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[概 要] 

IoT・ビッグデータ・AI 等による変革は、従来にないスピードとインパクトで進行して

おり、製造業は新たな時代を迎えている。従来のモノ、製品を作って売るだけの時代は終

わりつつある。製品の使用情報などを入手・蓄積・解析することにより、新しい製品や今

までにないサービスの開発・提供が可能となる。まさに「新次元の製造業」が到来しつつ

ある。世界の製造業が同様に IoT・AI 化を競っていく中で、いかにして日本の製造業が

持つ「強み」に更に付加価値のある新しい「強み」を獲得して競争力につなげていくか、

あるいは、人の役割変化にどう対応していくか、いずれも喫緊の課題である。 
そこで IoT・AI 等により新しい次元を迎える我が国製造業にとって、新しい現場力とは

何か、新しい「人の役割」とは何か、その際に求められる人材とその育成・確保、管理方

策等について提案し、我が国機械工業の競争力強化に貢献するため、平成 29 年度に「IoT・
AI 時代のものづくり人材調査専門部会」（部会長・北出真太郎㈱IHI 産業システム・汎用

機械事業領域 事業戦略推進部部長）を設置し、調査を進めた。 
初年度となる平成 29 年度調査では、国内外の環境変化とものづくりで進行するパラダ

イムシフトに対し、同専門部会に参加したメンバーの現状認識を踏まえて機械工業として

取り組むべき課題の洗い出しと人材の問題について検討を進めた。 
調査結果の概要は次頁以降の通り。 
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平成 29 年度 IoT・AI 時代のものづくりと人の役割変化への対応調査研究 

 

（一社）日本機械工業連合会 

IoT・AI 時代のものづくり人材調査専門部会 

 

 

 

1. 本事業の性格と位置づけ 

今、我が国の機械工業は、IoT・AI 時代と呼ばれる新しい時代を迎えようとしてい

る。①IT 系などにみられる目覚ましい技術革新、②新興国の急速な追い上げ、③先進

国の製造業高度化戦略の推進、④海外製造企業の大胆な事業戦略の転換など、我が国を

取り巻く環境は激変しつつある（図 1）。 

図 1 日本の製造業に押し寄せる 4 つの圧力 

 
出所：諸資料を基に NSRI 作成 

 

そこで本事業は、新しい時代の環境要因とその動向を収集・分析し、ものづくりと

人の役割に及ぼす影響を展望する調査研究を行う。併せて、激変する環境の中から問題

提起すべき点、逆に機会とみて挑戦すべき点、技術革新の成果などを明らかにし、先進

ツールをユーザーとして活用するという視座に立って、新しい時代に対応可能な組織・

人材像などの取組課題を検討する。 

平成 29 年度は、3 か年事業の初年度目としてスタートした。機械工業として取り組

むべき課題の洗い出しと人材の問題など、部会メンバーの認識をベースに報告する。 
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2. 本事業の背景と問題意識 

2-1.新時代の到来 

IoT・AI 等に代表される近年の技術革新は、従来にないスピードとインパクトで進行

している。こうした技術革新の波は、製造業にも押し寄せている。製造業は新時代の到

来を迎えつつある。 

（一社）日本機械工業連合会が、平成 26 年度から 28 年度までの 3 か年にわたり、
「世界の製造業のパラダイムシフトへの対応調査研究」に取り組んできた所以でもあ
る。 

新時代においてはデジタル化とネットワーク化が進む。システムのシステムが構築

され、モジュール化とアーキテクチャの巧拙が競争力を左右する時代が到来する。 

2-2.新時代で可能になること 

匠による暗黙知やユーザーの使用状況・使用環境など、様々な事象が可視化・解析さ

れる。事業の全体やその周辺までが俯瞰できる。従来は死蔵されたままであったデータ

も収集・蓄積され、AI などを駆使して解析・活用される。 

新しい知見・気づきが生まれ、新しいビジネスモデルによって競争力を強化できる可

能性が高まる（表 1）。 

表 1 新次元の製造業が目指そうとしているビジネスモデル例 

付加価値の源泉：顧客が支払うに足ると認識する価値の探索 

A.モノの所有そのものに価値、例、スーパーカー、CBX400F，ブランド品 

B.モノの機能そのものに価値、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 

C.機能が稼働するときに認識される価値、例、圧搾空気、エアコンディショニングなど 

D.必要なときに素早く提供される価値、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 

E.空き時間帯・空き空間帯の有する価値、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 

F. 資金負担軽減による価値、例、リース、レンタル,ローン、使用量対応課金 

G.自作のデジタル化ネットワーク化製品サービス（自社開発システムなど）の外販、
例、GE 

出所：日機連「世界の製造業のパラダイムシフトへの対応調査研究」平成 28 年度報
告書に NSRI にて一部加筆したもの 

 

