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[概 要]
海外ではドイツの”インダストリー4.0”や米国の”先端製造戦略”などの産学官をあげたプ
ロジェクトにおいて、ＩＣＴ等を活用して生産・ビジネスプロセスのスマート化を図り、
自国製造業のグローバル競争力を強化する取り組みが推進されている。その行方は我が国
が強みとしてきたものづくりのあり方に大きな変革を迫るものであり、我が国機械工業と
していち早く対策を講ずる必要がある。そこで世界のものづくり強化のパラダイムシフト
の方向とものづくりに革新をもたらす技術を把握し、我が国が引き続き「ものづくり立国」
であり続けるためには、どのような方向で進むべきかを明らかにするため平成 26 年度に
「ものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会」
を設置して 3 年間に亘り調査を進めた。
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“TAKU
MI4.0”の具体化を中心に検討した。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“TAK
UMI4.0”という製造業の進むべき新しい姿を明らかにした。
調査結果の概要は次頁以降の通り。

この報告書は、競輪の補助金により作成しました。
http://ringring-keirin.jp
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平成 28 年度「世界の製造業のパラダイムシフトへの対応」調査研究報告書 概要版

新しい現場力と絶えざる進化を目指して～TAKUMI4.0
一般社団法人 日本機械工業連合会 ものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会

1. 事業概要
平成 26 年度から 3 年間、
「世界の製造業のパラダイムシフト」というテーマに取組んできた。

1.1 事業の背景
 本事業の背景にはリーマンショック以降、製造業見直しの動きが強まり、ドイツのインダス
トリー4.0 や米国の先進製造パートナーシップなど、技術革新を踏まえた新戦略が明らかにな
ったことなどがある。いずれもコンピュータ関連科学技術の驚異的な発展の成果の取り込み
により製造業を革新し、競争力を強化しようとする戦略である。
 技術革新の震源はデジタル化・ネットワーク化の流れにあり、製造業のパラダイムそのもの
がシフトを迫られている。
 その行方は、我が国が強みとしてきたものづくりのあり方にも大きな変革を迫る。我が国機
械工業は変化の方向性をしっかりと見極めたうえで、所要の対策を講じる必要がある。

1.2 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。

1.3 本事業における主な実施事項
 初年度となる平成 26 年度は、
「パラダイムシフトとは何か」という観点から製造業に関わり
のある新しい現象を収集、調査し、その分析を試みた。
 平成 27 年度はパラダイムシフトへの対応を検討するため、先進事例を収集した。事例の分析
をベースに、パラダイムシフトの全体像を描くとともに目指すべき方向として“TAKUMI4.0”
という考え方を提言した。
 3 年度目となる平成 28 年度は、現実世界とサイバー世界の相互作用に焦点を当てたパラダイ
ムシフト全体の検討と、
「TAKUMI4.0 に関わる現場の事例」を委員から収集・分析した結果
の検討などを踏まえ、
“TAKUMI4.0”が、デジタル化・ネットワーク化を駆使して「絶えず
現場のあるべき姿」を目指す「新しい現場力」の推進役になることを明らかにした。

2. 製造業パラダイムシフトの流れと方向
2-1 世界の動向
2-1-1.ドイツ
2-1-1(1).「デジタル戦略 2025」
 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。
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 但し、デジタルインフラストラクチャー、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、新しい技術といった諸課題への対策が必要。
2-1-1(2).インダストリー4.0 におけるドイツのユースケース
 インダストリー4.0 のユースケースをみると、例えば「生産の効率化」というテーマの場合、
知識移転を行うためのステップが、内容と目的別に 4 段階ごとに例示されている。
図．
「生産の効率化」の例（ユースケース）
プロジェクトの段階

