間に、より効率的に、より省資源に
生産することが可能になる。
「未来の工場」（FoF:Factory of the Future）は、様々な分野を超え、ヒエラルキーの境界
を越え、ライフサイクルの段階ごとに「システムの統合」を必要とするようになる。生産プロ
セスでは機械装置も部品等もそれぞれ複雑さが増大していく。製造業者も従業員も顧客もそう
した複雑さに直面せざるを得なくなる。ネットワークで結ばれた製造装置が自律的に組織を形
成していくことから、バリューチェーン全体を勘定に入れておくことが必要になる。こうした
新しい生産環境の出現は、人間と機械との最適な協力関係の再構築を必要とする。それに伴っ
て新しい事業には新しい運用概念が必要になる。（IEC の白書「未来の工場」）
IEC の白書では、こうした新しいモノづくりに必要な運用概念として、“a system of
system(SoS)”を挙げている。未来の工場は「システムのシステム」をどう使いこなすかがポ
イントになってくる。なお、最新の IIRA209ではインダストリアル・インターネットとシステ
ムの間に System of Systems を置いている。

204
205
206
207

208
209

出所：日経産業新聞 H29.1.16 「中小製造オープン連携」上 の記事から
出所：日経産業新聞 H29.1.16 「中小製造オープン連携」上 の記事から
出所：日経産業新聞 H29.1.16 「中小製造オープン連携」上 の記事から
International Electro technical Commission (IEC):世界の標準化を進める三大標準化機関の一つ。IEC のほ
かに ISO,ITU がある。1906 年創立、電子系デバイス等の電子技術（電気電子関連技術）の標準化を担当。
http://www.iec.ch/about/?ref=menu

IEC, White Paper “Factory of the future ® http://www.iec.ch/whitepaper/pdf/iecWP-futurefactory-LR-en.pdf
出所：The Industrial Internet of Things Volume G1: Reference Architecture の p44 参照
IIC:PUB:G1:V1.80:20170131
http://www.iiconsortium.org/IIC_PUB_G1_V1.80_2017-01-31.pdf
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IEC「未来の工場」における企業形態の姿
先述の IEC による「未来の工場」白書210によれば、製造工程間や工場間等の機能の流れ方
は、外部環境の変動などそのときの状況に応じて柔軟に組み替えられる（次図の左から右への
シフト）必要があると指摘している。同時に人間は創造性を有する計画立案者として、あるい
は監督者、プロセスの意思決定者としても依然として重要な役割を担う。
次図のような企業が有する組織の部門別機能を独立させて網の目のようなネットワークを
形成し、事業目的のつどネットワークの組み方が変化していくという姿211は、中小の事業者に
とってそのまま新しいビジネスモデルに転化できる。現在、中小の製造企業の間でいくつもの
協業パターンが注目されている。根底には各企業が有する情報を従来の枠組みの外に持ち出し
てお互いに交換し合うことにより、そこに熱い思いの共有が生じ、企業間協業の仕組みが生ま
れると考えられている。
図表

71「未来の工場」を志向する統合の方向性

出所：IEC White Paper Factory of the future ｐ27 の図に NSRI 補記
http://www.iec.ch/whitepaper/pdf/iecWP-futurefactory-LR-en.pdf

例えば、高齢者による孫育てグッズ製作所「BABA ラボ212」のアイデアと芝浦工大による
支援、各地の中小製造企業による生産といった協業の例では、さいたま市の財団がコーディネ
ータとして活躍し、平成 28 年（2016 年）8 月に「ほほほ、ほにゅうびん」として発売されて
いる213。

210

出所：IEC, White Paper “Factory of the future ® この白書の執筆陣には SAP,シーメンス、フラウンホー
ファーIPA,シュナイダーエレクトリック、ロックウェル・オートメーションなどのほか、日本からは三菱
電機、日立が入っている。なお、中国からはハイアール、瀋陽オートメーション研究所の名がみえる。

211

このところ「エコシステム（Ecosystem）」という用語をよく目にするが、図表 71 の「総合概念の変形化」し
た姿のことを指しているものと思われる。それぞれの 6 角形が事業体（あるいは企業）を指す。製造業が
新しいネットワーク型の産業に変わる可能性が指摘されている。新しい産業組織論の対象になる。
BABA ラボ：http://baba-lab.net/
出所：日経産業新聞 H29.1.16 付記事から NSRI 作成

212
213

http://www.iec.ch/whitepaper/pdf/iecWP-futurefactory-LR-en.pdf
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「全日本製造業活性化計画（JMRP）214」という取組では、有名デザイナーがデザインした
ロボットをベースに、中小製造業が集って様々な製品化を計画している215。
中小企業というと従来は、大企業を頂点としたヒエラルキー型の産業組織の中に位置づけら
れるというイメージがあった。これからはデジタル化・ネットワーク化によって従来見られた
以上に多くの中小企業が、自由に相互に受発注しあう協業型へと進み、企業形態や企業間協業
の在り方の変革につながると考えられる。

2-4-2 日本の「製造業の IoT 対応」
本専門部会で取り上げているテーマは「製造業のパラダイムシフト」である。本報告書では
「パラダイムシフト」の象徴を「デジタル化・ネットワーク化」と捉えている。
この「パラダイムシフト」に関連するキーワードを挙げると、
「インダストリー4.0」
「IoT216」
「未来の製造業」
「スマート工場」
「インテリ
「インダストリアル・インターネット」
「CPS217」
ジェント工場」「デジタル革命」「デジタライゼーション」「インターネット＋」など数多くあ
る。これらのすべてが同じ内容を指すとはいいにくい。その範囲や定義は重なるときもあれば
違うときもある。IoT にしても、インターネット・オブ・シングスという言葉からは単にいろ
いろなものをインターネットにつなげればそれでいいといった語感がある。しかし、メディア
によっては IoT をインダストリー4.0 と対置しつつ解説している場合も見られる218。
以下は、メディアスケッチ 代表取締役 兼 コーデセブン CTO、サートプロ IoT 技術講師 伊
本貴士氏による「製造業の IoT 対応」に関する考え方からその要点と思われるところを紹介す
る219。
 インターネットはソフトウェアやコンピュータの世界をあっという間にグローバル
化した。これにより、ソフトウェアやコンピュータの業界には国境がなくなった。
 Google の場合と同じようなスピードと激しさで、IoT はものづくりをはじめ、生活の
あらゆる部分を変えてしまう可能性がある。
 米国企業や新興国の企業には、日本とは比べものにならないスピード感がある。そう
したライバルに負けないためには、実際に IoT 化の作業に取組ながら、分析と改善を
実施し、また進めていくといったスピードが必要である。
 今、アジャイル（迅速）でムダのない手法を取り入れ、最速の開発を行う「リーン開
発」が世界で流行している。
「検討ばかりしているのではなく、さっさとプロトタイプ

214
215
216
217
218

219

JMRP 〜全日本製造業活性化計画：https://www.facebook.com/JMRPlan/
出所：日経産業新聞 H29.1.16 付記事から NSRI 作成
IoT:Internt of things
CPS：Cyber Physical System、なお Smart America Challenge HP の”SMART AMERICA EXPO”に
Cyber-Physical Systems（the Internet of Things）という記述あり。（http://smartamerica.org/）
出所：日経テクノロジーオンライン「製造業の IoT って何？」---理解しづらい理由
メディアスケッチ 代表取締役 兼 コーデセブン CTO、サートプロ IoT 技術講師 伊本貴士氏
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/415543/041200019/

出所：同上（日経テクノロジーオンライン「製造業の IoT って何？」）伊本氏対談から NSRI 作成
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を作って進めてみる。」
「その上で、改善とリサーチを同時に行って開発を進めていく。」
日本企業は対抗策が必要であることに早く気づくべき。
 IoT 化ステップには［0］プロトタイプ、［1］見える化、［2］分析・制御、［3］効率
改善（QCD）の自動化の 4 つがある。このうち最もスピード感がある「プロトタイプ
を作り実際に進めながら、戦略を練っていく」が重要220。
 結局、IoT のプロジェクトは日本が得意とする「カイゼン」
。すなわち、PDCA サイ
クルを何回も繰り返すことが IoT のあるべき姿。
また、IoT の標準化というテーマに関して、伊本氏は次のような解釈をしている221。
 現時点（平成 28 年（2016 年）4 月 27 日）では IoT が標準化されてはいない。現実
は、IoT 関連のガジェット開発者やソフトウェア開発者など、先に IoT の世界に飛び込
んで実践している人たちが事実上の標準（デファクトスタンダード）を作っている。
 事実、イタリアのあるコミュニティによる制御装置「Arduino（アルディーノ）222」
が世界中から支持を受けて、IoT デバイス（制御装置）のプロトタイプを作成する上で
のデファクトスタンダードとなった。
 プログラミング言語も、
「Python（パイソン）」を使って機械学習でデータを送り始
めたところ、非常に開発効率が良いという理由で、いつの間にかそれが機械学習の言
語として一般的となった。
 世界中の開発者から広く支持を受けたものが標準となりつつある。

220
221

222

これは伊本氏のいう「「IoT の世界では、プロトタイプを作ってみて初めて分かることがたくさんある」こと
を指す。IIC がテストベッドを重視することと通底した考え方だと思われる。
出所：日経テクノロジーオンライン「体系的かつ体験的に学ばないと実践できない理由---製造業の IoT 対応」
メディアスケッチ 代表取締役 兼 コーデセブン CTO、サートプロ IoT 技術講師 伊本貴士氏 2016/04/27
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/415543/041900021/

Arduino については平成 26 年度版報告書において p 19 の図表 13 新産業革命
& After”の中にみることができる。
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パラダイムシフトの＃Before

2-4-3 経済産業団体等の提言
一般社団法人日本電機工業会の「製造業 2030」223によると、同工業会と関連のある団体を
中心に「スマートマニュファクチャリング」に関連する団体とその活動をまとめたものが次図
である。それぞれの団体で当該分野におけるスマートマニュファクチャリングに関するなにが
しかの活動を展開していることがわかる。
次図から、日本電機工業会「製造業 2030」、経済同友会「先進技術による経営革新委員会

中

間提言」の 2 つを以下で取り上げる。

図表 72

スマートマニュファクチャリングに関連する団体

出所：一般社団法人日本電機工業会スマートマニュファクチャリング特別委員会「製造業 2030」（平成 28
年／2016 年 5 月 23 日発行）P54 の図

223

一般社団法人日本電機工業会スマートマニュファクチャリング特別委員会「製造業 2030」平成 28 年（2016
年）5 月 23 日発行の報告書
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日本電機工業会の「製造業 2030」
日本電機工業会の「製造業 2030」では（以下、同報告書）
、2030 年は「Flexible Business
and Manufacturing(FBM)が社会を支えている時代」と想定している。
同報告書によれば、
「2030 年には更なる技術の進歩をベースに、ソリューション商品の付加
価値とそれらを提供する製造業の各機能・プロセスの効率と精度が飛躍的に向上していると予
見される。ここでいう製造業を構成する各機能とは、商品とビジネスモデルの企画、商品開発・
設計、生産、販売、品質保証、アプリケーション・エンジニアリング、保守サービス、といっ
た製造者が商品を世に送り出すために必要な機能を指す。
」
そして「生み出すべきソリューションは何か（ユ－ザ－への価値）、何を改善したものか（設
計による価値）、どのようにそれを実現するか（生産技術による価値）
、納入後のサポートはど
うするか（運用・保守面での価値）は極めて短時間で判断・検証され、効率よく実行に移され
る。生産を含むこれら製造者のビジネス機能群がリアルタイムに、かつフレキシブルに生体の
細胞のように働き、ときにはビジネスモデルや機能の組合せをも変化させる。」という224。
図表 73

2030 年の将来像とトレンド図

出所：一般社団法人日本電機工業会スマートマニュファクチャリング特別委員会「製造業 2030」（平成 28
年／2016 年 5 月 23 日発行）P40 の図

つまり、
「フレキシブル」に、
「ビジネス」や「製造」の在り方が変化しうるような将来の姿
として FBM が提案されている。
本報告書では、現在の政治・経済・社会を俯瞰したうえで技術トレンドを検討し、2030 年
の生産システムが描かれている。生産システムの検討では「顧客価値の最適化、最大化」「製
品設計の効率化」「製造設備構築の最適化」「生産運用の最適化」を取り上げている。

224

一般社団法人日本電機工業会スマートマニュファクチャリング特別委員会「製造業 2030」平成 28 年

（2016 年）5 月 23 日発行の報告書
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このようなトレンドは、FBM のようなプラットフォームを産出しうるほどのインパクトを
与える225」として掲載したのが「2030 年の将来像とトレンド図」である。

経済同友会の中間提言
公益社団法人
会

経済同友会は、平成 28 年（2016 年）7 月に「先進技術による経営革新委員

中間提言226を発表した（以下、同提言と略記）。同提言は、「2020 年以降に到来する新産

業革命の本質」について論じている。
新産業革命の理論的背景として、
「第 4 次産業革命（ダボス会議）」と「第三次産業革命（ジ
ェレミー・リフキン）」の二つを挙げている。
前者（ダボス会議）では、AI の発達によって「収穫加速の法則」が働くこと。特に、米未
来学者 Ray Kurzweil が“The Law of Accelerating Returns“(March,2001)で論じた「一つの
重要な技術が次の重要な技術の登場時期を早め、技術の進化が指数関数的に加速する」という
点と特に平成 24 年（2012 年）に登場した「深層学習(Deep Learning：DL)」の進歩が予想を
超える速度で進歩しており、一般社会の注目の的となっている点を指摘している。
後者の第三次産業革命（ジェレミー・リフキン）227では、
「限界費用が 0 となる社会」を論
じて、IoT（モノのインターネット）と共有型経済の台頭」を指摘している。
平成 32 年（2020 年）以降に到来する「新産業革命の本質」として以下の諸点が指摘され
ている。
●AI、ビックデータ解析、IoT などのデジタル技術が指数関数的に発展し、社会・産業構造
を激変させる。その変革の波は、単に情報通信技術 ICT の分野にとどまらない。
 IoT によって集められるデータを高度に解析し、社会・産業といった物理的な世界と融
合させ一体運用する技術が一般社会に普及・浸透すると、生産効率は飛躍的な向上を遂
げ、運輸・物流、交通、電力・エネルギー、等の社会基盤の構造が劇的に変化する。
 先端技術を駆使した新規参入者が、既存の事業を崩壊させる。例えば、「擦りあわせ
技術」や「職人技」などの「暗黙知」が先端デジタル技術によって「形式知化」され
ると、ビジネス上の価値は毀損する。
●ブロックチェーンが結びつける個と個：P2P 型（分散・水平・協働型）経済の台頭
 先端技術が、
「持てる者」と「必要とするもの」を個別に結びつけ、資本を中心にし
た垂直型で囲い込まれたエコシステムにより、大量に「モノ」や「サービス」を提供
するという「資本主義経済」が、分散・水平・協働型の P2P 型経済に浸食され、両タ
イプが混在した経済構造になると考えられる。
 シェアリングビジネスは P2P 型経済の一例

225
226
227

出所：上記「製造業 2030」の p 40 から
出所：「先進技術による経営革新委員会

中間提言

2016 年 7 月 28 日

http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2016/pdf/160728a.pdf

公益社団法人

経済同友会

ジェレミー・リフキン著「限界費用 0 社会―モノのインターネットと共有型経済の台頭」（NHK 出版、2015
年）
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 ブロックチェーン技術は、インターネットとともに P2P 型経済における「信用やア
イデンテティ」を支える新しい基幹技術になる可能性が高い。
●ビッグデータ解析から導かれたアルゴリズムが既存市場を破壊する
 社会・産業構造の大変革が本格化するのは、2020 年代と見込まれる。
 本格化するのは、量子コンピュータやニューラルチップなど革新的技術が実用化され、
経済合理性のある価格で提供されることを待つ必要があり、それは 2020 年代と見込ま
れている。
 Cognitive Computing（IBM 提唱）～大変示唆に富む。
また、第 4 次産業革命に備えるために重要な技術的観点として以下の図を掲載している。
図表 74

第 4 次産業革命に備えるために重要な技術的観点

出所：「先進技術による経営革新委員会

中間提言

2016 年 7 月 28 日

http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2016/pdf/160728a.pdf
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第 3 章.

“PC2Be”ダイナミックサイクルと
TAKUMI4.0

第 2 章では世界の動向や様々な事例の検討からパラダイムシフトの方向性やその推進力を
検討してきた。さらにパラダイムシフトへの備えとその考え方についても多方面から検討を重
ねてきた。ここではそうした諸検討を踏まえ、本専門部会としての「製造業が目指すべきパラ
ダイムシフトの方向」を検討する。

3-1.パラダイムシフトの中で目指すべき方向
本事業は、平成 26 年度以来 3 年目を迎えている。この間追求してきたテーマは一貫してい
る。「製造業のパラダイムシフト」とは何か、どのような「イメージ」を持てばいいのか、ど
こへ「向かおう」としているのか、日本の機械工業として我々は何を、どこを目指すべきかと
いった問題意識である。
昨年度は「デジタル化、つながる化」のイメージ図を基に議論を行い、最終的に TAKUMI4.0
という提言を行った。今年度は、このイメージ図をさらに発展させ、イメージをなるべく簡略
に表現できるように、また、TAKUMI4.0 をより具体化できるように議論を重ねてきた。
以下では、これまで検討してきた論点を集約する。それが“PC2Be”ダイナミックサイク
ルと TAKUMI4.0 の具体化の議論である。”PC2Be”とは、As Is と表記される「現実の Physical
世界」を「Cyber 世界」の諸ツールを活用して「あるべき現実世界 ToBe」を目指すという方
向：“P→C→ToBe”を短縮したものである。PC2Be”のサイクルをダイナミックに回して絶
えざる高みを目指す。その推進役が TAKUMI4.0 である。

3-1-1.「デジタル化・ネットワーク化」のイメージ
次の図は、本報告書第 2 章の 2-2-1 で見た図「デジタル化・ネットワーク化」イメージ（相
互連関図）の簡略版（再掲）とその詳細版である。
図表 75

製造業の「デジタル化、ネットワーク化」イメージ図(簡略版、再掲)

出所：平成 27 年度版報告書 p92 のイメージ図をベースに簡略化したもの。
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図表 76
77

製造業の「デジタル化、ネットワーク化」イメージ図

出所：平成 27 年度版報告書 p92 のイメージ図に専門部会長の提案や部会での議論を反映させて平成 28
年度に加筆修正したもの。図中のサイバー空間を取り巻く双方向の矢印の機能を取り出して図示
化したものが、後述する”PC2Be”ダイナミックサイクル図に相当する。本イメージ図の簡略版
はこの詳細版を簡略化したものである。簡略版の初出は、本報告書の第 2 章、2-2-1 参照。

今年度の本報告書では、中央のサイバー（デジタル）世界と周辺の現実（フィジカル、リア
ル）世界との間に双方向の矢印228が入っている。この矢印は本専門部会の部会長の提案により
付け加えられたものである。この矢印は現実世界とサイバー世界の間のやり取りを表わしてい
る。双方向のこの矢印でやり取りされることの詳細については、次の段で取り上げる「“PC2Be”
ダイナミックサイクル」図のところを参照されたい。
なお、今年度の図と昨年度の図との違いは 3 点ある。まず今年度の「デジタル化・ネット
ワーク化」図には、各現実世界をつないで一周する形の楕円が新たに追加された。この楕円は
リアルの世界をつなぐものとして、中央のサイバー世界に対峙している。二つ目は現実世界と
サイバー世界の間を結ぶ双方向の矢印。三つ目は図全体にやや詳細な情報が付加されたことで
ある。

228

双方向の矢印は、簡略版では矢印の代わりに「ネットワーク」の文字を囲っている細長い楕円となっている。
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楕円が貫く現実世界には様々な情報が流れる。楕円は「受注情報（図の記号 ABC 以下同様）」
や「工場内（D）」「サプライチェーン（E）」「顧客先（G）」におけるデジタル化された情報で
ある。つまり楕円は ABC から D,E を経て G へと至る情報の流れを表象している。さらに再受
注に成功すれば再び ABC へと戻る。こうして製品・サービスという現実世界に生じる様々な
情報がデジタル化・ネットワーク化されることで楕円に沿って流れることができる。
以下、本報告書では、製造業のパラダイムシフトを「デジタル化・ネットワーク化」と同義
で捉えることにする。さらに時に応じて「見える化」も同様の趣旨で使用する。

3-1-2.製造業の価値連鎖における「デジタル化・ネットワーク化」
3-1-2(1).営業・受注から生産計画・準備へ
製造業のパラダイムシフトのイメージのうち、 “ABC. 受注情報のデジタル化：受注情報
のトレーサビリティ”とは229何か。
これは、受注情報や仕様書・設計情報、製品使用時点情報など現実世界で生成される様々な
情報がデジタル化されたうえで社内関係部署に流れることを指す。
昨年度収集した実際の事例をみると「受注情報や製品からの使用時点の情報、位置情報等の
様々な情報の活用例」のほか、「受注情報共有化による開発・設計、製造までのリードタイム
削減の事例」
、
「注文内容のデジタル化によって設計のパターン化を行い、設計プロトタイプ削
減につながった事例」、
「受注データの蓄積と解析から需要予測に活用した事例」などがあった。
このように ABC では、営業活動が成果をあげてユーザーからの注文が入る。その間、顧客
情報がデータベースとの間でやり取りされる。受注内容を明確化するための仕様の検討や見積
もり検討などが行われる。受注情報に関する大量のデータが社内関係各部署に行き交う。
最終的に仕様が固まり受注が確定すると、設計・開発部署や生産技術部署、生産計画や生産
準備などの部署に情報が流れる。製品・サービス面の最終設計が出来上がり、設計情報がデジ
タル化される。製品設計情報はさらに設備面、工程面、作業面、調達面などへと配分され、細
分化される。関係各部署間でデジタル化された新事業の詳細情報が共有される。デジタル情報
のおかげで速やかに生産が立ち上げる。場合によっては R&D 部門にも情報は共有され、次の
新製品開発に向かって基礎情報として活用されていく。

3-1-2(2).工場内の見える化へ
同様に“D.工場内デジタル化：生産プロセスのネットワーク化”とは230、生産プロセスの
情報がデジタル化・ネットワーク化されて生産プロセスのブラックボックスであったところま
でが見える化されるようになり、QCD などの効率や生産性をアップしやすくなることを指す。

229
230

平成 27 年度版報告書 p96 参照
平成 27 年度版報告書 p97 参照
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昨年度収集した事例では「生産・作業過程の見える化、トレーサビリティの確保」の例があ
る。具体例としては「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、
生産管理システム導入」の事例や「人が働く作業環境下そのままでロボットも働くという、人
とロボットの協働作業の実現」、
「部品・部材が機器等に作業指示発信を行うインテリジェンス
化」、「受発信装置内在のツール、搬送装置、自動倉庫による作業ミス排除」の例、「作業者に
情報受発信装置を付けることによって作業の見える化と作業支援、作業者の稼働状況見える化
を実現」した例などがある。このほかにも、「工場内機器装置等の予知予防保全の例や遠隔保
守により定期交換から最適時期での交換にシフトし、トータルとしての負担を軽減した例」な
どがみられた。
D の工場では「工場内が見える化」されている。その結果、工場内は設備装置、機械装置、
搬送装置等がスマート化（インテリジェント化）され、かつネットワークによって相互につな
がる。機器同士は通信により相互に自律的に制御される。自動化は極限まで進み、ヒトはヒト
にしかできない、もしくはヒトがやるべき業務に専念する。マシンとヒトはそれぞれ得意なこ
とに特化できるようになる。こうして工場の生産面はコスト、品質、納期、安全、環境などの
各面にわたって最適化され、高い生産性と効率性の両面で競争力強化に貢献する。

3-1-2(3).サプライチェーンの見える化へ
製造業のパラダイムシフトのイメージのうち、
“E.サプライチェーンの見える化（事業所間、
「部品等に内蔵された設計情報、工程設計情
企業間のデジタル化・ネットワーク化）”とは231、
報」や「製品の設計情報」などの情報がサプライチェーン間で相互に行き交えるようになる」
ことをいう。
昨年度収集した具体的事例をみると「部品等や金型に情報受発信装置を装着する」
、
「在庫管
理、自動倉庫を導入し、原材料・部品、半製品、製品在庫の現況を『見える化』する」、
「工場
間相互接続によって工場、機械・設備・ツール・作業者等のネットワーク化を行い、工場群全
体の生産・操業・稼働状況を『見える化』する」、
「購買先企業との相互接続により原材料調達
先企業との販売・生産情報を共有化する」、「協力工場との相互接続により、部品等製造販売・
生産情報を共有しあい、生産・製造技術等を共有化」することでサプライチェーンのトータル
としての全体効率の最適化を図る事例がみられた。
E のサプライチェーンは、上流から受け取った受注情報や生産情報、製品情報等を基に、部
材・部品・製品の最適な調達と物流・搬送を担う。調達先企業や協力企業とはお互いがつなが
り合い、必要な情報が必要のつど適切に流れ、生産の納期（Time to Market）が劇的に短縮し、
部材・部品・製品の品質やコストとともに競争力の一翼を担うことができる。

231

平成 27 年度版報告書 p97 参照
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3-1-2(4).顧客先間との見える化へ
同様に、
“G.製品のデジタル化⇒製品全生涯トレーサビリティ”とは232、製品情報、製品使
用情報、製品使用環境情報などが流れることをいう。出来上がった完成品とサービスのセット
は、出荷元工場や本社ともネットワークを介してつながり、「つながるスマート製品」として
その製品全生涯にわたってトレースができるようになる。リサイクルやリユース、スクラップ
までトレースが可能になる。納品した製品が稼働中に発信する様々なデータや位置情報もリア
ルタイムで入手できる。その結果、リモートで様々なサービスを展開できるようになる。
昨年度収集した事例をみると「製品に受発信装置や各種センサーを装着し、使用時点・使用
環境情報を収集」する例や「事業所間、企業間、顧客先間で従来はブラックボックス同様であ
った『現実』の見える化」が実現される例、また「リモートサービス」が導入できることから
「遠隔監視、保守点検、部品交換等により、ユーザーの稼働率の向上を支援したり、製品回り
の情報を幅広に収集・解析することで助言・提案を行ったりできる」例がある。これは“customer
success”を目標とする顧客先本体事業を支援する事例である。同様の事例に「顧客先工場の
立ち上げ支援」やスマホでなじみの「ソフトウェア更新による製品の継続的グレードアップ」
などがある。
G は、そうした需要サイドの世界の「見える化」を表わしている。ユーザーが購入した製
品やサービスをユーザー自らの事業において利用するときの情報は従来はブラックボックス
であった。どのような環境下で、どのような使われ方をし、いつごろ故障しそうで、部品交換
の時期はいつ頃が適切か。こうした情報の多くはこれまでユーザーのみが知る世界であった。
故障してから現地に行って修理をする。しかしユーザーにとって再稼働までは何ら付加価値を
生まない時間帯である。故障の発生はライバルの浸食を招きかねない。しかし、デジタル化・
ネットワーク化によって事態は激変する。
従来はブラックボックスであった自社製品の使用時点情報がデジタル化・ネットワーク化に
より、手に取るようにわかるようになる。新しい情報を基に、新製品・サービスの開発が可能
になる。よりニーズに即した形でユーザーに訴求できる。製品開発による競争力強化の選択肢
が広がる。
納入した設備・装置等についても、稼働中に異常の予兆が検知できれば、部品のより適切な
時期での交換ができる。ダウンタイムを最小化できる。設備・装置等の運用に関してもメーカ
ーという専門家の立場ならではの適切なアドバイスを提供できる。デジタル化・ネットワーク
化により、リアルタイムでの調整最適化、監視、遠隔診断、予知保全、柔軟な保守体制などが
できるようになる。また、ハードウェアに頼らずにソフトウェアの最新版送信による製品のグ
レードアップまで可能になる。新製品の企画・立案上の新しい知見やアイデアの芽を見つける
ことができる。こうしてユーザーが事業で成功“customer success”すれば、自社ブランドに
対する評価が高まる。営業推進上も大いにプラスに働く。自社の競争力は一層強まる。

232

平成 27 年度版報告書 p98 参照
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納入装置の運用期間が長期にわたるのであれば、当初の販売価格を低く抑えることで価格競
争力を発揮しつつ、長期間に及ぶ運用期間中の保守・メンテナンス等のアフターサービス面を
重視した契約を締結するという選択肢がある。このように販売価格にとらわれずトータルとし
ての収入確保を図るという策も可能である。
また、納入装置の設置販売価格をゼロまたは低く抑える一方、装置の稼働状況に応じた課金
契約を締結するという選択肢がありうる。これは課金方法を、従来のリースやレンタルのよう
にその事業の稼働状況とは無関係に、時間を均等割賦して回収する方式から、その装置が稼働
して機能を発揮した程度に応じて課金する方式に変更するというやり方である。機能の発揮に
応じて課金するのであれば、ユーザーにとってメリットがわかりやすく、納得が得られやすい。
ドイツの圧縮空気製造装置メーカー233は、圧縮空気の使用量に応じた課金方式を採用し、
顧客に歓迎された。顧客は機械装置の固定資産計上が不要になる。装置購入時の資金調達負担
もなくなる。これは、装置にセンサーと通信装置などを取り付け、圧縮空気の流量をメーカー
側で遠隔測定することで可能になったものである。まさにパラダイムシフトを起こしている例
といえよう。

3-1-3.製造業のパラダイムシフト
製造業のデジタル化・ネットワーク化のイメージ図234に沿ってこれからの製造業のありよ
うをまとめると次のようになる。
図表 77 製造業の「デジタル化、
ネットワーク化」イメージ図(簡略版、再々掲)
製造業を取り巻く情報に着目する。需要サイ
ドから注文情報が製造企業に到達する。開発・
設計された設計情報や工程情報など様々な情報
が、生産計画部門や生産準備部門などに流れる。
調達情報はインバウンド・サプライチェーンに
流れる。生産情報が「つながるスマート工場」
に流れ、製品が製造される。製品は、製品情報
を体化した「つながるスマート製品」となり、
出所：本報告書第 3 章の 3-1-1.のイメージ図をベー
スに簡略化したもの。(再々掲)

アウドバウンド・サプライチェーンによってユ
ーザーに届けられる。

製造企業はユーザーの使用時点情報を刻々とリアルタイムで受信する。ビッグデータ解析な
どを通じて保守・監視・メンテナンス・サービスが展開される。ソフトウェアの送り込みによ

233

234

平成 27 年度版報告書 p176 脚注参照、また当該事例として独 Kaesarkompressoren 社～HP「シグマ・エア・
ユーティリティー」に「必要なエアだけを購入」「固定費ではなく変動費に」とその利点が説明されている。
http://jp.kaeser.com/Products_and_Solutions/sigma-air-utility/default.asp
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る機能改善・改良が図られる。こうしたデータの収集・蓄積を活用して新製品・サービスの企
画がよりユーザーの需要に即した形で展開できる。
スマート工場は製品ライフサイクルの多くを把握できる。機械設備や部品、作業員の現状把
握がリアルタイムで可能となる。蓄積されるデータの解析・評価を通じて現状の問題点の発見
と故障予知等が容易になる。工場では生産活動の絶えざる改善が進展する。あるべき姿の追及
が格段にスピードアップする。
このように製造業のパラダイムシフトがデジタル化・ネットワーク化によって進むと、多く
の情報が利用可能になり、様々な展開が可能になる。そこで求められる価値づくりは製品とい
うハードウェアに着目しているだけでは意味がなく、必然的に「顧客が求める『こと』」や『サ
ービス』」にまで目配り・気配りせざるを得なくなる。これこそが「モノづくりのサービス化」
といわれていることの核心である。つまり究極のカスタム化された製品を提供しようとすれば、
ユーザーの真のニーズを探る必要がある。メーカーとユーザーがつながれば、リモートで様々
なユーザーが求める「こと」が把握できる。これがリモートサービスという製造業に開けた新
しい市場といえる。遠隔監視、遠隔保守点検、異常予知・予兆保全、ダウンタイムの極小化、
設備稼働率の向上支援、適時部品交換、工場や生産ラインの立ち上げ支援、ソフト更新による
グレードアップ。これらはみな語尾に「すること」をつけることができる。
「どういう『こと』」
が価値に結びつくのか。それが「製造業のサービス産業化」を進める鍵である。製造業は新し
い価値を見出だすために、サービス精神を発揮しなければ生き残れない時代になろうとしてい
る。

3-1-4.「デジタル化・ネットワーク化」から“PC2Be”へ
前述の「製造業のイメージ図（簡略版、詳細版）」中の“ABC”,“D”,“E”,“G”にある
ようなデジタル化・ネットワーク化の世界は、サイバー世界のツールを駆使することによって、
デジタルデータの幅広い収集・蓄積や、ビッグデータ・人工知能による解析・評価などが行え
るステージに移行できる。
今年度は、
“ABC”,”D”,”E”,”G”の各個別の世界がサイバー世界とつながりながら相
互にネットワークを組むことによって、どのような新しい世界が展開されるのか、その可能性
や展望を描くことに焦点を当てた。現実の世界とサイバーの世界がどのような相互作用を行い、
その結果何が起こるのかといった側面を論じる。それが“PC2Be”である。その特徴が「ダイ
ナミックサイクル」である。以下「“PC2Be”ダイナミックサイクル」に焦点を当てる。

3-2.“PC2Be”のダイナミックサイクルの考え方
ここでは“PC2Be”というネーミングの由来や“PC2Be”によって達成される製造業の将来
の姿を検討する。次いで”PC2Be”ダイナミックサイクルとは何か。
“PC2Be”ダイナミック
サイクルを回す原動力となる付加価値の源泉は何か。こうした検討を経て最後に“PC2Be”ダ
イナミックサイクルの推進役としての TAKUMI4.0 について論じる。
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3-2-1.“PC2Be”の由来
3-2-1(1).製造業の目指す姿
製造業のパラダイムシフトに関してよく目にする外来語に次の 3 つがある。
 スマートファクトリー、スマートサプライチェーン
 マスカスタマイゼーション、パーソナライゼーション
 スルーライフ・エンジニアリング・サービス
本報告書では、この 3 つはこれから述べる“PC2Be”ダイナミックサイクルによって達成
すべき「あるべき姿」を、分野ごとに表現したものとみる。
・ スマートファクトリー、スマートサプライチェーンは、工場とサプライチェーンを「ス
マート化」することである。目指す方向は「最適生産」、「変動対応」、「効率改善」等である。
予知・予兆管理や遠隔での監視・診断などが挙げられる。
・マスカスタマイゼーション、パーソナライゼーションでは、需要者一人ひとりのニーズに
即した製品・サービスを大量生産並み価格で提供できるかが問われている。受発注、生産計画、
設計開発等の業務標準化が進み、デジタル化された情報がネットワークで共有される。生産プ
ロセスが需要に応じて柔軟に変更できたり、増減できたりするように進化する。
・スルーライフ・エンジニアリング・サービスでは、製品の全生涯がトレース可能になる。
製造業者は新しいサービスを提供することができる。使用時点における新たな知見の発見など
による新事業機会が開ける。環境規制や安全規制などの社会的規制にも即時対応が可能になる。
その便益は広範に及ぶ。例えば、リモートコントロールや製品使用時点情報収集による新製品
開発活用等のメリットを享受できる
図表 78

“PC2P”ダイナミックサイクルによって達成される世界
●スマートファクトリー、スマートサプライチェーン
最適生産、変動対応、改善効率
予知・予兆管理：不停止、不良品
監視・診断：現地・現物、重点管理
最適化：生産性・改善、行動計画
同期化：業務併進、共創・革新共有