2-3.サービス志向の製造業への変身（組織と人への影響） 

従来のハードウェア「売り切り」中心の時代から、売った製品をベースに新たなサー

ビスを展開し続ける、といった新しいビジネスが始まっている。 

事業組織や人の働き方も見直しが求められる時代になった。 
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2-4.新しい「強み」を握る鍵 

日本の製造業は、このような時代の変化を踏まえた新しい「強み」を見出すことがで

きるのか。厳しさを増す国際競争に打ち勝つことができるのか。技術革新に伴う人の役

割変化に対応していくことができるのか。いずれも喫緊の課題である。共通するのは人

材の問題である。人材の質と量が鍵を握っている。 

3. 本事業の目的と実施方針 

本事業の目的は、デジタル化・ネットワーク化やシステム化・モジュール化といっ

た国内国外の最新動向や日々めまぐるしいほどの進歩を見せている技術革新の実態な

ど、製造業をとりまく環境要因とその動向を分析することにより、ものづくりと人の役

割に及ぼす影響を展望し、機械工業としての対応課題と人材の問題を明らかにするこ

とである。 

特に、製造業のパラダイムシフトへの対応として求められる新しい「現場力」や新

しい「人の役割」、求められる人材像、人材の確保・育成策、管理方策等に焦点を当て

る。「新しい時代に求められる現場力の姿」や「支える人材像」、「目指すべき製造業の

強み」についても検討を行う。 

以上から本事業では、次の 4 つの活動を行った。 

第 1 に、IoT・AI など新時代を象徴するテーマに関する各国の政府、企業、産業団体、

学術団体などの戦略や取組など、本事業の基礎となる情報の収集と整理。 

第 2 に、本事業の参考に資する部会内での講演。 

第 3 に、専門部会委員を対象とした自由記述式の認識調査(アンケート方式で今年度 2

回実施)やブレーンストーミングによる委員認識・意見の収集・分析。 

第 4 に、専門部会各回における議論の集約。 
 

４. 主な検討項目 

4-1.マクロ環境の変化(問題提起) 

 ものづくりを取り巻く事業環境 
 産業革命と世界の動向 

4-2.進行するパラダイムシフト 

 技術革新（パラダイムシフトの原動力・起爆剤） 
 デジタル化と世界の動向 

4-3.日本の機械工業としての対応(専門部会メンバーの意見) 

 IoT・AI 時代のものづくり  

 IoT・AI 時代を迎える日本の現状と課題  

 IoT・AI 時代に目指すべき方向 
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4-4.IoT・AI 時代の人材像(専門部会メンバーの意見) 

 ものづくりデジタル人材 
 企業が抱える現状と課題 

残された課題 

 

５. 全体のまとめ(ポイント) 

５-1. マクロ環境の変化～問題提起 

世界の製造業のパラダイムは確実にシフトしつつある。デジタル化・ネットワーク

化が進み、モジュール化やシステムのシステム化(個別システムの統合化)が進行する。

（以下、デジタル化と総称）デジタル化が世界の趨勢 となりつつある。こうした世界

との競争に打ち勝つためには、もはや猶予はない。一日も早くデジタル化を進めること

が不可欠である（図 2）。 

しかしながら、部会で議論されたとおり、日本の機械工業の現状は、機械工業のベ

ースにある「ものづくりの基本」ともいえる原理・原則などの 5 ゲン主義の徹底や、工

学的原点への回帰といった点に、不充分さや問題を抱えている。デジタル化に引き続き

注力することは当然であるが、同時にものづくりの基本についても、従来以上に取り組

む必要があると考えられる 。 

日本の機械工業は、ものづくりとデジタルの 2 つを追求するという難しい舵取りを

余儀なくされている。しかも両者のバランスを取る必要がある（図 3）。 

図 2 新次元の製造業の構成要素、デジタル化、課題 

 