内容

目的

1.パイロット研究
（試験的研究）

既存の先行事例に関する分析と要因
の特定

プロジェクトの持つ潜在的で特有
の便益の実演

2.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
整理

3.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

4.知識移転

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
ショップでの実践

実証を行った企業における手法の
専門性・能力を導入企業に提供

 右の「マップインダストリー4.0」は、ユースケース用とテストベッド用があり、それぞれ数
字をクリックすると詳細な情報が入手できる。

図．ドイツ国内におけるテストベッドマップ

 ―例としてバイエルン州アウグスブルクの KUKA
社 のロボット工場(右図中右下“18”)のユースケ
ースをクリックすると、
 「KUKA 社の新ラインでは、インダストリー4.0 の複数
の要素を統合してロボットを組み立てている。この新
ラインによって、同社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」といった情報が得られる。

2-1-1(3).ドイツの中小企業への知識移転の取組
 フラウンホーファー研究機構の「ドリームプロジェ
クト」では、中小企業の「勘に頼る」意思決定から決別し、生産計画段階から生産ライン・
注文管理まで「シミュレーションに基づいた意思決定」ができる支援システムの開発が進め
られている。
 ドイツ機械工業連盟(VDMA) は、平成 28 年 4 月に中小企業対策として、生産版と製品版の二
つの“ツールボックス・インダストリー4.0”を発表。導入段階がレベル 1 からレベル 5 まで
区分されており、導入すべき要件・要素などが項目別にガイドラインとして整理・公表されて
いる。
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図．Tool Box Industrie 4.0

生産版
図．インダストリー4.0 ガイドラインの構造

2-1-1(4).ドイツから見た世界のインダストリー4.0
 ドイツ学術アカデミー（acatech）は「グローバル・コンテクスト」（世界という文脈から見
た各国のインダストリー4.0、平成 28 年）というレポートを公表1した。
 Acatech はドイツがすべきこととして「インダストリー4.0 というブランドを確立する」
「国
際標準化を国際協力の触媒として利用する」などを挙げている。
 同様に中国に対するドイツがすべきこととして「中国をドイツ標準の増殖器として活用する」
「オートメーション機器を中国に供給する」などを挙げている。
 ドイツから日本を評すると「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」などと指摘している。以下はその概要である。
図．ドイツから観たインダストリー4.0 に関する 6 か国の現状と動向比較

1

出所：acatech のメンバーが日米英中韓の各国専門家とインタビュー、ディスカッションした結果をまとめたもの。
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2-1-2.米国
2-1-2(1).２０２０年には世界一位に返り咲くとみられている米国の製造業
 世界製造業競争力指数（GMCI）2 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。
図．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

6 位 韓国△23.0

韓国△23.3 対日本△3.7

対日本△1.0

2-1-2(2).CPS（サイバー・フィジカル・システム）
 「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が継ぎ目なく統合さ
れるように設計されたシステムのこと。
「スマート CPS」は、農業、エネルギー、運輸、建築、
健康管理、製造の各分野における技術革新と競争の原動力になる。（アメリカ国立科学財団
(National Science Foundation, NSF )）
2-1-2(3).IIC(Industrial Internet Consortium)について
 IIC（平成 26 年 3 月設立）の会員は 30 か国から 250 社以上。IIC の活動は極めて活発。平成
27 年 6 月には IIRA(IIC によるレファレンス・アーキテクチャ (RA))を公表。なお、平成 29
年 1 月 31 日に IIRA の新バージョン(v1.8)が発表された。
 IIC の認定テストベッドは 24 個(平成 29 年 1 月現在)。IIC は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 のテストベッドは、新しい「技術」、
「商品」、
「サービス」などを市場に出す前に、新しい
プロセス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。
 IIC の会合（フォーラム）は、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）など世界各地で開催。
平成 29 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
ィ会合が開催された。
 独 SAP 社とボッシュ社の提案により、スイスでの第 1 回会合において、IIC とドイツのイン
ダストリー4.0 プラットフォーム・コンソーシアムは、密接な提携を目指して協働していくこ
とに合意した（平成 28 年 3 月）
。
2-1-2(4). GE 社の“Brilliant Factory”構想3
 同構想では、ソフトウェア群の開発により、データを活用した工場の生産システム全体の運
用効率改善を目標としている。
 同構想によれば、生産システムは需要変動に対応しつつ生産品目の柔軟な切り替えが可能に
なる。また、製造時間とコストは従来比で最大 20％削減が可能になるとしている。
2
3