●マス・カスタマイゼーション、パーソナライゼーション
受発注、生産計画、設計開発等の業務標準化

●スルーライフ・エンジニアリング・サービス
リモートコントロール(監視、グレードアップ、保守メンテ等）
製品使用時点情報収集・新製品開発活用等

出所：諸資料を基に NSRI 作成

ところでこうした製造業のパラダイムシフトを象徴する動きはどのようにして可能になる
のか。その答えは、サイバー世界にある ICT ツールの活用にある。これは、工場等の現実世界
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とサイバー空間との間の相互作用(イメージ図中の双方向矢印等)として捉えることができる。
それが“PC2Be”ダイナミックサイクルである。

3-2-1(2).“PC2Be”ダイナミックサイクルとは
次図は“PC2Be”ダイナミックサイクルを簡潔に抽象化したものである。今ある現実の世界 P
（AsIs）と仮想の世界 C（Cyber）
、目指すべきあるべき現実の世界 P（ToBe）の 3 つを考える。
今ある現実空間（P）は現状のありのままの姿、すなわち“As Is”という現実世界である。
仮想空間（C）はコンピュータ技術を利活用する仮想の世界、すなわちサイバー世界を表わす。
目指すべきあるべき（ToBe）現実空間（P）はサイバー世界の ICT ツールの活用によって実現
の可能性が高まると考えられる。目指すべき姿が実現した将来時点では、再びその現実が現状
(AsIS)となる。技術革新が進むサイバー世界の最新技術を活用してさらにその上のあるべき姿
を目指す。以上から、P と C と 2Be（to be）を一つにして“PC2Be”とした235。
“PC2Be”は絶えず上の世界を目指すスパイラルアップという動きが随伴する。
「絶えず上
を目指す」という意を強調して「ダイナミックサイクル」と称している。
図表 79

P（As Is)
現在の現実世界
Pysical(Real） World
Process
Product

“PC2Be”ダイナミックサイクル(簡略版)

P（To Be)⇒未来のAs Is

C（Cyber)
デジタル世界
Digital/Cyber world
コンピュータ関連科学・技術
現実世界をデジタルで描写

現在のAs ISから
さらなる上のTo Beを
目指して
（絶えざる進化・改善）

デジタルツイン（DT）
現在のブラックボックス

IoT

ネットワーク化された
新しいシステム
↓

サプライチェーン

AI:人工知能

製品ライフサイクル

AR:拡張現実
VR:仮想現実

最新のソフトウェア
（人工物）
と
最新機能のハードウェア
（人工物）

エンジニアリング・
チェーン

ICT
Big Data

市場動向

プロセス・イノベーション
プロダクト・イノベーション

出所：諸資料を基に
NSRI山藤作成

出所：本専門部会での議論を踏まえ、NSRI にて作成

製造業のパラダイムシフトとは、このあるがままの現実世界を、サイバー世界のデジタル
化・ネットワーク化という ICT のツールを活用して本来の望ましいあるべき世界（To Be236）
を目指して絶えず変革していくような世界へのシフトをいう。こうした関係が“PC2Be”ダイ
ナミックサイクルである。上図の反時計回りのサイクルを回し続けることが製造業のパラダイ
ムシフトを推し進める原動力となる。

235
236

本名称の名付け親：本専門部会の北出部会長
“PC2Be”では“to be”が”2Be”と表記されている。これも北出部会長の発案。
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3-2-1(3).CPS ではなく“PC2Be”である理由
米国で提唱された CPS237は「サイバー・フィジカル・システム」と読む。この場合、一見
するとまず「サイバー」が目に飛び込む。あたかも「サイバー」ありきに見える。これはもの
を扱う製造業の立場からみると、本質を外れた受け止め方を惹起されかねない懸念が生じる。
製造業の世界が、従来のソーシャル・ネットワーキングの世界と根本的に異なる点は、まずリ
アルの世界があって初めてそこにサイバー空間を活用する余地が生まれるという点にある。ま
ずリアルという実世界がある。この点を強調しておかなければならない。
そこで“PC2Be”の表記においては、P（Physical）現実世界を先頭に置くことにした。実
際、製造業における「つながる世界」は「現実世界ありき」から始まる。現実世界は様々なセ
ンサーや GPS などを利用してデジタル化され、ネットワークによって収集・蓄積される。現
実世界からサイバー世界にデータが取り込まれる。次に、サイバー空間で解析・評価されたデ
ータは様々な情報となってアウトプットされる。この情報を受けて現実の物理世界に対する
様々な操作・活動といったアクションが行われる。つまり、データや情報は、現実世界（P）
⇒サイバー世界（C）⇒現実世界（P）の順に流れる。先頭の現実世界は「現状のあるがまま
（As Is）の世界を示すが、サーバー空間を経た後の現実世界はあるべき姿（ToBe）を目指す。
それゆえ“CPS”ではなく“PC2Be“と表記した。

3-2-1(4).PC2Be ダイナミックサイクルの全体像
“PC2Be”ダイナミックサイクルとは結局のところ「ソフトウェア等の技術革新の最新成
果を導入・活用して製造業の現状を見直し、あるべき姿を目指す。その後も絶えずあるべき姿
を目指し続ける変革の運動」であるといえる。
次図は、製造業のパラダイムシフトのイメージ図として、
“PC2Be”ダイナミックサイクル
の全体像を簡略に描いたものである。楕円の右側は、あるべき姿を目指すときの方向性をスマ
ート化など具体的に示したものである。本図にさらに各要素を入れ込んだものが次々図の詳細
版である。
次図左側の P（AsIs）
「現在の現実世界」の囲みは、エンジニアリングチェーン、サプライチ
ェーン、製品ライフサイクルの各局面において、多くのブラックボックスがあることを示す。デ
ジタル化されるデータの捕集範囲には、人工物、作業者、自然現象、社会現象などが広範に含ま
れる。多くのデータが IoT によって収集蓄積される。サイバー世界の様々な技術を駆使して、順
「あるべき現実世界（To Be）
」を目指して判断が下され、最適な
次、解析や評価が行われる238。
行動が選択される。目指すべき新しい現実世界が図中の右側の P（To Be）の囲みである。
ところでコンピュータ関連科学技術を駆使した IoT やビッグデータ、人工知能などの世界
は技術進歩が目覚ましい。ハードウェアの技術も進歩する。一旦達成された現実世界はやがて

237

出所：NSF,National Scxience Foundation“Cyber-Physical Systems (CPS)”

238

サイバー世界で行われることを図表 80 の「簡略版」ではコンピュータ関連科学技術などとある。図表 81 の
「詳細版」では解析や評価などの知識創造の流れが詳細に例示されている。

https://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=503286
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陳腐化する。再びその時点の AsIs としてその次のもっと優れた ToBe を目指す旅が始まる。
こうして製造業のパラダイムシフト後の世界では、現実世界とサイバー世界の間で絶えずある
べき姿を求めたダイナミックな活動がサイクルとして繰り返されることになる。
図表 80

PC2Be ダイナミックサイクルの全体像（製造業のパラダイムシフトのイメージ）
簡略版

“PC2Be”

の

ダイナミック・サイクルサイク
“PC2Be”のダイナミック・サイクル
絶えずより高次の”To Be”を目指して
”New Pysical World：New Process、New Product＆Service”

☛“PC2Be”

P（To Be)⇒未来のAs Is

C（Cyber)

P（As Is)
現在の現実世界

デジタル世界

Pysical(Real） World
Process
Product

コンピュータ関連科学・技術
現実世界をデジタルで描写

AR:拡張現実
VR:仮想現実

製品ライフサイクル

受発注、生産計画、設計開発等の業務標準化

●スルーライフ・エンジニアリング・サービス
リモートコントロール(監視、グレードアップ、保守メンテ等）
製品使用時点情報収集・新製品開発活用等

最新のソフトウェア
（人工物）
と
最新機能のハードウェア
（人工物）

AI:人工知能

サプライチェーン

●マス・カスタマイゼーション、パーソナライゼーション

ネットワーク化された
新しい現実世界
↓

IoT

ICT
Big Data

エンジニアリング・
チェーン

最適生産、変動対応、改善効率

目標時点のTo BE:あるべき現実
⇒目標達成後は
さらに次のToBEを目指す
（絶えざる進化・改善）

現在のブラックボックス

のサイクルによって達成される世界

●スマートファクトリー、スマートサプライチェーン

ビジネスモデルの再構築
Business Innovation

新付加価値の追求

Business Transformation

市場動向
デジタル・ツイン、による
フィード・フォワード

プロセス・イノベーション
プロダクト・イノベーション

出所：諸資料を基に NSRI 作成

図表 81 “PC2Be”ダイナミックサイクルの全体像（製造業のパラダイムシフトのイメージ図）
上図「簡略版」の「詳細版」
※製造業のパラダイムシフトのイメージ
”PC2Be”のダイナミック・サイクル： ソフトウェアの技術革新の最新成果を導入・活用した製造業の目指すべき新しい姿への絶えざる変革を推進すること（エンジニアリング・サービスも重視の製造業への変革）

“PC2Be”のダイナミック・サイクルの推進役～TAKUMI 4.0

“PC2Be” →さらなる “To Be”を絶えず目指すダイナミックな活動
P（AS IS）→C(サイバー・デジタル）→P(TO BE）→C・・・というスパイラルアップ

“PC2Be”のダイナミック・サイクル
IoT,ビッグデータ
自動収集・蓄積

P（As Is)
・温度
・湿度
・天候
・自然災害

現在のBlack Box
工場内、工程内、工場外
サプライチェーン
製品の使用状況・環境

自然現象

ブラックボックスの
見える化

社会現象
・制御ソフト
・生産計画
・生産準備
・工程設計
・営業プロセス
・受注プロセス
・研究開発

相
互
干
渉
領
域

人造物(ハードウェア、部品、
部材、製品、ライン、工場）

IoT

人工物(ソフトウェア機器制御、
装置制御、プロセス制御、新
技術等のR&D）

作業者

”New Pysical World：New Process、New Product＆Service”

各種
センサー等

自
動
収
集
・
蓄
積

解析

大量膨大
多種類
時系列
データ

クラウド／
フォッグ／
エッヂ・コンピューティング

評価

判断

認識

分類
最適化

最
適
行
動、
必
要
行
動

予測
選択
推定

モデリング

診断

可視化

支援

人工知能（AI)
）
ディープラーニング

☛“PC2P”のサイクルによって達成される世界

"As Is" から
未来の To Beを目指して

知識創造の流れ

決定

●スマートファクトリー、スマートサプライチェーン
最適生産、変動対応、改善効率
予知・予兆管理：不停止、不良品
監視・診断：現地・現物、重点管理

新しい人工物
(ソフトウェア）
（絶えざる進
化・改善

・制御
・更新
・改変
サービス

デジタル・ツイン、による
フィード・フォワード

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

最適化：生産性・改善、行動計画

中国製造2025の標語

+インターネット：既
存領域のICT化（※
守りのＩＣＴ）

既存収益事業の
改善・改革

同期化：業務併進、共創・革新共有

・リアルタイム
・最新情報
・生涯トレース

●マス・カスタマイゼーション、パーソナライゼーション
（絶えざる進
化・改善

中国製造2025の標語

受発注、生産計画、設計開発等の業務標準化

●スルーライフ・エンジニアリング・サービス

新しい人工物
(ハードウェア）

リモートコントロール(監視、グレードアップ、保守メンテ等）
製品使用時点情報収集・新製品開発活用等

インターネット＋：
ICTを活用した新領域の発掘・事業
革新（※攻めのＩＣＴ）
新規投資事業へ
の投資・進出

VR(仮想現実）AR(拡張現実）/MR(複合現実）
現実とデジタルの融合

日鉄住金総研㈱山藤

P（To Be)

デジタル世界：コンピュータ関連科学・技術
現実世界をデジタルで描写

のダイナミック・サイクル

絶えずより高次の”To Be”を目指して

C（Cyber)

現在の現実世界

・社会規制
・環境規制
・税制
・SNS
・景気・経済指標

“PC2Be”

更なる新しい
To Beを目指して

ビジネスモデルの再構築

ビッグデータ・ＡＩ
解析、評価、判断、意思決定

未来のTo Beを目指して

新付加価値の発見、追求、事業化
サイバー投資、
人材育成・教育訓練投資

プロセス・イノベーション
プロダクト・イノベーション

出所：諸資料を基に NSRI 作成

注.この詳細版は、簡略版に追加的な情報を書き入れた図である。以下は詳細版の解説である。
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 右端の「+インターネット」と「インターネット＋」は中国の政策239からとったもの。製造業のパラ
ダイムシフトは既存のものをデジタル化・ネットワーク化する「+インターネット」だけでは不十分
であり、果敢に ICT を活用して新領域の事業を発掘し、事業そのものを革新しなければならない240と
いう中信集団（CITIC） 常振明 董事長の発言241に依る。
 左端の P（AsIs）のところは、現在のあるがままの現実世界を示す。例えば工場内や工程内、工場外、
サプライチェーンなどの現状を示す。現状のままではブラックボックス。ここにセンサー等をつけて
IoT や GPS によるデータがサイバー空間に収集される。
 データとして収集される範囲は、データ収集の目的と活用法による。考えられる範囲を示せば、図中
の最左端にあるように様々の自然現象（温度、湿度、気圧など）、社会現象（景気・経済指標、為替
レート、税制など）
、人工物（ハードウェア：部品、部材、製品、ラインなど）
、人工物（ソフトウェ
ア：制御ソフト、生産計画、工程設計、営業プロセス、新技術の R&D など）
、並びに作業者も対象
範囲に入る。
 収集されたデータは、C（Cyber）の世界（仮想空間、サイバー空間、デジタル空間）に移る。ここ
はコンピュータ関連科学技術を活用した「知識創造」の世界である。収集蓄積された大量のデータが
「ビッグデータ」として AI などを活用して「解析」
（例えば、可視化、分類、最適化、モデリングな
ど）される。解析された結果は「評価」され（例えば、認識、予測、推定、診断、支援など）
、さら
に有益情報が選択・決定される。この「判断」に従って新たな行動が執られることになる。
 判断基準は、 現状の現実世界（AsIs）が「あるべき姿（ToBe）」に近づけるか否かである。したが
って、判断に従って執り行われた行動は、その現実世界を「未来のあるべき姿（ToBe）」へと導くべ
きものである。それが楕円の右側にある P（ToBe）であり、従来とは異なる「新しい人工物（ハー
ドウェアとソフトウェア）
」であり、未来の現実世界となる。
 こうして「未来のあるべき姿」が達成されると、その時点ではそれが新しい AsIs の現実世界に転化
する。そして再びその時点の IoT などにより収集・蓄積されたデータが解析され、評価、判断され、
さらなる行動を経てその上の ToBe を目指す。このように絶えずこの楕円内のサイクルを回していく
ことになる。それゆえ我々は、この楕円を「“PC2Be”ダイナミックサイクル」と称することにした。
 右端の囲み図は、このサイクルによって達成されるあるべき姿としての例示242である。スマートファ
クトリー、スマートサプライチェーン、マスカスタマイゼーション、パーソナライゼーション、スル
ーライフ・エンジニアリング・サービス（TES）が目指すべきあるべき姿（ToBe）である。
 このうち特に TES は、プロダクト・ライフサイクル・マネジメントに近い考え方であり、製造業の
サービス化を進める要因になる。サービス化に伴い、ビジネスモデルの再構築が必要になる。新しい
ビジネスモデルに呼応して企業の業務形態も変更243を余儀なくされる。
 企業はサイバー空間の活用によるデジタル化・ネットワーク化を進めることによって、ユーザーなど
情報収集範囲が劇的に拡大する。業務内容は広範にわたり変化する。それゆえ新しいビジネスモデル
の構築や業務形態の見直しを急がなければならない。製造業のパラダイムシフトが唱えられる所以で
ある。

239
240
241
242
243

本報告書第 2 章 2-1-5(2).「＋インターネット」と「インターネット＋」の項参照
本報告書「2-4-1 あるべき姿・目指す方向」の「企業形態の変革」参照
本報告書、第 2 章 2-1-5(2)の項参照
本報告書「3-2-1(1).製造業の目指す姿」参照
本報告書「2-4-1 あるべき姿・目指す方向」の「企業形態の変革」参照
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3-2-1(5). “PC2Be”ダイナミックサイクルの原動力
“PC2Be”ダイナミックサイクルを推進して「あるべき姿」を追求すると、生産の効率化
や生産性のアップ、納期短縮など生産面の改革が進むと期待される。しかし、生産面にとどま
るだけではサイバー世界にあるツールを利活用する費用を十分に回収することは難しいかも
しれない。
本事業は、もともと「製造業のパラダイムシフト」がテーマではあるが、当初から焦点は工
場であり、モノづくりの現場である。製品・サービスに関することよりも生産技術に関するこ
とが主な関心事項である。とはいっても、デジタル化・ネットワーク化を進める費用は、生産
性の向上、効率の改善などによって回収しなければならない。一方、マスカスタマイゼーショ
ンやパーソナライゼーション、あるいは、リモートサービスなどが進めば、それに対応した新
しい生産技術や管理技術等が必要になる。つまり、デジタル化・ネットワーク化に伴う付加価
値のありようについても無関心というわけにはいかない。
“PC2Be”ダイナミックサイクルを回すことで競争力を高め、さらなる付加価値を追求し
ていく必要がある。この付加価値の追及によってはじめて IoT やビッグデータ、人工知能等に
投下した費用が生きてくる。つまり費用が投資となって果実を生む。これがサイクルを回す原
動力となる。“PC2Be”ダイナミックサイクルを推進するには国際競争力を生み出す新しい付加
価値の源泉を見つけ出すことが重要になる。
そこで付加価値の源泉をどこに求めるべきか、その概略をみておくことにする。

3-2-2.付加価値の源泉、製造業のサービス産業化
顧客が支払うに足ると認識する価値
デジタル化・ネットワーク化が進んだ世界において、企業が国際競争力を確保していくため
には「顧客が支払うに足ると認識する価値」をどのようなストーリーで組み立てていくかが重
要である。同様に“PC2Be”ダイナミックサイクルを推進する場合にも、国際競争力を生み出
す新しい付加価値が重要になる。その関係を“PC2Be”ダイナミックサイクル図に書き加えた
ものが以下の図である。
この図には新たに「国際競争力」と「製造業のパラダイムシフト」の二つが加わる。「国際
競争力」の囲みには、付加価値の源泉として「顧客が支払うに足りると認識できる価値」の例
が先進事例などを踏まえて 6 つにまとめられている。
図右端の国際競争力という囲みにある 6 つのストーリーは、昨年度から今年度にかけて収
集した数多くの先進事例から「顧客が支払うに足ると認識する価値」に沿うと考えられるもの
を集約したものである。
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図表 82 “PC2Be”ダイナミックサイクルサイクルと付加価値の源泉
“PC2Be” ダイナミック・サイクル
の

サイク

“PC2Be”のダイナミック・サイクル
絶えずより高次の”To Be”を目指して

”New Pysical World：New Process、New Product＆Service”

☛“PC2Be”

P（To Be)⇒未来のAs Is

C（Cyber)

P（As Is)
現在の現実世界
Pysical(Real） World
Process
Product

デジタル世界

●スマートファクトリー、スマートサプライチェーン

現実世界をデジタルで描写

顧客が支払うに足ると認識する価値
●マス・カスタマイゼーション、パーソナライゼーション
受発注、生産計画、設計開発等の業務標準化

A.モノの所有そのもの

現在のブラックボックス

サプライチェーン
製品ライフサイクル

ICT
Big Data

最新のソフトウェア
（人工物）
と
最新機能のハードウェア
（人工物）

AI:人工知能
AR:拡張現実
VR:仮想現実

リモートコントロール(監視、グレードアップ、保守メンテ等）
製品使用時点情報収集・新製品開発活用等

C.機能が稼働するとき

ビジネスモデルの再構築

例、バルブ、ボルトナット、金型、難削材
の切削、異種金属接合等

Business Innovation

デジタル投資
人材育成・教育訓練投資

例、圧搾空気、エアコンディ
ショニングなど

稼動して初めて認識される価値

新付加価値の追求
D.必要なときに素早く

例、保守メンテナンス、、 増産対応、
流行即応、事故自動通報装置

提供されることで認識される価値

デジタル・ツイン、による
フィード・フォワード

プロセス・イノベーション
プロダクト・イノベーション

B.モノの機能そのもの
技術・技能に認識される価値

Business Transformation

市場動向

例、スーパーカー、CBX400F,
ブランド品

所有することに価値・意義

●スルーライフ・エンジニアリング・サービス

ネットワーク化された
新しい現実世界
↓

IoT

エンジニアリング・
チェーン

付加価値の源泉

最適生産、変動対応、改善効率

目標時点のTo BE:あるべき現実
⇒目標達成後は
さらに次のToBEを目指す
（絶えざる進化・改善）

コンピュータ関連科学・技術

国際競争力

のサイクルによって達成される世界

E.空き時間・空間帯レンタル化
日鉄住金総研㈱山藤

F. 資金負担軽減
によって認識される価値

日鉄住金総研㈱山藤

例、ウーバーやAirbnbの応用：工場、
機械装置、人材、スマホ連動電子鍵

一時的に借りて使えるという価値

例、リース、レンタル,ローン
●使用量対応課金

☛製造業のパラダイムシフト
製造業のサービス産業化、
モノづくりのサービス化への転換
カスタム化された製品・サービスの提供
複数の個別システムを統合した大規模全体システムへと再構築

注.本専門部会は、生産システムに主な焦点があるものの、最終的には国際競争力の強化まで考える
必要がある。国際競争力の囲みにある A～F は本文にあるとおり、新たな付加価値の源泉として
考えられるケースが挙げられている。また、デジタル化・ネットワーク化によって、ものづくり
のサービス化への転換が生じる可能性が高い。転換を進めるには、個別システムの構築に加えて
全体システムの構築という視点とビジネスモデルの変革という視点が必要になる。製造業のパラ
ダイムシフトは全体最適を目指す活動である。右下の囲みはそうした意味合いを強調している。
出所：本専門部会での議論を踏まえ、NSRI にて作成

以下、付加価値の源泉となりうる 6 つのパターンを個別に検討する。

A.モノの所有そのものに価値
「モノの所有そのもの」とは「そのものを持っていること」
「そのものの所有者であること」
に価値が見いだされる場合である。所有欲を満たしてくれることに価値があり、意義がある。
これはあるジャンルの製品が、それを嗜好する者にとって何物にも換えがたいというケース
である。乗り回すというよりは飾っておく。盗難にあわないようにしておく。スーパーカーや
マニア垂涎の的といわれる CBX400F のような類のオートバイ、あるいは、ハンドバックなど
にみられる一部のブランド品がこれに該当する。また、日本の伝統的な職人芸を発揮した様々
の工芸品もマニアには「欲しい」対象となる。
近年よく「ものづくり」から「ことづくり」へと言われるが、「もの」そのものにも「楽し
みにする『こと』」
、
「持っていたい『こと』」が存在する。価値づくりには様々の視点があると
いう例でもある。

B.モノの機能そのものに価値
人間は太古から「道具」という精巧なモノづくりを行う能力を獲得してきた。ほかの動物と
際立って異なる点である。
「道具」作りによって生活環境をより便利なものに作り上げてきた。
現代の「道具」は様々なツールや機械、装置としてその複雑で高度な機能を発揮している。そ
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うした機能を発揮するために製品は設計され、生産され、販売される。例えば、バルブ、ボル
トナット、金型、難削材の切削ツール等が挙げられる。必要としている機能が必要なときに必
要なだけ正確に支障なく発揮させることができる造形物といったイメージに近い。
需要者はその製品そのものというよりは、その製品が発揮する機能に着目する。必要とする
機能に「買おう」とする意義を認める。技術・技能は機能を発揮させるための手段であって価
値そのものではない。需要者に必要な機能が認識されて初めて価値が生まれる。

C.機能が稼働するときに認識される価値
稼動して初めて認識される価値とは、使わなければただの鉄の塊といったイメージのケース
である。大小の機械装置などが考えられる。例えば、空気圧縮装置では当たり前ではあるが、
高圧空気が発生して初めて購入すべき意義が感じられる。暖房装置や冷却装置なども同様であ
る。PC は PC というハードウェアだけではただの物体であり、そのまま動かなければただの
ゴミである。装置に本来期待されている結果が得られて初めて価値が認識される。B の「機能」
と似てはいるが、稼働はシステムとして機能することと捉えられる。両者には視点に差異がみ
られるゆえに区別した。

D.必要なときに素早く提供される価値
必要なときに素早く提供される価値とは、生産システムがダウンした時には、何はさておき、
復旧できることが最も大事な価値である。故障しなければもっと良い。故障が事前にわかれば、
ダウンタイムを極小化できる。
リアルタイムで監視でき、故障の予兆を把握し、適時適切に対応するというサービスが注目
されている。背景には、当然のことながらこうした需要者の切実な思いがある。つまりそこに
は大変重い価値が潜んでいる。保守メンテナンスの予知や、増産対応への即応ができること、
流行り廃りの激しい市場において素早い製品投入体制が構築できるなどは、「売れたはずの売
上高」「得られたはずの収益」を確実に確保できるという意味で大きな価値を持つ。
自動車事故などの自動通報システムなどは、人命にかかわるだけに完成すれば多くの人が助
かる。Time is money.「時間」が価値を生む例である。

E.空き時間帯の有する価値
一時的に貸し出すサービスが注目されている。例えば、タクシー業界を震撼させているウー
バーやホテル・旅館の市場を侵食しているといわれている Airbnb などである。
これはサービス業の例ではないかとの反論がありうる。しかし、そうした発想を「空き工場」
や工場内の空きスペース、今は使われていない機械装置や設備などに応用することは可能では
ないか。ウーバーや Airbnb ではスマホ連動の電子鍵を使う。SNS を介して需要と供給を結び
つける。時代の新しい潮流に乗れば、工場版や機械版もあながちありえないことではないよう
に思える。これは「空き時間」
「空きスペース」という「時間帯」
「空間帯」が価値を生む例で
ある。
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F. 資金負担軽減による価値
機械装置が複雑化、高度化、大型化すればするほど、需要者にとっての資金負担は増大する。
飛行機などではリース方式が導入されている。近年の複雑化高度化した機械装置は、対価も相
応のものになる。中小も含め企業にとってはなかなか厳しい場合がある。機械装置にもリース
やレンタル方式による資金供給が行われている。しかし、従来のリースやレンタルは金融手法
の一つである。その実態は動産担保による長期融資とほとんど同様244であった。
デジタル化ネットワーク化技術の進展は、「資金負担軽減による価値」を新しく生み出して
いる。設備相当のハードウェア（もの）の対価を求める代わりに、その設備が稼働して機能を
発揮した「こと」に応じて課金するというケースである。
例えば 3-1-1 で既述したドイツの圧縮空気製造装置メーカーのやり方245をみると、圧縮空気
「流量に課金する」とは、装置という「もの」
の流量（km3）に対応した分だけ課金している。
を売るのではなく、圧縮空気を作りだし必要なところへ送り出す「こと」という「サービス」
を提供することに対する課金である。
ドイツの圧縮空気製造装置の例と同様に、ジェットエンジンのメーカーが「もの」としての
エンジンの塊を売る代わりに、デジタル化・ネットワーク化による遠隔監視技術を用いて、エ
ンジンが何時間か稼働した「こと」に対して、或いは、何千 km 飛行した「こと」に対して課
金するのも同様の発想に立つ。
「もの」から「こと」へのシフトという場合、
「こと」とは「サービス」を「提供すること」
でもある。したがって需要者の立場に立つと圧縮空気を使うという例のように、サービスを費
消した分だけ支払えばよいことになる。圧縮空気を使用した分は、圧縮空気を必要とするユー
ザーの事業収入によってカバーされる。ここには金融の場合のように収入があってもなくても
返済を強いられる理不尽さはみられない。サービスを費消した分だけ課金する例に従えば、需
要者は、装置を固定資産に計上する必要がなく、毎期、稼働した分だけ費用計上すればよい。
収入と費用が 1：1 の関係で連動する。購入時の大きな資金調達負担からも解放される。
「もの」から「こと」というサービスに着目すれば、需要が増大する可能性がある。こうし
たビジネスモデルの選択も競争力強化の手法になる。製造業のサービス経済化246は進む。ビジ
ネスモデルも企業の業務形態も見直しが不可避の所以である。

244
245

246

金融でいう「リース」「レンタル」の場合、装置の稼働状況（量や時間）は無関係である。単に期間配分した
金額が課金（この場合は「返済」
）される。
(再掲)独 Kaesarkompressoren 社～HP「シグマ・エア・ユーティリティー」に「必要なエアだけを購入」
「固
定費ではなく変動費に」とその利点が説明されている。
http://jp.kaeser.com/Products_and_Solutions/sigma-air-utility/default.asp

“○○aaS”という表記がある。Everything as a Service のように○○には数多い語句が入る。意味は文字通り
「サービスを提供すること」。○○には Software、Platform、Hardware などがあり、それぞれ SaaS、
PaaS、HaaS と略記される。ロボットでも Robotics as a Service(RaaS)などと使われている。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Everything_as_a_service
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図表 83 “PC2Be”ダイナミックサイクルの最終目標：付加価値の源泉の見直しと
製造業のパラダイムシフト

“PC2Be”のサイクル
絶えずより高次の”To Be”を目指して

“PC2Be”のサイクルによるパラダイムシフトを実現し、
ビジネスモデルの再構築を経て一段の国際競争力を目指す

”New Pysical World：New Process、New Product＆Service”
☛“PC2Be” のサイクルによって達成される世界
出所：諸資料を基に
NSRI山藤作成

国際競争力
付加価値の源泉

●スマートファクトリー、スマートサプライチェーン

既存収益事業の
改善・改革

顧客が支払うに足ると認識する価値

最適生産、変動対応、改善効率

●マス・カスタマイゼーション、パーソナライゼーション
受発注、生産計画、設計開発等の業務標準化

例、スーパーカー、CBX400F,
ブランド品

A.モノの所有そのもの
顧客に認識される価値

サイバー空
間の利活用

●スルーライフ・エンジニアリング・サービス

例、バルブ、ボルトナット、金型、難削材
の切削、異種金属接合等

B.モノの機能そのもの
技術・技能に認識される価値

リモートコントロール(監視、グレードアップ、保守メンテ等）
製品使用時点情報収集・新製品開発活用等

C.機能が稼働するとき

例、圧搾空気、エアコンディショニン
グ～流量課金

稼動して初めて認識される価値

例、保守メンテナンス、、 増産対応、流
行即応、事故自動通報装置

D.必要なときに素早く

ビジネスモデルの再構築

提供されることで認識される価値

新付加価値の追求
E.空き時間帯/空間帯レンタル化
一時的に借りて使えるという価値

☛製造業のパラダイムシフト
製造業のデジタル化・ネットワーク化、インテリジェンス化
サービス産業化（製品・サービスカスタム化）
複数個別システムを包括し、大規模全体システムへと再構築

F. 資金負担軽減
によって認識される価値

例、ウーバーやAirbnbの工場、機
械装置版、スマホ連動電子鍵

従来型ビジネス：
製品の売り切りの
一部は生き残る

Business Transformation
新しいビジネス：
「製品・サービス」の提供とそ
のトレースに着眼した「顧客
に寄り添う」姿勢の強化、こ
れからの主戦場

新規投資事業への
投資・進出

例、リース、レンタル、使用量対応課金

出所：諸資料を基にNSRI山藤作成

出所：諸資料を基に NSRI 作成
注. 上図は、これまでの図から「“PC2Be”によって達成される世界」の図や「国際競争力を強化する付加
価値の源泉」の図、「製造業のパラダイムシフト」の部分の図を取り出し、製造業が目指すべき姿として拡大
して並べ替えを行った図である。図は左側から右側に進む。
“PC2Be”ダイナミックサイクルの囲みにあるよ
うに「あるべき姿」を目指すには「ビジネスモデルの再構築」を要する場合があり、サイバー空間の活用によ
って進むパラダイムシフトに沿って「国際競争力」の囲みにある付加価値の源泉を見出すことが求められる。
国際競争力が高まると、一連の投資が回収される。さらなる成長が期待できる。最右端にはビジネスモデルの
変革の例として「売り切り型」からの転換の方向例が示されている。

3-2-3.“PC2Be”ダイナミックサイクルと TAKUMI4.0
“PC2Be”は、上述のとおり、現実のあるがまま（As Is）の世界を、IoT やビッグデータ、
AI などのコンピュータ関連科学技術をデジタルツールや ICT ツールとして、あるべき（ToBe）
現実世界に向けて変革していくことである。さらにいったん実現したあるべき世界もその時点
では AsIs の世界になることから、その次のあるべき現実（ToBe）世界を目指す。あるべき姿
が実現した時点の最新コンピュータ関連科学技術を活用して、もっと上の世界を目指す。従っ
てこのサイクルは「ぐるぐるといつまでも」まわり続ける。それゆえこのサイクルをダイナミ
ックサイクルと呼んだ。
ではだれがこのサイクルを回すのか。それが昨年の事業で提案された TAKUMI4.0 である。
TAKUMI4.0 の定義は、
「ものづくりの現場力をデジタル化し、CPS（Cyber Physical System）、
DT（Digital Twin）を構築すること」である。（平成 27 年度版報告書）
TAKUMI4.0 の目的・狙いは、「ものづくり技術の属人的傾向からの脱却を、デジタル技術
による知識化、高度化により成し遂げること」であり、「デジタル化・ネットワーク化を駆使
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して普遍化、標準化を進め、水平分業によりものづくりを深化させること」
（平成 27 年度版報
告書）である。
TAKUMI4.0 を具体的にみると、技術・技能の標準化やマニュアル化、自動化などを行うこ
とである。例えば業務・用語の標準化を進めたり、AR（拡張現実）技術、MR、VR 等最新技
術を活用したり、モデリングによるシミュレーションを行ったりすることである。また、デジ
タル化・ネットワーク化による見える化の徹底やビッグデータ分析、データマイニング、多変
量解析等の統計科学や、Deep Learning 等人工知能（AI）の活用などコンピュータ関連科学
技術の知識が必要になる。こうした技術や知識の活用を円滑に進めるためには外部企業との協
業推進も必要になろう。
このように TAKUMI 4.0 は、“PC2Be”ダイナミックサイクルの推進役である。つまり、
デジタルツールを駆使して絶えず To Be を目指そうとする原動力であり、イノベーションを担
う新しい時代におけるヒトの役割に相当する。次図はこの関係を図示化したものである。
図表 84

“PC2Be”のダイナミックサイクルと TAKUMI 4.0（概略版）

“PC2Be”

の

ダイナミック・サイクルサイク
“PC2Be”のダイナミック・サイクル
絶えずより高次の”To Be”を目指して

C

”New Pysical World：New Process、New Product＆Service”

☛“PC2Be”

P（As Is)
現在の現実世界

デジタル世界

Pysical(Real） World
Process
Product

コンピュータ関連科学・技術
デジタル・ツイン

A

サプライチェーン
製品ライフサイクル

IoT

絶えざる
進化・改善

ICT
Big Data

最適生産、変動対応、改善効率

●マス・カスタマイゼーション、パーソナライゼーション
受発注、生産計画、設計開発等の業務標準化

●スルーライフ・エンジニアリング・サービス

ネットワーク化された
新しい現実世界
↓

リモートコントロール(監視、グレードアップ、保守メンテ等）
製品使用時点情報収集・新製品開発活用等

最新のソフトウェア
（人工物）
と
最新機能のハードウェア
（人工物）

AI:人工知能
AR:拡張現実
VR:仮想現実

ビジネスモデルの再構築
D

市場動向
B

のサイクルによって達成される世界

●スマートファクトリー、スマートサプライチェーン

目標時点のTo BE:あるべき現実
⇒目標達成後は
さらに次のToBEを目指す
（絶えざる進化・改善）

現実世界をデジタルで描写

現在のブラックボックス

エンジニアリング・
チェーン

P（To Be)⇒未来のAs Is

C（Cyber)