出所：ハーバード・ビジネス・スクール 教授、マイケル E. ポーター 、PTC 社長兼 CEO ジェ
ームズ  E. ヘプルマン   “How Smart, Connected  Products Are Transforming 

Companies、” HBR、 November 2015 をベースに NSRI 作成 

・デジタル技術
の習得 

・5 ゲン主義の徹底 
・工学的原点への回帰 
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図 3 IT（デジタル）と OT（ものづくり）の両面から両者融合化の力が働く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
出所：“Architecture Alignment and Interoperability” An Industrial Internet Consortium 

and Plattform Industrie 4.0 Joint White Paper か ら  NSRI 作 成
http://www.iiconsortium.org/pdf/JTG2_Whitepaper_final_20171205.pdf 

 

５-2.現状と課題 

【生産現場の現状と課題】 

1. 強いと言われてきた現場力への懐疑的見方が拡がりつつある（図 4）。 

2. 数式化や原理・原則の科学的・工学的表現・知見には弱みがある中で、工学的原点へ

の回帰の重要性を認識しつつ、先進デジタル技術との融合を進めていく必要がある。 

3. 現場力にかつての強みがみられなくなりつつある。しかしその一方で、デジタル化は

確実に進む。エンジニアリング力の強化とともに先進デジタル技術の進化に合わせ

ながら、これを使いこなせるものづくり能力を涵養・発展させることが求められる。 

4. 従来のものづくり能力にデジタル・ケイパビリティを取り込む必要がある。 

5. これまでは現場の摺合せ力に強みを持つといわれてきたものの、良い面と悪い面があ

るのも事実。悪い面や弱い面を先進デジタル技術でカバーしていく工夫が必要。工

学を基本としつつもデジタル技術の取り込みにより、両者のバランスを取ることが

重要である。 

6. 但し、現場を知って、現場でしか発生しないイノベーションもあるという点には留意

が必要。仮説や課題の設定力、ある程度の解を見抜く力は、その分野の知見・過去

の事例に関する知識が前提となる。前提を満たすだけの「現場力」はやはり必要で

はあるが、ものづくり環境の変化を踏まえると「デジタル化された現場力」を重視

していく必要がある。 

  

 つながり 

 データ 

 分析 

 最適化 
 操業インテリ

ジェント化 

OT:ものづくり 

 
 効率 

 利用可能性 

 一貫性 

 継続性 

 安全性 

IoT IT:デジタル 

 

 つながり 

 データ 

 分析 

 最適化 
 操業インテリ

ジェント化 

 迅速さ 

 スピード 

 柔軟性 

 コスト削減 

 事業の洞察 

 セキュリティ 

IoT 

☛IT と OT の両面から両者融合化の力が働く 

http://www.iiconsortium.org/pdf/JTG2_Whitepaper_final_20171205.pdf
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図 4 現場の強みは減少する／薄れてきた／強みとならない」の回答 

 

出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 

 

【開発設計現場の現状と課題】 

1. 開発設計の現場は、限られたリソースの中で効率重視の分業化が進んでいる。この

分野にも匠が存在する（図 5）。 

2. 常識や経験不足、前後の工程の理解不足、匠の技の継承や若手への技術継承不足な

ど様々の不足を補う仕組みが欠落。現場の声を吸収・咀嚼して開発設計に反映した

り、設計の深堀・横展開したりする力が弱い（図 5）。 

図 5 開発設計現場の現状に対する回答 

 