出所： Deloitte touche tohmatsu [ 2016 Global Manufacturing Competitiveness Index
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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2-1-2(5).GE 社の“Predix”
 GE 社の“Predix”は、
“Industrial Internet”のオペレーティング・システムであり、ソフ
トウェアの塊である。
“Predix”は、産業用機器のデータ解析やリアルタイムでのデータ「見
える化」による洞察を可能にするソフトウェア基盤とシステム基盤からなる。

2-1-3 英国
2-1-3(1).英国エンジニアリング・サービス戦略と 2020 ビジョン
 「エンジニアリング・サービス」の重視は、英国の国家戦略となっている。
 TES（スルーライフ・エンジニアリング・サービス）センターは、EPSRC（英国工学・物理
科学研究協議会）センターの助成金を得てクランフィールド大とダーハム大に設置された。
 TES は、複雑なエンジニアリングや生産物の創造、設計、稼働・維持からなる製品の全生涯
サイクルに焦点を当てる。高品質の情報に基づき利用可能性や予測可能性を踏まえ、信頼性
を最大化しつつ全生涯コストの最小化を目指す。
「カスタマーが求めるのは資産の所有者とな
ることではなく、資産から得られるサービスにある」という発想が重視される。
 2020 ビジョン（20％のコスト削減と 20%の資産稼働率の改善)を実現するためには、TES に
着目して行動パターンを根底から変える必要がある。新しい事業モデル、新しい経済モデル
を必要としていると謳われている。

2.1.4 フランス
 平成 25 年に「フランスにおける新産業」
、平成 27 年に「未来の製造業」が発表された。
 フランスはコスト面の競争ではなく最先端のイノベーションで競争する。そのためには生産
力の再構築を進め、最新の製造技術を採用できるよう、労働力のスキル開発が必要である。
 フランスにもドイツと同様にユースケースマップが用意されている。

2.1.5 中国
2-1-5(1).中国製造 2025
 中国製造 2025 は、平成 27 年 3 月の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。
 中国は工業化と情報化の高度な融合を促しながら、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「製造大国」から「製造強国」への転身変革を企図してい
る。
2-1-5(2).「インターネット+」
 「インターネット+」は、現代製造業と「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しつつ新しいビジネスを創造すること。
 「+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（両者を区
別）
。

2-2.パラダイムシフトの方向性
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)
 次図の構成は、楕円の周縁部に現実世界を代表する受注セクション・設計・計画部門、工場部
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門、サプライチェーン、およびユーザーが、楕円中央にはサイバー空間がある。
 サイバー空間は現実世界にネットワークを巡らすことにより、リアルデータの収集・蓄積・解
析などが可能になる。

図．
「デジタル化、ネットワーク化」のイメージ概要版

 各現実世界はそれぞれの内部がネットワーク化
されるとともに外界ともネットワーク化される。
 デジタル化されたリアルデータがネットワーク
の中を行き交い処理される。