Business Innovation

新付加価値の追求

Business Transformation

デジタル・ツイン、による
フィード・フォワード

デジタル投資
人材育成・教育訓練投資

日鉄住金総研㈱山藤

日鉄住金総研㈱山藤

TAKUMI 4.0

“PC2Be”のダイナミック・サイクルの推進役
デジタルツールを駆使して絶えずTo Beを目指そうとする原動力
イノベーションを担う新しいヒトの役割

●技術等の標準化(マニュアル化、自動化、業務・用語）と匠の技
●形式知化（モデリング、シミュレーション、AR,MR,VRの活用）
●データの活用（ビッグデータ、AI、統計解析）
・ブラックボックスの見える化
・新知識・知見の発見・活用
・新付加価値を生む仕組み・方向性の構想・デザイン
●協業化（デジタル化・ネットワーク化に伴う他社との協業推進）

注.図中の上部“PC2Be”のダイナミックサイクルの中の矢印図にかかる A,B,C,D のそれぞれから
矢印線が TAKUMI4.0 に伸びている。この矢印線はデジタル化・ネットワーク化による「見え
る化」の結果を解釈したり、評価・判断したり、あるべき姿を目指したりするヒトの役割と動
きを推進するのが TAKUMI4.0 であることを示している。TAKUMI4.0 はダイナミックサイク
ルの推進役だといえる。
出所：本専門部会での議論を踏まえ、NSRI にて作成
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3-3.新しい現場力と TAKUMI4.0
ここでは本専門部会において議論された TAKUMI4.0 の考え方について改めて整理してお
くことにする。

3-3-1.新しい現場力と TAKUMI4.0 の捉え方
TAKUMI4.0 については原提案者の北出部会長をはじめとして委員からも複数の意見が出
されている。また TAKUMI4.0 に求められる役割や能力の議論から新しい現場力についても意
見が出された。以下はその概要を整理したものである。

3-3-1(1).TAKUMI4.0 の捉え方
北出部会長による提案、問題意識
北出部会長による提案、問題意識によれば、TAKUMI4.0 の定義は以下のようになる。
 ものづくりの現場力をデジタル化し、CPS（Cyber Physical System）、DT（Digital
Twin）を構築する。
 従来の日本のものづくり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。
また、TAKUMI 自体が活躍する場面として以下を挙げている。
 設計、生産技術、製造、検査、メンテナンスなど
 ものづくりの様々な場面で TAKUMI が居るとの認識。

島津製作所

小林委員による提案

島津製作所

小林委員からは以下のような提案があった。

 「TAKUMI4.0」の定義
匠の技をデジタル上に再現し、様々な情報、解析技術・判断技術・分析技術を利
用して最適化し、人と機械の協働により実現する技術。
 「TAKUMI4.0」の効果
「人が身体を使って実現できる技術」の限界を超えた「技術」を生み出すことが
可能になる。匠の帰属する属人的な技術を可視化することにより、意図的に深化、
強化することが可能になる。
 普遍化・標準化することにより、水平展開（使い倒すこと）、将来の人手不足への対
応が可能になる。
以上～島津製作所 小林委員資料から

3-3-1(2).専門部会委員による デジタル化された現場力の具体例
ものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会では、TAKUMI4.0 の具体例を委員から募集
した。これは部会長の「TAKUMI4.0 のイメージを具体化したい」との意向を踏まえ、各社ご
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との TAKUMI4.0 に該当しそうな事例を収集することにした。募集に当たり以下のようなスペ
ックを提示した。
 仕込み生産品、個別受注品、生産量（1 品、少量、大量）、B2B/B2C など様々の TAKUMI
の事例を収集し、分類、体系化、抽象化してみる。
 基本は公開情報から、アイデアのみも可。
 実際の匠をデジタル化するという発想も OK。
 ものづくりの場面における TAKUMI4.0 の姿を提言できないか。
収集された 80 の事例を整理すると、生産技術や製造技術などの領域、領域ごとの技術課題
からデジタル化手法などいくつかの分類項目が得られた。例えば、技術課題に対応するデジタ
ル化手法には、シミュレーション関連、ロボット関連、その他のデジタル化・ネットワーク化・
自動化関連の技術がみられる。そこで最終的には専門部会委員による 80 事例について「対象
となるヒトの状態」
「技術領域」
「デジタル化の課題」
「課題の対策としてのデジタル化手法」
「対
策後のヒトの役割」という項目別に整理・分類を行った。こうして事例は「TAKUMI 事例
件

80

247

領域別「課題」「対策」リスト」に集約された 。
このうち事例が対象としている「ヒト」については以下のような範疇が浮上してきた。「匠

と称される技術・技能者」や「形式知化して継承されるべき技を具備する熟練とされる技術・
技能者」、
「指導・支援を要する不慣れな従業員」、
「省力・省人の対象となりうる業務に従事す
る従業員」、
「生産性・作業効率を改善すべき業務に従事する従業員」の 4 つである。

事例収集の結果から見た TAKUMI4.0
本事例収集から得られた TAKUMI4.0 とは、「デジタル化等を必要とする課題を発見でき、
デジタル化等技術を自在に駆使して解決することができる」ヒト乃至考え方である。
デジタル化等技術とは、シミュレーション技術(解析技術）、ロボット導入・教示技術、デジ
タル化・ネットワーク化技術、自動化技術などを「匠」に使いこなすことができる技術である。
しかし、技術は絶えず進歩する。従って、いったんデジタル化が完了してもそれで終わりには
ならない。さらなる高みを目指す必要がある。そこにはおのずから「対策後におけるヒトの新
しい役割が随伴する。つまり、TAKUMI4.0 は、単に技術課題に対して対策を立てデジタル化
による課題解決ができるだけでなく、対策後の役割もきちんと果たすことができ、さらにその
上の「あるべき姿」を追求し続けるという役割まで含まれる。これは TAKUMI4.0 が「匠の技」
の意図的な深化、強化を可能にするとともに、人が身体を使って実現できる技術の限界を突破
できる（小林委員）ことにも通じる。

247

収集事例の結果詳細は「参考資料編」参照
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3-3-1(3). TAKUMI4.0 の分野別具体例
次に、TAKUMI4.0 の「個別具体事例248」を分野ごとに整理する。事例上の分野には生産技
術系、製造技術系、開発・設計系、保守・メンテナンス系、検査・計測・検出技術系がある。
次の表は、生産技術などの分野ごとに「ヒトの役割」と「求められる能力」についてどのよう
な具体的な例があったかを整理したものである。
図表 85

生産技術のデジタル化等：ヒトの役割と求められる能力の例

 シミュレーション結果の解析と実際との照合評価
 事前の意図の実現度合いとさらなる改善点の探索と改善
⇒そのためには従前の熟練者とシミュレーショ技術者という組み合わせが必要
 解析結果・計算結果の読み取りと判断、次なるステップの計画・立案等
 見える化された製造ラインの異常などの違和感を察知し、必要な処置を取る
 ロボットの作業結果の評価、
 さらなる改善点の探索と改善⇒そのためには従前の熟練者が必要
（例.ロボット不可部分の面取り作業とその自動化の探求）
 開発したモデルの評価
 さらなる改善点の探索と改善
 作業結果に対する評価（事前の意図の実現度合い）
 さらなる改善点の探索と改善
 予知検知後の修繕作業⇒そのためにはベテランが必要
 予測・計測結果の読み取りと判断、次なるステップの計画・立案等
出所：参考資料編の「TAKUMI 事例」の表のうち「生産技術」の部分から NSRI 作成

図表 86

製造技術のデジタル化：ヒトの役割と求められる能力の例

 ロボット化後に残された代替不可部分（へら絞り加工）の自動化の探求
 デジタル化後の実態との照合評価（事前の意図の実現度合い）
 さらなる改善点の探索と改善
 自動化後に残された自動化不可部分(鉄板曲げ)の更なる自動化探求と改善探索
 システム自動化後の監視、メンテナンス
 さらなる改善探究
 作業結果に対する監視・評価（事前の意図の実現度合い）
 さらなる改善点の探索と改善
 デジタル化後に必要となる監視・評価（事前の意図の実現度合い）
 さらなる改善点の探索と改善
（例｢液をこぼさず、高速で行うコツ」の自動化実現性の監視・評価｣
 ロボットの作業結果の評価（事前の意図の実現度合い）
 さらなる改善点の探索と改善⇒従前の熟練者が必要
 データの読み取り、評価・判断、実際の保守作業

248
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 自動計測結果に対する評価（事前の意図の実現度合い）
 さらなる改善点の探索と改善
出所：参考資料編の「TAKUMI 事例」の表のうち「製造技術」の部分から NSRI 作成

図表 87

開発・設計のデジタル化：ヒトの役割と求められる能力の例
≪設計≫

≪開発≫

 シミュレーション結果の解析と実際との  最適であることの評価：グローバル
な見積もり、設計標準ツールの開発
照合評価（事前の意図の実現度合い）
と活用
 さらなる改善点の探索と改善
 解析技術力：解析結果の評価（事前の意  シミュレーション結果の解析と実際
との照合評価（事前の意図の実現度
図の実現度合い）
合い）
 さらなる改善点の探索と改善
 ツールの評価（事前の意図の実現度合い）  計測結果の評価と判断
 さらなる改善点の探索と改善
 さらなる改善点の探索と改善
出所：参考資料編の「TAKUMI 事例」の表のうち「開発・設計」の部分から NSRI 作成

図表 88





保守・メンテナンス技術のデジタル化：ヒトの役割と求められる能力の例

予測結果の評価（事前の意図の実現度合い）⇒さらなる改善点の探索と改善
計測処理と照合の評価（事前の意図の実現度合い）⇒さらなる改善点の探索と改善
監視力、異常発見力、異常事態対応力⇒アプリやサービス手法の更なる改善探索
検査結果の評価（事前の意図の実現度合い）⇒システムのさらなる改善探索
出所：参考資料編の「TAKUMI 事例」の表のうち「保守・メンテナンス技術」の部分から NSRI 作成

図表 89

検査・計測・検出技術のデジタル化：ヒトの役割と求められる能力の例

≪検査・計測技術≫
 自動計測結果の照合評価（事前の意図の実現度合
い）⇒計測手法、システムのさらなる改善探索力
 分析結果の照合評価（事前の意図の実現度合い）
 システムのさらなる改善探索力
 画像処理結果と実際の照合評価（事前の意図の実
現度合い）⇒システムのさらなる改善探索力
 作業支援結果の実際との照合評価（事前の意図の
実現度合い） ⇒システムのさらなる改善探索力

≪検出技術≫
 検出結果と実際との照合評
価（事前の意図の実現度合
い）
 検出技術のさらなる改
善探索
 検出精度の精査と処理技術
のさらなる改善探索

出所：参考資料編の「TAKUMI 事例」の表のうち「検査・計測・検出技術」の部分から NSRI 作成

3-3-2.「匠の技」から“TAKUMI4.0”に向けて
TAKUMI4.0 の時代になったときに、従来の「匠の技」の位置づけはどう変わるのか。すた
れてしまうのか。本専門部会の議論で支配的な考え方は、依然として「匠の技」の存在は重要
な意味合いを持つという考え方である。次の節からはこうした観点から改めて「匠の技」に焦
点を当てることにする。
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3-3-2(1)「匠の技」とは
3-3-2(1)「匠の技」とは
3-3-2(1)「匠の技」とは
「匠の技」とは
「匠の技」とは
「匠の技」とは
そもそも「匠の技」とは何か。島津製作所小林委員によれば、
そもそも「匠の技」とは何か。島津製作所小林委員によれば、
そもそも「匠の技」とは何か。島津製作所小林委員によれば、
「熟練した作業者が行う高度
「熟練した作業者が行う高度
「熟練した作業者が行う高度
な作業のこと（工業分野限定）
な作業のこと（工業分野限定）
な作業のこと（工業分野限定）
）である。それゆえに「匠の技」は、知識・経験・勘（頭脳の
）である。それゆえに「匠の技」は、知識・経験・勘（頭脳の
）である。それゆえに「匠の技」は、知識・経験・勘（頭脳の
利用）と五感（感覚の利用）を適切に組合せられ（頭脳の利用）
利用）と五感（感覚の利用）を適切に組合せられ（頭脳の利用）
利用）と五感（感覚の利用）を適切に組合せられ（頭脳の利用）
、容易にまねできない特殊な
、容易にまねできない特殊な
、容易にまねできない特殊な
動作（身体の利用）を行う能力のことを指す。これは形式知化が難しい領域（島津製作所
動作（身体の利用）を行う能力のことを指す。これは形式知化が難しい領域（島津製作所
動作（身体の利用）を行う能力のことを指す。これは形式知化が難しい領域（島津製作所
小 小 小
249）である。
249）である。
249）である。
林委員配布資料
林委員配布資料
林委員配布資料

図表
図表
90図表
90「匠の技」を構成する要素
90
「匠の技」を構成する要素
「匠の技」を構成する要素
• 「知識・経験・勘（頭脳）」
• 「知識・経験・勘（頭脳）」
• 「知識・経験・勘（頭脳）」
知識知識 知識

各種の⼿法とそれらに関連する豊富な知識
各種の⼿法とそれらに関連する豊富な知識
各種の⼿法とそれらに関連する豊富な知識

経験経験 経験

多くの成功/失敗体験により獲得した判断⼒
多くの成功/失敗体験により獲得した判断⼒
多くの成功/失敗体験により獲得した判断⼒

勘 勘

勘

• 「五感（感覚）」
• 「五感（感覚）」
• 「五感（感覚）」
感覚感覚 感覚

研ぎ澄まされた視覚・嗅覚・味覚・聴覚・触覚
研ぎ澄まされた視覚・嗅覚・味覚・聴覚・触覚
研ぎ澄まされた視覚・嗅覚・味覚・聴覚・触覚

神経神経 神経

感覚を正確に情報を脳に伝える能⼒
感覚を正確に情報を脳に伝える能⼒
感覚を正確に情報を脳に伝える能⼒

• 「組み合わせ（頭脳）」
• 「組み合わせ（頭脳）」
• 「組み合わせ（頭脳）」
解析解析 解析

感覚情報を理解する能⼒
感覚情報を理解する能⼒
感覚情報を理解する能⼒

構造化
構造化
構造化

事象（の因果関係）を把握・整理・解析する能⼒
事象（の因果関係）を把握・整理・解析する能⼒
事象（の因果関係）を把握・整理・解析する能⼒

判断判断 判断

適切な動作を選択する能⼒
適切な動作を選択する能⼒
適切な動作を選択する能⼒

• 「特殊な動作（身体）」
• 「特殊な動作（身体）」
• 「特殊な動作（身体）」
動作動作 動作

位置・量・⼒・時間など、アナログ量を適切に制御する能⼒
位置・量・⼒・時間など、アナログ量を適切に制御する能⼒
位置・量・⼒・時間など、アナログ量を適切に制御する能⼒

出所：2016.09.21
出所：2016.09.21
出所：2016.09.21
専門部会島津製作所小林委員配布資料
専門部会島津製作所小林委員配布資料
専門部会島津製作所小林委員配布資料
「TAKUMI4.0
「TAKUMI4.0
「TAKUMI4.0
についての考察」
についての考察」
についての考察」

3-3-2(2).「匠の技」の見える化
3-3-2(2).「匠の技」の見える化
3-3-2(2).「匠の技」の見える化
「匠の技」の見える化のアプローチ
「匠の技」の見える化のアプローチ
「匠の技」の見える化のアプローチ
250。本専門部会
250。本専門部会
250。本専門部会
「匠の技」には見える化できる場合と見える化が困難な場合があるという
「匠の技」には見える化できる場合と見える化が困難な場合があるという
「匠の技」には見える化できる場合と見える化が困難な場合があるという

の圓川委員資料によれば、それぞれ次のようになる。
の圓川委員資料によれば、それぞれ次のようになる。
の圓川委員資料によれば、それぞれ次のようになる。
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「匠の技」の見える化のアプローチ
「匠の技」の見える化のアプローチ
見える化できる場合
見える化できる場合
見える化できる場合

見える化が困難な場合
見える化が困難な場合
見える化が困難な場合

1. 直接的観測法、VTR
1. 1.
直接的観測法、VTR
直接的観測法、VTR
等 等 等
2. 身体性知能科学
2. 2.
身体性知能科学
身体性知能科学
3. 言語プロトコル法
3. 3.
言語プロトコル法
言語プロトコル法
SCAT
法、ダラリング
SCAT
SCAT
法、ダラリング
法、ダラリング

4. 解析的アプローチ
4. 4.
解析的アプローチ
解析的アプローチ
5. 機能的アプローチ
5. 5.
機能的アプローチ
機能的アプローチ
統計的解析アプローチ
統計的解析アプローチ
統計的解析アプローチ
AI（教師付学習）
AI（教師付学習）
AI（教師付学習）

出所：2016.11.15
出所：2016.11.15
出所：2016.11.15
部会資料
部会資料
部会資料
PTUPTU
圓川委員資料
PTU
圓川委員資料
圓川委員資料

249 出所：平成
249 出所：平成
249 出所：平成
28 年/2016.09.21
28 年/2016.09.21
28 年/2016.09.21
専門部会島津製作所小林委員配布資料「TAKUMI4.0
専門部会島津製作所小林委員配布資料「TAKUMI4.0
専門部会島津製作所小林委員配布資料「TAKUMI4.0
についての考察」
についての考察」
についての考察」
250 出所：平成
250 出所：平成
250 出所：平成
28 年/2016.11.15
28 年/2016.11.15
28 年/2016.11.15
専門部会配布資料「PTU
専門部会配布資料「PTU
専門部会配布資料「PTU
圓川委員資料」
圓川委員資料」
圓川委員資料」

128128 128
－128－

「匠の技」の実現と高度化への方法
圓川委員からは「匠の技」の実現と高度化への方法として次のような資料提供があった。機
械と人の役割分担を考えるとき、
「機械＋人（機械ができない部分）」という組み合わせは、や
がて「新技術開発による機械で実現」される。また、「機械＋人+AI（機械もできない部分）」
の場合は、「ヒトの苦手な最適化技術により高度化が実現」されるという251。
図表 92

「匠の技」の実現と高度化への方法
1 伝承容易化（人⇒人）
2 機械への代替
3 機械＋AI
4 機械＋人（機械ができない部分）→新技術開発による機械で実現
5 機械＋人+AI(機械もできない部分)→ヒトの苦手な最適化技術による高度化の実現
出所：2016.11.15 部会資料

PTU 圓川委員資料から

同様に「『匠の技』の計測方法」や「匠の技」の形式知化（デジタル化）～カンコツ作業の
普遍化についての資料（圓川委員）によれば、次のような整理が可能になる。
図表 93

「匠の技」の計測方法

平成 28 年/2016.11.15 専門部会配布資料「PTU 圓川委員資料」

「匠の技」の形式知化(デジタル化)～カンコツ作業の普遍化
暗黙知の代表的な技能を表現するときの言葉に「カン」と「コツ」がある。この「カンコツ」
の作業を形式知化するための方法を技術別に整理したものが次図の「カンコツ作業の普遍化」
である。

251

出所：平成 28 年／2016.11.15 専門部会配布資料「PTU 圓川委員資料」
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図表 94

カンコツ作業の普遍化

平成 28 年/2016.11.15 専門部会配布資料「PTU 圓川委員資料」

以上をまとめると、現状の匠の技は随所で重要な役割を担っている。現状の匠の技は、原則
としてシミュレーションや自動化にシフトしていく。そのために「見える化」や「形式知化」
を行う努力を重ねていく必要がある。しかし、こうした努力にはコストパフォーマンスという
壁がつきものである。壁を突き破れない場合には「匠の技」は引き続き継承発展していく努力
が求められる。こうした「匠の技でレベルアップ」が日本の強みとなる（島津製作所小林委員）。
図表 95

AS IS から

TO BE

を目指す活動と「匠の技」
：さらなる見える化と高度化の方向性

業務/用語の標準化

作業するヒト

作業・課題・解決
作業の課題

解決方向性

不慣れなヒト

習熟/自動化

AR等の活用、

ベテラン/習熟者

継承/自動化

シミュレーション

匠（の技）

※匠の技でレベルアップ
日本の強み

匠（の技）
未知の知見獲得

無意識の領域

最後に残る匠の技
（Ｃost Ｐerformance 対比）

人工知能

注1

匠の技の世界
匠

ベテラン

習熟者

「匠の技」引き続き継承の要
※「匠の技」尊重風土維持・醸成

匠の技の見える化アプローチ

見える化できる場合

見える化が困難な場合

・直接的観測法（VTR等）
・身体性知能科学
・言語プロトコル法
SCAT法、ダラリング

・解析的アプローチ
・帰納的アプローチ
統計的解析アプローチ
AI(教師付学習）

注2

匠の技の実現と高度化への方法

機械＋人（機械ができない部分）
→新技術開発による機械で実現
機械＋人+AI(機械もできない部分)
→ヒトの苦手な最適化技術による高度化の実現

注1、注2はいずれも圓川委員資料による

出所：専門部会圓川委員および小林委員の資料を基に NSRI 作成

圓川委員によると「機械が得意」なことは極力機械を使う。「人が苦手」とすることは AI
を活用する。
「機械ができない」ところはヒトが「ヒトらしさ252」を発揮する。ヒトと機械や
AI の適切な組み合わせによって、生産の高度化を目指すことができる。デジタル化・ネット

252

次の節「3-3-2(3). 「匠の技」から新しい「匠」、“TAKUMI4.0”へ」における「デジタル化が難しい領
域」次ページの図表等参照

130
－130－

ワーク化技術を活用できるところは最大限活用253するとともに、従来の「匠の技」をさらにレ
ベルアップしていく。それが新しい日本の強みとなる。

3-3-2(3). 「匠の技」から新しい「匠」“TAKUMI4.0”へ
匠の技と TAKUMI4.0 との関係
匠の技には形式知化が進む分野と進まない分野がある。小林委員提出の資料により、匠の技
を構成要素別に分解し、形式知化が進む分野に対応する形式知化の手法や「匠の技」の形式知
化（デジタル化）が難しい領域についてその特徴を整理した。
次の表は最左端の列に匠の技の定義が「知識・経験・勘と五感を適切に組み合わせ、容易に
まねできない特殊な動作を行う能力のこと」とある。右側の列に行くにしたがって、匠の技の
構成要素ごとに解説と形式知化（デジタル化）の手法が整理されている。例えば五感のところ
をみると、
「感覚」とは「研ぎ澄まされた視覚・臭覚・味覚・聴覚・触覚」のこと。
「神経」は
感覚で知覚した情報を正確に脳に伝える能力だとされている。さらに感覚・神経の形式知化（デ
ジタル化）の手法をみると、各種センサー類の検出・計測技術や通信技術が挙げられている。
図表 96

「匠の技」とは、構成要素、形式知化（デジタル化）手法と難しい領域

熟練した作業者が行う高度な作業のこと(工業分野限定）
「匠の技」の構成要素

匠の技とは↓
知識・経験・勘(頭脳の利用）

「匠の技」の形式知化 (デジタル化）手
法

知識

各種の手法とそれらに関連する豊富な知識

経験

多くの成功/失敗体験により獲得した判断力

解析技術(シミュレーショ技術）

勘(頭脳の利用）

未経験な事象に対する判断力

判断技術（AI技術、機械学習）

感覚

研ぎ澄まされた視覚・嗅覚・味覚・聴覚・触覚

検出・計測技術(各種センサー類）

神経

感覚で知覚した情報を正確に脳に伝える能力

通信技術
分析技術、解析技術、画像処理技術

「匠の技」の形式知化
(デジタル化）が難しい領域

データ処理技術、クラウド技術

と
五感（感覚の利用）
を適切に
組合せ（頭脳の利用）

解析

感覚情報を理解する能力

構造化

事象の(因果関係）を把握・整理・解析する能力

構造化技術、モデリング技術

判断

適切な動作を選択する能力

判断技術（AI技術、機械学習）

容易にまねできない
特殊な動作（身体の利用）

動作

位置・量・力・時間など、アナログ量を適切に制御する能力

「組合
せ(頭
脳）」
（構造
化、判
断）

知識、経験、勘(時間
をかけて獲得した情
報）と五感(短時間で
変化する情報)を適
切に組み合わせ、
【変化する対象物に
対して)短時間で(瞬
時に)事象（の因果関
係）を把握・整理・解
析し、次に起こすべ
き適切な動作を選
択。指示することが
求められるため。

アクチュエータ、ロボット技術

を行う能力のこと

出所：専門部会小林委員提出資料から NSRI にて抜粋作成

最右端には「匠の技」の形式知化（デジタル化）が難しい領域の理由が挙げられている。難
しい領域の特徴として「解析したり、構造化したり、判断するといった頭脳を利用してさまざ
まな能力を『組合せ』る領域」を挙げている。その理由は「知識、経験、勘（時間をかけて獲
得した情報）と五感254（短時間で変化する情報やその時の状況判断など）を適切に組み合わせ、
「変化する対象物に対して短時間で（瞬時に）事象の因果関係を把握・整理・解析し、次に起
こすべき適切な動作を選択・指示することが求められるため」としている。

253
254

「最大限活用」の意味合いについては「3-3-2(3). 「匠の技」から新しい「匠」、“TAKUMI4.0”へ」に
おける小林委員による図表「TAKUMI4.0 とは、TAKUMI4.0 で期待される効果」参照
五感のカッコ内は、小林委員案と部会意見から作成
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以上から小林委員資料によると、
「匠の技」とは何かという議論から推し進め、デジタル化・
ネットワーク化を経た新しい匠の技である「TAKUMI4.0」について、次のような捉え方を提
案している。
「TAKUMI4.0」とは、「匠の技をデジタル上に再現し、様々な情報、解析技術・
判断技術・分析技術を利用して最適化し、人と機械の協働により実現する技術」である。
また、TAKUMI4.0 で期待される効果として次の三つが挙げられている。まず「人が身体を
使って実現できる技術」の限界を超えた「技術」を生み出すことが可能になる。
」次に「匠の
属人的な技術を可視化することにより、意図的に深化、強化することが可能になる。」三つ目
が「普遍化・標準化することにより、水平展開（使い倒すこと）、将来の人手不足への対応が
可能になる」である。
～島津製作所
図表 97

小林委員資料から

TAKUMI4.0 とは、TAKUMI4.0 で期待される効果

「TAKUMI4.0」の定義

 匠の技をデジタル上に再現し、様々な情報、解析技術・判断技術・
分析技術を利用して最適化し、人と機械の協働により実現する技術

「TAKUMI4.0」の効果

 「人が身体を使って実現できる技術」の限界を超えた「技術」を生
み出すことが可能になる
 匠の帰属する属人的な技術を可視化することにより、意図的に深
化、強化することが可能になる
 普遍化・標準化することにより、水平展開（使い倒すこと）、将来
の人手不足への対応が可能になる

出所：専門部会小林委員提出資料から NSRI にて抜粋作成

“TAKUMI4.0”の「以前」と「以後」
本専門部会では“TAKUMI4.0”についての考察を深めるために「ものづくり」に関する「ヒ
ト」と「マシン」の役割分担に着目した。“TAKUMI4.0”というデジタル化・ネットワーク化
が進む以前と以後で「ヒト」と「マシン」の役割・関係がどう変化するかという観点である。
ここで「ヒト」とは「思考（判断、推論等）、創造、感覚（五感）
・感情、こだわり、思いやり）
といった人が持つ特性に注目することを強調する意味でカタカナとしている。同様に「マシン」
についても、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、プロトコルといった人工物を包含
する意味で「ヒト」と対峙する形で「マシン」と呼ぶことにしている。
次の表は、ものづくり」に関する「ヒト」と「マシン」の役割分担の変化をまとめたもので
ある。左表は TAKUMI4.0 以前のデジタル化・ネットワーク化が進んでいない時点を、右表は
進んだ時点を表わす。それぞれヒトなら得意か不得意か、マシンなら得意か、不得意かという
視点から表を組み立てた。表の中にはそれぞれの得意、不得意の概要とその例がある。
表中の「デジタル化等」とは「数値化、データの蓄積・流通・解析・活用、シミュレーショ
ン」などのデジタル化・ネットワーク化によって可能になる様々な活動や動きなどを表象した
ものである。例えば「ソフトウェアの進化」をみると、 “TAKUMI4.0”
「以前」の世界では、
ソフトウェアを進化・高度化させるには、ソフトウェアをヒトが書き換える必要があった。
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“TAKUMI4.0”
「以後」の世界では、ヒトが書き換える必要はなく知的機械（AI）が自己学習
する。人を直接介さずに進化・高度化し続けるようになる255。
こうした変化が進展することにより、
「ヒトにはできないか不得手」でかつ「マシンにもで
“TAKUMI4.0”
「以後」の世界では、ヒトが書き換える必要はなく知的機械（AI）が自己学習
する。人を直接介さずに進化・高度化し続けるようになる255。
きないか不得手」な領域（次図の右下部分）は、本来であればヒトもマシンもできないゆえに
こうした変化が進展することにより、
「ヒトにはできないか不得手」でかつ「マシンにもで
空白となるはずである。
しかし次図には、ヒトもマシンもそれぞれ単独では為しえないものの、
きないか不得手」な領域（次図の右下部分）は、本来であればヒトもマシンもできないゆえに
両者が協調すれば可能になる取組が入っている。例として手術支援ロボット「ダビンチ」やコ
空白となるはずである。しかし次図には、ヒトもマシンもそれぞれ単独では為しえないものの、

ンピュータ制御のロボットアーム「サイバーナイフ」がある。つまりこの領域には「人がデジ
両者が協調すれば可能になる取組が入っている。例として手術支援ロボット「ダビンチ」やコ

タル化・ネットワーク化のおかげで“複雑・微細・高度・長期訓練を要する習熟作業”から解
ンピュータ制御のロボットアーム「サイバーナイフ」がある。つまりこの領域には「人がデジ
タル化・ネットワーク化のおかげで“複雑・微細・高度・長期訓練を要する習熟作業”から解
放される取組」や「人間の経験や判断を複数の機器により補い、人間を補佐することでより高
放される取組」や「人間の経験や判断を複数の機器により補い、人間を補佐することでより高
次・高度の業務が可能になる取組」などが入る。
次・高度の業務が可能になる取組」などが入る。

図表 98

「ものづくり」に関する「ヒト」と「マシン」の役割分担
図表 98 「ものづくり」に関する「ヒト」と「マシン」の役割分担

「ものづくり」に関する「ヒト」と「マシン」の役割分担
注1
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従来はソフトウェアを人が書き換えることでモデルが進化、今後は知的機械（AI)が自己学習することで絶えず進化（複雑化により人は手が出せず）注3

注 1.：本図表は北出部会長作成の図表がベース。
思考(判断、推論等）、創造、感覚(五感）・感情、こだわり、思いやり、－－
注 2.注 3.：Harvard Business Review”The Competitive Landscape for Machine Intelligence”
、Shivon
ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、プロトコル、－－
Zilis、James Cham Nov.02.2016 から NSRI 作成
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マシン(人造物、人工物）
デジタル化等(・ネットワーク化）
ソフトウェアの進化
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数値化、データ蓄積・流通・解析・活用、シミュレーション、－－
従来はソフトウェアを人が書き換えることでモデルが進化、今後は知的機械（AI)が自己学習することで絶えず進化（複雑化により人は手が出せず）注3

人工知能による自己学習・機械学習による世界は、すでに深層学習（ディープ・ラーニング）と呼ばれる人工
注 1.：本図表は北出部会長作成の図表がベース。
知能が実現しつつある。囲碁の世界で有名になった人工知能の勝利は、その思考過程や推論の検証などがで
注 2.注 3.：Harvard
Business Review”The Competitive Landscape for Machine Intelligence”、Shivon
きないという。複雑化により人には手が出せない世界になりつつある。Harvard Business Review”The
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から NSRI 作成Zilis、James Cham Nov.02.2016
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for Machine Intelligence”、Shivon
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人工知能による自己学習・機械学習による世界は、すでに深層学習（ディープ・ラーニング）と呼ばれる人工
知能が実現しつつある。囲碁の世界で有名になった人工知能の勝利は、その思考過程や推論の検証などがで
きないという。複雑化により人には手が出せない世界になりつつある。Harvard Business Review”The
Competitive Landscape for Machine Intelligence”、Shivon Zilis、James Cham Nov.02.2016
https://hbr.org/2016/11/the-competitive-landscape-for-machine-intelligence
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3-3-3.新しい現場力と TAKUMI4.0 に求められる役割・能力
これからの「日本のものづくり」を進化させるために必要なことといえば、やはり現場力の
発揮であろう。日本のものづくりは、「現場力にある」と言われてきた。それを支えてきたの
が「匠の技」
（コア技術）である。
「匠の技」は人（「匠」）に帰属する。属人的である。それゆ
えに「匠の技」の強化、使い回しは難しい。「TAKUMI4.0」では、「匠の技」から「技」だけ
をデジタル技術によって人から切り離し、
「技」そのものを進化させていく。このプロセスが、
新しい現場力であり、これからの「日本のものづくり」の推進力として不可欠になる。
「TAKUMI4.0」への進化に伴い、人は、人にしかできない難易度の高い、もっと創造性の
必要な業務にシフト（進化）していく。これが、日本のモノづくりを進化させていく現場力と
しての新しい「匠」～TAKUMI4.0

の姿だといえよう256。このように人の役割はデジタル化・

ネットワーク化が進むことによって変貌する。変貌を推進するのが「TAKUMI4.0」である。
TAKUMI4.0 は、日本のモノづくりを進化させる現場力・推進力であり、新しい人の役割であ
る。
以下ではヒトの役割の変化に焦点を当てる。専門部会委員から収集された具体例257をデジタ
ル化・ネットワーク化の「過程」と「以後」の 2 つに分けてヒトの役割を検討・整理する。前
者は「デジタル化・ネットワーク化を進める過程で必要となるヒトの役割と求められる能力」
である。後者は「デジタル化・ネットワーク化後に必要となるヒトの役割と求められる能力」
であり、これは「新しい現場力」に通じる能力でもある。

3-3-3(1).デジタル化・ネットワーク化の過程で必要となる対策と能力
まずデジタル化・ネットワーク化を進める過程で必要となるヒトの役割と求められる能力に
ついて検討する。そのために専門部会委員から TAKUMI4.0 の例として提出された「個別具体
事例258」の中から、デジタル化等を実行するために取られた対策に注目する。対策事例からそ
こで求められた能力について検討した。検討した対策事例は主に次の 3 つである。「シミュレ
ーション技術(解析技術)）と「ロボット導入技術・同教示技術」および「その他のデジタル化・
ネットワーク化技術、自動化技術など」である。次表は、左側の列が 3 つのデジタル化等259対
策の例を、右側の列が同対策を実行するための能力について列挙したものである。
図表 99

デジタル化等の技術を「匠」に使いこなすことができる能力とは

デジタル化等対策の例
シミュレーション技術（解析技術）
ロボット導入技術・教示技術

256
257
258
259

デジタル化等対策を実行するための能力
データ処理技術、クラウド技術、
判断技術（AI 技術、機械学習）
構造化技術、モデリング技術
アクチュエータ、ロボット技術

専門部会の島津製作所 小林委員資料の提出資料や部会での議論に基づいて作成。
専門部会委員からの具体例全 80 事例の詳細は参考資料編参照
参考資料編 「1.TAKUMI 事例」参照
「デジタル化等」とはデジタル化・ネットワーク化を略したもの。以下同様
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その他のデジタル化・ネットワーク
化技術、自動化技術）など

検出・計測技術（各種センサー類）
、通信技術
分析技術、解析技術、画像処理技術

注. 上表のデジタル化等対策の例にあるデジタル化・ネットワーク化を進めるには、右側にあるような
技術を使いこなせる能力が必要となる。
出所：参考資料編の「TAKUMI 事例」の表最上部「ヒト」欄、
「熟練・不慣れ､生産性／効率、精度、作
業量削減」に関する説明と島津製作所小林委員資料から NSRI 作成