出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 

当面は、そのノ
ウハウをどうデ
ジタル化して
サービスするか

生産現場で育て
たノウハウを海
外へ販売する
時代になった

製品（もの）でなくサービス
（こと）に価値が移行

摺合せ力をスピードアップ
して欧米並みの効率性を求
めないと、ニッチでしか生き
残れない

匠という言葉は”優れたも
の”という意味と”暗黙値”
の２面性があり、後者はブ
ラックボックス化や判断力
の欠落に繋がる

生産現場の強みが「すり合わせ」
技術にあるとすれば，その強みは
デジタル化の進展に伴い，薄れて
いく

日本の生産現場は安定した品質
に代表されるQCDとそれを実現す
る仕組みを強みに

強みは減少する／薄れてきた／強みと

ならない

IoTやＡＩが進化して
いくと本強みは減少
していく

現場力は強みでな
くなっていく

日本の強みと
はならない

日本の強みは薄
れていく

この部分の強みは薄
れてきた

今のままでは生産現場は強
みにならない

デジタル化の推進、現場を進化させ
るために現場から課題(生の声）を吸
い上げる事も必要

開発設計現場の現状

出口の分かり難い新規性
のある開発は予算がつか
ないケースが多々ある

企業風土による。旧態依然
とした企業であるため、顧
客ニーズベースの研究開
発が多かった。

開発設計現場には常
に最新のハード･ツー
ルがある

技術指向、製品指向

過去の設計思想を理解
せずに設計

設計にも匠と呼ばれるに相応し
い人材が存在。若手人材との
ｷﾞｬｯﾌﾟを埋めるには隔たりが大
きい様な

強い現場に依存していた
ため、設計の深掘り・横展
開する力が弱い

専門化、現場離
れの状態

常識・経験値不足を補う仕組みが提
供されていない。全体を製品としてま
とめる力不足

開発・設計の現場は、「少ない人員で(人員
確保の困難さ)」「より早く効率的に（開発期
間の短縮）」「より高い性能（価値）を」といっ
た課題のもとで、製品の設計・開発を進めざ
るを得ない状況

効率重視の為に分業化が進み、現場を知らな
い設計者、後工程を考えられない設計者、現
場からの声を反映できない設計者が多くなって
いるのが問題
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3. 設計思想を理解したり、全体を製品としてまとめ上げたりする力の強化も必要。ま

た、生産技術の自動化とリンクした製品開発力やソフトウェアの開発力強化も必要

(図 6)。 

4. 開発設計面で DT・CPS などの先進デジタル技術を使いこなせることが重要である

(図 6)。 

図 6 開発設計現場を今後強みにするための条件に関する回答 

 

出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 

 

５-3.世界の潮流（進行するパラダイムシフト）と対応 

【世界の潮流と留意すべき点】 

1. 世界の製造業界は競ってデジタル化・ネットワーク化に向け、邁進している。既存

の個別システムそれぞれを統合化し、さらにモジュール化にも工夫を凝らしてい

る。 

2. IIC1ではテストベッドにおいていくつかのユースケースを実証し、実装するための

様々な努力が傾注されている。 

3. 海外ではリーン生産方式の考え方がクローズアップされており、その定着がデジタ

ル化のための前提条件とされている。デジタル化を進めるには、アナログ段階にお

いてリーン生産方式が導入され、定着していればいるほどその効果を享受しやすく

なるという見方である。デジタル化の流れの中でこの点には留意が必要である。 

                                                   
1 IIC （The Industrial Internet Consortium)： 米 GE 社や米シスコシステムズなど米大手 5 社が発起

人。2014 年 3 月 27 日設立の産業インターネットや Internet of Things（IoT）に関する普及推進団体。

2017 年 9 月現在 26 のテストベッドを運営。ドイツのインダストリー4.0 とも密接に連携。 

強みとするための条件 その現場に将来を見
据えた方針を指示し、
そのための体制を構
築すること。（経営側
の課題?）

現場同様、
匠継承への
実現が優先

潜在化しているニーズ
を捉えることや顧客と
の協業による価値創
造が必要

設計思想を理解しながら設計を
行なっていくことが重要

スピード感、アジャイ
ル的な開発、ベン
チャーまでとは言わな
いが、そこと戦えるくら
いのスピード感が重
要

今後DT/CPSを使いこ
なすことによって、よ
り高度な設計力をを
身に付けることがで
きる

常識・経験値不
足や全体を製品
としてまとめる力
不足を補う仕組
みが必要

理論と同時に，シミュレー
ションに基づくアプローチ
を設計プロセスに取入れ
るべき

生産技術の自動化の
推進とリンクした製品
開発力。ソフトウェア開
発力の強化

顧客ニーズをつかむ能
力。開発スピード。
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【デジタル化に向けた対策シナリオ、新システム導入の進展とそのステップ】 