2-2-2.つながるスマート工場（パラダイムシフトの浸透）
のイメージと事例
2-2-2(1). つながるスマート工場のイメージ
 インダストリー4.0 では、部材・部品や機械設
備・装置から治工具等のツールや搬送装置、倉庫
などまでがインテリジェント化される。従業員も
含めてネットワーク化が進む。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。
2-2-2(2).事例 1.ポルシェの最新スマート工場とデジタルエンジニアリング
 ポルシェのデジタルエンジニアリングでは、
「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」ことが今後の製造システムの柱とされる。
同社ライプツィヒ工場では目標の 3/4 レベルを達成しているという。
2-2-2(3). 事例 2.シーメンス方式の自動化工場を中国へ移植
 シーメンスのアンベルク工場での最新のデジタル技術を中国の成都に移植。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 個流し生産」が実現している。
2-2-2(4). 事例 3.ファナックの製造業向け IoT プラットフォーム、各社との協業で開発
 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 FIELD System を開発すると発表（平成 28 年 4 月）
。
2-2-2(5). 事例 4.デンソー「断トツ工場の実現」の鍵 IoT 技術
 デンソーは「
『断トツ工場』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」と発表（平成 27 年 10 月）
。
「競争力の源泉はヒト」、
「無
人工場は作らない」
。
2-2-2(6). 事例 5.コニカミノルタの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。
2-2-2(7). 事例 6.パナソニックによる 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
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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。
2-2-2(8). 事例 7.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 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る。従来比納期を半減、
生産能力 1.5 倍が目標。
2-2-2(9). 事例 8.ジェイテクトによる国内工場のスマート化:”見える化“の推進
 ジェイテクトは、工場の「見える化」を推進。工作機械工場から軸受け工場へ、さらに平成 29
年には自動車部品工場へと拡げる。
 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。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。接続すれば「見える化」を実現できる。

2-3.パラダイムシフトの推進力
 製造業のパラダイムシフトとはデジタル化・ネットワーク化への取組にあり、ハードウェアと
ソフトウェアの革新的な技術進歩がその推進力になっている。
 本年度は特に技術進歩、オープンイノベーション、協業（連携・提携・協力・協働）の三つに
焦点を当てた。
 技術進歩では、3D プリンティング（Additive Manufacturing，Direct Manufacturing）、
VR,AR,MR、ドローン、人工知能（AI）などがデジタル化・ネットワーク化との親和性が高いこ
とを、また、オープンイノベーションではデジタル化・ネットワーク化により社外資源の活用が
競争力強化につながることを、協業ではネットワーク化でつながる相手先との協業が不可避であ
ることなどを指摘した。
図．「未来の工場」を志向する統合の方向性

2-4 パラダイムシフトへの備えと考え方
 製造業がデジタル化・ネットワーク化を
進めていくと、製造業の内部においても
外部とのつながりにおいても、データの
所有権のように境界が曖昧になる領域が
現れる。曖昧であるがゆえに新しいビジ
ネスの芽も潜む。アイデア次第で新事業
が出現する時代を迎える。

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

 こうしたビジネスモデルの開発競争

が始まっている（ビジネス・イノベーション）。ビジネスモデルが変化すれば対応する企業形態も
変化する（ビジネス・トランスフォーメーション）
。
 IEC4の白書「未来の工場」によれば、
「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」が
描かれている(前ページ図参照)。
4

International Electro technical Commission (IEC)
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3. “PC2Be”ダイナミックサイクルと TAKUMI4.0
3-1.パラダイムシフトの中で目指すべき方向
デジタル化・ネットワーク化のイメージ(平成 28 年度版)の図を詳細に記したものが次図である。
図.デジタル化・ネットワーク化のイメージ(平成 28 年度版)

 上図に沿って製造業の価値連鎖における「デジタル化・ネットワーク化」の流れをみていくと、
まず「営業・受注から生産計画・準備へ」
（図の右上“ABC”）では、受注情報や仕様書・設計情
報、製品使用時点情報などの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。
 次いで「工場内の見える化」
（図の“D”）では、生産・作業過程の見える化、トレーサビリティ
の確保、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など多くの生産プロ
セスの見える化が行われる。
 「サプライチェーンの見える化」
（図の“E”）では、調達や検査・出荷・発送から物流・流通な
ど多くの業務の見える化が行われる。
 「つながるスマート製品」
（図の下部“G”）では、顧客先の使用・稼働状況や使用・稼働環境な
どが見える化され、フィードバックされて再び次の製品・サービスの企画・開発に生かされる。
 本専門部会では製造業の現実空間とサイバー世界とのやり取り(図中の双方向矢印)に着目し、こ
れを”PC2Be”ダイナミックサイクルと名付けた。詳細は以下を参照。