総括すると、TAKUMI4.0 の一つの例として、
「デジタル化等を必要とする課題を発見でき、
同技術を自在に駆使して解決することができる能力」を挙げることができる。

3-3-3(2).デジタル化・ネットワーク化後の「新しい現場力」とは？
TAKUMI4.0 に必要な役割・能力
TAKUMI4.0 には、デジタル化等を必要とする課題を発見でき、同技術を自在に駆使して解
決することができる能力（デジタル化等の技術）が根底にある。次の 3 つの能力は、デジタル
化等の技術を「匠」に使いこなすことができる能力として専門部会収集事例などを参考にまと
めたものである。
第 1 に、シミュレーション技術を使いこなす能力。ここにはモデリング技術、構造化技術、
データ処理技術、解析技術、クラウド技術、ビッグデータ、人工知能技術（AI 技術、機械学
習など）などが包含される 。
第 2 に、ロボット関連技術や自動化技術を使いこなす能力。これにはロボット導入技術・
同教示技術などアクチュエータや制御技術などが含まれる。
第 3 に、デジタル化・ネットワーク化技術を使いこなす能力。これは各種センサー類など
の検出・計測技術、通信技術、画像処理技術などを駆使できる技術。IoT や IoE などのほかデ
ータ収集・同蓄積の技術などがその例になる。
TAKUMI4.0 に必要な役割や能力とは「機械化、自動化、最適化等を実現する技術」や「現
場力をデジタル化、CPS 化、デジタルツインを構築する技術」、
「デジタル化、ネットワーク化
により普遍化、標準化を推進し、水平分業で深化させる技術」などである。また、「匠の技」
を高度化し、進化させる能力でもある。つまり「新しい現場力」とは「現場力をデジタル化、
ネットワーク化する技術、及び、その後に必要になる技術」であり、これからますます必要か
つ重要になる。

3-3-4. 新しい現場力と絶えざる進化を目指して～TAKUMI 4.0
これまで「3-2-3.“PC2Be”ダイナミックサイクルと TAKUMI4.0」をはじめとして、
「3-3-3.
新しい現場力と TAKUMI4.0 に求められる役割・能力」などで様々な視点から PC2Be と
TAKUMI4.0 を検討してきた。ここでは両者を俯瞰的に捉え、“PC2Be”ダイナミックサイク
ルの推進役としての TAKUMI 4.0 の意味合いを再確認して第 3 章のまとめとする。
既述のとおり“PC2Be”ダイナミックサイクルとは製造業のイメージ図にあるとおり、現
実世界とサイバー世界の双方向のやり取りをデジタル化・ネットワーク化の観点から詳細に見
たものである。一方、TAKUMI4.0 とは「ものづくりの現場力をデジタル化し、CPS（Cyber
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Physical System）、DT（Digital Twin）を構築する」ことである（図の下部「TAKUMI4.0」
の囲み参照）
。従って“PC2Be”ダイナミックサイクルの中であるべき姿を目指す活動が
TAKUMI4.0 の役割となる。TAKUMI4.0 は、“PC2Be”ダイナミックサイクルの推進役であ
る。
TAKUMI4.0 の目的・狙いは、ものづくり技術の属人的傾向からの脱却を、デジタル技術に
よる知識化、高度化により成し遂げることである、デジタル化・ネットワーク化を駆使した普
遍化、標準化を進め、水平分業によりものづくりを深化させることである。TAKUMI4.0 は、
“PC2Be”の中で収集蓄積されたデータを解析し、評価し、判断する。そこで技能のような暗
黙知の形式知化や、新知識の発見に努める。具体的にはコンピュータ関連の科学技術（例、AI
や VR,AR,MR など）のツールを駆使して「技術・技能のデジタル化」を進め、普遍化・一般
化・標準化を行う。従来のブラックボックスが「見える化」され、新知識や新しい知見が得ら
れれば、そこから新しい付加価値を生む仕組みや方向性が構想しやすくなる。付加価値が増え
れば、他社と協業した時にも増加分を折半することで協業が進めやすくなる。さらなるデジタ
ル化・ネットワーク化が進む。
図表 100

“PC2Be”ダイナミックサイクル（詳細版）の推進役としての TAKUMI 4.0 とは、
その機能・役割

“PC2Be”のダイナミック・サイクル
IoT,ビッグデータ
自動収集・蓄積

P（As Is)
・温度
・湿度
・天候
・自然災害

C（Cyber)

現在の現実世界
現在のBlack Box
工場内、工程内、工場外
サプライチェーン
製品の使用状況・環境

・社会規制
・環境規制
・税制
・SNS
・景気・経済指標

人造物(ハードウェア、部品、
部材、製品、ライン、工場）

人工物(ソフトウェア機器制御、
装置制御、プロセス制御、新
技術等のR&D）

作業者

各種
センサー等

自
動
収
集
・
蓄
積

評価

解析

ブラックボックスの
見える化

IoT

"As Is" から
未来の To Beを目指して

知識創造の流れ

現実世界をデジタルで描写

自然現象

相
互
干
渉
領
域

P（To Be)

デジタル世界：コンピュータ関連科学・技術

判断

認識

社会現象
・制御ソフト
・生産計画
・生産準備
・工程設計
・営業プロセス
・受注プロセス
・研究開発

更なる新しい
To Beを目指して

分類
大量膨大
多種類
時系列
データ

予測
選択

最適化

クラウド／
フォッグ／
エッヂ・コンピューティング

最
適
行
動、
必
要
行
動

推定

モデリング

診断

可視化

支援

人工知能（AI)
）
ディープラーニング

決定

新しい人工物
(ソフトウェア）
（絶えざる進
化・改善

・制御
・更新
・改変
サービス

デジタル・ツイン、による
フィード・フォワード

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

・リアルタイム
・最新情報
・生涯トレース

（絶えざる進
化・改善

新しい人工物
(ハードウェア）

VR(仮想現実）AR(拡張現実）/MR(複合現実）
現実とデジタルの融合

ビッグデータ・ＡＩ
解析、評価、判断、意思決定

サイバー投資、
人材育成・教育訓練投資

未来のTo Beを目指して
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プロセス・イノベーション
プロダクト・イノベーション

新付加価値

TAKUMI4.0
定義：ものづくりの現場力をデジタル化し、CPS（Cyber Physical System）、 DT（Digital Twin）を構築
目的・狙い：ものづくり技術の属人的傾向からの脱却⇒デジタル技術による知識化、高度化
デジタル化、ネットワーク化を駆使した普遍化、標準化を進め、水平分業によりものづくりを深化
技術・技能の標準化
マニュアル化、自動化、業務・用語の標準化

AR（拡張現実)技術、ＭＲ，ＶＲ等最新技術の活用、
モデリングによるシミュレーション

データ化・ネットワーク化による見える化の徹底
未知領域⇒データに語らしめる
⇒データマイニング、多変量解析や
人工知能（AI）～Deep Learning 等） の活用

TAKUMI 4.0

“PC2Be”のダイナミック・サイクルの推進役
デジタルツールを駆使して絶えずTo Beを目指そうとする原動力
イノベーションを担う新しいヒトの役割
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他社との協業により折半さ
れる成功報酬の原資

形式
知化

新知
識の
発見

※’製造現場の
※技術・技能のデジタル化
「これでよい」という喜び
⇒普遍化・一般化
⇒新しい価値
（＝もともとの価値の乗数倍の価値）

●技術等の標準化(マニュアル化、自動化、業務・用語）と匠の技
●形式知化（モデリング、シミュレーション、AR,MR,VRの活用）
●データの活用（ビッグデータ、AI、統計解析）
・ブラックボックスの見える化
・新知識・知見の発見・活用
・新付加価値を生む仕組み・方向性の構想・デザイン
●協業化（デジタル化・ネットワーク化に伴う他社との協業推進）

注.本図は、本報告書「3-2-3.」の図表”PC2Be”ダイナミックサイクルと TAKUMI4.0（概略版）」の詳
細版に相当。図中央の上向き三角形は、楕円等がある上方の図の中の弧状矢印の動きを推進するの
が下方にある「TAKUMI4.0」であることを示している。
出所：諸資料を基に NSRI 作成

このような新しい現場力としての TAKUMI4.0 に求められる新しいヒトの役割をみると、
大きく 4 つに分かれる。1 つ目はデータハンドリングとシミュレーション。2 つ目は、既知の
分野と未知の分野への対応。3 つ目は最新技術分野の活用と他社組織との連携・協業。4 つ目
はイノベーションの推進である。こうした新しい役割や機能を担うのが TAKUMI4.0 である。
ヒトに求められる能力は、1 つ目ではデータ処理の全体像・方向性デザインなどのデータハ
ンドリング力やシミュレーションのアウトプットの評価判断力など。
2 つ目では既知の分野のモデリング力や未知分野のデータの解析・判読力など。
3 つ目では AR や DM などの最新技術を活用する力など。
4 つ目では、新プロセスの創造・革新力や顧客に寄り添える付加価値の発見力などが挙げら
れている。
図表 101

”PC2Be”ダイナミックサイクル(詳細版)の推進役、TAKUMI 4.0 とは、その機能・
役割
新付加価値

TAKUMI4.0
定義：ものづくりの現場力をデジタル化し、CPS（Cyber Physical System）、 DT（Digital Twin）を構築
目的・狙い：ものづくり技術の属人的傾向からの脱却⇒デジタル技術による知識化、高度化
デジタル化、ネットワーク化を駆使した普遍化、標準化を進め、水平分業によりものづくりを深化
技術・技能の標準化
マニュアル化、自動化、業務・用語の標準化

AR（拡張現実)技術、ＭＲ，ＶＲ等最新技術の活用、
モデリングによるシミュレーション

データ化・ネットワーク化による見える化の徹底
未知領域⇒データに語らしめる
⇒データマイニング、多変量解析や
人工知能（AI）～Deep Learning 等） の活用

TAKUMI 4.0

“PC2Be”のダイナミック・サイクルの推進役
デジタルツールを駆使して絶えずTo Beを目指そうとする原動力
イノベーションを担う新しいヒトの役割

他社との協業により折半さ
れる成功報酬の原資

形式
知化

新知
識の
発見

※’製造現場の
※技術・技能のデジタル化
「これでよい」という喜び
⇒普遍化・一般化
⇒新しい価値
（＝もともとの価値の乗数倍の価値）

●技術等の標準化(マニュアル化、自動化、業務・用語）と匠の技
●形式知化（モデリング、シミュレーション、AR,MR,VRの活用）
●データの活用（ビッグデータ、AI、統計解析）
・ブラックボックスの見える化
・新知識・知見の発見・活用
・新付加価値を生む仕組み・方向性の構想・デザイン
●協業化（デジタル化・ネットワーク化に伴う他社との協業推進）

☛TAKUMI4.0につながる新しいヒトの役割
既知の分野と未知の分野への対応

データハンドリングとシミュレーション
1.AI・シミュレーション結果の活用能力～アウトプットを観て、評価、判断、次の行動に必要な情報の抽出、組
織合意形成
3.データの収集蓄積から適切な解析手法等を選択する方向性をデザインできる能力

データハンドリング

シミュレーション・結果の活用

◆データの収集・蓄積・管理
◆適切な解析方法選択
◆データ処理の全体観・方向性デザイン

◆アウトプットの評価・判断
◆次の行動に必要な情報の抽出
◆次の行動のための組織合意形成

最新技術分野の活用と他社多組織との連携・協業

2.既知分野のモデリング能力～モデリングする力とモデリング不適部分の見極めと対策立案(技術技
能継承継続判断）
4.データの収集蓄積から未知分野の発見・探索を構想・解析・判読・管理する能力

既知分野のモデリング

未知分野の発見・探索

◆さまざまな領域のモデリング
◆モデリングの適否、対策立案
◆技術技能の継承必要性、対策立案

◆未知分野の発見・探索のデザイン
◆データの解析、判読、推理
◆次の行動のための組織合意形成

イノベーションの推進

5.AI,VR,AR、MRなどの最新技術の進歩、限界、を理解し、使いこなせる能力
6.AI,VR,ARなどの最新技術情報に通暁し、その導入、活用を構想・デザインできる力
7.デジタル化・ネットワーク化を進める中で他社との協業を提案し、実行できる能力

8.データ解析能力、モデリング能力、システム実装力、新しい人工物を創造する力、 新しい付加価値を
生む仕組み(ビジネスモデル）を創造する力

ビジネスイノベーション

デジタル化・ネットワーク化の最新技術

他社他組織との連携・協業

プロセスとプロダクト両面のイノベーション

◆AI,Big Data,VR,MR,AR，AM,DM、ドローン等
◆最新の技術進歩と限界
◆最新技術に通暁、導入・活用をデザイン

◆デジタル化・ネットワーク化構想の中で
◆他社他組織との連携・協業を構想、提案
◆実現に向けた組織合意形成、実現推進、

◆新しい人工物・人造物を企画・立案・推進
◆新プロセスの創造・革新
◆新プロダクト・サービスの創造・革新

日鉄住金総研㈱山藤

出所：諸資料を基に NSRI 作成
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◆顧客が支払いたくなる仕掛けづくり
◆顧客に寄り添える新しい付加価値の発見
◆顧客に寄り添える製品・サービスの創造
Mass Custermization,Personalization

第 4 章．日本の製造業のパラダイムシフト
本章は、世界の動向などをみてきた第 2 章の「製造業のパラダイムシフトの流れと方向性」
と本事業の核心である第 3 章の「“PC2Be”ダイナミックサイクルと TAKUMI4.0」の後を受
け、そもそもこの日本の現状はどうなっているのか、また、政府の政策や民間の団体などで
どのような対応が行われているのか、さらには機械を中心とした製造企業はどう受け止め、
どのように立ち向かおうとしているのかなど日本の製造業に焦点を当てる。本年度も昨年同
様に専門部会委員に対するアンケート調査を実施した、昨年からの変化も合わせて確認する。

4-1.政府・団体の捉え方
4-1-1.日本再興戦略
平成 28 年 6 月 2 日に閣議決定された日本再興戦略 2016260には、―第 4 次産業革命に向
けて―という副題がついている。また同戦略の総論には、
「『日本再興戦略 2016 の基本的な
考え方』として（第 4 次産業革命と有望成長市場の創出）の項に、今後の生産性革命を主導
する最大鍵は、IoT（Internet of Things）、ビッグデータ、人工知能ロボット・センサーの技
術的ブレークスルーを活用する『第４次産業革命』である」と明記されている。
「第 4 次産業革命と有望成長市場の創出」の項をみると、第四次産業革命を以下の諸点か
ら検討して、そのインパクトや影響が大規模かつ経済社会技術等に広範に及ぶ点を指摘261し
ている。
 生産性革命を主導する最大の鍵となること。
 社会的課題を解決する新たなビジネスを創出する一方で、既存の社会システム等を
一変させる可能性があること。
 人口減少問題に打ち勝つチャンスである一方で、中間層が崩壊するピンチにもなり
得ること。
 技術、ビジネスモデル、働き手に求められるスキルや働き方に至るまで、経済産業
社会システム全体を大きく変革すること。
以上から、日本は政府も産業界や企業も早急な対応を迫られていることが強調されている。
特に、スピードを重視し、
「この指とまれ」方式で実行していくことが重要であるとしてオー
ルジャパンでの改革の必要性を指摘262している。
 新たな社会システムや産業構造、就業構造の将来像を共有し、それに向けた目標を
目指したロードマップに基づいて、オールジャパンで改革を進めなければならない。
具体的な戦略にも触れられており、バーチャルデータのプラットフォームでは出遅れたも
のの、
「リアルデータ」でプラットフォームを獲得することを目指すとしている。そのための

260
261
262

出所：日本再興戦略 2016
出所：日本再興戦略 2016
出所：日本再興戦略 2016

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/2016_hombun1.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/2016_hombun1.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/2016_hombun1.pdf
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第一歩として「世界の主要プレーヤーの戦略と、我が国の『強み・弱み』を分析し、
『取りに
行く』分野を明確にすること」の重要性を強調263している。
 第 4 次産業革命に勝ち残る戦略の第一歩は、世界の主要プレーヤーの戦略と、我が
国の「強み・弱み」を分析し、「取りに行く」分野を明確にすることである。
 我が国は、第 1 幕のネット空間から生じる「バーチャルデータ」のプラットフォー
ムでは出遅れた。
 しかしながら、第 2 幕の、健康情報、走行データ、工場設備の稼働データといった
「リアルデータ」では、潜在的な優位性を有している。
 既存の企業の系列の枠を超えて、第 2 幕の「リアルデータ」でプラットフォームを
獲得することを目指していく。

4-1-2.産業政策・情報通信政策の動向
製造業のパラダイムシフトに関係する資料として経済産業省からは「新産業構造ビジョン
中間整理」平成 28 年 4 月や「2016 年版ものづくり白書（PDF 版）平成 28 年 5 月、「製造
業をめぐる現状と課題への対応」平成 28 年 3 月、「スマート工場に関する今後の取組につい
て」平成 28 年 5 月などが、また、総務省からは「情報通信白書」平成 28 年 7 月などが出て
いる。

4-1-2(1).「新産業構造ビジョン中間整理」
新産業構造ビジョン中間整理264では「1．今、何が起こっているのか？」で世界の現状を
サーベイし、次に「2．我が国の基本戦略」において二つのシナリオが検討されている。
一つは現状放置シナリオ、もう一つは変革シナリオである。前者は「産業・雇用の縦割り
温存」策がとられ、そのままジリ貧になる。後者は変換には痛みを伴うが転換するならスピ
ード勝負の重要性が強調され、いま日本はその「分かれ目」にいるとしている。
具体的には、
「リアルデータの利活用の重要性」
「データの利活用のための日本の強み・弱
み」が検討され、7 つの対応方針が示されている。
1.
2.
3.
4.
5.
6.

データ利活⽤促進に向けた環境整備
人材育成・獲得、雇用システムの柔軟性向上
イノベーション・技術開発の加速化（「Society5.0」）
ファイナンス機能の強化
産業構造・就業構造転換の円滑化
第 4 次産業革命の中小企業、地域経済への波及

7. 第 4 次産業革命に向けた経済社会システムの高度化
また、「6．我が国の具体的戦略 (1)データ利活用促進に向けた環境整備」として「競争・
協調領域の明確化」が挙げられ、その例として「製造現場」
「産業保安」
「自動走行地図」
「健
263
264

出所：日本再興戦略 2016
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/2016_hombun1.pdf
出所：経済産業省「新産業構造ビジョン」 ～第４次産業革命をリードする日本の戦略～ 産業構造審議会 中
間整理 平成 28 年 4 月 27 日 経済産業省 資料５－
http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shin_sangyoukouzou/pdf/008_05_01.pdf
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康・医療」が例示されている。このほか、「第 4 次産業革命における知的財産政策の在り方」
が取り上げられている。

4-1-2(2). 平成 27 年度ものづくり白書（2016 年版）
平成 27 年度ものづくり白書（2016 年版）の第 1 部 ものづくり基盤技術の現状と課題の 第
1 章 我が国ものづくり産業が直面する課題と展望をみると、「第 4 次産業革命に対応する日
本企業の状況」に敷衍している。白書は、
「IoT 等の技術の活用度合いは活用分野によって大
きな違いがある」ことと、
「分野別に見ると『生産』部門等に比べ『運用・保守』の部門（予
知保全等）への活用は進んでいない」と指摘されている。
図表 102

従業員規模別 ＩｏＴ等の技術の活用状況

出所：平成 27 年度 ものづくり基盤技術の振興施策（概要）2016 年 5 月 経済産業省・厚生労働省・文部科
学省 http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2016/honbun_pdf/pdf/gaiyou.pdf

また、
「第 4 次産業革命に対応する日本企業の状況」について、
「企業規模に関わらず、IoT
を積極的に活用している企業ほど、経営のスピードが速く、製品開発のリードタイムが短く
なっている」と「従業員 100 人以下の中小企業においても積極的に IoT の活用を行っている
企業がある」の 2 点を指摘265している。

265

出所：平成 27 年度 ものづくり基盤技術の振興施策 （概要）2016 年 5 月 経済産業省・厚生労働省・文部
科学省 http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2016/honbun_pdf/pdf/gaiyou.pdf
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4-1-2(3).製造業をめぐる現状と課題への対応
経済産業省製造産業局による「製造業をめぐる現状と課題への対応」平成 28 年 3 月

で

は、
「2．製造業をめぐる課題と今後の方向性」と「（参考 2）第四次産業革命への対応につい
ての取組状況の例」の 2 つにおいて方向性と取組状況をみることができる。
価値創造による成長戦略の今後の方向性として、「我が国の社会的・構造的課題を背景と
した顧客ニーズの変化に伴い、付加価値が『モノ』そのものから、『サービス』『ソリューシ
ョン』へと移り、単に『モノ』を作るだけでは生き残れない時代に」という認識を示してい
る266。そして「そうした中、良質な雇用機会や外貨獲得手段の確保、さらにはイノベーショ
ン促進の観点から、引き続き、競争力のある製造業の製造拠点を一定程度、日本国内に確保
するためには、我が国製造業は、経営改革を進めつつ、第 4 次産業革命への対応も含め、
『生
産性の向上』と『新たな付加価値の創出』を今までにも増して追求していく必要があるので
はないか」と指摘267している。

4-1-2(4).第四次産業革命に向けた横断的制度研究会268
経済産業省は、
「日本再興戦略 2016」や「新産業構造ビジョン中間整理」で示された第四
次産業革命に対応するため、
「競争政策」、
「データ利活用・保護」、
「知的財産」という 3 つの
業界横断的な制度の在り方等について、平成 28 年 1 月から 7 月まで 7 回にわたり「第四次
産業革命に向けた横断的制度研究会」（座長 大橋 弘 東京大学大学院教授）で検討を行い、
報告書を取りまとめた。
本報告書は「（1）第四次産業革命に対応した競争政策」「
（2）データ利活用・保護と知的
財産」「（3）今後の方向性」からなる。
（1）の第四次産業革命に対応した競争政策では、
「プラットフォーマーによる取引につい
て既存の法令の枠内で取り組む一方で、第四次産業革命の下では、既存の独占禁止法等の法
令や、競争法理論では対応できない状況が生じ得ることを踏まえ、産業振興の観点から独占
禁止法にとらわれない新たな制度の導入等について、今後広く検討すること」としている。
（2）のデータ利活用・保護と知的財産では、「知的財産の協調利用を促進するとともに、
産業財産権システムやデータベース等に関する知的財産保護の在り方の検討を行う。加えて、
データの収集・分析や関連技術の研究開発のための投資インセンティブを確保するには、フ
リーライドを防止するなど適切な権利保護を行う必要がある」としている。

266
267
268

出所：「製造業をめぐる現状と課題への対応」

平成 28 年 3 月 経済産業省製造産業局

出所：「製造業をめぐる現状と課題への対応」

平成 28 年 3 月 経済産業省製造産業局

http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/seizou/pdf/004_01_00.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/seizou/pdf/004_01_00.pdf

出所：経済産業省「第四次産業革命に向けた横断的制度研究会報告書」
http://www.meti.go.jp/press/2016/09/20160915001/20160915001.html
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4-1-2(5). 平成 28 年度情報通信白書
平成 28 年版情報通信白書269（情報通信に関する現状報告）の今年の特集は「IoT・ビッグ
データ・AI～ネットワークとデータが創造する新たな価値」である。
特集では、第 1 章：ICT によるイノベーションと経済成長、第 2 章：IoT 時代における
ICT 産業動向分析、第 3 章：IoT 時代の新製品・サービス、第 4 章：ICT の進化と未来の
仕事」を取り上げている270。
IoT については「インターネットにつながるモノ」と説明されており、
「自動車」や「産業
用途」をけん引役として、引き続き拡大」とみている。IoT の進展に係る課題については、
国際企業アンケート結果（日、米、英、独、韓、中）を紹介しており、
「日本はインフラ面に
ついては他国と比較して課題と感じている企業が少ない一方、人材育成を課題と感じている
企業が多い」と分析している。今後については、「日本はインフラ整備状況に比して IoT 進
展指標が低く、人材の育成やユーザー企業への IoT のユースケースの紹介等、IoT 利活用を
進める必要がある」としている。
「国際的な IoT の進展状況」では271、「各国企業の IoT に係る標準化への取組に関する意
識調査」を実施したところ、自ら取り組むというスタンスの企業が多い国（米国、ドイツ、
中国）とそうではない国（日本、英国、韓国）に二分される結果となったことを紹介してい
る。各国の政策的取組も紹介されている。
米国では、
「2013 年に始まったホワイトハウス直下のプロジェクトである Smart America
Challenge は、CPS の社会実装を促進すべく、CPS が新規事業機会及び社会経済的便益の創
出につながることを明らかにすることを目的としている。また、同年 3 月に、AT&T、Cisco、
GE、IBM、Intel が米国国立標準技術研究所（NIST）の協力を得て、IoT の高度化を目指す
コンソーシアム Industrial Internet Consortium（IIC）を立ち上げ、本プロジェクトを国と
ともに進展させている」と IIC の位置づけも紹介されている。
米国以外ではドイツの「インダストリー4.0 戦略」と中国の「物聯網」が紹介されている。
中国の「物聯網は IoT や M2M、ユビキタスネットワークに相当するものである。2011 年
11 月の『第 12 次 5 カ年規画綱要』において物聯網は重点産業分野の一つとされ、先進国が
ICT 化で先行する工業・環境保全・交通・物流・電力・医療・住宅等の分野において、IoT
を通じて一気に近代化を進める方針が示された。政府の方針を受けて地方政府（省、市）を
中心に、産業化の実現に向けた研究開発拠点の整備、企業誘致が進められている272。」

269
270
271
272

出所：総務省 HP:
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/pdf/index.html
出所：平成 28 年版 情報通信白書のポイント
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/pdf/28point.pdf

出所：平成 28 年版

情報通信白書

第 2 章の第 3 節国際的な IoT の進展状況

出所：平成 28 年版

情報通信白書

第 2 章の第 3 節国際的な IoT の進展状況

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/pdf/n2300000.pdf
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/pdf/n2300000.pdf

142
－142－

なお、同白書には「企業におけるデータの利活用モデル」として、データ利活用の進展が
進めば進むほど、データから生み出される価値が増大するという関係を示した図と、その関
係を具体的に細分化した「データの利活用の進展とプロセス・プロダクトにおける進展の対
応」に関する図（チャート）が掲載されている。
後者は、データの利活用が「収集・蓄積」から「可視化」され、
「予測」
「効率化」と活用
されるにつれ、最終的には「ビジネスモデルの転換」へと進む関係を図示化したものである。
図表 103

データの利活用の進展とプロセス・プロダクトにおける進展の対応

出所：平成 28 年版

情報通信白書

第 2 章の第 3 節国際的な IoT の進展状況

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/pdf/n2300000.pdf

図表 104

データの利活用の進展とプロセス・プロダクトにおける進展の対応

出所：平成 28 年版

情報通信白書

第 2 章の第 3 節国際的な IoT の進展状況

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/pdf/n2300000.pdf――3.
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4-1-3.公的機関等における具体的な取組
4-1-3(1).IoT 推進コンソーシアム
IoT 推進コンソーシアムは、設立趣旨273をみると「『日本再興戦略』改訂 2015－未来への
投資・生産性革命－」
（2015 年 6 月 30 日閣議決定）に基づき、IoT・ビッグデータ・人工知
能時代に対応し、企業・業種の枠を超えて産官学で利活用を促進するべく設立されたとある。
また、
「IoT 推進ラボ」が IoT 推進コンソーシアムの下に設置され、ラボ 3 原則（成長性・
先導性、波及性（オープン性）、社会性）に基づき個別の IoT プロジェクトを発掘・選定し、
企業連携・資金・規制の面から徹底的に支援するとともに、大規模社会実装に向けた規制改
革・制度形成等の環境整備」を行っている。
IoT 推進ラボの運営における業務（イベントの企画・運営業務、本人への連絡、委託元へ
の報告）ついては、経済産業省「平成 28 年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整
備（IoT、ビッグデータ、人工知能を活用した革新的な産業モデル等調査）」の委託を受けた
一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が実施するとある274。
図表 105

IoT 推進コンソーシアムと IoT 推進ラボ

出所：IoT 推進ラボとは

https://iotlab.jp/jp/about.html

4-1-3(2).ロボット革命イニシアティブ協議会（RRI）
2015 年 5 月 15 日に設立されたロボット革命イニシアティブ協議会（RRI）275は、協議会
の事業目的である「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」をはじめとして「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」等様々な
活動を展開してきた。

273
274
275

出所 IoT 推進コンソーシアム、設立趣旨 http://www.iotac.jp/about/charter/
出所：IoT 推進ラボとは https://iotlab.jp/jp/about.html
RRI の HP の「設立の趣意と経緯」には,「日本機械工業連合会（岡村正会長）では、昨年来欧米の製造業
におけるパラダイムシフトの動向をフォローしてきたところであり、上記（1）において言及されている時
代の潮流を見据えた具体的な取組が、我が国の機械産業にとっても喫緊の課題となってきているとの認識を
深めている。」と本事業に関する記述がある。https://www.jmfrri.gr.jp/outline/establishment.html
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本事業と関係の深いと思われる活動をみていくと、次の通り276である。
まず、「IoT による製造ビジネス変革 WG」の会合については、 第 1 回会合 2015.07.15、
第 2 回会合 2015.08.27、第 3 回会合 2015.10.07、第 4 回会合 2015.11.11、第 5 回会合 2015.12.14、
第 6 回会合 2016.01.28、第 7 回会合 2016.03.14 と開催されている。また、2017.3.30 には第
16 回目の会合の開催が予定されている。
この間、2016.1.20 に「IoT による製造ビジネス変革 WG」での今迄の活動成果が「中間
とりまとめ」としてリリース277され、2016.1.29 に「IoT による製造ビジネス変革 WG」に「中
堅・中小企業サブ幹事会」が設置された。また、2016.04.11 に「IoT による製造ビジネス変
革 WG」中堅・中小企業サブ幹事会 中間とりまとめが公表され、2016.04.22 に「IoT による
製造ビジネス変革 WG」産業機械サブ幹事会 活動成果が公表された。
「IoT による製造ビジネス変革 WG」産業機械サブ幹事会

平成 28 年 4 月によると、シ

リーズ「スマートニュファクチアリングの実践」 ケース「工作機械を核とする加工プロセス
の生産性向上」の中で、 次のような項目278を取り上げている。
図表 106

IoT による製造ビジネス変革ＷＧ による産業機械サブ幹事 報告の目次

1.スマートマニュファクチュアリング(次のコラム参照)の実践とは何か
２．工作機械を核とする加工プロセス生産性の向上
３．検討方法
４．対象とするサービスの概略と課題
（１）遠隔による予知保全・メンテナンス・操業支援サービス
（２）普及にあたり直面している課題
５．遠隔による予知保全・メンテナンス・操業支援サービスに係る情報モデル
（１）工作機械に関する情報モデルの整理
（２）各サービスに関する情報モデルの整理
６．情報モデルから抽出されるサービス展開のためのガイドライン試案
（１）工作機械の基本的な状態に関する定義と、状態に関する情報を取得する方法に
関するガイドライン／インターフェースの整理
（２）工作機械をインターネットに接続するに当たっての情報セキュリティ対策に関
する基本的な考え方
−技術的側面
−技術的接続方法の例示
−ユーザー及びサービスプロバイダーにおいて構築すべき情報管理体制・ルール
（３）工作機械から生成するデジタルデータに係るアクセス・コントロールに関する
ガイドライン

276
277
278

ロボット革命イニシアティブ協議会 HP https://www.jmfrri.gr.jp/
ロボット革命イニシアティブ協議会 IoT による製造ビジネス変革 WG「中間とりまとめ」

https://www.jmfrri.gr.jp/info/198.html

ロボット革命イニシアティブ協議会 IoT による製造ビジネス変革ＷＧ産業機械サブ幹事 「ケース ：工作
機械を核とする加工 プロセスの生産性向上」平成 28 年 4 月

https://www.jmfrri.gr.jp/content/files/Open/2016/20160422_sangyo/s1.pdf
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７．本サービスに係る情報モデルを活用したスマート工場の提案
出所：RRI,IoT による製造ビジネス変革 WG」産業機械サブ幹事会 平成 28 年 4 月
https://www.jmfrri.gr.jp/content/files/Open/2016/20160422_sangyo/s1.pdf

同様に「IoT による製造ビジネス変革 WG」産業機械サブ幹事会

平成 28 年 4 月による

と、シリーズ「スマートニュファクチアリングの実践」ケース「工作機械を核とする加工プ
ロセスの生産性向上」の中で、
「スマートマニュファクチャリング」について、その定義とと
もに「スマート工場の提案及び今後の取組」が掲載されている。
図表 107

スマートマニュファクチャリングとは

スマートマニュファクチャリングの定義
 工場内にある機械の生産技術データを一元的に管理・集約、情報処理することにより、機
械の加工効率の改善、予知保全、現場のカイゼン等のために有用なデータとして、生産管
理を司る ERP、MES 等の上位システムに提供される仕組みが構築されていること。
 情報処理された生産技術データを機械にフィードバックさせることにより、プロセスごと
の部分最適を人が積み上げていくという従来の取組を超えて、人を介さずともライン全体
が最適化される仕組みが構築されていること。
 生産技術であるエンジニアリングチェーンと生産管理であるサプライチェーン（生産管
理）の全体を可視化し、統合的に管理することにより、現場をサイバーフィジカルなシス
テムとして捉え、その全体最適につながるカイゼンを達成できる仕組みが構築されている
こと。
スマート工場の提案及び今後の取組
 現場のカイゼン力を高めることを目的として、サイバーフィジカルなスマート工場（下図
参照）を実現。人に大きく依存した部分最適中心の生産効率向上策にとどまらず、ネット
ワーク化・デジタル化による全体最適を標榜。
（スマートマニュファクチュアリングの実
践）
 このようなスマートマニュファクチュアリング実現のためには、目的に適合したデータ流
通の構造と、それを具現化するインターフェースの共通化が鍵。
出所：RRI, ケース：工作機械を核とする加工プロセスの生産性向上（要約版）
https://www.jmfrri.gr.jp/content/files/Open/2016/20160422_sangyo/s2.pdf

さらに「スマート工場」についても次のような概念図をみることができる。
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図表 108

スマート工場の概念図

出所：RRI, ケース：工作機械を核とする加工プロセスの生産性向上（要約版）
https://www.jmfrri.gr.jp/content/files/Open/2016/20160422_sangyo/s2.pdf

なお、2017.3.21 には、
「IoT による製造ビジネス変革 WG」産業機械サブ幹事会の「2016
年度の報告書279」が RRI のホームページに公開された。報告書の URL は、次の通りである。
https://www.jmfrri.gr.jp/content/files/Open/2017/20170321_wg1_mtsw/J-RRI_Release_RRIWG1_IMSCpaper_0315a.p
df

また、日本語版報告書の要約280と英語版報告書の要約281をみることができる。
このほかの活動には、RRI ワーキンググループ報告会 2016 の開催について（2016.05.10）、

第 1 回 RRI 活動報告会の資料掲載（2016.06.16）、「第１回 中堅・中小製造業向け IoT ツー
ル募集イベント」開催について（2016.07.27）、
「第１回 中堅・中小製造業向け IoT ツール募
集イベント」募集結果（2016.10.04）、「IoT ユースケースマップ」のβ版公開について
（2016.10.05）、「スマートものづくり応援ツール （IoT）ハンドブック」 のご案内
（2016.11.29）などのほかに「中堅・中小製造業向けの IoT を活用した先進取組事例の募集
開始について」（2016.10.28）がある。
なお、「スマートものづくり応援ツール （IoT）ハンドブック」は、「
『IoT に関心はある
が、高度で手の届かない』、どう活用したらいいのかわからない』という中小企業の経営者の