3-2.“PC2Be”のダイナミックサイクルの考え方
3-2-1.“PC2Be”ダイナミックサイクルとは
 “PC2Be”ダイナミックサイクルとは、現実の世界（P）をサイバー世界（C）の IoT やビッグ
データ、人工知能などを活用して、あるべき姿(2Be)を目指すという終わりのない反復活動を指す。
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図.“PC2Be”ダイナミックサイクル(簡略版)
P（To Be)⇒未来のAs Is

C（Cyber)

P（As Is)

デジタル世界

現在の現実世界

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）

Digital/Cyber world
コンピュータ関連科学・技術

Pysical(Real） World
Process
Product

現実世界をデジタルで描写

デジタルツイン（DT）
現在のブラックボックス

ネットワーク化された
新しいシステム
↓

IoT

エンジニアリング・
チェーン

ICT
Big Data

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）

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

 目指すべき姿とは、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・サービスなどである。
なお、製造業のデジタル化は、センサーなどにより現実世界のデジタル化からスタートする。
それゆえに“PC2Be”の語頭は P(Physical)から始まる。

3-2-2. “PC2Be”ダイナミックサイクルと TAKUMI4.0
 “PC2Be”ダイナミックサイクルとは、
「ビッグデータや人工知能等の技術革新の最新成果を導

入・活用して製造業の変革を目指す活動である。製造業の現状を見直し、あるべき姿を目指し続
ける活動」だといえる。
 こういった活動が製造業のパラダイムシフトの原動力であり、その推進役が昨年度の成果であ
る TAKUMI4.0 である。
 TAKUMI 4.0 は、
“PC2Be”ダイナミックサイクルの推進役としてデジタルツールを駆使し、絶

えず To Be を目指し続けるとともにイノベーションを担い新しい時代を切り開くというヒトの役
割を表象している。
図. “PC2Be”のダイナミックサイクルと TAKUMI 4.0

“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

改善、絶え
ざる進化

最適生産、変動対応、改善効率

ICT
Big Data

●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
↓

IoT

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
新付加価値の追求

D

市場動向

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
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

プロセス・イノベーション
プロダクト・イノベーション
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）
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日鉄住金総研㈱山藤

3-2-3.付加価値の源泉、製造業のサービス産業化
 “PC2Be”ダイナミックサイクルを回しつつ、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」をどう組立てていくかというビジネスモデルの再構築が必要。
 本部会では次の 6 つの例を挙げた。A.モノの所有そのものに価値、B.モノの機能そのものに価
値、C.機能が稼働するときに認識される価値、D.必要なときに素早く提供される価値、E.空き時
間帯・空間帯の有する価値、F. 資金負担軽減による価値。

3-3.新しい現場力と TAKUMI4.0
3-3-1.TAKUMI4.0 とは
 TAKUMI4.0 とは、本部会が提案している第四次産業革命を乗り切るための考え方である。
 TAKUMI 1.0 は開国前後の高度な職人技、分業、世襲制による「欧米生産技術導入・代替期」、
同 2.0 は終戦までのキャッチアップによる「導入技術の消化・定着期」、同 3.0 は戦後から復興、
成長、成熟に至る「国産技術改良期」、同 4.0 は「今後のデジタル・ネットワーク技術を活用した
CPS、DT(デジタルツイン)手法の製造業への利活用期、仮想現実融合期」であり、
「最新技術を
駆使して普遍化、標準化を進め、水平分業によりものづくりを深化させる」ことを指している。
図.TAKUMI1.0~4.0
TAKUMI 1.0

開国前後
殖産興業時代の欧米生産技術の輸入による導入・代替期
（高度な職人技、分業、世襲制） （富岡の製糸工場など）

TAKUMI 2.0

終戦まで
（欧米技術をキャッチアップ）

TAKUMI 3.0

戦後から
（復興、高度成長、成熟）

TAKUMI 4.0

今後
（デジタル・ネットワーク技術）

戦後にかけての国産による導入技術の消化・定着期
（八幡製鉄所、国産自動車、軍艦、戦闘機など）
戦後の国産製品の輸出伸長期で生産技術が世界の最先端に躍り出
た国産技術改良期
（日本の生産技術を分析したMITによるリーン生産の世界的普及）
CPS、DT手法の製造業への利活用期、仮想現実融合期

3-3-2.専門部会委員による TAKUMI4.0 の具体例
 本部会では、TAKUMI4.0 に該当しそうな事例を委員から募集した。事例を集約すると、
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ともいえる。
 事例から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
具体例があったかを整理すると以下の通り。
 生産技術分野の場合、ヒトの役割と求められる能力として、シミュレーション結果の解析
と実際との照合評価が挙げられる。これは事前の意図の実現度合いを検証し、さらなる改
善点の探索と改善を行うといった例である。
 製造技術分野では、自動化後に残された自動化不可部分の更なる自動化探求と改善探索な
ど。
 開発・設計分野では、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）
、さらなる改善点の探索と改善など。
 検査・計測技術分野では、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など。
 「匠の技」から新しい「匠」、
“TAKUMI4.0”へ（匠の技と TAKUMI4.0 との関係）
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 「匠の技」とは、知識・経験・勘・頭脳の利用と五感(感覚の利用)を適切に組み合わせ(頭脳の
利用)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。
 「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・
分析技術を総合して最適化し、人と機械の協働により実現する技術」とも表現できる。
 TAKUMI4.0 で期待される 3 つの効果
 「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。

3-3-3. “TAKUMI4.0”の「以前」と「以後」
 次図は「ものづくり」に関する「ヒト」と「マシン」の役割分担の表である。次図の右側が
TAKUMI4.0「以降」の世界、左側が「以前」の世界である。右側の図の右下は、ヒトもマシン
もそれぞれ単独では為しえないものの、両者が協調すれば可能になる領域である。ダビンチやサ
イバーナイフが例示されている。
図. 「ものづくり」に関する「ヒト」と「マシン」の役割分担 注1
TAKUMI4.0(デジタル化等）以前
ヒトなら
人
マシン

マ
シ
できる
ン 得意な
な 業務
ら

できる、得意

○

単純作業；人がやればで
きるが、”つらさ””きつさ”
を伴う、機械化がふさわ
しい領域
・繰返し作業、
・定型作業

○

経験、熟練、高度の判断
が求められる領域

マ
シ できない
ン 不得手
に な業務
は

×

・曖昧で適宜判断を要する
少頻度の作業
・初めての業務
・都度変化する業務
・類推が必要な業務
・機械操作
・手工具の取扱い

ヒト
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

TAKUMI4.0(デジタル化等）以降

ヒトには
できない、不得手

ヒトなら

×

通常の人には体力的にも能力
的にも手におえないレベルの
複雑・高度な領域

・数値化、デジタル化すること
で 大量、速さ、時間、大きさ、
重さといった人間スケールに合
わないような業務

人
マシン

マ
シ
できる
ン 得意な業
な
務
ら

○

TAKUMI 4.0以前は人もマシン
もほぼ不可能とされる領域
・複雑な立体形状の製作、
・多くの人手と日数を要する作
業(土木工事等）の効率化

マ
シ できない
ン 不得手な
業務
に
は

×

できる、得意

○

単純作業から判断
や推論・改善主体の
作業に変わる領域

・大量生産などの自
動化ライン

充分な教育・訓練を受け
た人でないと難しい取組
ゆえに機械化・自動化が
難しい領域

・読解力
・文脈の理解
・情勢判断
・惻隠の情
・完全無人自動運転

ヒトには
できない、不得手

×

人の通常の資質・スケールを超えた”つらい””きつ
い””無理”な作業負担を強いる非効率で絶望的な作業
から解放される取組
・特定領域に関する人工知能
・機械学習
・ワトソン
・3Dプリンタ
・スマートコンストラクション