IoT による製造ビジネス変革 WG 産業機械サブ幹事会「スマートマニュファクチュアリングの実践」～シ
リーズ現場力を活用するサイバーフィジカル生産システム～報告書の URL：

279

https://www.jmfrri.gr.jp/content/files/Open/2017/20170321_wg1_mtsw/J-RRI_Release_RRIWG1_IMSCpaper_0315a.pdf

280

報告書の要約：

https://www.jmfrri.gr.jp/content/files/Open/2017/20170321_wg1_mtsw/J-RRI_Release_RRIWG1_IMSCsummary_v05.pdf

281

英文版の要約：

https://www.jmfrri.gr.jp/content/files/Open/2017/20170321_wg1_mtsw/RRI_Release_RRIWG1_IMSCpaper_E-0314c.pdf
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悩みを解消する一助として、中小企業に役立つ IoT ツールの情報を簡単に参照できるように
したもの」とある282。

4-1-4.日本とドイツの連携
平成 28 年 4 月 28 日、経済産業省は、ドイツ経済エネルギー省との間で、
「日独 IoT/イン
ダストリー4.0 協力に係る共同声明」への署名を行ったと発表した。今後、この共同声明に基
づき、IoT/インダストリー4.0 に関する様々な課題の解決に向けて、日独両国間で連携してい
くという283。
共同声明のポイントをみると「経済産業省とドイツ経済エネルギー省の間で、IoT／イン
ダストリー4.0 協力に関する局長級対話を毎年実施する。IoT／インダストリー4.0 に関心が
ある民間団体等の参加を得て、具体的に下記項目等で連携していくとして以下の 6 つを連携
項目として挙げている。① 産業サイバーセキュリティ、② 国際標準化、③ 規制改革、④ 中
小企業、⑤ 人材育成、⑥ 研究開発。（詳細は次のコラム参照。」
図表 109

日独共同声明の詳細（可能性のある協力分野）

① 産業サイバーセキュリティ
・ 両国企業（中小企業を含む）によるベストプラクティスの共有
・ 制御システムセキュリティに関する共同演習の実施
・ 国際的な規制に関する協力
② 国際標準化
・ 両国間でのユースケース（先進事例）の共有
・ 標準やアーキテクチャーモデルに関する協力
・ ドイツが進めるアーキテクチャーモデル「RAMI4.0」を利用した国際標準づくりの推進
③ 規制改革
・ OECD、G7、G20 等の多国間対話の場での協力
・ データの所有権を含め、データ活用やプライバシーに情報交換
・ IoT 関連の規制（自動運転やスマートホームを含む）に関する協力
④ 中小企業
・ 中小企業のための IoT に関連する取組や政策に係る情報交換
・ 上記情報に基づく共同プロジェクト（相互訪問やビジネスマッチング、中小企業支援拠点へ
の日独相互アクセス等）
⑤ 人材育成

282

283

出所：RRI の HP「『スマートものづくり応援ツール （IoT）ハンドブック』 のご案内」

https://www.jmfrri.gr.jp/info/357.html
なおこのハンドブックの掲載 URL：
※このハンドブックは、作成と
http://contendo.jp/store/itebook/Product/Detail/Code/J0010403BK0057184001/
運用の経費を賄うため有償。 （なお、最初の 1 週間は無料期間）との表示がある。

出所：経済産業省 News Release 平成 28 年 4 月 28 日
「http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160428011/20160428011.pdf
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⑥ IoT/インダストリー4.0 に関する研究開発
・ IoT 関連技術の研究開発ロードマップに係る意見交換
・ 研究機関間での共同プロジェクト（産業技術総合研究所とドイツ人工知能研究所との間で研
究協力の LoI284を締結済みであり、今後具体的な協力に向けて連携強化の調整を行っている）
⑦ プラットフォーム
・ ロボット革命イニシアティブ協議会とドイツのプラットフォームインダストリー4.0 の間で
相互アクセスを可能とする（ドイツにて、28 日午前（日本時間 28 日夜）に連携強化に係る
文書を締結予定）
出所：経済産業省 News Release 平成 28 年 4 月 28 日 参考 1「日独共同声明の詳細（可能性のある協
力分野）」http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160428011/20160428011.pdf

一方、RRI は、「ドイツ インダストリー4.0 の推進母体である Platform Industrie4.0 と、
今後、IoT／インダストリー4.0 の分野で協力を行うことに合意し、4 月 28 日に共同声明を発
表した285。これは、日独政府が同日署名した共同声明に基づくものであり、両団体は、今後、
サイバーセキュリティ、国際標準化など、IoT／インダストリー4.0 に関する様々な課題の解
決に向けて、日独両国間で連携していく」としている。
なお、世界最大級 IT 関連見本市「CeBIT（セビット）2017（国際情報通信技術見本市286）
」
において、日本が初のパートナーカントリーとして参加287することになっている。

4-2.製造現場のデジタル化・ネットワーク化の現状
4-2-1.日本の製造現場におけるデジタル化の進展状況
4-2-1(1).現場情報の一元的管理
製造現場のデジタル化の象徴として IoT を取り上げる。2015 年時点における IoT の導入
状況と 2020 年における導入意向を各国別に調査した総務省の資料288がある。調査対象国は、
日、米、独、英、中、韓の 6 か国の企業（全業種）である。
各国別 IoT 導入状況（2015 年）と今後の導入意向（2020 年）の次の図表をみると、各国
とも製品（プロダクト）における導入状況と生産プロセス（プロセス）における導入状況に
大きな違いは見られない。2015 年時点で最も導入率の高い国は米国である。

284
285
286

287
288

LoI：Letter of Intent 基本合意書または Memorandum of Understandings (MOU)（覚書）「英文契約弁護
士.com」 http://www.mkikuchi-law.com/article/14595730.html などを参照
出所：RRI の HP「ドイツ Platform Industrie4.0 と RRI との共同声明について」
https://www.jmfrri.gr.jp/info/255.html

国際情報通信技術見本市（CeBIT 2017）概要：名称:CeBIT 2017（セビット 2017）会期:2017 年 3 月 20 日
～24 日、ハノーバー国際見本市会場（Hannover Exhibition Grounds）主催者:Deutsche Messe AG（ド
イツメッセ株式会社）https://www.jetro.go.jp/news/releases/2016/8775086bd9e34c05.html
出所：ジェトロ HP：https://www.jetro.go.jp/news/releases/2016/8775086bd9e34c05.html
https://www.jetro.go.jp/news/releases/2017/63ad16248c9fb0da.html

総務省「平成 28 年度情報通信白書」 3 節国際的な IoT の進展状況 日本を含む 6 か国（日本、米国、英
国、ドイツ、韓国、中国）における企業（全業種）を対象にアンケート調査
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/pdf/n2300000
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米国は独、中、英、日、韓の 5 か国にかなりの差をつけている。2020 年時点の導入意向
をみると、やはり米国が第 1 位、僅差で中国が第 2 位につけている。日本は導入意向では米、
中、独、英、韓の 5 か国に大きく水を挙げられている。IoT を導入していくという観点から
みると米国勢が世界をリードしている。
図表 110

IoT 導入状況（2015 年）と今後の導入意向（2020 年）

出所：総務省「平成 28 年度情報通信白書」 3 節国際的な IoT の進展状況 日本を含む 6 か国（日本、
米国、英国、ドイツ、韓国、中国）における企業（全業種）を対象にアンケート調査
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/pdf/n2300000.pdf

また、2015 年時点では米国以外の国々はおおむねプロダクトもプロセスもともに 20%前
後である。米国だけが 40%強ととびぬけた位置にいた。しかし、2020 年の導入意向をみると、
大半の国々が 80%前後の高い導入意欲を見せている。これに対し日本だけがまだ 2015 年時
点の米国並みの 40%強にとどまっている。
そもそも日本の現在時点における「製造現場のデジタル化」とはどの程度のものであろう
か。
「製造現場のデジタル化」という視点に近い問題意識のもとで「工場の IoT 化」の問題に
アプローチした調査289がある。
ここではまず「現場の工作機械やセンサーなどの情報を一元的に管理して生産を最適化す
る仕組みはあるか」という問いがある。
「すでに本格的に運用している」という回答はわずか
に 4.1％。「システム構築を進めている」は 6.8％。「試験的に運用を始めている」は 13.6％。
以上の 3 つ合わせて 24.5％と 4 社に 1 社は何らかの行動を起こしていることがわかる。また、
「システムの導入を検討している」が 27.1％であるから、検討しているも含めれば回答企業
289

出所：「日経ものづくり 2016.6」の「工場の IoT 化」の記事（p 68~p70）。調査手法は日経ものづくり NEWS
の読者を対象に、アンケート URL 告知により解答依頼。実施期間は 2016.4.26～5.10、n=295。
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の約半数強は何らかの形で行動開始しているといえる。一方、
「特にない」という回答も 37.6％
と約 4 割弱を占めた。
図表 111

工作機械など現場情報を一元的に管理する仕組みの取組状況

現場（工作機械・センサー等）情報の一元的管理による
生産最適化の仕組み n=295
4.1

既に本格的に運用している

13.6

試験的に運用を始めている
6.8

システム構築を進めている

27.1

システムの導入を検討している

37.6

特にない
10.5

分からない
無回答

出所

0.3

日経ものづくり 2016.6 のアンケート調査結果から NSRI 作成

4-2-1 (2).工場の IoT 化の形態としての想定
同様に同調査にて「工場の IoT 化としてどのような形態を想定しているか」について 3 つ
まで選択可能な形式にて調査した結果をみると、最も多い回答は「生産設備の情報と基幹シ
ステム（生産管理、ERP など）の連携」57.23％、次いで「製造現場からの新たな種類のデ
ータの取得」53.9％、
「工場内の生産設備同士の情報連携」50.5％と自社工場内を中心とした
デジタル化については回答企業の過半数が想定していると回答している。
図表 112 工場の IoT 化として想定している形態（3 つまで）

工場のIoT化として想定している形態 n=295
57.3
53.9
50.5

生産設備の情報と基幹システム（生産管理、ERPなど）の連携
製造現場からの新たな種類のデータの取得
工場内の生産設備同士の情報連携

29.2

○自社の複数工場を対象とした設備の一元監視

23.4
19.7

○工場を跨いだ生産設備の情報連携
◎サプライヤーとの生産情報の連携

11.9
11.2

◎顧客との生産情報の連携
●顧客の発注情報の即時反映
その他
分からない

出所

4.4
1.7

日経ものづくり 2016.6 のアンケート調査結果から NSRI 作成

一方、工場外とのつながりという視点に目を転ずると、対顧客では「顧客の発注情報の即
時反映」を想定しているという回答は 11.2％。
「顧客との生産情報の連携」が 11.9％と合わ
せて 23.1％である。対顧客を想定している回答は全体の 2 割強にとどまる。
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また「自社の複数工場を対象とした設備の一元監視」は、29.2％と 3 割が自社内の工場間
のつながりを想定している。他方、生産面における外部企業とのつながりである「サプライ
ヤーとの生産情報の連携」は 19.7％と 2 割弱が想定しているのみである。
概して自社工場内に焦点がある回答が目立つ結果となっている。

4-2-1 (3). 工場の IoT 化で期待している具体的な効果
工場の IoT 化で具体的に期待している効果をみると、回答が分散する中で最多の回答は「生
産性の向上」80.0％である。次いで「生産設備の保守コストの削減」と「ダウンタイムの削
減」がそれぞれ 46.1％、45.8％と約 5 割弱であった。その次の「歩留りの向上」38.3％、
「仕
掛品の削減」37.6％といずれも既存の工場における改善活動のターゲットの範囲を超えない
テーマが並んでいる。
一方、革新を要するテーマである「売上高の拡大」8.1％、
「マスカスタマイゼーションの
実現」12.2％、
「需要予測の精度向上」17.3％のような前向きな IoT 化を期待する回答は 1 割
弱 から 2 割弱に過ぎない。これは中国製造 2025 でいうところの「＋インターネット（既存
領域のインターネット化）」」の段階にとどまることになる。
「インターネット＋（新しい領域
への進出などの革新的活動）」の段階まで期待している向きは少ないことがわかる。
図表 113 工場の IoT 化で期待している具体的な効果

工場IoT化により期待する効果 n=295
80.0

生産性の向上
46.1

生産設備の保守コストの削減

45.8

ダウンタイムの削減
38.3

歩留りの向上

37.6

仕掛品の削減
24.4

技術・技能の伝承
17.6

人件費高騰への対応

17.3

○需要予測の精度向上

12.2

●マスカスタマイゼーションの実現

8.1

◎売上高の拡大
その他
分からない
出所

6.1
1.7

日経ものづくり 2016.6 のアンケート調査結果から NSRI 作成

4-2-1 (4).工場の IoT 化に向けた組織としての活動
工場の IoT 化に向けた組織としての活動についての回答をみると、最多は「特に何もして
いない」34.9％であった。約 1／3 の企業は特段活動をしないと回答している。「専門部署を
設けて導入準備を進めている」という積極的な回答は 19.3％、約 2 割弱である。
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「外部のコンソーシアムや研究会に参加している」16.9%、
「社内に研究会を設けて調査し
ている」18.3％と調査研究段階という回答は合わせて 35.2％と約 1/3 強であった。
積極的な活動という視点でみると、
「標準化活動に参加している」9.2％、「異業種との連
携を進めている」5.8％、「同業他社との連携を進めている」3.7%、連携を進めている企業は
二つ合わせて 9.5%と約 1 割弱であった。
図表 114 工場の IoT 化に向けた組織としての活動

工場IoT化にむけた組織としての活動 n=295
●標準化活動に参加している
○同業他社との連携を進めている
○異業種との連携を進めている
＊専門部署を設けて導入準備を進めている
＊社内に研究会を設けて調査している
＊外部のコンソーシアムや研究会に参加している
⇒特に何もしていない
その他
分からない
無回答

出所

9.2

3.7
5.8

19.3
18.3
16.9

4.7

34.9

11.9

0.7

日経ものづくり 2016.6 のアンケート調査結果から NSRI 作成

4-2-1 (5).工場の IoT 化に向けての課題
工場の IoT 化に向けての課題を尋ねた回答をみると、圧倒的に多いのが「データを活用で
きる人材の不足」72.2％。次いで「導入コストの高さ」54.9％、
「設備が古くて対応できない」
44.4％となっている。企業にとって IoT 化はコストであり人材が不足しているという認識が
みられ、設備の古さとともに障害・阻害要因になっている。
また、「新しい仕組みに対する現場の抵抗」も 30.2％が指摘している。標準化を推進する
側が指摘している「データ形式の互換性の低さ」27.5％と 3 割弱が認識している程度である。
図表 115 工場の IoT 化に向けての課題

工場IoT化の課題 n=259
72.2

●データを活用できる人材の不足

54.9

○導入コストの高さ

44.4

○設備が古くて対応できない

30.2

＊新しい仕組みに対する現場の抵抗

27.5

＊データ形式の互換性の低さ

21.7

ランニングコストの高さ
ビッグデータを処理するコンピュータ能力の不足
その他

出所

17.6
15.2

日経ものづくり 2016.6 のアンケート調査結果から NSRI 作成
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4-2-2.専門部会委員調査にみる製造現場のデジタル化等
今年度も昨年度に引き続き、専門部会委員を対象とするアンケート調査を実施した。調査
対象は昨年度と同様であるが、回答は昨年度が 18 社に対し、今年度は 17 社であった。以下
は、このうち、
「製造現場のデジタル化」に関わりの近い調査結果だけ290を取り上げる。特に
「見える化の程度」、「情報収集の手法」、「入力・伝達手段」といった面からデジタル化・ネ
ットワーク化の進捗状況をみることにする。

4-2-2(1). 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
受注品の生産工程内進捗状況の見える化の程度として、 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」、「即答できるよう対応中」、「即答はできない」のいず
れかについて尋ねた。
結果は以下の通り、即答できるは 17 社中の 1 社のみで前年度と変わらず、対応中は前年
度の 5 社から 8 社に増加している。
図表 116 受注品の生産工程内進捗状況の見える化の変化(平成 27 年～同 28 年)

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

生産機械や作業現場の稼働状況の見える化の程度
生産機械や作業現場の稼働状況の見える化の程度として、
「ICT 化の進み具合」と「工場
の見える化」の程度を尋ねた。
結果は、
「ICT 化が進行段階にある」が 17 社中の 13 社。
「ICT 化は計画段階等」が 3 社。
前年度に比べ、1 社が進行段階に進んだことがわかる。
「ICT 化計画は今のところ白紙」とい
う回答が 1 社みられた。

290

専門部会委員を対象とするアンケート調査の全体像（調査対象、調査仕様、回収状況等）、および、委員ア
ンケート調査結果のうち、「製造現場のデジタル化」関連以外については、第 4 章の「4-3.専門部会委員の
見方」を参照。
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図表 117 生産機械や作業現場の稼働状況の見える化の変化（平成 27 年～同 28 年）

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

4-2-2(2).情報収集、入力・伝達手段
日報等文書
日報等文書の入力作成状況とその伝達手段についてどの程度電子化が進んでいるか、調査
してみた。結果は電子式入力方式が 17 社中の 11 社。筆記式入力が同 3 社。社内 LAN や工
場内 LAN に接続しているという回答はそれぞれ 5 社、4 社あるが、電子入力するも出力は紙
ベースという回答も 2 社ほどみられる。
図表 118 日報等文書の入力作成状況とその伝達手段の変化
（平成 27 年～同 28 年）

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

機械装置稼働情報
機械装置稼働情報の収集方法について、情報の収集範囲がどの程度の広がりがあるか尋ね
た。
結果は機械装置単独（スタンドアローン）で収集するという回答が、17 社中の 12 社と多
数を占めた。
機械装置メーカーごとの収集をしているという回答は 2 社にとどまる。
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図表 119 機械装置稼働情報の収集方法の変化（平成 27 年～同 28 年）

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

4-3.専門部会委員の見方（含む前年からの変化）
既述のとおり、今年度も昨年度に引き続き、専門部会委員を対象とするアンケート調査を
実施した。調査対象は昨年度と同様であるが、回答は昨年度が 18 社に対し、今年度は 17 社
であった。調査内容についてはパラダイムシフトに対する各委員の受け止め方や自社の位置
づけのほかに、各社の今後の展開などを問うている。各社モノづくり力の現況認識という設
問については割愛とした。代わりに昨年度の提言である TAKUMI4.0 について詳しく調査す
ることにした。
図表 120

アンケート調査の構成：平成 27~28 年度比較表
アンケート調査の構成
平成 27 年度（n=18 社）

アンケート調査の構成
平成 28 年度（n=17 社）
A．回答者属性

A．回答者属性

B．
「パラダイムシフト」に対する各社の受け止
め方

B．「パラダイムシフト」に対する各社の受け
止め方

C．
「パラダイムシフト」に対する自社の位置づ
け

C．「パラダイムシフト」に対する自社の位置
づけ

D．TAKUMI4.0 について

D．各社モノづくり力の現況認識

E．各社の今後の展開

E．各社の今後の展開

F．専門部会活動の更なるに活性化策（自由意
見）

F．専門部会活動の更なるに活性化策（自由意
見）
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4-3-1.パラダイムシフトに対する受け止め方
4-3-1(1)パラダイムシフトに対する各社の受け止め方
世界の製造業におけるパラダイムシフトに対する不安感など
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調査した。不安・脅威
の対象については、
「パラダイムシフトに付いていけそうもない」のか「自社との関わりが解
らないから不安が先立つ」のか、あるいは「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」など、やや深堀した尋ね方をしている。
「不安」が
あるという回答は、17 社中 12 社と前年度から 2 社減少した。その分、
「どちらともいえない」
が 2 社増えて 4 社になった。
図表 121

世界のパラダイムシフトに対する各社の受け止め方

年度

パラダイムシフトの動きに対する受け止め方

不安感無し

どちらともいえない

不安

27FY

世界のパラダイムシフトの動きへの不安・脅威感

1社

2社

14 社

28FY

世界のパラダイムシフトの動きへの不安・脅威感

1社

4社

12 社

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

世界のパラダイムシフトに対する不安・脅威の対象（平成 27 年～同 28 年）
「自社の取組には自信があり、海外勢の動向に不安を感じることはない」という回答は、
今年度は 0 社である。
「自社との関わりが解らないから不安が先立つ」という回答は昨年度の
5 社から 1 社に減少した。
「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」という回答が昨年度の 8 社から 10 社に増えた。
図表 122

世界のパラダイムシフトに対する不安・脅威の対象の変化（平成 27 年~同 28 年）

注.図において左側の社数は平成 27 年を、右側の社数は平成 28 年を指す。
出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成
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米国 IT 系企業の動き、および、ドイツのインダストリー4.0 に関する受け止め方
米国 IT 系企業の動き、および、ドイツのインダストリー4.0 に関する受け止め方について
調査した。自社にとって「脅威」、
「驚異」、「興味がある」
、「関心がない」のいずれかを尋ね
たところ、米国 IT 系企業に対しては、「自社にとって脅威」が 17 社中 2 社と前年度比 2 社
減となる一方、「興味がある」が 1 社増えて 8 社となっている。ドイツのインダストリー4.0
についても「驚異」が 4 社と 5 社減となる一方、
「興味がある」が 2 社増えて 11 社となった。
総じてこの 1 年間で、
「脅威」や「驚異」という受け止めかたから、前向きな印象である「興
味」に変じた企業が増加した。
図表 123

米国 IT 系企業とドイツのインダストリー4.0 に関する受け止め方の変化
（平成 27 年~同 28 年）

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

米国 IT 系企業の動きとドイツのインダストリー4.0 に関する受け止め方
米国 IT 系企業の動きとドイツのインダストリー4.0 に関する受け止め方について、自由回
答方式で調査した結果、米国とドイツに対するコメントが変化している。総じて、警戒感も
見られるがより理解が進み、前年に比べ不安感や警戒感が薄らいでいる印象がある。
【平成 27 年度】
平成 27 年度は、米国 IT 系企業に対しては「IoT
（Cloud・Big-Data 収集分析・Deep-Learning
分析）による運用・保守改善や 3D プリンター等は、日本の FA 企業の競合ではなくむしろ補
完関係」にある、あるいは「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」と、
前向きな回答もみられるものの、総じて、
「ソフトがものづくりのイニシアティブをとるのは
脅威」、「メーカー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」、「メーカー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」、「コントロールされてしまう不安」といったストレートに不安を吐露する回答が特
徴的であった。
また、ドイツのインダストリー4.0 についても「システム構築の動きを参考にしたい」と
いった前向きにチャンスととらえる向きもあったが、どちらかといえば総じて「不安感」や
「脅威」といった面に焦点を当てる回答が多く見られた。
ドイツは、特に「国と一体になった取組」が脅威に映り、
「ドイツ式が接続標準化、先行
占有化する可能性」や「ドイツ式に繋がらない日本製品の競争力が低下」するといった指摘
など、ドイツの活発な活動による影響を危惧する回答がみられた。
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図表 124

平成 27 年度：米国 IT 系企業とドイツのインダストリー4.0 に関する受け止め方

平成 27 年度米国 IT 系企業

平成 27 年度ドイツのインダストリー4.0

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

【平成 28 年度】
平成 28 年度になると、一転、米国 IT 系企業やインダストリー4.0 に対して、冷静な評価
が増えている。米国・ドイツのそれぞれの長所を見極める回答がみられる。
図表 125
止め方

平成 28 年度：米国 IT 系企業とドイツのインダストリー4.0 に関するに対する受け
止め方

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

米国系 IT 系企業に対しては「データを使った顧客価値作りの上手さと早さ」、「スピード
「IoT・ICT
が速く、コンセプト発信で革新をリード」している点が評価されている。また、
技術/プラトフォーム（Cloud・データ分析他）については、米国 ICT 企業やソフトウェア企
業を見習うべき点、活用できる点が多々ある」と長所を指摘する回答がみられた。
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ドイツのインダストリー4.0 に対しては、
「国の関与が大きく、宣伝も上手」、
「国としての
状況が、よく似ており、施策を注視することで自社の対応の参考に」
、「積極的に技術を取込
み、自社ものづくり能力強化に利用したい」と前向きな回答がみられる。ただ、
「ドイツがも
のづくりプラットフォームで国際標準化すると、日本のものづくり/製品もそれに従わざるを
得ない状況になる」という諦観に近い意見もみられた。

4-3-1(2)世界のパラダイムシフトの動きに対する具体的な受け止め方
「世界のパラダイムシフトの動きに対する具体的な受け止め方」に関する回答をみると、
前年度の「受身的」な受け止め方から今年度は「高い関心」や「導入意欲」が感じられる回
答へと大きく変化している点が特徴的である。
【平成 27 年度】
平成 27 年度における委員の受け止め方を粗々に総括すると、次の図にみられるように、
パラダイムシフトに関連するような「用語を耳」にしたり、活動の「活発化を目」にしたり
といった先行事例等の「具体的な事例の動向を注視」している状況にとどまっている。どち
らかといえば「やや受け身」に近い受け止め方が主であった。
図表 126

平成 27 年度：米国 IT 系企業とドイツのインダストリー4.0 に関するに対する受け
止め方

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

【平成 28 年度】
平成 28 年度は、
「機器のリモートメンテナンス」や「現場での IoT の実装」などが急速に
進展した。サービスの事業化や異業種からの参入に加えて、異業種への進出案件も見られる
ようになる。こうした身近での具体例が多方面で高い関心を呼び起こし、導入意欲が顕著に
表れてきている。
大胆に総括すると、やや傍観者的な立場に近かった平成 27 年度から、平成 28 年度は、一
転して高い関心と導入意欲が旺盛であり、より身近なものへと急転回を遂げた年であったと
いえよう。
いまは世の中に IoT という言葉が溢れ、人工知能や IoT 関連のイベントが頻繁に開催され、
社内外で顧客も含めて IoT などの活用意欲が盛り上がっている。実際に「新たなサービスの
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提案」や「予防保全などのシステムが製品化」され、
「状態監視データの蓄積と利用による新
たなサービスの提案」が行われている。
図表 127

平成 28 年度：米国 IT 系企業とドイツのインダストリー4.0 に関するに対する受け
止め方

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

4-3-1(3)パラダイムシフトが起きたり、加速したりする場合の具体的なイメージ
「パラダイムシフトが起きたり、加速したりする場合の具体的なイメージ」を尋ねたとこ
ろ、昨年度は「環境整備が進み」「パラダイムシフト事例が増加し」「つながる範囲が拡大」
「標準化が進む」一方で日本の技術・技能が進歩するといった指摘がみられた。
今年度は、市場が大きく変化し、ビジネスモデルが限界を迎え、製品ライフサイクル全般
への大きな影響を指摘する見方がある一方、費用対効果への疑問を抱く回答も見られた。総
じて前年度の漠としたイメージから今年度は個別具体的なイメージが多く見られた点が特徴
的である。
【平成 27 年度】
平成 27 年度は、インダストリー4.0 や米国での IIC などの動きに対して、
「つながる」範
囲が一気に拡大し、海外勢主導で標準化が急速に進展するという点に懸念を示す声がある一
方で、これから取り組むべき課題として捉える見方もあった。
実際、
「インダストリー4.0 対応事例」や「GE 主導による IIC 対応の事例」が増大したり、
「ネットワークに接続された機器が登場」したりといった現状認識に関する回答のほか、ス
マート化された製品や工場などにより「つながる範囲が拡大し、標準化が進展する」といっ
た製造業の将来に向けた趨勢を指摘する回答、海外勢による設備・機械・機器の横連携が進
む一方で、生産現場と上位生産情報システムの縦連携が進むといった点を取り組むべき課題
とみる回答などがみられた。
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プラットフォーム化・標準化・オープン化・デファクト化が進むといった点は、日本企業
にはどちらかというと苦手意識が強い分野ではあるものの、パラダイムシフトには不可欠で
ある。こうした課題こそ「これから取り組むべき課題」だと主張する回答がみられた。
平成27
27年度：パラダイムシフトが起きたり、加速したりする場合の具体的なイメージ
年度：パラダイムシフトが起きたり、加速したりする場合の具体的なイメージ
図表 128 平成

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

「日本人の若手」への継承難と
足元の議論としては、熟練技術者や技能者の減少が進み、
いう課題を指摘する回答がみられた。他方で、パラダイムシフトが脱ヒト依存につながると
いう視点や、人と自動化のバランス、IT 技術の活用といった前向きの課題を挙げる回答もあ
る。
【平成 28 年度】
平成 28 年度は、パラダイムシフトが起きたり、加速したりするイメージについて、平成
27 年度でのやや漠然としたイメージから、より個別的で具体的なイメージに変化している点
が特徴的である。
単なる｢生産実行フェーズ｣のみでなく、製品／生産設計・生産設備立上げ・生産実行・生産
単なる｢生産実行フェーズ｣のみでなく、製品/生産設計・生産設備立上げ・生産実行・生産
運用改善（生産性・品質・省エネ・安全性向上）
・生産設備保守に至る生産ライフサイクル全
運用改善（生産性・品質・省エネ・安全性向上）
・生産設備保守に至る生産ライフサイクル全
般の Speed-Up
Speed-Up が図られる、あるいは、｢ものづくりの高度化・複雑化・高品質化｣｢ものづく
が図られる、あるいは、｢ものづくりの高度化・複雑化・高品質化｣｢ものづく
りを支える熟練作業者減少｣の両面を解決するために、IoT・ICT を活用したものづくりが必須
りを支える熟練作業者減少｣の両面を解決するために、IoT・ICT
を活用したものづくりが必
になるといった生産ライフサイクル全般への大きなインパクトを指摘する意見がみられた。
須になるといった生産ライフサイクル全般への大きなインパクトを指摘する意見がみられた。
製造業の市場面では、センサーとリモートモニタリングを搭載した機器が市場に多数投入
され、予測、診断、予備品対応などのシステムが構築されるといった市場の変化に目を向け
る意見が見られた。こうした意見に呼応するかのように製造業の事業展開の面からは、川下
型製品を中心に「製品売り切り」によるビジネスモデルが限界を迎えるという指摘がみられ
た。また、「自動運転､白タク､民泊､規制緩和との戦い」は「モノづくりでも急速に進むが、
一度立ち止まる可能性あり」といった費用対効果への疑問を指摘する意見も見られた。
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図表 129 平成 28 年度：パラダイムシフトが起きたり、加速したりする場合
の具体的なイメージ
図表 129 平成 28 年度：パラダイムシフトが起きたり、加速したりする場合の具体的なイメージ

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

4-3-2.パラダイムシフトに対する自社の位置づけ
4-3-2(1).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、自社の対応は「ドイツの先を行って
いる」、「ドイツにそれほど遅れていると思わない」などという見方について尋ねた。
「これからだ」は 7 社から 3 社に減ったが、「すでに対応しつつあるが不十分だ」が前年
度の 7 社から 8 社に増加。「遅れている」も同じく 3 社から 4 社に増加した。総じて自社認
識は厳しめの回答が多い。
図表 130

世界のパラダイムシフトに対する自社の対応状況の変化(平成 27 年～同 28 年)

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成
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パラダイムシフトに対する自社の対応状況の変化（平成 27 年～平成 28 年）
「パラダイムシフト」的な取組の開始状況について、
「開始していない」が 17 社中の 5 社
と昨年度から 3 社減と大きく減少した。一方「すでに何らかの形で開始」は 12 社になり前年
度比 2 社増加した。
図表 131

「パラダイムシフト」的な取組の開始状況の変化（平成 27 年~同 28 年）

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

4-3-2(4)つながり方・情報共有の程度
工場間
工場間の情報伝達・共有の程度について、どの程度電子化されているか調査した。「紙ベ
ースによる」が前年度の 3 社から 2 社へと 1 社減り、代わりに、「電子媒体」によるが 2 社
増えて 9 社となった。
図表 132

機械装置稼働情報の収集方法の変化（平成 27 年～同 28 年）

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

部品納入業者等
同様に部品納入業者等とのつながり方についても調査した。「電子的なつながり」がある
という回答は 1 社増えて 5 社となった。
図表 133

工場での部品納入業者等とのつながり方の変化（平成 27 年～同 28 年）

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成
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物流・流通企業
物流・流通企業とのつながり方について同様に電子化の程度を調査した。「紙ベース」に
よるという回答が 3 社から 1 社へと減じた一方、「電子媒体」が 14 社と 1 社増加している。
図表 134

物流・流通企業とのつながり方の変化（平成 27 年～同 28 年）

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

販売後の製品
販売後の製品利用に関する情報収集手段について売り切りかどうか調査した。「基本は売
り切り（トラブル時のみ対応）」が 3 社から 2 社へと減少した。アフターサービスで ICT を
駆使しているという回答は 1 社にとどまった。

図表 135

販売後の製品利用に関する情報収集手段の変化（平成 27 年～同 28 年）

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

工場内見える化の具体的な取組の変化
以上の工場内パラダイムシフトの具体的な取組（見える化）を分野別にまとめたものが次
の表である。前年度とほとんど変化していない。表は従って今年度のみを掲載している。
工場内見える化の具体的な取組として最も端的な例として「受注した製品の生産工程内に
おける進捗状況について受注先から問い合わせがあった時に即答することができるか」を問
う設問をみると、現況で即答できるという回答は 1 社のみであった。
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図表 136 工場内見える化の具体的な取組の変化（同 28 年）

年度

工場内パラダイムシフトの
具体的な取組（見える化）

見える化／即答可

見える化
不可

28FY

生産工程内進捗状況問い合わせ
に対する即答能力

1社

15 社

28FY

生産機械・生産現場稼働状況(ある工場、或
いは、ある工場の一部について）

12 社

4社

28FY

日報等文書作成入力手法

電子化 11 社

紙ベース 2 社

28FY

日報等文書入力後の伝達手法

電子化 9 社

紙ベース 2 社

28FY

機械装置稼働状況

メーカー毎 2 社

機器毎 12 社

注.平成 27 年度の回答は平成 28 年度とほとんど変わらない。見やすくなるように昨年度分は削除している。
出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

また、生産機械・生産現場稼働状況の見える化については、自社内の「ある工場」や「あ
る工場の一部について」限ると見える化が進んでいるとの回答が 17 社中 12 社と多数を占め
る。しかし、あくまで特定の工場だけということになる。生産工程内進捗状況や機械装置の
稼働状況の見える化といった面では見える化が可能という回答は 1~2 社に過ぎない。ただ、
日報等文書入力方法や伝達方法については「電子化されている」という回答はそれぞれ 11 社、
9 社とそれぞれ過半数を占めている。

4-3-3.パラダイムシフトの具体的な取組
4-3-3(1)他社等との連携・情報共有等
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・工程情報共有度について調査した。「先方の生産
設備に関する情報について共有している」は 17 社中の 8 社、うち「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」は 5 社であった。
一方、「先方と情報は共有していない」という回答は 4 社である。
図表 137

工場での部品納入業者等との生産設備・工程情報（ベストプラクティス等）共有度

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成
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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について調査した。「先方と情報共有してい
る」という回答は 17 社中の 8 社、うち「電子的な情報共有」は 4 社である。
「情報を共有し
ない」という回答は 4 社であった。
図表 138

物流・流通企業との販売後の製品情報共有度

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

他社との事業連携（協業等）
他社との事業連携（協業等）について調査した。「連携中」は 6 社と前年度比 1 社増加し
た。「未連携」は 7 社と前年度比 2 社減となった。
図表 139 他社との事業連携（協業等）の有無の変化（平成 27 年～同 28 年）

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

内外の工場間との取組み
ベストプラクティス／失敗事例などの情報を工場間で共有するかについて、調査した。
「共
有せず」が 5 社と前年度から 1 社減となり、「共有する」が 9 社と同 1 社増となった。
図表 140 工場間のベストプラクティス等の情報共有の変化（平成 27 年～同 28 年）