☛どんなプログラマーで
も、もはや複雑すぎて書
くことができないような
「モデルを記述するアル
ゴリズム」のケース、注2

＊人が”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、
＊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
・ダビンチ
・サイバーナイフ
・東京女子医大スマート治療室
・日本語との自動翻訳
・日本語との同時通訳
・パワーアシスト・スーツ

☛人もマシンも単独では
為しえないものの、人と
マシンが協調することで
初めて可能になるケース

思考(判断、推論等）、創造、感覚(五感）・感情、こだわり、思いやり、－－
ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、プロトコル、－－
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

3-3-4 デジタル化・ネットワーク化後の「新しい現場力」とは？
3-3-4(1).TAKUMI4.0 に必要な能力
 TAKUMI4.0 には、デジタル化等を必要とする課題を発見でき、デジタル技術を自在に駆使し
て解決することができる能力が求められる。①シミュレーション技術、②ロボット関連技術や自
動化技術、③デジタル化・ネットワーク化技術を使いこなす能力である。
3-3-4(1).TAKUMI4.0 に必要な現場力
 TAKUMI4.0 における「新しい現場」には、
「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 化したり、デジタルツイン（DT）を構築したりする技術」、
「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」、「匠の技」を高度
化し、進化させる技術が必要になる。これらの技術が「現場をデジタル化、ネットワーク化する
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ときに求められる技術」であり、
「デジタル化、ネットワーク化後にも必要になる現場の技術」で
ある。即ちこれらが「新しい現場力」である。

4. 日本の製造業のパラダイムシフト
4-1.専門部会委員調査にみる製造現場のデジタル化等
4-1-1.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」の現状をみるために、
「ICT 化の進み具合」と「工
場の見える化」の程度を尋ねたところ、
「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。この 1 年で 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。
図.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

4-1-2.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)
 世界のパラダイムシフトの現状に関する各社の受け止め方をみると「 自社との関わりが解らな
いから不安が先立つ」という回答が昨年度の 5 社から 1 社に減少。
「 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
社に増加。
図.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

 「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」に関する回答の記述内容をみ
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ていることがうかがえる。
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図. 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

4-1-3.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
 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。
図.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

4-1-4.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)
 自社の対応はこれからだという回答は昨年の 7 社から 3 社へと減少。
図. 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

4-1-5.情報伝達・共有の程度工場間の情報伝達・共有の程度
4-1-5(1).工場間の情報伝達・共有の程度
 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 11 社
となった。
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図. 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

4-1-5(2).部品納入業者等との情報伝達・共有の程度
 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
回答は前年度から 1 社増えて 5 社となった。
図. 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

4-1-5(3).「つなぐ」（IoT 導入）場合の狙い(価値)として最も重視すること
 選択肢として「工場内生産・労働を重視」するか、
「販売後知見や価値を重視」するかを尋ねた
ところ、前者(下図左側)が 2 社減り 6 社に、後者(下図右側)は 10 社で変わらずとなった。ただし、
10 社のうち「情報のフィードバック重視型」は 3 社減となる一方、
「データ解析からの価値創造
重視型」が 2 項目合わせて 6 社と 3 社増加した。
図.「つなぐ」（IoT 導入）場合の狙い(価値)として最も重視すること(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

 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.デジタル化・ネットワーク化の目的として技術系人材で重要なこと (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