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

4-3-3(2)デジタル化・ネットワーク化への取組状況
自社で取り組んでいる分野、領域
昨年度の調査で「つなぐ」の全体像について「受注、生産準備等」
「研究開発」
「製造」
「調
達・物流」
「ユーザー」等に分割して楕円図で示した。ここでは、各社で取り組んでいる「デ
ジタル化・ネットワーク化」がどの分野・領域に該当するか調査した。
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全 17 社のうち、最多の回答（複数回答）は、「工場内生産設備装置、作業員、搬送装置、
諸ツールなどのデジタル化・ネットワーク化への取組」で 16 社。次が、「自社製品を含むユ
ーザー先とのデジタル化・ネットワーク化」で 11 社が、次いで「受注情報のデジタル化・ネ
ットワーク化」と「サイバー空間とのネットワーク」がそれぞれ 9 社と続く。
図表 141 自社の「デジタル化、ネットワーク化」取組中の分野・領域（平成 28 年、社数）

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

パラダイムシフトの具体的な取組：自社の「見える化」後の情報活用状況
工場間での情報共有
工場間の情報伝達・共有の程度について、調査した。工場間で「情報共有をしていない」
という回答は 5 社で前年度比 1 社減、「共有する」が 9 社で同 1 社増となった。
28年）
年）
図表 142 工場間情報（ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽ/失敗事例）共有度291の変化（平成 27 年～同
年~同 28

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

工場での部品納入業者等との情報共有
工場での部品納入業者等とのつながり方について調査した。先方と「情報共有する」とい
う回答が前年度と比べ減少し、「共有せず」という回答が増加する結果となった。

291「工場間情報（ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽ/失敗事例）共有度」とは、カイゼン活動、QC
「工場間情報（ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽ／失敗事例）共有度」とは、カイゼン活動、QC
サークルなどで提案されるよう
サークルなどで提案されるような

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の程度の
「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の程度のこ
こと。
と。
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図表 143 工場での部品納入業者等とのつながり方の変化（平成 27 年～同 28 年）

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

物流・流通企業との情報共有
物流・流通企業とのつながり方について調査した。
「先方と情報共有」するが 8 社、
「共有
せず」が 4 社で、不明が 5 社あった。
図表 144 物流・流通企業との販売後の製品情報共有度の変化（平成 27 年～同 28 年）

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から 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）について調査した。
「未連携」が 9 社から 7 社に減り、
「連携
中」が 5 社から 6 社へと増加している。不明も 4 社ある。
図表 145 他社との事業連携（協業等）の有無の変化（平成 27 年～同 28 年）

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

なお、次のグラフは日本社会への IoT 普及度を調査した結果である。「今後、日本の社会
全体に IoT が普及すると思いますか。」という設問に対して、「そう思う」と肯定する回答が
6 割強みられる。
「どちらかというとそう思う」も約 3 割あり、両者合わせると 9 割強が IoT
の普及に肯定的である。
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図表 146

日本社会への IoT の普及度に関するアンケート調査結果から

注.設問：
「現在、日本においても、
「モノのインターネット」
（Internet of Things：以下、IoT といいます）への
関心が高まっています。今後、日本の社会全体に IoT が普及すると思いますか。」回答: 1,021 スキップ: 56
（Web アンケート調査）
出所：
「IoT 時代のロジスティクス in 2030」(JILS 総研レポート Vol.1)に係る Web アンケート調査結果 公益
社団法人日本ロジスティクスシステム協会 JILS 総合研究所 2016 年 12 月
http://www.logistics.or.jp/jils_news/%E3%80%8CJILS%E7%B7%8F%E7%A0%94%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83
%BC%E3%83%88%E3%80%8D%28Vol.1%29%E3%83%BBWeb%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC
%E3%83%88%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E7%B5%90%E6%9E%9C.pdf

パラダイムシフトの具体的な取組（販売後情報の活用度）
販売後の情報収集蓄積とその活用度について調査した。
「蓄積・活用中」が 5 社、
「未活用」
が 7 社である。前年度に比べ不明が 4 社と 2 社増となっている。
図表 147 販売後の情報収集蓄積とその活用度（MA）の変化（平成 27 年～同 28 年）

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

4-3-3(3)デジタル化・ネットワーク化「つなぐ」（IoT 導入）ときの重視点
「つなぐ」（IoT を導入する）場合の狙い（価値）として最も重視するところ
「つなぐ」
（IoT を導入する）場合の狙い（価値）として最も重視することについて調査し
た。総じてみると「販売後の知見や価値を重視」するとの回答が 10 社と、「工場内生産・労
働を重視」するとの回答 6 社を上回っている。
ただ、選択肢別にみると、「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」を挙げた回答が 6 社と最多を示した。
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図表 148

「つなぐ」
（IoT 導入）場合の狙い（価値）として最も重視する項目

図表 1 「つなぐ」（IoT 導入）場合の狙い（価値）として最も重視する項目（同 28 年）

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

4-3-3(4).デジタル化・ネットワーク化の目的
デジタル化・ネットワーク化の目的として最も重視すること
ここでは、デジタル化・ネットワーク化の目的として最も重視することを調査した。「技
術系人材関連」
「生産関連」
「受注後の生産立ち上げ関連」
「営業・サービス関連」という 4 つ
の側面別に目的として何を重視するか尋ねた。
【技術系人材関連】
技術系人材関連からみたデジタル化・ネットワーク化すべき目的として最も重視されてい
ることは、「属人的な熟練技能を横展開（他の技能者、内外の工場、協力先など）するため」
が最多で回答 16 社中の 6 社が選択した。
次が「属人的なベテラン技術を横展開（同上）するため」で 4 社、「ベテラン技術者の継
承のため」は 3 社であった。
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図表
150 28
【技術系人材】
（平成 28 年）
図表 150 【技術系人材】
（平成
年）

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

【生産関連】
生産関連からみたデジタル化・ネットワーク化すべき目的として最も重視されていること
は、「生産ラインで従来ブラックボックスだったところの可視化のため」が最多で全 16 社中
の 5 社が選択した。次が「生産性向上のため」で同 4 社、次いで「工場内の即時現況把握に
よる全体俯瞰力向上のため」が同 3 社と回答に幅がみられた。
図表 151 【生産関連】(平成 28 年)

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成
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【受注後の生産立ち上げ関連】
受注後の生産立ち上げ関連からみたデジタル化・ネットワーク化すべき目的として最も重
視されていることは、「受注後の生産準備、生産立ち上げ等の効率化、期間短縮化」が全 16
社中の 9 社と最多の回答を集めた。
図表 152 【受注後の生産立ち上げ関連】（平成 28 年）

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

【営業・サービス関連】
営業・サービス関連からみたデジタル化・ネットワーク化すべき目的として最も重視され
「保守メンテのリモート化によるサービス力強化」が全 16 社中の最多で 7 社、
ていることは、
次いで「保守メンテサービスの収益源化などの新しいビジネスモデル構築」が同 5 社となっ
ている。
（平成 28 年）
図表 153 【営業・サービス関連】

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

自社製品のリモートサービスについては、全 17 社中の 11 社が取組中で前年度から 5 社増
となった。
図表 154 自社製品のリモートサービス292の可能性

292

「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）
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図表 154 自社製品のリモートサービス292の可能性

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

4-3-3(5).デジタル化における「匠の技」、「新しい現場力」
「匠の技」のデジタル化についての考え方として最も近いもの
「匠の技」のデジタル化についての考え方を調査した。できる限りデジタル化すべきか、
それとも一部にとどめるべきかといった観点から設問している。
その結果、最多の回答は「デジタル化を進めるに当たり、デジタル化の目的と課題を明確
にしておくべき」という考え方で 8 社（全回答は 16 社、1 社回答保留）となった。
そのほかの考え方「『匠の技』のデジタル化は極力進めるが、一部の『匠の技』は敢えて
でも残していくべき」と「『匠の技』のデジタル化の難しい分野についても引き続きデジタル
化の試みを継続すべき」には 3 社が、「匠の技」はできる限りデジタル化するべき」には 2
社が賛意を示した。
図表 155 「匠の技」のデジタル化（平成 28 年）

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

デジタル化・ネットワーク化の現場における手法
本専門部会では、かねてよりデジタル化・ネットワーク化に伴う「新しい現場力」を考え
ることの必要性が指摘されている。デジタル化・ネットワーク化する場合に求められる「新
しいヒトの役割と能力」を検討するに当たり、そもそも現場においてデジタル化・ネットワ

292

「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）
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ーク化する際にどのような対策がとられているのか、まず実態を抑える必要がある。そうし
た観点から本設問を取り上げた。
その結果、回答した全 16 社中の 12 社が「シミュレーション」を挙げ、
「ロボット」は 2
社、「その他」が 4 社となった。
この「その他」に挙げられた自由回答をみると以下のとおりである。
 データ項目の選定、データ形式の定義と共通化
 センサー
 機械加工精度・範囲の向上
 両者（シミュレーションとロボット）必要と思う
図表 156 デジタル化・ネットワーク化する場合の対策案

（平成 28 年）

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

デジタル化される前の「匠の技」や熟練技能の温存の必要性とその理由
現場の優れた技能や「匠の技」と呼ばれる暗黙知をいったんデジタル化すると、その技能
の進歩はその時点でロックされてしまう。デジタル化された技術や技能はもはや不要となる
のか。
こうした観点から本設問「デジタル化される前の「匠の技」や熟練技能を引き続き温存さ
せる必要があるか、必要があるとするとその理由は何か」を取り上げることになった293。こ
の設問を言い換えると、現場でのデジタル化が進むときに、デジタル化後段階における新し
い技術や技能をさらに進歩させるためにはどうしたらよいかとなる。
調査結果は次図にある通り、11 件の丁寧な記述式回答を得た。回答の分類軸として、横軸
に「人手による作業」と「自動化」を、縦軸には「熟練技能『匠の技』」と「デジタル化」を
おいた。

293

1760 年代に勃興した第 1 次産業革命のときには、織機や紡績機による大量生産が可能になり、熟練技能者
の職が次々と奪われ、英国では機械打ちこわし運動「ラッダイト運動」が繰り広げられた。
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こうして出来上がる 4 象限のうち、第 3 象限の「人手による作業」と「熟練技能『匠の技』」
に入ると思われる回答が最も多数を占めた。「匠の技」のような暗黙知は「不要にならない」
「温存すべき」といった意見が 6 件あった。
第 2 象限は、
「人手による作業」と「デジタル化」に囲まれた領域であるが、ここには、
「デ
ジタル化」は進めるべきではあるが、一方で「熟練技能は残る」
「さらに高めていく技術は必
要」と技能や技術の進歩にも着眼した指摘がみられる。また「自動化とコスト」についても
敷衍されている。
第 4 象限は「熟練技能『匠の技』」と「自動化」
、第 1 象限は、
「自動化」と「デジタル化」
の組み合わせ領域である。残りの二つの回答はいずれも第 4 象限との親和性が高いように思
われるが、「センシングや演算処理」に関するコメントはどちらかというと第 1 象限に近い。
そこで上図のような配置にしてみた。この二つは企業として「顧客価値」や「将来価値」の
有無をどう判断するかがポイントであることを指摘した意見である。
図表 157 デジタル化される前の「匠の技」や熟練技能の温存の必要性とその理由
（平成 28 年、自由回答方式）

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成
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4-3-3(6). パラダイムシフト（IoT など）への取組可能性
パラダイムシフト（IoT など）に向けた社内体制への取組
パラダイムシフト（IoT など）にむけた社内体制への取組を調査した。その結果、
「社内体
制は既に以前からできている」という回答が全 17 社中の 10 社を占めた。
これは「今年スタートしたところ」という回答が昨年度の 8 社から 2 社に激減し、その分、
「社内体制ができている」という回答が増加したことにほぼ対応している。
さらに昨年度は 3 社ずつあった「今のところ予定はない」という回答は、今年度は 0 社に、
「これから検討する」という回答は逆に増加して 5 社になっている。各社において取組が増
加していることがうかがえる。
図表 158

パラダイムシフト（IoT など）への取り組み状況（社内体制）
（平成 27～同 28 年）

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

パラダイムシフト（IoT など）への分野・領域別取組の可能性
パラダイムシフト（IoT など）への取組可能性をみるために、どのような分野・領域で取
り組もうとしているのか、分野・領域別に調査した。
分野・領域として挙げたのは「自社製品のリモートサービス294の可能性」、
「ユーザーへの
運用支援サービス295」、
「売切りビジネスから転換296する可能性」、
「調達先との協業可能性」、
「工場内における取組の可能性」の 5 つである。それぞれの設問に関して「取組中」、「実施
を検討」、「予定はない」
、「所管外で回答不能」という選択肢を付した。
結果は、昨年度と比べ回答が増加したのは、「工場内パラダイムシフト」である。昨年度
の 5 社から今年度は 12 社へと 7 社も増化した。
「自社製品のリモートサービス」は 6 社から
11 社へと 5 社増、「ユーザーへの運用支援サービス」は 5 社から 6 社へ、「調達先との協業」
は 1 社から 2 社へと増加した。半面、
「これから検討」という回答は、どの取組をみても今年
度は前年度に比べ減少している。同様に「取組なし」という回答も前年度対比で減少してい

294

295

296

「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）
「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）
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
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る。すなわち、製造業のパラダイムシフトに向けた取り組みに向かって進んでいることがう
かがえる結果となった。
図表 159 パラダイムシフト（IoT など）への取組状況の変化、総括表
（平成 27 年～同 28 年）
年度

パラダイムシフト（IoT など）
の取組

実施
取組
中

内訳

内訳

今年開
始

取組無

これから
取組検討

予定
無

27FY

自社製品のリモートサービス

6社

＊＊＊

6社

6社

0社

28FY

自社製品のリモートサービス

11 社

＊＊＊

3社

3社

0社

27FY

ユーザーへの運用支援サービス

5社

＊＊＊

9社

6社

3社

28FY

ユーザーへの運用支援サービス

6社

＊＊＊

8社

5社

3社

27FY

売り切りビジネスからの転換

1社

＊＊＊

9社

6社

3社

28FY

売り切りビジネスからの転換

1社

＊＊＊

8社

5社

3社

27FY

調達先との協業

1社

＊＊＊

8社

4社

4社

28FY

調達先との協業

2社

＊＊＊

5社

3社

2社

27FY

工場内パラダイムシフト

5社

＊＊＊

8社

6社

2社

28FY

工場内パラダイムシフト

12 社

＊＊＊

1社

0社

1社

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

パラダイムシフト（IoT など）検討の方向性
製造業のパラダイムシフトは一面から見ると、従来はブラックボックスであったがゆえに
「実はよくわからなかった」、あるいは、「実は知られていなかった」という側面をデジタル
化・ネットワーク化する中で「見える化」する動きでもある。そこで、様々なエンジニアリ
ングチェーンやサプライチェーンといったバリューチェーンのどこに焦点を当てて「見える
化」しようとしているのかについて調査した。
その結果、パラダイムシフト（IoT など）検討の方向性として最も多い回答は、
「工場内の
見える化」で全 17 社中の 15 社、次いで「製品ライフサイクルの見える化」が同 14 社であ
った。「調達先との協業による見える化」は同 6 社にとどまった。
工場関連の見える化では工場内が同 15 社であるのに対し、国内工場間や海外工場も含め
た観点からの見える化は同 10 社とやや少なくなる。
製品のトレースを可能にしようという取組は、同 14 社ある一方で、ユーザー企業や販売
先企業といった自社以外の企業との「見える化」は、同 7 社とやや少ない結果となっている。
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図表 160 パラダイムシフト（IoT など）検討の方向性（MA）の変化、総括表
（平成 27 年～同 28 年）

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

4-3-4.新しい現場力と TAKUMI4.0 に関する見方
昨年度報告書で提案された TAKUMI4.0 について、さらにブレークダウンして考えるため
に「新しい現場力」「必要とされる能力」「ヒトの役割」「スキル・ノウハウ」「ヒトにしかで
きないこと」
「創造性を要求される業務」
「デジタル化阻害技術の特徴」
「デジタル化阻害要因」
といったキーワードからアプローチする調査を行った。

4-3-4(1)デジタル化・ネットワーク化に伴う新しい現場力
新しい現場力
新しい現場力を、「デジタル化・ネットワーク化する場合」に求められる「ヒトの役割と
能力」とみて、委員各位の考え方を調査した。必要な技術や能力を発揮することがヒトの役
割であり、新しい現場力だと考えられる。そこで「デジタル化・ネットワーク化する場合」
に「必要な技術」と「必要とされる能力」に分けて設問した。

デジタル化・ネットワーク化「する場合」に必要な“技術”
「デジタル化・ネットワーク化する場合」
（以下「する場合」）に必要な技術を尋ねたとこ
ろ、12 社から回答が得られた。回答はすべて記述式である。
次図は回答を分類して整理したものである。モデリング系や解析・分析系の技術に加え、
画像処理やプログラミング技術などが挙げられている。
図表 161 デジタル化・ネットワーク化「する場合」に必要な“技術”

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成
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デジタル化・ネットワーク化「する場合」に必要とされる能力
デジタル化・ネットワーク化「する場合」に必要な“能力”について調査した。11 社から
記述式の回答が寄せられた。
記述式回答を分類すると「全体システム」にかかわる構造化や問題把握といった能力のほ
か、シミュレーションの条件選定など「モデリングや解析・評価」にかかわる能力、改善策
の探索や見極めといった「評価・見極め・実行」にかかわる能力に分けられる。
図表 162 デジタル化・ネットワーク化「する場合」に必要な“能力”

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

4-3-4(2).デジタル化・ネットワーク化「後」に必要とされる人材
デジタル化、ネットワーク化が進んだ後（以下、ネットワーク化「後」）に必要とされる
人材について調査した。ここでは「人材」についてデジタル化、ネットワーク化「後」に必
要となる技術や能力、スキル・ノウハウを有する人と解し、それらを発揮することがヒトの
役割であるとみている。

デジタル化、ネットワーク化「後」に必要となる技術
デジタル化・ネットワーク化が進んだとしてもそこで終わりにはならない。さらに上を目
指して進歩していく必要がある。そのときに人の役割はどう変化するのか。あるいは、どの
ような役割を果たしていくべきなのか。
調査の結果、12 社から記述式回答が得られた。課題抽出や運用改善といった「変革志向・
変換・高度化」にかかわる技術をはじめ、バージョンを進化させたり、精度を向上させたり
する「維持・進化・強化」にかかわる技術、シミュレーションのような「データ処理・分析」
にかかわる技術が挙げられている。こうした技術を発揮することが、デジタル化・ネットワ
ーク化「後」に必要とされるヒトの役割だと考えられている。
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図表 163 デジタル化・ネットワーク化「後」に必要となる“技術”

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

デジタル化・ネットワーク化「後」に必要となる能力
デジタル化・ネットワーク化「後」に必要となる“能力”について調査した。10 社から
記述式回答が寄せられた。
現場の仕組みの理解力や最終的な判断力、根本対策から提案できる力など「俯瞰・理解・
判断・方向性」にかかわる能力、データの把握・活用力や価値を向上させる力、メンテナン
ス力などの「分析・保守・改善・向上」にかかわる能力である。そのほか「これは AI の領域
か」というコメントが 1 社あった。
図表 164 デジタル化・ネットワーク化「後」に必要となる “能力”

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

デジタル化・ネットワーク化「後」に必要となるスキル・ノウハウ
デジタル化・ネットワーク化「後」に必要となる “スキル・ノウハウ”について調査し
た。11 社から記述式コメントが寄せられた。
具体的にみると運用改善や推論、デジタル化前のノウハウの伝承など「改善・推論・モノ
づくり」にかかわるスキル・ノウハウ、デジタル機器やソフトウェアの保全や的確なバージ
ョンアップなどの「レベルアップ・使いこなし」にかかわるスキル・ノウハウが挙げられる。
ここでも AI を指摘する回答がみられた。
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図表 165 デジタル化・ネットワーク化「後」に必要となる“スキル・ノウハウ”

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

4-3-4(3).デジタル化・ネットワーク化時代の業務、技術・技能
これまでデジタル化・ネットワーク化時代における「新しい現場力」について見てきた。
逆にデジタル化・ネットワーク化時代において「ヒト」にしかできないことは何か。創造性
を要求される業務とはどのようなものか。暗黙知でデジタル化しにくかったり、阻害したり
している要因は何か。デジタル化・ネットワーク化時代の「現場」を考える。

デジタル化・ネットワーク化時代に「ヒト」にしかできないこと
デジタル化・ネットワーク化時代に「ヒト」にしかできないことについて調査した。10
社から記述式回答が寄せられた。
「ヒト」にしかできないこととしてシミュレーション結果と
現実との照合やその評価などの「照合・評価・改善・提案」や業務を繰り返す頻度の問題な
ど「低再現性、低反復、状況判断、複合要因解析」が挙げられている。
図表 166

人にしかできない難易度の高い業務

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成
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創造性の要求される業務
ここでは「人にしかできない創造性の要求される業務とは」という設問をおこなった。11
社から記述式回答が寄せられた。創造性の要求される業務として「さらなる改善・探索・実
行」や「付加価値の創造・課題設定・予測」が、その他としてデザイン関連、設備修理が挙
げられている。
図表 167

人にしかできない創造性の要求される業務

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

デジタル化しきれない、或いはデジタル化を阻害する技術・技能について
デジタル化はどの分野でも着実に進むとみられている。それでもなおデジタル化が進まな
いと考えられる分野は存在する。どういうケースでデジタル化が進まないのか、その特徴を
技術・技能面から調査した。この結果は、前述の「人にしかできない創造性の要求される業
務」と類似した内容になっている。人にしかできないからデジタル化が進まないという意味
で筋が通っていると考えられる。
具体的にみると「低再現性、複合性、少需要、測定難」の事象や現象」
、また「状況判断、
五感、勘」を要するもののほかに「保全、全面変更・図面なし」などの場合で熟練を要する
作業などが挙げられている。
図表 168 デジタル化しきれない技術・技能の特徴

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

「複合性」
、
「少
「デジタル化しきれない技術・技能の特徴」として挙げられた「低再現性」、
需要」、「測定難」といった特徴は、次の「デジタル化阻害要因」である「コストパフォーマ
ンス」との関連が強いと考えられる。
これは回答者が、現状のデジタル化技術がコスト面で十分な対応ができていないという認
識にたっているからと推測される。言い換えると、デジタル化技術が進歩していけば、コス
ト要因に基づくデジタル化の阻害要因はやがて解消に向かう可能性があるともいえる。
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これは回答者が、現状のデジタル化技術がコスト面で十分な対応ができていないという認
識にたっているからと推測される。言い換えると、デジタル化技術が進歩していけば、コス
ト要因に基づくデジタル化の阻害要因はやがて解消に向かう可能性があるともいえる。
図表 169 デジタル化の阻害要因

出所：専門部会委員アンケート調査の自由回答から NSRI 作成

一方、
「デジタル化しきれない技術・技能の特徴」として挙げられた特徴のうち、
「状況判
断、五感、勘」といった特徴や、コスト以外のもう一つのデジタル化阻害要因の「パラメー
タ抽出難、非均一性、多面性、低頻度」についても、
「いずれは、AI が置き換わるかもしれ
ない」というコメントにみられるとおり、デジタル化技術の進歩によってやがてはデジタル
化が可能になるとも考えられる。
ここにみられる回答はあくまで現状のデジタル化技術に鑑みての回答である。デジタル化
技術の進歩は驚異的である。最新技術の動向からは目が離せないといえる。
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第 5 章．日本の機械工業としての対応（まとめ）
本章は、過去三年間の本事業の総まとめになる。ここでは「日本のモノづくりの将来像」
「製造業のパラダイムシフトとは」
「パラダイムシフトの方向性と対応」の要旨をまとめる。
最後に「終わりに」として”PC2Be”ダイナミックサイクルと TAKUMI4.0 を再度取り上げる。
また、本事業を進める過程で委員から重要だとの指摘のあった諸問題の幾つかは、今後に残
された課題として末尾に整理することにした。

5-1.将来の日本のモノづくりの姿
5-1-1.日本の強みと弱み
一般に「日本の強み」「日本のモノづくりの課題」といった観点の国内の論調を見ると、
例えば、日本をよく知る外国人の発言として「顧客に寄り添い、話を聞こうとする姿勢、こ
れは欧米企業と決定的に違う」
（クボタの販売代理店経営

サム・ジマー氏297）という。これ

などは、日本企業の特徴であり、「強み」として指摘されている例であろう。
また日本の職人の「モノづくり」へのこだわりを強みとする見方がある。日本の工芸品は
すでに 19 世紀欧米で開催された博覧会でも注目された歴史がある。名人芸的で日本の伝統的
な強みだという298。こうした伝統が背景にあることが、最先端技術を支える部品づくりなど
に貢献している。
その一方で、部品点数のオーダー299と品質管理から見た弱みという視点でみると、数百万
個の部品からなる巨大システムの場合と数万個以下の機械製品の場合では、生産管理の方法
が根本的に異なる可能性がある。職人技や優秀な作業員の個別スキルだけでなく、システム
としての生産管理が必要になる場合である。
「日本人の職人芸や個人のスキルや誠実さでは達
成できない、別次元のモノづくりの仕組みが求められるかもしれない」という指摘300がある。
ほぼ同様の指摘がエレクトロニクス業界でもみられる。「日本の家電メーカーはものづく
りに立脚している。大規模プロジェクトや仕様書に落とし込む文化は無く、ソフトウェア開
発は不得手だった。世界で初めての製品を作るのも苦手だった。合議制ではスピードが遅く
て間に合わない。事業部門に任せると既存事業にこだわり過ぎる」などと同業界における日
本の弱みが指摘301されている。これからは「世界をリードできるものでないと、日本の電機
産業の雇用は吸収できない。小さい種を大きく育てるベンチャー的なプロセスが社内外に不
可欠」でそれを実践するのが今後の日本の課題だという302。

297
298
299

300
301
302

出所:日経産業新聞 H28.11.16
出所：日経産業新聞 H28.10.28「巨大システム異なる仕組みで」
部品点数のオーダーとは、例えば、伝統工芸品～数個、テレビ～100 個以下、自動車~約 3 万個、宇宙ロケ
ット～30 万個程度、豪華客船～10 百万個以上（出所：日経産業新聞 H28.10.28「巨大システム異なる仕
組みで」）
出所：日経産業新聞 H28.10.28「巨大システム異なる仕組みで」
出所：日経産業新聞 H28.10.12 から抜粋
出所：日経産業新聞 H28.10.12 から抜粋
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本専門部会委員による「日本の強み弱み」に関するアンケート303において、強みとしての
記述が多かったのは、「現場力」「改善」「品質」などであった。「現場力」は「作業者の質」
「摺合せ」
「きっちり」
「きめ細かさ」
「暗黙知」といった面での製造現場の強さを表わしてい
る。
一方、弱みとしてはそうした「強みが弱みに」転化しかねないといった面の指摘のほか、
「ビジネス展開」「協業・連携・決断」「ICT、ソフト、オープン化」が弱みとされている。
後者の 3 つはいずれも製造業のデジタル化・ネットワーク化を進めるうえで重要とされてい
る事柄ばかりである。

5-1-2.将来の日本のモノづくりの姿
本専門部会の委員各位に対するアンケート調査では、本年度も昨年度同様に「将来の日本
のモノづくりの姿」に関する記述式調査を実施した。この一年間で回答にどのような変化が
生じたかについてみてみる。なお、
「将来」とは 20~30 年後が想定されている。
【平成 27 年度】
ICT が浸透して製造業の中心となる市場分野は、「医療、農業、社会インフラ」があげら
れ、産業は「自動車に加え、航空宇宙産業が柱となり、その他、医療・介護、エネルギー産
業」がモノづくりの中心となる。
生産面では「グローバルでの生産体制最適化」や「全自動でのものづくり」など自動化が
進むとみている。その一方で自動化とともに技能に依る部分も残るとみられている。
「自動機
/ICT と人の程よいバランスがとれたモノづくりとなるべき」という意見をはじめとして「現
場（作業者）の力は継続させていくべき」
「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
のづくりを目指すべき」との考え方もみられる。
また「日本人にしかできない考え方や能力を生かす」「特徴ある技術力で優位性を維持し
ていく」「すり合わせによる物づくりの改善力を IoT に生かす」「データをツールとして活用
し、摺合せ技術の深化を図る」など、日本人の比較優位を生かそうとする考え方が強調され
ている。
産業面では産業再編の進展や大企業と中小企業との連携によるオールジャパン体制に向
かうとする意見も見られた。
【平成 28 年度】
生産面では、
「ほぼ全ての工程でモニタリングができるようになる」
「熟練技能も多くはデ
ジタル化され、CAM 化や自動化が進む」「IoT を活用した人と自動機が共存したマスカスタ
ム生産での差別化により付加価値の高いモノづくり」が進むとみている。
303

専門部会委員を対象とする調査。「日本の強み弱み」に関する記述式回答結果の詳細については、平成 27
年度版報告書 p182～183 参照
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「人と AI・ロボットが上手く共存」し、
「『所有欲』を満たす商品と『機能』
自動化面では、
だけを要求される商品」に二分される。
「匠の技を正しく見極め、人と機械が協調する自働化」
「人的リソースは、顧客価値の創出に工数を割り当てることができる」ようになる。
が進展し、
そして「設計の自動化等で生産性が高まり、週休 3 日、週 30 時間以内の社会環境に」なるこ
「職人技術のデジタル化、ロボット化により職人不足は解消」されると
とが期待されている。
みている。
また「匠は更なる高度技術領域・新技術創出領域へシフト」するほか「マスカスタマイゼ
ーションの世界と、デジタル化と摺り合せ（ブラックボックス）が融合された匠の世界とに
２極化される」との意見もみられた。
図表 170

平成 28 年度

将来の日本のモノづくりの姿

注.上図最上部の「イ 4.0 的」とは「インダストリー4.0」を略したもの。
出所：本専門部会委員を対象としたアンケート調査『平成 28 年度版』から NSRI 作成

一方、今年度の特徴として「ものづくりの細分化・業態変化」に関するコメントが注目さ
『物理的なモノを作る』という行為だけでなく、機械、技術、シス
れる。
「『モノづくり』は、
テム、工場運営、物流等、様々な要素に分けられる」
「現在のように『モノづくり』のすべて
の要素を単独企業、地域、国で担うという形態は少なくなり、現在とは異なる形態で世界的
な分業体制、エコシステム化が進む」などのコメントである。
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総じてみると日本の進む道は、比較優位を生かすことに落ち着く。「強みを活かせる要素
が、機械や技術（「匠の技」）であるならば、日本はその要素で」、「他国の『ものづくり』と
一味異なる特長を持ったしくみで、全世界のモノづくりに貢献していく」などのコメントが
みられた。

5-2.製造業のパラダイムシフトとは
第 2 章から第 4 章まで「製造業のパラダイムシフト」に関して様々な事例や考え方・捉え
方を検討してきた。特に第 3 章において我々の進む方向性として“PC2Be”のダイナミック
サイクルを提案した。以上を踏まえて「製造業のパラダイムシフト」のまとめを行う。

5-2-1.製造業のパラダイムシフトのイメージ
昨年度の本報告書において、製造業のパラダイムシフトを「製造業のデジタル化・ネット
ワーク化」の取組として捉えることにした。
デジタル化・ネットワーク化の流れは、スマート工場、或いはスマートサプライチェーン
などのように局所的に捉えるのではなく、価値連鎖の全体像をとらえるという視点が重要で
ある。そのイメージは、様々の情報が需要サイドから供給サイドを行き来する楕円で描かれ
る304。この楕円上には個々の現実の世界として受注セクションや生産計画部門、生産技術部
門、研究開発部門、製造部門、調達部門、検査出荷部門などの現場が置かれている。各現場
をつなぐことで情報が行きかう。楕円は「システム全体がつながる様」を表わす。全体像と
して捉えることの重要性を暗喩している。インダストリー4.0 もそうであるように、個別のシ
ステムがデジタル化されるだけでなく、個別のシステムが全体として統合されてつながるこ
とが重要である。
そして楕円上に配された各現場を現実空間と捉える一方で、楕円の中央にはサイバー空間
が置かれている。サイバー空間とそれぞれの現実空間（各現場）との間にネットワークを介
して双方向のやり取りが行われる。第 3 章ではこの双方向のやり取りの検討を通じて
“PC2Be”というダイナミックサイクルの必要性を論じてきた。
“PC2Be”とは現状の現実空間（P）から、情報がサイバー空間（C）に向かい、収集・蓄
積され、解析・評価・判断され、新たな行動によってあるべき現実空間（P）に向かう活動を
指す。この“PC2Be”という活動は反復繰返しされる。そして「絶えずあるべき姿の一層の高
み」を目指す終わりのない活動である。
「ダイナミックサイクル」にはそうした含意がある。
このサイクルを回し続けることができれば、それぞれの現場の集合体としての製造業は、
絶えずあるべき姿を目指して進歩し、競争力を高め続けることができる。現場相互において
発生する様々の情報をやり取りし、解析・評価・判断する。絶えずあるべき姿を追求する。

304

本報告書「3-1-1.「デジタル化・ネットワーク化」のイメージ」の製造業のデジタル化・ネットワーク化イ
メージ図参照
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このダイナミックなサイクルが“PC2Be”である。“PC2Be”をダイナミックに回すことが
パラダイムシフトの原動力となる。
“PC2Be”をダイナミックに回すプロセスとは、
（イ）プロダクトイノベーションや（ロ）
プロセスイノベーションにとどまらず、
（ハ）ビジネスイノベーション・ビジネストランスフ
ォーメーションまで視野に入れる必要がある。
（イ）や（ロ）の実現も販路（市場）拡大やコ
スト削減につながり、生産性や効率性が改善する。しかし、
（ハ）まで視野に入れないとサイ
バー空間への投資を回収しきれない懸念が残る。
つまり、最新技術の塊であるサイバー空間上のツールを使いこなすには、相応の情報投資
や人材投資が必要になる。これらのコストを「費用」でなく「投資勘定」に計上するために
は、結果的に収益力の増強につながる必要がある。投資を回収して収益に結び付けるのが（ハ）
の役割である。
（ハ）のビジネスイノベーションを実現するには、従来型の企業組織のままでは対応が難
しい場合があろう。稼ぎ方が変化する以上、企業形態そのものの見直しが不可避になる。こ
れがビジネストランスフォーメーションまでも必要とする意味合いである。

5-2-2.パラダイムシフトへの対応
デジタル化・ネットワーク化に取り組むには「つながる」相手が必要になる。つながる相
手は、自社内各部署から他社にまで及ぶ。つながる先は多様である。協力企業や物流・流通
企業をはじめ、ユーザー企業など多くの関係企業等との協力が考えられる。自社だけではネ
ットワークは組みがたい。
このようにユーザー企業とつながると、遠隔監視や遠隔保守管理などを介して新しい価値
づくりの芽がみえてくる。製造業が注力すべき価値づくりは、
「モノづくり」というハードウ
ェアの提供にとどまらず、
「ことづくり」という具体的なサービスの提供にまで及ばざるを得
ない。需要者が必要を認め支払を行うのは、製造物そのものというよりは、製造物が生み出
す機能によって○○する「こと」や、○○できる「こと」に価値をを見出すゆえである。
「こ
と」を具体的に提供するサービスの重要性が高まりつつある。これは既に第 3 章でみてきた
とおり305である。
企業は国際競争力があって初めて成長できる。従って、“PC2Be”をダイナミックに回す
プロセスに挑戦することが重要である。あるべき姿としてのスマートファクトリー、スマー
トエンジニアリング、スマートサプライチェーンを実現する。マスカスタマイゼーションや
パーソナライゼーションに対応する。製品・サービスについては生涯にわたってトレースす
る。ユーザーの真に必要とするサービスを、遠隔操作を活用して実現する。製品の廃棄の瞬
間まで看取れるスルーライフ・エンジニアリング・サービス（TES）の構築を目指す。この
ような「あるべき姿」をさらに事業としても生かす。付加価値の源泉を再吟味して国際競争