4-1-5(4).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
 暗黙知である「現場の優れた技能」や「匠の技」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る。そこでデジタル化された技術や技能に対する見方・考え方を尋ね
た。次図の第 3 象限は「人手による作業」と「熟練技能『匠の技』
」が交差する領域である。
「匠
の技」のような暗黙知は「不要にならない」
「温存すべき」といった見方・意見がこの領域に分類
され、計 6 件と最多であった。
図.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

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

 次に、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。
 「見える化」を検討する方向性として工場関連と販売後関連に分けて設問したところ、工場関

連は「工場内の見える化」が全 17 社中の 15 社と前年比 1 社増、工場間、海外工場の見える化は
いずれも前年比 2 社増となった。一方、販売後関連では、「製品ライフサイクルの見える化」が
同 14 社と前年比 3 社増となったが、販売後の企業やユーザー企業との見える化はそれぞれ 1 社
ずつ減となった。
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図.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

4-1-5(5).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（記述式回
答が 10 社）
。
「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」が、また、業務を繰り返す頻度の問題など「低再現性、低
反復性、状況判断、複合要因解析」が難易度が高い業務として挙げられている。
図表. ヒト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

 デジタル化が進まないと考えられる分野は、
「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」など熟練
を要する作業が挙げられている。
図.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

5. まとめ
5-1.将来の日本のモノづくりの姿
 総じてみると日本が進むべき道は、比較優位を生かせる分野である。
 委員アンケート結果によれば、次図にみるとおり、
「強みを活かせる要素が、機械や技術（「匠

の技」
）であるならば、日本はその要素で進むべき」
、或いは、
「他国の『ものづくり』と一味異な
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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」などのコメントが特徴的である。
図.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

5-1-1.製造業のパラダイムシフトにおける新しい現場力と TAKUMI4.0
 日本の製造業にとって大事なこと、それは日本の強みとされる現場力であろう。その現場に
CPS(デジタル化・ネットワーク化)を導入するとどうなるかを検討した。
 現状、現場を改善しようとするとデータ収集に手間暇がかかる。ところが CPS を導入すると、
機械や部品などにセンサーやタグがつき、ネット経由でデジタルデータをリアルタイムで大量に
収集できる(IoT,ビッグデータ)。人工知能などの最新コンピュータ科学技術を活用すれば、仮想モ
デル(DT)上で様々のシミュレーションができる。
 こうした CPS の導入により、従来の開発業務にみられたような試作・評価・試作---といった繰
返しや手戻りといった手間が省ける。即座に量産に入れる。不慣れな人も作業に加われる。装置
の故障も予知できる。これが新しい現場力のベースになる。
 新しい現場は、現実・仮想・現実---という CPS（PC2Be ダイナミックサイクル）の世界であり、
その推進役が TAKUMI4.0 である。TAKUMI4.0 が活躍する世界が新しい現場力といえよう。

5-1-2.パラダイムシフトへの対応、協業の促進
 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や協業が進むと考えられる。
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5-1-3.パラダイムシフト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。
①ビジネスモデルの変革と②ビジネス・トランスフォーメーション(企業形態の変形・変化)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。
 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
大の課題ではなかろうか。

5-2.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、あるべき姿を絶え
ず目指すという"PC2Be”とその推進役としての“TAKUMI4.0”を提言するに至った。
 その間、専門部会の議論において、しばしば本テーマ以外にも次のような重要な問題があると
いう指摘がみられた。こうして浮上してきたテーマが以下である。
 「TAKUMI4.0 を担う人材の確保と育成」
 「ネットワーク・セキュリティの確保」
 「IoT 等にかかわるデータの利活用」や「技術ノウハウの流出」といった知的財産権
 「人工知能がもたらす近未来像と論点」
 「匠の技を伝承するシステム」と「匠の技の提供者に対するケア」
などが今後に残された課題である。
以上
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目指すべき製造業のデジタル化の全体像

出所：諸資料を基に NSRI 作成
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