305

本報告書の「3-2-1(1).製造業の目指す姿」参照
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力を確保する。持続可能な事業の発展を図る。これが製造業のパラダイムシフトに乗り遅れ
ずに対応していく姿ではないかと考えられる。

5-2-3.製造業への衝撃と対応の在り方
製造業のパラダイムシフトとしてのデジタル化・ネットワーク化の衝撃には大きく 2 つあ
る。ビジネスモデルの変革とビジネストランスフォーメーションである。この衝撃を受け止
め、乗り切るにはサイバー空間の徹底活用と大胆な投資が必要になる。

ビジネスモデルの変革
ビジネスモデルの変革が必要という観点から、ドイツでは「インダストリー4.0 と価値創
「インダストリー4.0 向けのビジネスモデル開発の
造による成長戦略」が刊行306されている。
必要」からビジネスモデルがパターン別に開発され、
「ビジネスモデルのパターン」として公
表されている。その背景にはインダストリー4.0 によりネットワーク化が進むと、従来は独立
していた分野がつながることから、隔たっていた境界が曖昧になる点が挙げられる。パター
ン化によって個々のビジネスモデルをどのような分野であっても適応しやすくすることがで
きる。
インダストリー4.0 という ビジネスモデルは、インダストリー4.0 の技術を、既存の或い
は新しいビジネスモデルと組み合わせたものになる。ビジネスモデルのパターン化は自社の
状況に適したパターンを見つけやすくすることに狙いがある。ドイツ企業は自社事業を「イ
ンダストリー4.0 の典型例に適応させやすく」なり、ビジネスモデルの変革が進む307。
一方、日本ではビジネスモデルの変革はあまり注目されていないように思われる。製造業
のデジタル化・ネットワーク化を進めるべきことは前項でみてきたとおりである。ネットワ
ーク化によって従来の枠組みを超えたつながりが生じる。アイデア次第でそこに「新しい稼
ぎ方」が生まれ得る。この新しい稼ぎ方こそ「ビジネスモデルの変革」にほかならない。
もちろん、スマートファクトリーの実現は重要なポイントである。しかし、ビジネスモデ
ルの変革による収益力増強がなければパラダイムシフトに乗り遅れが生じる。ユーザーをは
じめ、協力企業や物流・流通企業、場合によっては競争相手の企業なども視野に入れつつ、
他企業も含めた大きなネットワークを構築するという視点がますます重要になってくる。仲
間づくりを従来とは全く異なる新しい視点で見直すことが求められる。

306

307

出所：“Strategic Product Planning and Systems Engineering” Fireplace-Talk „Industrie 4.0“Tokio,
March 22nd 2016 Christian Dülme, Julian Echterfeld, Daniel Eckelt Heinz Nixdorf Institut
Universität Paderborn
中小企業への普及活動という意味では、日本では IVI の業務シナリオやレファレンスモデルの実証プロジェ
クトへの取組の例がある。
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ビジネストランスフォーメーション
ビジネスモデルを変えるということは、対応する企業組織の在り方も見直す必要が出てく
る。IEC が提案308しているように、企業の機能別組織がそれぞれ独立し、従来の企業の枠組
みを超えた相互連携や独立した新しい企業組織を構築するという見方が注目される。
本専門部会の委員の中にもそうした見方309がある。現状を変えていくという変革の波は、
企業組織の在り方までも見直す必要性を示唆している。

サイバー空間の徹底活用と大胆な投資
サイバー空間は技術進歩の塊である。AI に象徴されるように当に日進月歩である。もち
ろん対応するハードウェア（半導体など電子部品やスーパーコンピュータ、超小型コンピュ
ータ等）の革新も目覚ましい。ソフトウェアも同様である。
「指数関数的」な進歩が続く。製
造業はこうした技術革新の成果をいち早く取り入れ、十分に活用できるかが問われている。
従来、ハードウェアの進歩は、熟練技能など人的要素の時間をかけた育成と発達が不可欠
であった。しかし、今起きているソフトウェアの進歩は、そうしたハードウェアの遅れを一
気に取り戻せる機会となる。新興国にとっては製造先進国にキャッチアップする千載一遇の
機会到来だといえる。
「中国製造 2025」はそうした機会を生かそうとする戦略の代表である。
日本がものづくり大国の地位をドイツ同様に守れるかどうか。今がその境目かもしれない。
それには最新の AI などのコンピュータ関連の科学技術を徹底的に活用するとともに、それを
可能にする設備投資や関連の人材投資を大胆に行うなど、発想の転換を思い切って行うこと
が肝要ではないか310と思われる。

5-2-4.部分最適からの脱却
ドイツのインダストリー4.0 をみていて気が付く言葉がある。それは繰り返し出てくる次
の言葉である。「システムの統合（Integration）」これは「システムのシステム」「システム
とシステムの統合」
「全体を俯瞰できるようなシステムの構築が重要」など「全体としてのシ
ステムを構築」するといった意味合いで使われている。
先にみてきた製造業のデジタル化・ネットワーク化のイメージ図でも明らかなとおり、需
要サイドにおける各現場と供給サイドを結ぶ楕円状のネットワークにおいて、この楕円のネ
ットワークこそが第 4 次産業革命といわれる流れの中で最も重要な要素であるように思われ
る。

308
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本報告書「2-4-1 あるべき姿・目指す方向」の図表「「未来の工場」を志向する統合の方向性」
本報告書「5-1-2.将来の日本のモノづくりの姿」の図表「平成 28 年度 将来の日本のモノづくりの姿」参照
この点に関連した指摘がある。「徳川家康の時代には最強の要素であった世襲武士の密集体形が、時代が進
み武器が変わると、最大の弱点になった。具体的には、日本最強の彦根藩井伊家の『赤備え』が日本最
弱の軍になった。幕府諸藩のリーダーは、実戦で答えが出るまで、時代に軍制が合っていないのに気づ
いていなかった、気づいたとしても変えなかった。」歴史の読み解き方 江戸期日本の危機管理に学ぶ
磯田道史 朝日新聞出版 p 22 から引用。
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楕円の各現場それぞれのデジタル化・ネットワーク化という意味であれば、これまでもあ
る程度は進んでいるといえる。よく日本企業のほうが進んでいるという話を聞く。日本はイ
ンダストリー3.5 だという意見もある。これは楕円の構成要素ごとにみれば該当する企業は日
本にはあるといえる。しかし、楕円全体をもつなごうとすると、そこには多くの障害がある
のではなかろうか。楕円をすべてつなげることができたとき、その企業の競争力は他を寄せ
付けない強さになっている可能性がある。シーメンスや GE が狙うのはそういう果実だと考
えられる。「つなぐ土台」としてのプラットフォームを抑える必要があるとの議論もある。
しかし、日本企業の強みはむしろ現場に根差したところにある。日本企業が得意といわれ
てきた個別システムに焦点を当てた「部分最適」から脱却して、いかにして現場力を生かす
形で価値連鎖全体を俯瞰するような「全体最適」を実現するか。それが製造業のパラダイム
シフトが問いかける最大の課題なのではなかろうか。
次図は、我々が目指すべき製造業デジタル化・ネットワーク化の全体像を描こうとした図
である。第 3 章で部分ごとに説明してきた“PC2Be”のダイナミックサイクルと TAKUMI4.0、
付加価値の源泉としての国際競争力構築の方向などを一枚にまとめた図表、総まとめの図表
である。
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図表 94

カンコツ作業の普遍化
注.本図は、本報告書「3-2-3.」の図表”PC2Be”ダイナミックサイクルと TAKUMI4.0（概略版）
」の詳
細版に相当。図中央の上向き三角形は、楕円等がある上方の図の中の弧状矢印の動きを推進するの
図表 94 カンコツ作業の普遍化
図表 94 カンコツ作業の普遍化
が下方にある「TAKUMI4.0」であることを示している。
出所：諸資料を基に NSRI 作成
図表 171 目指すべき製造業のデジタル化の全体像
カンコツ作業の普遍化

図表 94

このような新しい現場力としての TAKUMI4.0 に求められる新しいヒトの役割をみると、
大きく 4 つに分かれる。1 つ目はデータハンドリングとシミュレーション。2 つ目は、既知の

業の普遍化

分野と未知の分野への対応。3 つ目は最新技術分野の活用と他社組織との連携・協業。4 つ目
はイノベーションの推進である。こうした新しい役割や機能を担うのが TAKUMI4.0 である。
平成 28 年/2016.11.15 専門部会配布資料「PTU 圓川委員資料」
ヒトに求められる能力は、1
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◆次の行動のための組織合意形成
◆データ処理の全体観・方向性デザイン
・帰納的アプローチ
と「機械が得意」なことは極力機械を使う。
「人が苦手」とすることは AI
252」を発揮する。ヒトと機械や
→新技術開発による機械で実現
を活用する。
「機械ができない」ところはヒトが「ヒトらしさ

次の節「3-3-2(3). 「匠の技」から新しい「匠」、“TAKUMI4.0”へ」における「デジタル化が難しい領
5.AI,VR,AR、MRなどの最新技術の進歩、限界、を理解し、使いこなせる能力
わせによって、生産の高度化を目指すことができる。デジタル化・ネット
ずれも圓川委員資料による
252 次の節「3-3-2(3). 「匠の技」から新しい「匠」、“TAKUMI4.0”へ」における「デジタル化が難しい領
6.AI,VR,ARなどの最新技術情報に通暁し、その導入、活用を構想・デザインできる力
域」次ページの図表等参照
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7.デジタル化・ネットワーク化を進める中で他社との協業を提案し、実行できる能力
域」次ページの図表等参照
林委員の資料を基に
NSRI 作成

デジタル化・ネットワーク化の最新技術
次の節「3-3-2(3). 「匠の技」から新しい「匠」、“TAKUMI4.0”へ」における「デジタル化が難しい領
◆デジタル化・ネットワーク化構想の中で
◆AI,Big Data,VR,MR,AR，AM,DM、ドローン等
機械を使う。
「人が苦手」とすることは
AI
◆他社他組織との連携・協業を構想、提案
「匠の技」から新しい「匠」、“TAKUMI4.0”へ」における「デジタル化が難しい領
域」次ページの図表等参照
◆最新の技術進歩と限界
◆実現に向けた組織合意形成、実現推進、
◆最新技術に通暁、導入・活用をデザイン
130
表等参照
ヒトらしさ252」を発揮する。ヒトと機械や
日鉄住金総研㈱山藤
130
目指すことができる。デジタル化・ネット
他社他組織との連携・協業

252

130

130

平成 29 年 4 月 20 日

製造業のデジタル化・ネット

未知分野の発見・探索
◆未知分野の発見・探索のデザイン
◆データの解析、判読、推理
◆次の行動のための組織合意形成

～サイバー攻撃や 意図せざる情報漏洩への対応策の重要性

●ものづくりのデジタル化・ネットワーク化に伴うジレンマ（不安と脅威） or 負の側面

8.データ解析能力、モデリング能力、システム実装力、新しい人工物を創造する力、 新しい付加価値を
生む仕組み(ビジネスモデル）を創造する力

ビジネスイノベーション
◆新しい人工物・人造物を企画・立案・推進
◆新プロセスの創造・革新
◆新プロダクト・サービスの創造・革新

（＝残された課題）※

●デジタル化とネットワーク化を進める上での大前提
☛業務・用語（の定義・言葉づかい）などの標準化

イノベーションの推進

プロセスとプロダクト両面のイノベーション

ワーク化に随伴する諸課題

☛セキュリティの確保

統計的解析アプローチ
AI(教師付学習）

252」を発揮する。ヒトと機械や
機械＋人+AI(機械もできない部分)
ができない」ところはヒトが「ヒトらしさ
最新技術分野の活用と他社多組織との連携・協業
AI の適切な組み合わせによって、生産の高度化を目指すことができる。デジタル化・ネット
→ヒトの苦手な最適化技術による高度化の実現

日鉄住金総研株式会社 NSRI（Nippon Steel ＆ Sumikin Research Institute Corporation.）

能継承継続判断）
4.データの収集蓄積から未知分野の発見・探索を構想・解析・判読・管理する能力

◆顧客が支払いたくなる仕掛けづくり
◆顧客に寄り添える新しい付加価値の発見
◆顧客に寄り添える製品・サービスの創造
Mass Custermization,Personalization

☛データの所有権

⇒

関係者間の係争増加の兆し

☛知的財産権問題（特許、実用新案等々） ～ データマネジメントの重要性、協業下の技術管理
⇒モノづくりのデータ・ノウハウの流出(漏れる、知られる）⇒ 海外人材技能のレベルアップ
技術ニーズの変動（すたれる技術、残る技術）と人材の問題

●「匠の技」のデジタル化に伴うマネジメントの必要性
☛「匠の技」所有者へのケア対策 ～技・ノウハウ等の提供者に対する インセンティブ設計 の重要性
●「システムのシステム」のデザイン、従来の発想からの大転換が必要に

出所：諸資料を基に NSRI出所：諸資料を基に
作成
NSRI 作成

KUMI4.0”へ」における「デジタル化が難しい領
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5-3.新しい現場力と絶えざる進化を目指して
5-3-1.“PC2Be”と TAKUMI4.0 を目指そう
本年度の事業において打ち出した”PC2Be”ダイナミックサイクルは、製造業におい
て唱えられているデジタル化・ネットワーク化の流れに沿ったものである。究極的には
生産部門等ではスマートファクトリーやスマートエンジニアリング、スマートサプライ
チェーンを実現する。製品企画面まで含めると、マスカスタマイゼーションやパーソナ
ライゼーションが挙げられる。製品の生涯を見渡すと、スルーライフエンジニアリング・
サービスなどがある。こうした各面を目指すべき姿として描いている。その実現手段が
サイバー空間である。IoT やビッグデータ、クラウドコンピューティング、スーパーコ
ンピュータ、或いは、深層学習（ディープラーニング）などの AI から VR,AR,MR まで
最新のコンピュータ関連科学技術を使いこなすことが求められる。
しかも一度「あるべき姿」を達成したとしてもそこで終わりにはならない。改善がい
つまでも必要となるように、デジタル化・ネットワーク化においてもあるべき姿には絶
えず「上には上」がある。切りがない世界である。そこでダイナミックに“PC2Be”を
回し続けなければならない。
従って、繰り返しになるが、“PC2Be”をダイナミックに回すプロセスに挑戦しなが
ら、あるべき姿としてのスマートファクトリー、スマートエンジニアリング、スマート
サプライチェーンを実現し、マスカスタマイゼーションやパーソナライゼーションに対
応する。製品・サービスについてはその全生涯にわたってトレースする。ユーザーの真
に必要とするサービスを提供し、製品の廃棄の瞬間まで看取れるスルーライフ・エンジ
ニアリング・サービスの構築を目指す。このようなあるべき姿をさらに事業としても生
かせるように付加価値の源泉を再吟味して国際競争力を確保し、持続可能な事業の発展
を図る。これが製造業のパラダイムシフトに対応できる一つの姿ではないかと考えられ
る。
そしてこのサイクルをダイナミックに回す推進役が TAKUMI4.0 である。
「TAKUMI4.0311は、ものづくりの現場力をデジタル化し、CPS（Cyber Physical
System）、 DT（Digital Twin）を構築する」ことである。TAKUMI4.0 の目的・狙いは、
デジタル技術による知識化、高度化により、ものづくり技術の属人的傾向からの脱却を
図ることである。デジタル化・ネットワーク化を駆使した普遍化、標準化を進め、水平
分業によりものづくりを深化させることが求められる。
新しい現場力とはこうした TAKUMI4.0 を支える様々な現場の力の総称である。新し
い現場力は、デジタル化・ネットワーク化によって最新のコンピュータ関連技術等を活
用しながら、ものづくりの絶えざる進化を目指すことである。

311

本報告書「3-2-3.“PC2Be”ダイナミックサイクルと TAKUMI4.0」、「3-3-1(1).TAKUMI4.0 の捉え
方」及び「3-3-1(1).TAKUMI4.0 の捉え方」参照
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5-3-2.残された課題
平成 26 年度から同 28 年度にわたり、本事業は製造業のパラダイムシフトとは何かに
ついて追及してきた。そして製造業のデジタル化・ネットワーク化の重要性を指摘し、
"PC2Be”と“TAKUMI4.0”を提言するに至った。
しかしその間、専門部会での議論において、部会が取り上げてきたテーマ以外にも重
要な問題があるとして次のような関連テーマの指摘があった。例えば「TAKUMI4.0 を
担う人材の確保と育成」の問題や「ネットワークのセキュリティの確保」、「データの所
有権や利活用」及び「技術ノウハウの流出」といった「知的財産権の確保」の問題など
である。これらの検討は今後に残された課題となった。

5-3-2(1). TAKUMI4.0 を担う人材の確保と育成の問題
製造業のデジタル化・ネットワーク化というテーマは、TAKUMI4.0 の検討ですでに
見てきたように、新しいヒトの役割や能力を必要とする。
ドイツではインダストリー4.0 を進めるに当たり、技術的側面ばかりでなく労働・雇
用面や教育・訓練面にも配慮が行われている。
“Arbeiten4.0”という活動では、一般社会に対し、インダストリー4.0 がどのような
ものか、それに伴いどのような研修が必要になるか、次世代の教育・訓練はどうあるべ
きかといった論点に関する啓発を兼ねた活動が展開されている312。平成 27 年/2015 年に
は連邦政府から“Arbeiten4.0”に関する「緑書」が、平成 28 年/2016 年には同じく「白
書」が刊行313されている。
インダストリー4.0 の理論的なバックボーンであるドイツ科学アカデミー発行の論文
314の中にはインダストリー4.0

と「ワークライフバランス」に関する論点が記述されて

いる。
教育・訓練面をみると、産業団体が主導して MINT という活動315が行われている。
MINT は数学、情報科学、自然科学、技術の略である。幼少のころから、MINT にかか
わる体験・経験を通じ、製造業に求められる人材の育成を視野に入れた教育啓発活動が

312

ドイツ連邦労働社会省による“Arbeiten4.0”HP: http://www.arbeitenviernull.de/ なお、労働政策
研究・研修機構 = JILPT から「連邦労働社会省、白書「労働 4.0」を発表」がリリースされている。

313

なお、労働政策研究・研修機構 = JILPT から「ドイツ連邦労働社会省、白書「労働 4.0」を発表」が
リリースされている。http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2017/02/germany_01.html
Acatech の HP: Berlin, 8. April 2013
Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0. Final report of the
Industrie 4.0 Working Group

314

315

http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2017/02/germany_01.html

http://www.acatech.de/de/publikationen/stellungnahmen/kooperationen/detail/artikel/recommendations-for-i
mplementing-the-strategic-initiative-industrie-40-final-report-of-the-industr.html

日本機械工業連合会、調査研究事業「平成 23～25 年度「国際交流の推進活動」理数系基礎学力の強化
とモノづくり人材育成の課題に関する調査研究報告書（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）
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行われている。これは「製造業のデジタル化・ネットワーク化」を担う人材の確保・育
成という観点から注目すべき活動である。
教育・訓練との関係からみると「業務・用語（の定義・言葉づかい）などの標準化」
の問題もある。この点、ドイツは職業教育・訓練が連邦レベルで普及しており、職業ハ
ンドブック316などを介して企業も学校も生徒も共通の用語を使用することができる。
このように製造業のデジタル化・ネットワーク化に伴う人材の確保・育成の問題は掘
り下げるべき大きな課題である。残された大きなテーマ、課題といえよう。
以下は、いずれも製造業のデジタル化・ネットワーク化に随伴する諸課題（ジレンマ）
（＝残された課題317 ）として本専門部会での議論において指摘されたものである。

5-3-2(2).セキュリティの確保
このテーマは、デジタル化とネットワーク化を進める上での大前提となる課題でもあ
る。セキュリティの確保は「サイバー攻撃や意図せざる情報漏洩への対応策」の面から
も重要である。これは、ものづくりのデジタル化・ネットワーク化に 伴うジレンマ（不
安と脅威）という負の側面を表象している。

5-3-2(3).知的財産権の確保
ものづくりのデジタル化・ネットワーク化に伴う知的財産権の確保も重要なテーマで
ある。特に、
「データの所有権」ではインダストリー4.0 に関して関係者間の係争増加の
兆しがあるとの指摘が本専門部会でもみられた。
特許、実用新案等々に関する知的財産権問題では、データマネジメントの重要性や協
業下の技術管理の問題、すなわちモノづくりのデータ・ノウハウの流出（漏れる、知ら
れる）の問題が指摘された。
例として IoT で収集され蓄積されたデータの所有権の問題がある。協業先との間をま
たぐデータの所有権や管理の問題。つながることによるデータや技術ノウハウの流出の
問題。意図せざる流出を防ぐための管理の問題などである。こうした知的財産権にかか
わるシステムの在り方についての検討は、大きなテーマであり課題である。
同様に、今後ますます海外人材の技能レベルはアップしてくると予想される中、技能
のデジタル化とその管理の在り方の問題や廃れる技術と生き残る技術の見極めのような
技術ニーズの変動の問題、知的財産にかかわる人材管理の在り方の問題などの重要性が
指摘されている。

職業訓練手引き BERUF AKTUELL（最近の職業）Ausgabe 2016/2017 版参照
本論点は、専門部会での議論 28.11.15 がベースである。

316ドイツ労働雇用庁
317
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一方、「匠の技」のデジタル化が進むと「匠の技」の所有者へのケア対策が必要にな
るという指摘があった。匠に対するケアマネジメントの問題である。技・ノウハウ等の
提供者に対してどのようなインセンティブを考えるかという制度設計の問題などがある。

5-3-2(3).その他の残された課題
「ものづくりのデジタル化・ネットワーク化に伴うジレンマ（不安と脅威）という負
の側面」に関わりがありそうなテーマについては、次の参考資料編に関係する先行調査
研究等をサーベイした結果を載せている。掲載テーマは以下のとおりである。
 人工知能がもたらす近未来像と論点
 デジタル化・ネットワーク化時代の知的財産
・技術・ノウハウの流出
・IoT 等にかかわるデータの利活用に関して
・知的財産システムの在り方について
以上
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1. TAKUMI 事例
80 件

領域別「課題」
「対策」リスト～TAKUMI4.0 の具体例を求めて

2. 委員対象アンケート調査、調査票
3. 講演概要
4.ものづくりのデジタル化とジレンマ
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1.TAKUMI
TAKUMI事例
事例
1.
80 件の領域別「課題」「対策」リスト～TAKUMI4.0 の具体例を求めて
この事例収集の過程で得られた具体例をみると、インダストリー4.0 などの諸外国の動向に比
べ、日本の各社の取り組みは「より地に足がついた」取組であるといえよう。ドイツのインダス
トリー4.0 は将来像であり、「将来かくあるべし」を論じたものである。日本では、デジタル化や
ネットワーク化は現場の身近なところから一歩一歩改善していく延長にある。これがドイツの取
り組みとの最大の違いではなかろうか。以下の箇条書きは、日本企業に残された問題の一端を示
している。
●収集された事例に列挙された自動化、デジタル化、ネットワーク化などの活動が最終的に
各社の「ブランディング」や「対ユーザーアピール」、「販売推進力」、「収益力の強化」
にどのように寄与するか、その道筋をどのように描けるか？
⇒その道筋をどう描くかがパラダイムシフトの肝であり、ドイツのインダストリー4.0
が目指している方向ではなかろうか。
●「IoT」という言葉だけを取り上げると、「モノをインターネットにつなげばよい」とい
った錯覚をもたらす可能性がある。
⇒個別最適から全体最適を目指すことにより、製造業のビジネスモデル全体の革新を目
標とするべきではなかろうか。
以下は、本専門部会で実施した TAKUMI4.0 に関するデジタル化関連事例の収集の結果を、生
産技術のデジタル化のほか、製造技術、開発、設計、保守メンテナンス、検査・計測技術、検出技
術の各デジタル化に分類・整理したものである。その際、デジタル化の際にみられた TAKUMI4.0
やデジタル化された後に必要なるヒトの役割を TAKUMI4.0 として整理している。

1-1. 生産技術
対象となるヒトの状態、技術領
域・分野、デジタル化の課題

デジタル化等を必要とする課題を発見でき、投入さ
れたデジタル化等技術を匠に使いこなせる能力（＝
TAKUMI4.0）

デジタル化後に必要と
なるヒトの役割
（TAKUMI4.0 の具体例）

ヒト

技術
分野

デジタル化を要
する課題

対策 1. シミュレ
ーション関連

対策後の人の役割

作業
者・
技術
者の
経験

メッキ
プロセ
ス改善

理論的な施工改
善

シミュレーション
（メッキプロセ
ス）

熟練
技能

複雑形
状自動
化

面取り、表面仕
上げ作業の自動
化

対策 2. ロボッ
ト関連

力制御による
面取り仕上げ
ロボット
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対策 3. デジ
タル化、ネット
ワーク化、自
動化関連

シミュレーション結果の
解析と実際との照合評価
(事前に意図していこと
の実現度合い）、さらな
る改善点の探索と改善⇒
従前の熟練者＋シミュレ
ーショ技術者が必要にな
る？
ロボット不可部分の面取
り作業とその自動化の探
求⇒従前の熟練者が必要
になる？

経験
依存
度合
いの
高低

溶接最
適条件
選定

溶接プロセスモ
デルの開発・評
価等

同
上？

溶接最
適条件
選定？

溶接プロセスモ
デルの開発・評
価等

匠の
作業
者
(設
備中
心工
程）

基板実
装工程
(設備
レシピ
の微妙
な調
整）の
改善
基板組
立プロ
セス効
率化

形式知化アプロ
ーチに個体識別
手法が必要に

ヒト
作業
によ
る機
器組
立
作業
者

溶接部
挙動

熟練
溶接
士

溶接品
質向上

熟練
溶接
士

溶接品
質向上

熟練
溶接
士

厚板多
層盛溶
接品質
向上
溶接欠
陥予
測・検
出
難溶接
のトー
チ運棒
模擬

熟練
溶接
士
熟練
溶接
士

熟練
溶接
士

溶接品
質向上

ヒトの作業手順
のデジタル化～
手順の間違い、
作業時間の短
縮：改善活動に
つなげる
遮光面越しに観
察に応じた溶接
条件、トーチ運
棒操作

代表的なウィー
ビングパターン
のロボットへの
教示作業簡易化
複雑なウィービ
ングパターンの
ロボットへの教
示作業簡易化
トーチ運動操作
の教示作業簡易
化
溶接欠陥時に溶
接を停止する機
能(溶接トレー
サビリティ）
板厚に大きな差
異ある溶接、溶
接条件切り替え

溶接プロセス
のデジタル化
（パルス電流
波形による溶
込み形状の制
御）

シミュレーション結果の
解析と実際との照合評
価、さらなる改善点の探
索と改善
さらなる改善点の探索と
改善

シミュレーション
（粒子法による溶
接現象シミュレー
ション）
物体指紋認証
技術活用（バー
コード(コスト
高）なしで個体
識別）

作業画像をデ
ィープラーニ
ングでデジタ
ル化

ロボットの作業結果の評
価、さらなる改善点の探
索と改善⇒従前の熟練者
が必要になる？
ロボットの作業結果の評
価、さらなる改善点の探
索と改善⇒従前の熟練者
が必要になる？
ロボットの作業結果の評
価、さらなる改善点の探
索と改善⇒従前の熟練者
が必要になる？
ロボットの作業結果の評
価、さらなる改善点の探
索と改善⇒従前の熟練者
が必要になる？
ロボットの作業結果の評
価、さらなる改善点の探
索と改善⇒従前の熟練者
が必要になる？

溶接ロボット
（多層盛溶接
機能）
溶接ロボット
（溶接施行状
況高速モニタ
リング）
溶接ロボット
（シンクロ
TIG・MIG 溶接
法）
突き出し長さ
の変化に対し
て出力電流が
設定電流に一
致するよう出
力制御（溶込み
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さらなる改善点の探索と
改善

ロボットの作業結果の評
価、さらなる改善点の探
索と改善⇒従前の熟練者
が必要になる？

溶接ロボッ
ト：非接触セン
サーで溶接ワ
ーク継手状況
検出、データベ
ースで最適条
件即時設定
溶接ロボット
（固定パター
ンウイービン
グ）
溶接ロボット
（教示ウイー
ビング）

不慣れな溶接士
の熟練並溶接の
実現

開発したモデルの評価、
さらなる改善点の探索と
改善

作業結果に対する評価と
さらなる改善点の探索と
改善

制御）

熟練
溶接
士

熟練
溶接
士

溶接品
質向上

溶接品
質向上

溶接電源のデ
ジタル制御化
に伴い，様々な 作業結果に対する評価と
さらなる改善点の探索と
溶接材料に対
改善
する溶接が可
能に(溶接モー
ド切替え機能）

作業結果に対する評価と
さらなる改善点の探索と
改善

熟練
溶接
士

溶接品
質向上

熟練
溶接
士

溶接品
質向上

不慣れな溶接士
の熟練並溶接の
実現（溶接設定
ガイド機能）

熟練
溶接
士

溶接品
質向上

不慣れな溶接士
の熟練並溶接の
実現（どんなワ
ークでも難なく
溶接条件を設
定・施工できる）

熟練
溶接
士

溶接品
質向上

不慣れな溶接士
の熟練並溶接の
実現(溶接条件
の変更簡易化）

熟練
溶接
士

溶接品
質向上

商用電源の電
圧・周波数変動
に対して出力
が設定に一致
するよう出力
制御

不慣れな溶接士
の熟練並溶接の
実現（アークの
状態に応じたト
ーチ運棒調整作
業）
不慣れな溶接士
の熟練並溶接の
実現（アークの
状態に応じたト
ーチ運棒調整作
業～電流・電圧
設定を溶接材料
に対して熟練溶
接士が個別に設
定）
不慣れな溶接士
の熟練並溶接の
実現（熟練作業
士であれば簡単
な設定電圧の設
定簡易化）

ワイヤ溶融現
象・アーク現
象・溶融池現象
を一貫して精度
良くシミュレー
ション

電圧設定を，工
場出荷時に予
め記憶してお
いた推奨電圧
値（一元値）を
表示
電極径，母材材
質，溶接継手計
上，母材板厚の
設定で，最適な
溶接条件を自
動的に設定す
る機能
予め，最適溶接
条件を溶接電
源に記憶して
おき，ワークに
応じて読み出
して施工（溶接
条件メモリ機
能）
溶接状況を見
ながらアナロ
グリモコンで
電流増減する
作業を，トーチ
スイッチのク
リック作業で
簡単に条件変
更できる機能
溶接電源制御を組
み込んだ溶接プロ
セスシミュレータ
（溶込み形状のシ
ミュレーション精
度向上）．
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作業結果に対する評価と
さらなる改善点の探索と
改善

作業結果に対する評価と
さらなる改善点の探索と
改善

作業結果に対する評価と
さらなる改善点の探索と
改善

作業結果に対する評価と
さらなる改善点の探索と
改善

シミュレーション結果の
解析と実際との照合評価
(事前に意図していたこ
との実現度合い）、さら
なる改善点の探索と改善

熟練
溶接
士

溶接品
質向上

ベテ
ラン

プレス
加工技
術

ベテ
ラン

検査技
術

ベテ
ラン

組立技
術

ロボ
ット
教示
者
（ま
たは
生産
技術
者）
作業
者

溶接技
術

生産
管理
者

生産管
理技術

生産
管理
者

生産管
理技術

生産
性

管理技
術

老朽設備の見え
る化

生産
性、
精度
生産
性、
精度

計測技
術

高速度カメラ等
の対環境性

計測技
術

高速度カメラ等
の対環境性

生産管
理技術

不慣れな溶接士
の熟練並溶接の
実現(極低スパ
ッタ溶接の実
現）
ベテラン作業者
の「気づき」依
存から金型の状
態をデータで推
測できる
ベテラン作業者
の「気づき」を
データで把握
（運転検査の予
測検査技術）
人が得意とする
部分は活用し、
ローコストで自
働化を進める
複数ロボット教
示の視覚化、容
易化

作業者の動態監
視・異常検知技
術
生産量変動予測
統計モデルを用
いた生産管理技
術
人工知能活用に
よる次世代物流
倉庫の構築

ヒトの気付きの部
分（思考からの判
断）のモデリング

コンピューテ
ィングとネッ
トワークの高
速化（リアルタ
イムな分析）

ヒトの気付きの部
分（思考からの判
断）のモデリング

コンピューテ
ィングとネッ
トワークの高
速化（リアルタ
イムな分析）
力覚センサー
などによるフ
ィードバック

ロボット可動域の
安全性シミュレー
ション

溶接電源のデ
ジタル電流波
形制御による
GMA 溶接のスパ
ッタ低減
プレス機本体
に取り付けた
センサーデー
タを分析し金
型破損の予知
検知
複数のセンサ
ーデータを同
時分析するこ
とで、製品の状
態を推測
人と機械が協
調した自働化
（アシスト装
置）
教示通りに 3Ｄ
画面で表示す
するオフライ
ンティーチン
グ（複数ロボッ
ト対応）

カメラ撮像デ
ータのビッグ
データ解析
生産量の変動を、
統計モデルを用い
て予測

予知後の修繕作業

予知後の修繕作業

さらなる改善・改良の提
案

ロボット作業結果の評価
とさらなる改善点の探索
と改善

解析結果の読み取りと判
断、次なるステップの計
画・立案等
予測結果の読み取りと判
断、次なるステップの計
画・立案等
計算結果の読み取りと判
断、次なるステップの計
画・立案等

現場ビッグデ
ータを使い人
とロボットを
制御
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作業結果に対する評価と
さらなる改善点の探索と
改善

製造拠点の運
営管理システ
ムの構築
加工状態のデ
ジタル化

システム運営、工場間の
競争

治工具の摩
耗・欠損状態の
見える化

最適治工具の選択・条件
設定

最適条件の設定

1-2.製造技術
対象となるヒトの状態、技術領
域・分野、デジタル化の課題

デジタル化等を必要とする課題を発見でき、投入さ
れたデジタル化等技術を匠に使いこなせる能力（＝
TAKUMI4.0）
対策 1. シミュ 対策 2. ロボッ 対策 3. デジタル
ト関連
化、ネットワーク
レーション関
化、自動化関連
連

デジタル化後に必要と
なるヒトの役割
（TAKUMI4.0 の具体例）
対策後の人の役割

ヒト

技術
分野

デジタル化を要
する課題

作業
者？

絞り加
工技術

FCV 向け水素タ
ンクのアルミラ
イナー加工

「へら絞り」加工
パスのデジタル化

ロボット代替不能部分の
「へら絞り」自動化の探
求、デジタル化後の実際
との照合評価、さらなる
改善点の探索と改善

作業
者？

曲げ加
工技術

線状加熱による鉄
板曲げの自動化

作業
者？

搬送技
術

船殻外板の全自
動曲げ加工シス
テム
搬送システムの
自動化(無人
化）？

自動化不可部分の鉄板曲
げ、その自動化の探求、
さらなる改善探索
システム自動化後の監
視、メンテナンス、さら
なる改善探究

建機
オペ
レー
タ
作業
者？

土木施
工技術

建機作業機先端
軌跡の制御

仕上げ
加工技
術
仕上げ
加工技
術

ベルトコンベヤ
のベルト蛇行調
整
容器の傾斜角度
と移動速度の関
係

蓋なし容器（液
体入り） 移載
ロボット

教示
（Mot
oFit：
人手で
行うと
勘合は
熟練が
必要）
教示

産業用ロボット
の教示作業の簡
易化（ロボット
のティーチング
を匠と捉える）

・バイオメディ
カルロボッ
ト：人手をロボ
ット化（より正
確に）

作業
者？
ロボ
ット
操作
者？

溶接
者？

作業
者？

設備保
全

計測
技術
者？

計測技
術

無線 LAN 使用、レ
ーザ誘導方式
AGV（ロール紙無
人搬送システム）
アイ・コンストラ
クション

溶接条件設定の
簡易化（経験の
浅い人は条件出
しに時間）
設備の保守・点
検の改善？

調整するローラの
場所と量のデジタ
ル化

デジタル化後に対する監
視・評価とさらなる改善
点の探索と改善
液をこぼさず、高速で行
うコツの実現性の監視・
評価とさらなる改善探索

・MotoSimEG：動
作プログラミング
を自動生成

ロボットの作業結果の評
価、さらなる改善点の探
索と改善⇒従前の熟練者
が必要になる？

アーク溶接条件ガ
イド機能

作業結果に対する評価と
さらなる改善点の探索と
改善⇒従前の熟練者が必
要になる？
データの読み取り、評
価・判断、実際の保守作
業

設備の保守・点検
のデータの活用～
AI 活用により匠
化（モートマンコ
ックピット的なこ
とになる）
大型部品加工中の
自動計測

大型部品の製造
におけるオンマ
シン計測技術の
自動化？
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作業プロセス及び結果の
評価とさらなる改善点の
探索と改善

自動計測結果に対する評
価とさらなる改善点の探
索と改善

AR と 3D データ処
理を用いた遠隔作
業支援技術（作業
者と監督が AR（拡
張現実）映像を共
有）
3D プリンター砂
型造形技術

作業
者？

作業支
援技術

作業の効率化？

匠
(熟
練技
能
者？
）
作業
者？

鋳造技
術

3DP 砂型造形
（（匠の鋳造技
術を造形に活か
す）

樹脂成
形技術

冷却速度制御に
よる精密射出成
形法

粘弾性モデル
による収集メ
カニズムの解
析

作業
者？

半田付
け技術

リフロー温度プ
ロファイルシミ
ュレータ

熱伝達理論に
基づく温度デ
ータからの推
測

実現後の技術の評価（事
前に意図していたことの
実現度合い）、さらなる
改善探索

実現後の技術の評価（事
前に意図していたことの
実現度合い）、さらなる
改善探索

シミュレーション結果の
解析と実際との照合評価
(事前に意図していこと
の実現度合い）、さらな
る改善点の探索と改善
同上

1-3.開発のデジタル化
対象となるヒトの状態、技術領
域・分野、デジタル化の課題
ヒト

技術
分野

デジタル化を要
する課題

開発
技術
者？

開発･
生産性
向上

組み込み用協調
試験システム

開発
技術
者？

開発･
生産性
向上

高速電子設計の
ための SI/PI 解
析技術

開発
技術
者？

開発･
生産性
向上

設計ツール；
3D-CAD によ
る変圧器開発

デジタル化等を必要とする課題を発見でき、投入さ
れたデジタル化等技術を匠に使いこなせる能力（＝
TAKUMI4.0）
対策 1. シミュレ
対策 2. ロボッ 対策 3. デジ
ト関連
タル化、ネット
ーション関連
ワーク化、自
動化関連

デジタル化後に必要と
なるヒトの役割
（TAKUMI4.0 の具体例）
対策後の人の役割

ハードウェアとソ
フトウェアの協調
シミュレーション
技術（半導体ボー
ド動作をシミュレ
ート）

シミュレーション結果の
解析と実際との照合評価
(事前に意図していこと
の実現度合い）、さらな
る改善点の探索と改善

解析技術（プリ
ント基板の信
号品質／電源
品質の解析）
3D-CAD 活
用、現物可視化
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解析技術力？解析結果の
評価、さらなる改善探索

ツールの評価とさらなる
改善の探索

1-4. 設計のデジタル化
対象となるヒトの状態、技術領
域・分野、デジタル化の課題

デジタル化等を必要とする課題を発見でき、投入
されたデジタル化等技術を匠に使いこなせる能
力（＝TAKUMI4.0）

ヒト

技術
分野

対策後の人の
役割

対策 1. シミュ
レーション関連

作業
者？

絞り加
工技術

FCV 向け水素タ
ンクのアルミラ
イナー加工

対策 2. ロボ
ット関連

対策 3. デジ
タル化、ネッ
対策後の人の役割
トワーク化、
自動化関連

「へら絞り」加
工パスのデジ
タル化

ロボット代替
不能部分の「へ
ら絞り」自動化
の探求、デジタ
ル化後の実際
との照合評価、
さらなる改善
点の探索と改
善
線状加熱によ
る鉄板曲げの
自動化
システム自動
化後の監視、メ
ンテナンス、さ
らなる改善探
究
作業プロセス
及び結果の評
価とさらなる
改善点の探索
と改善

作業
者？

曲げ加
工技術

作業
者？

搬送技
術

建機
オペ
レー
タ

土木施
工技術

建機作業機先端
軌跡の制御

無線 LAN 使
用、レーザ誘導
方式 AGV（ロ
ール紙無人搬
送システム）
アイ・コンスト
ラクション

作業
者？

仕上げ
加工技
術

ベルトコンベヤ
のベルト蛇行調
整

調整するロー
ラの場所と量
のデジタル化

作業
者？

仕上げ
加工技
術

容器の傾斜角度
と移動速度の関
係

蓋なし容器（液
体入り） 移載
ロボット

ロボ
ット
操作
者？

教示
（Mot
oFit：
人手で
行うと
勘合は
熟練が
必要）
教示

産業用ロボット
の教示作業の簡
易化（ロボット
のティーチング
を匠と捉える）

・バイオメディ
カルロボッ
ト：人手をロボ
ット化（より正
確に）

溶接
者？

船殻外板の全自
動曲げ加工シス
テム
搬送システムの
自動化(無人
化）？

デジタル化後に必要と
なるヒトの役割
（TAKUMI4.0 の具体
例）

デジタル化後
に対する監
視・評価とさら
なる改善点の
探索と改善

207
－207－

自動化不可部分の鉄板曲
げ、その自動化の探求、
さらなる改善探索
システム自動化後の監
視、メンテナンス、さら
なる改善探究

作業プロセス及び結果の
評価とさらなる改善点の
探索と改善

デジタル化後に対する監
視・評価とさらなる改善
点の探索と改善

液をこぼさず、高速で行
うコツの実現性の監視・
評価とさらなる改善探索
・
MotoSimEG：
・MotoSimEG：
動作プログラミ
ングを自動生成 ロボットの作業結果の評
価、さらなる改善点の探
索と改善⇒従前の熟練者
が必要になる？

アーク溶接条
件ガイド機能

溶接条件設定の
簡易化（経験の
浅い人は条件出
しに時間）

ロボット代替不能部分の
「へら絞り」自動化の探
求、デジタル化後の実際
との照合評価、さらなる
改善点の探索と改善

作業結果に対する評価と
さらなる改善点の探索と
改善⇒従前の熟練者が必
要になる？

作業
者？

設備保
全

設備の保守・点
検の改善？

計測
技術
者？

計測技
術

大型部品の製造
におけるオンマ
シン計測技術の
自動化？

作業
者？

作業支
援技術

作業の効率化？

設備の保守・点
検のデータの
活用～AI 活用
により匠化（モ
ートマンコッ
クピット的な
ことになる）
大型部品加工
中の自動計測

AR と 3D デー
タ処理を用い
た遠隔作業支
援技術（作業者
と監督が AR
（拡張現実）映
像を共有）

データの読み取り、評
価・判断、実際の保守作
業

自動計測結果に対する評
価とさらなる改善点の探
索と改善

実現後の技術の評価（事
前に意図していたことの
実現度合い）、さらなる
改善探索

1-5. 保守・メンテナンス技術
対象となるヒトの状態、技術領
域・分野、デジタル化の課題

デジタル化等を必要とする課題を発見でき、投入さ
れたデジタル化等技術を匠に使いこなせる能力（＝
TAKUMI4.0）
対策 2. ロボッ 対策 3. デジ
対策 1. シミュレ
ト関連
タル化、ネット
ーション関連
ワーク化、自
動化関連

デジタル化後に必要と
なるヒトの役割
（TAKUMI4.0 の具体例）
対策後の人の役割

ヒト

技術
分野

デジタル化を要
する課題

保守
技術
者

保守技
術

民間航空機エン
ジン性能モニタ
リングサービス

予測？

累積運行デー
タ分析による
性能劣化予測

予測結果の評価(事前の
意図の実現度合い)、さら
なる改善探索

メン
テ技
術者

監視技
術

FFT

モバイルアプ
リ

診断結果の評価・判定

メン
テ技
術者

監視技
術

メンテナンス技
術（モバイルア
プリでスポット
省エネ診断）
メンテナンス技
術（モバイルア
プリによるリモ
ート監視）

モバイルアプ
リ、SCADA

診断結果の評価・判定

メン
テ技
術者

監視技
術

メンテナンス技
術（振動による
ポンプの状態）

FFT

データ処理、診
断技術

診断結果の評価・判定

メン
テ技
術者

計測技
術

メンテナンス技
術（キャビテー
ションエロージ
ョン予測）

CFD

データ処理

診断結果の評価・判定

メン
テ技
術
者？
メン
テ技
術

メンテ
ナンス

ICT 活用設備維
持管理技術（イ
ンターネット活
用広域監視）
非接触欠陥検査

クラウドによ
る水道事業_ワ
ンストップサ
ービス
コンクリート
構造物を効率
的に検査する

監視力、異常発見力、異
常事態対応力、サービス
手法のさらなる改善探索
力
検査結果の評価、システ
ムのさらなる改善探索

メンテ
技術
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者？

メン
テ技
術
者？
監視
作業
者？

音響探傷シス
テム
メンテ
技術

監視技
術

データマイニ
ングを用いた
昇降機部品の
寿命分析技術
Web 配信型排水
機遠方監視

予測結果と実際との照合
評価(予測誤差の分析・判
断)、予測手法のさらなる
改善探索
監視力、異常発見力、異
常事態応力、システムの
さらなる改善探索力

デジタル化等を必要とする課題を発見でき、投入さ
れたデジタル化等技術を匠に使いこなせる能力（＝
TAKUMI4.0）
対策 2. ロボッ 対策 3. デジ
対策 1. シミュレ
ト関連
タル化、ネット
ーション関連
ワーク化、自
動化関連

デジタル化後に必要と
なるヒトの役割
（TAKUMI4.0 の具体例）
対策後の人の役割

保守履歴データ
から部品寿命予
測（信頼性予測
技術）
インターネット
を利用した排水
機場監視システ
ム

1-6. 検査・計測技術のデジタル化
対象となるヒトの状態、技術領
域・分野、デジタル化の課題
ヒト

技術
分野

デジタル化を要
する課題

作業
者？

検査技
術

計測技術（長尺
物の非接触内径
計測装置）

設計技
術及び
検査技
術

樹脂材設計・検
査技術の効率化
（アナログ技術
や経験、感覚で
行っていた作業
を形式知化し、
効率化を図る）

検査技
術

食品に含まれる
カビ毒検査技術
の効率化（アナ
ログ技術や経
験、感覚で行っ
ていた作業を形
式知化し、効率
化を図る）

食材に含まれるカ
ビ毒を精密計測に
より可視化

技術の自動化とさらなる
改善点の探索

設計
技術
者及
び検
査・
計測
技術
者

設計技
術及び
検査技
術

樹脂材設計・検
査技術の効率化
（アナログ技術
や経験、感覚で
行っていた作業
を形式知化し、
効率化を図る）

樹脂材の特性を精
密計測により可視
化

計測結果の解析と改善手
法の照合、さらなる改善
点の探索

作業
者？

検査技
術

外観検査（ター
ビンホイールの
外観自動検査シ
ステム）

設計
技術
者及
び検
査・
計測
技術
者
検
査・
計測
技術
者

ジェットエン
ジンシャフト
の自動内径計
測システム

計測結果の解析と改善手
法の照合、さらなる改善
点の探索

樹脂材の特性を精
密計測により可視
化

「良品学習」に
よる画像処理
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自動計測結果の照合評価
とシステムのさらなる改
善探索力

画像処理結果と実際の照
合評価(事前の意図の実
現度合い)、システムのさ
らなる改善探索

作業
者？

検査技
術

検査・計測技術
（高精度・高効
率測定と部品取
付作業指示）

三次元測定機
を用いた鉄道
車両構体寸法
測定技術

自動測定結果の照合評価
とシステムのさらなる改
善探索力

作業
者？

検査技
術

検査・計測技術
（レーザを用い
た高精度 3D 形
状計測技術）

光ｺﾑﾚｰｻﾞによ
る大型機械部
品の形状計測

自動計測結果の照合評価
と計測手法のさらなる改
善探索力

生産
性

検査技
術

検査項目・手順
の標準化

ウェアラブル
デバイスによ
る作業

予知後の修繕作業

1-7. 検出技術のデジタル化
対象となるヒトの状態、技術領
域・分野、デジタル化の課題

デジタル化等を必要とする課題を発見でき、投入さ
れたデジタル化等技術を匠に使いこなせる能力（＝
TAKUMI4.0）
対策 2. ロボッ 対策 3. デジ
対策 1. シミュレ
ト関連
タル化、ネット
ーション関連
ワーク化、自
動化関連

ヒト

技術
分野

デジタル化を要
する課題

検出
技術
者？

検出技
術

画像検出技術
（識別器を用い
た対象物検出）

機械学習を用
いた対象物検
出技術

検出
技術
者？

検出技
術

画像解析処理技
術（非接触高精
度検出）

高速鉄道向け
架線検測装置
（カメラと画
像解析による
非接触高精度
検出）

2.

デジタル化後に必要と
なるヒトの役割
（TAKUMI4.0 の具体例）
対策後の人の役割

検出結果と実際との照合
評価（事前の意図の実現
度合い)、検出技術のさら
なる改善探索
検出精度の精査と処理技
術のさらなる改善探索

委員対象アンケート調査、調査票

今年度実施した専門部会委員に対するアンケート調査の概要は以下の通りである。配布対象先 18 社、
回答集計先 17 社。昨年に比べ、回答先数は 1 社減となった。以下は使用した調査票である。

パラダイムシフトに関する専門部会委員向け調査
本調査の目的は、昨年実施した「パラダイムシフトに関する専門部会委員向け調査」とほぼ同様の
調査を行い、この一年間における変化をみるとともに専門部会の最終年度としての提言や取りまとめ、
今後の課題などを検討する際の参考資料とすることにあります。
なお、本調査でいう「パラダイムシフト」の考え方やキーワード、類似例については次の表にある
とおり、昨年調査と同様です。
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パラダイムシフトとは1、「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 」
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
でご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
2016 年 10 月 28 日（金)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
（※本調査の集計・分析・取纏めは、調査委託先である日鉄住金総研(株)山藤康夫殿にお願いしております。）

1

平成 27 年度事業の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

5.その他（

）

3.研究・開発系

4.経営・企画系

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

）

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. 本専門部会で過去二年間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
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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 の活動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

）

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
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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
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
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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
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

5. 海外とも共有
6. その他
(
(

)
)

4. 工場間で共有
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、ファクス等従来型の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
問４.自社の「デジタル化、ネットワーク化」の方向について

（新規）

昨年度の「つなぐ」の全体像のうち、貴社で取り組んでいる分野、領域はどれですか。現在の具体例、及
び今後の取組予定があれば記入ください。カッコ内にはその具体例をご記入ください。
今後取組予定

現在取組中
1. ABC.受注情報デジタル化・ネットワー

1-1.現在取組中（

1-2.今後取組予定（

ク化への取組

）

2. D,工場内生産設備装置、作業員、搬送

2-1.現在取組中（

）
2-2.今後取組予定（

装置、諸ツールなどのデジタル
化・ネットワーク化への取組
3. E.工場間、協力工場間、サプライヤー

）
3-1.現在取組中（

）
3-2.今後取組予定（

間、物流・流通企業間とのデジタ
ル化・ネットワーク化への取組
4. G.自社製品を含むユーザー先とのデジ

）
4-1.現在取組中（

タル化・ネットワーク化への取組
5. F.サイバー空間とのネットワーク（ク

）
4-2.今後取組予定（

）
5-1.現在取組中（

）
5-2.今後取組予定（

ラウド、AI,ビッグデータ、RFID,QR
コード、バーコード、IoT）
D．TAKUMI4.0 についてお伺いします。

）
(新規)

問 1. 「匠の技」とデジタル化・ネットワーク化
1-1. デジタル化・ネットワーク化すべき目的として何が最も重要ですか
【技術系人材関連】
① 熟練技能者の継承のため
② ベテラン技術者の継承のため
③ 属人的な熟練技能を横展開（他の技能者、内外の工場、協力先など）するため
④ 属人的なベテラン技術を横展開(同上)するため
⑤ (受け手となる) 作業者確保難を解消するため（省力化・省人化）
⑥ (受け手となる)技能者不足を解消するため（省力化・省人化）
⑦ (受け手となる)技術者不足を解消するため（省力化・省人化）
【生産関連】
① 生産ラインの効率性改善のため
② 生産性向上のため
③ 生産ラインで従来ブラックボックスだったところの可視化のため
④ 工場内の即時現況把握による全体俯瞰力向上のため
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）

⑤ 工場間の生産性、効率性のばらつき改善
【受注後の生産立ち上げ関連】
① 受注後の生産準備、生産立ち上げ等の効率化、期間短縮化
② 受注後の調達業務の効率化、期間短縮化
【営業・サービス関連】
① 製品の使用時点情報などの解析による新商品企画力の強化
② 製品ライフサイクルの把握による社会的規制やユーザークレーム処理への迅速対応
③ 保守メンテのリモート化によるサービス力強化
④ 保守メンテサービスの収益源化などの新しいビジネスモデル構築
【その他】（

）

1-2.「匠の技」のデジタル化についての考え方として最も近いもの
① 「匠の技」はできる限りデジタル化するべき
② 「匠の技」のデジタル化は極力進めるが、一部の「匠の技」は敢えてでも残していくべき
③ 「匠の技」のデジタル化の難しい分野についても引き続きデジタル化の試みを継続すべき
④ 「匠の技」のデジタル化は一部にとどめるべき
⑤ デジタル化を進めるに当たり、デジタル化の目的と課題を明確にしておくべき
1-3.デジタル化される前の「匠の技」や熟練技能は不要になるのか、温存する必要があるのか、そ
）

の理由（
問 2. デジタル化・ネットワーク化に伴う新しい現場力
2-1.デジタル化・ネットワーク化する場合に求められるヒトの役割と能力
① デジタル化・ネットワーク化する場合の対策案は次のどれですか。
a.シミュレーション、b.ロボット、c.その他（

）

② ①の対策を実行するに際して必要な技術
（

）

③ ①の対策を実行するに際して必要な能力
（

）

④ ①の対策を実行するに際して必要なスキル・ノウハウ
（

）

2-2.デジタル化、ネットワーク化が完了した後に必要となるヒトの役割と能力について
① デジタル化・ネットワーク化後に必要となる技術
（

）

② デジタル化・ネットワーク化後に必要となる能力
（

）

③ デジタル化・ネットワーク化後に必要となるスキル・ノウハウ
（

）
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問 3. デジタル化・ネットワーク化時代に「ヒト」にしかできないこと
3-1.人にしかできない難易度の高い業務
（

）

※A3 の最右列「対策後の人の役割」欄を一つの参考に「識別番号」を付してご回答ください。

3-2.人にしかできない創造性の要求される業務
（

）

※A3 の最右列「対策後の人の役割」欄を一つの参考に「識別番号」を付してご回答ください。

3-3.デジタル化しきれない、或いはデジタル化を阻害する技術・技能について
a.デジタル化しきれない技術・技能の特徴（

）

b.デジタル化の阻害要因～なぜデジタル化できないのか？その理由、要因等
（

）

例、各社事例をみると、「複雑形状」、「使用頻度が稀」、などが挙げられています。

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

3. これから検討する

2. 今年スタートしたところ

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

5. 調達先との見える化(協業)

2. 国内工場間の見える化

6. 販売後の企業との見える化(協業)

3. 海外工場との間の見える化

7. ユーザー企業との協業

4. 製品トレースの見える化

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
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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)

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．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 2.

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 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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3.

部会各回の講演概要

3-1.第 12 回、平成 28 年 9 月 21 日
3-1-1.講演概要
3-1-1(1).演題
「製造業 2030」

3-1-1(2).講師
スマートマニュファクチャリング特別委員会

委員長

松隈隆志氏

3-1-1(3).講演目次
はじめに
日本電機工業会（JEMA）の紹介
スマートマニュファクチャリング特別委員会の設置「製造業革新に対応する提言」
スマートマニュファクチャリング特別委員会のスコープ
スマートマニュファクチャリング特別委員会の位置づけ
活動及び提言書編纂の流れ
活動その１ahG による技術トレンドの抽出
トレンド 1. 顧客価値の最適化
トレンド 2. 製品設計の効率化「エンジニアリング・ツールの標準フォーマット」
トレンド 3. 製造設備構築の効率化
トレンド 4. 生産運用の最適化
「生産プロセスの見せる化と AI の利活用→ 匠のデジタル化」
トレンド 5. PLM の最適化①
「設計と生産のモジュール化」
「プログラム（PLC）のモジュール化」
トレンドの共通要素～ 最先端素材～「CNF(Cellulose Nano fibers)」
活動その 2 有識者との意見交換
ゲスト（第一人者）による講演
・ （株）エリジオン相馬淳人氏
・ 大阪大学荒井栄司教授

3D-CAD の最新技術情報

生産ソフトウェア開発のための国際標準化

・ （株）デンソーウェーブ犬飼利宏氏
・ 富士通（株）吉田正敏氏

つながる制御システムを支える技術 ORiN

オープンソースソフトウェア（OSS）に関する世の

中の動向
・ 東京大学松尾豊准教授

ディープラーニングを中心とした人工知能技術動向

とその応用
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活動その３

2030 ･の製造業を描く
年の製造業を描く

製造業の将来像を分類
メガ企業型

企業ネットワーク型

製造業の将来像をモデル化
Flexible Business and Manufacturing
2030 年に向けて
・ ソリューションは何か（ユーザーへの価値）
・ 何を改善したものか（設計による価値）
・ どのようにそれを実現するか（生産技術による価値）
・ 納入後のサポートはどうするか（運用・保守面での価値）
これらは極めて短時間で判断・検証され、効率よく実行に移される。生産を含
むこれら製造者の“ビジネス機能群”がリアルタイムに、且つフレキシブルに“生
体の細胞”のように働き、ビジネスモデルや機能の組合せをも変化させる。2030
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年はこのような Flexible Business and Manufacturing(FBM)が社会を支えている
時代と想定される。
コンセプトマップ～ 5+1 のトレンドと FBM ～

提言書「製造業 2030」公表
～ 2016 年年の活動テーマ～FBM（Flexible Business and Manufacturing）の具現化
活動その４

提言書のプロモーション

IoT ASIA 2016（シンガポール）
プロモーション 2016（国内）
CEATEC（10 月 7 日）
JEMA 特別セミナー（10 月 18 日）
活動その５

ユースケースの調査（収集）～フレキシブル・ビジネス･

～ アポ取りの外注～
企業を越えて販売業務の一部（アポ取り）を外注している
→ サプライチェーンのモジュール化
～ 電子技術取引～
ビジネス・エコシステム
→ ビジネスモデル特許が重要となる
～ メガ企業型～
工場・企業を越えた生産設備のシェア
～ 企業ネットワーク型～
活動その６

FBM の検証（実証）WG

実証：制御盤のモジュール化設計
モジュール毎に得意先へ委託
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日本配電制御システム工業会（JSIA）と日本電気制御機器工業会（NECA）との JWG
で検証
中間報告
今後の活動計画
FBM 検討 WG
組合せ（モジュラー）VS 摺り合わせ（インテグラル）

モジュール化のメリットとデメリット（出典：Uirich,K. and Tung, K. 1991）

FBM はモジュール化のデメリットを克服できるか？
コーディネータとは？
オープン＆クローズ戦略？
今後の活動計画（案）

3-2.第 13 回、平成 28 年 11 月 15 日
3-2-1.講演概要
3-2-1(1).演題
「溶接訓練用 AR システム「SOLDAMATIC」について」

3-2-1(2).講師
旭エレクトロニクス（株）ﾌｨｰﾙﾄﾞｾｰﾙｽ事業本部ｿﾘｭｰｼｮﾝｾｰﾙｽ事業部
第１システム営業部ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 中 村 直 哉 氏

3-2-1(3).講演目次
溶接訓練システムのご紹介
旭エレクトロニクス株式会社紹介
～コンピュータ関連機器販売、VR 技術を利用した設計検証用ソフトウェア、訓練シミ
ュレータの独自開発
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Seabery とは
Seabery 理念
SOLDAMATIC とは
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Soldamatic Teacger ソフトとは
海外資格取得用練習プログラム
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トレーニングシーン

4. ものづくりのデジタル化とジレンマ2
専門部会（平成 28 年 11 月 15 日）での議論において、達人（匠の技を持つ人）が抱くであろ
う「デジタル化により自分の技が吸い取られてしまう」という懸念を指摘する意見がみられた。
匠の技の持ち主の立場に立つとこうした懸念はもっともであるあることから、本人への報い方や
何らかのフィードバックなどのインセンティブを設ける必要があるといった考え方や、インセン

2

“4.ものづくりのデジタル化とジレンマ”については日機連事務局作成の資料に基づく
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ティブがあって初めてデジタル化が可能になる、或いは、更なる高度化を推進する上でこうした
配慮が必要になるといった点が議論された。
関連して「匠の技の普遍化」、「他者への技術・技能伝承」、「マシンへの代替」などが議論
された。
一方、シンギュラリティなど人工知能に関する技術開発の行方やデジタル化・ネットワーク化
が進むことによるデータ所有権帰属の問題など知的財産権やサイバーセキュリティの問題など、
本専門部会のテーマを超えた幅広の議論や指摘が行われた。
このような議論は本専門部会外において、既に議論の対象として取り上げられているものがあ
る。以下は関連があると思われる外部資料を中心にその一端を掲載する。

4-1.人工知能がもたらす近未来像と論点
「人工知能と人間社会に関する懇談会3」（内閣府）

において、事例（移動、製造、個人向け

サービス、対話・交流） ごとに「人工知能がもたらす近未来像」を想定し次のような多角的な論
点を抽出している。倫理的論点、法的論点、経済的論点、社会的論点、教育的論点、研究開発的論
点の 6 つである。
例えば、経済的論点では、製造者の責任として「自動運転の自動化レベルが上がると、事故の責
任に製造物責任が問われる可能性があるのではないか。それは製造者としてはリスクとなりうる。」
といった論点別整理が行われている。

3

http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/ai/5kai/siryo1-2.pdf
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参考図表 1

人工知能と人間社会に関する懇談会（内閣府）(1/3)

4
4
出所：「人工知能と人間社会に関する懇談会
」（内閣府）
出所：「人工知能と人間社会に関する懇談会
」（内閣府）
H28.5.30～

「人工知能がもたらす近未来像」として「製造」の事例には以下のような「サステナブルな経済
成長」「労働の自由」「生活の高自由度化・高付加価値生活」といった論点が整理されている。

4

http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/ai/5kai/siryo1-2.pdf
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参考図表 2

事例：製造における人工知能がもたらす近未来像

（サステナブルな経済成長）
少子高齢化により働き手不足が懸念されるなかで、特に、農業、介護、建設、物流、製造業等の
身体運動を伴う労働者のニーズが高いが、人工知能で自動化・効率化を図ることで、産業競争力を
高め、経済成長を促すことができる。

（労働の自由）
単調作業、重労働、長時間労働から人が解放され、より人間的な労働に従事できる（人間的労働）。
少ない資産で製造が可能となり、企業への従属労働からの解放、在宅勤務・テレワークなど、自由
な労働環境が増加する。

（生活の高自由度化・高付加価値生活）
個人の細かいニーズに合わせた製品を少数から生産供給することが低コスト高効率で可能とな
り、高付加価値製品が増え、選択の幅が増える。従来少数の芸術家や長い年月をかけて技術を身に
着けた達人しか作れなかった製品が人工知能の活用により安価に作成でき、技の伝承がより効率的
にできるようになる。
出所：「人工知能と人間社会に関する懇談会5」（内閣府）

同様に人工知能がもたらす倫理的論点として「達人や匠の技能や能力に対する社会的評価が変わ
る」可能性などが指摘されている。この点に関して、以下の「人工知能の作品・仕事の価値」とい
う例がみられる。

参考図表 3

人工知能の作品・仕事の価値

人工知能の作品・仕事の価値
・ 人が蓄積した過去のデータから学習した人工知能が新しい作品を作った時に、その価値やオ
リジナリティをどのように評価するか。
・ デルフト工科大らによる研究チームが過去のレンブラントの作品のデータを基に学習した人
工知能によってレンブラントと同じ作風の新しい絵画を作成した。この絵画の価値（オリジナ
リティ、芸術性など）をどう判断するのか。
・ 長い年月をかけて習得した技術によってつくることができるようになった作品（陶芸、盆栽
など）が、人工知能により類似のものが容易に、しかも正確に安定して制作可能となったとき
に、手作りの付加価値は残るのか。
・ 人が何年も修行して身に着けた能力（職人、達人や匠の技）が人工知能で表現・代替可能と
なり、その伝承も効率的になる一方で、これまで高く評価されてきた達人や匠の技能や能力に
対する社会的評価が変わるのではないか。
出所：「人工知能と人間社会に関する懇談会6」（内閣府）

5
6

http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/ai/5kai/siryo1-2.pdf
http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/ai/5kai/siryo1-2.pdf
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また、人工知能による教育的論点としては、 失われる能力と新しく必要となる能力が並列で論
じられている。

参考図表 4 人工知能により「失われる能力」と「新しく必要となる能力」
- 失われる能力
・モノづくりにおける職人の技が人工知能によって代替できるようになり後世への伝承が容易
になる可能性がある一方で、手工業的な能力・モノづくり人材が失われていく可能性があり、
文化保護や価値観の多様性を維持するために、そのような産業の保護と教育機会の提供が必
要。
※ H2 ロケットの部品づくりなどで注目された日本の町工場におけるモノづくりにおけ
る職人の技が、人工知能や 3D プリンターによる代替で価値が下がり、継承者が居なく
なってしまった時に、これまでにない製法や部品作りが必要な状況に対応できるのか。

- 新しく必要となる能力
・人工知能と協働する労働者に求められる知性と能力は何かを明らかにし、初等中等教育でど
う育成するかを検討する必要がある。教育には時間がかかり、教育の効果は初期であるほど
大きいので、迅速に検討し実施する必要がある。
・社会の変化が速くなることから、転職力や自立力を向上させる教育が必要。
・再編成能力（どこまでをコンピュータに任せ、どこまでを人間にやらせるかという判断）が
重要であり、今後は、他産業との連携・再編成も含めた総合的な再構築力が求められる。
・工場作業者の仕事の変化への対応、特に機械と協働するリテラシーの獲得が必要ではないか。
・ロボットが対応できない高度技能や創造的労働に対応する人材の育成が必要
出所：「人工知能と人間社会に関する懇談会7」（内閣府）

4-2. デジタル化・ネットワーク化時代の知的財産
4-2-1. 技術・ノウハウの流出
ものづくりのデジタル化に伴う技術・ノウハウの海外流出問題について、経済産業研究所(RIETI)
の「日本企業の技術ノウハウの保有状況と流出実態に関する質問票調査」などの資料がみられる。

7

http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/ai/5kai/siryo1-2.pdf
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4-２-1(1).技術ノウハウの保有状況と流出実態
参考図表 ５ 日本企業の技術ノウハウの保有状況と流出実態に関する質問票調査

http://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/16j014.pdf

から

http://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/16j014.pdf
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から

4-２-1(2).

諸外国のデータの海外への移転制限

諸外国のデータの海外への移転制限については JETRO ニューヨークの資料「米国の IT ビジネス
におけるデータを巡る取組の現状」がある。

参考図表 6

諸外国のデータの海外への移転制限

4-２-2. IoT 等に関わるデータの利活用に関して
IoT 等に関わるデータの利活用に関して、国内では日本経済団体連合会の資料がある。またデー
タにかかわる現状認識については経済産業省の産業構造審議会情報経済小委員会の資料がある。デ
ータ・オーナーシップの考え方については同じく産業構造審議会情報経済小委員会の資料がある。

4-２-2(1)．国内における検討
以下は、日本経済団体連合会の資料である。

参考図表 7 国内における検討
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4-２-2(2)．データに関わる現状認識
以下は、産業構造審議会情報経済小委員会の資料である。

参考図表 8 データに関わる現状認識

参考図表 9 データに関わる現状認識 ＜データの利用権に基づく整理＞
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4-２-2(3)．データ・オーナーシップの考え方
以下は、産業構造審議会情報経済小委員会の資料である。

参考図表 10
50 データ・オーナーシップの考え方＜取り決めの参考例＞

参考図表 11 人工知能（AI）と知的財産について

以上のほかに、人工知能（AI）については、経済産業省による検討、オープンなデータ流通シス
テムの動き、データポータビリティについて、各国の取組み実例、オムロンのセンシングデータ流
通市場（仮称）などの論点がみられる。
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4-２-3. 知財システムの在り方について
知財システムの在り方については、検討の必要性と見直しの方向、データ構造の特許保護の対象、
産業財産権システムの検討事項、データのオープン＆クローズ戦略といった論点がみられる。

参考資料編の参照資料
 「2020 年 IoT,BD,AI 時代にむけた知財戦略」 渡部俊也（政策ビジョン研究センター教授）
 IoT、BD、AI 時代の知財戦略を考えるー研究報告と計画－戦略タスクフォースリーダー養成
プログラム「（東京大学政策ビジョン研究センター、日本生産性本部経営アカデミー共催）
2016/6/19
 「データによる価値形成とオープン＆クローズ戦略」
ジョン研究センター
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「第四次産業革命に向けた競争政策の在り方に関する研究会」平成 29 年 1 月

12 日～以下は経済産業省ニュースリリースからの抜粋；
概要「近年、ビッグデータに代表される情報処理可能なデータの飛躍的増大や、コンピュ
ータの計算能力の向上、人工知能の技術革新等、革新的な技術などが登場しています。
このような第四次産業革命において重要な要素である「データ」の集積・利活用と企業間
の競争の関係について考察するため、この度、「第四次産業革命に向けた競争政策の在り
方に関する研究会」を開催します。」
背景「急速に進展するデジタル経済に対応するため、「競争政策」、「データ利活用・保
護」、「知的財産」という 3 つの政策分野について、平成 28 年 1 月から 7 月まで 7 回にわ
たり「第四次産業革命に向けた横断的制度研究会」を開催しました。
同研究会では、(1)オンライン関連事業に関する公正取引委員会との共同ヒアリング調査の
実施、(2)欧米競争当局等への調査出張、(3)有識者からのプレゼンなどを踏まえて、現状
と課題の整理を行い、今後の対応等について検討を行い、その成果を「報告書」としてと
りまとめて同年 9 月 15 日に公表しました。本報告書においては、総論として、「情報の集
積」がプラットフォームの競争力の源泉として機能している旨を指摘しています。
一方、これまで、独仏の競争当局がデータと競争についての共同報告書を公表するなど、
「情報の集積」に関する競争政策上の考察について、各国でも検討が始まりつつあります
が、データを活用した製品・サービスには様々なものがあると考えられるところ、具体的
に企業においてどのようなデータの集積・利活用が行われており、それらが競争環境にど
のような影響を与えるのかという点について、具体的な考察をしたものは確認できていま
せん。」
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本研究会の取り組み「上記の動きを踏まえて、本研究会では、
（１）データの集積・利活用の実態について、幅広く事例を集めて類型化
（２）データの集積・利活用に関する競争政策上の論点を整理
（３）欧米の議論も踏まえつつ公正・自由な競争による絶え間ないイノベーションを実現
するための考え方の提示を行うべく、必要な検討を行います。
上記に加えて、昨年 9 月に公表した報告書で指摘したアプリ市場の取引実態に関するフォ
ローアップも行います。」
出所：http://www.meti.go.jp/press/2016/01/20170112001/20170112001.html
以上
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