1. 国の内外にわたって既に FA などの自動化に代表される多くのデジタル化事例があ

る。こうした「従来型システム」の多くは個々に分散して存在しているのが現状で

ある。しかし、現状の多くは（ドイツ流のインダ

ストリー4.0 にならえば）インダストリー3.0 のレ

ベルにとどまっている。 

2. ここに進化しつつある DT（図 7）、CPS といった

新しいデジタルシステムや IoT に AI が加わった

「新システム」の導入が進む。既存の個々のシス

テムはシステム間の統合化が進み「よりデジタル

化・ネットワーク化された世界」に転換されてい

く（図 8）。 

3. 「新システム」の導入によって新しいビジネスが可能になりうることから、ビジネ

ス自体も変革が求められる。あるいはそうした可能性が高まる。 

4. インダストリー4.0 に近づくプロセスを個々に進行させると、その過程で複数の

「既存のシステム」と複数の「新システム」が混在する状態がうまれる。 

5. 従ってシステム同士をより高い次元で統合する必要が出てくる。統合によって全体

像の把握と全体最適が可能な運用を企図することができる。 

図 8 製造業のパラダイムシフト (デジタル化・ネットワーク化の姿) 

 

図 7 デジタルツイン＝物理モデル＋

データモデル 

出所：「GE」中田敦著、日経 BP 社から
NSRI 作図 
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出所：日本機械工業連合会平成 28 年度報告書「世界の製造業のパラダイムシフトへの対応

調査研究」作成時の資料に NSRI で加筆したもの。左隅の「製品」箇所の出所は HBR のポ

ーター教授とヘッペルマン氏の資料から NSRI 作成 

 

５-4.日本の機械工業としての対応 

【新時代にむけた戦略転換の必要性：ハード+アルファ】 

1. 機械工業を中心とした製造業が、IoT・AI 時代のものづくりの中で生き残るには、

「従来のハードウェア一辺倒からの大胆な戦略転換が必要になる。つまり「ハード

ウェア＋アルファ」が求められる。 

2. 「+アルファ」の例としては、パーソナライズ化・サービス化、UX(顧客体験)、顧

客との共創などのほか、生産技術や省人化補完技術、職場改善ツールなどが挙げら

れている（図 9）。 

3. ではこれからの日本が目指すべき新たな強みとは何か、どのような方向を目指すべ

きか、そうした強みを支える人材像とその育成・課題策は何か。いずれも引き続き

検討を要するテーマである。 

図 9 +アルファの例～パーソナライズ化・サービス化に力点 

 
出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 

 

 

【デジタル化に向けた組織面の検討と人材上の課題：RTB と CTB】 

1. ビジネス面では既存事業（RTB：Run the Business）で収益を確保しつつ、デジ

タル化を活用した新規事業（CTB：Change the Business）の開拓が始まる。いわ

ゆるデジタルトランスフォーメーションは、こうした一連の転換や統合・新組織の

出現などを指すと考えられる。 

アルファは個々の顧客
視点。情報のパーソナ
ライズ化が必要

ただし、高い技術力で
特殊なハードでなく、
・ありふれた部品の組
合せだが、アイデア力
で顧客のニーズにマッ
チするハード
・メーカ目線のハード
でなく、顧客目線の
ハード

顧客が購入した製品が老
朽化しても、顧客が得ら
れる付加価値が

「ハード+アルファ」の+アルファの例として；と

くにパーソナライズ化・サービス化に力点

顧客の真のニーズを掴み
パーソナライズしたもの
（ハード）を提供

「ハード＋パーソナライズさ
れたサービス」で勝負

製品購入時と比較して価値が変
わらない、減らない、陳腐化しな
いような継続的なサービス

サービス、ソフト、アプリケーショ
ン、デザイン等

無形物としてのサービスや利便性・信頼性・安全性・社
会性（環境配慮等）
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2. CTB には、新システムを導入しつつ、システム間の統合を経てハードウェアをベ

ースとしたサービス展開2などの新事業を立ち上げ、発展させていくといった事業

転換を果敢に進めていくことが求められる。 

3. ここで新システムには次の 2 つの側面があることに留意する必要がある。一つは中

国でいうところの「インターネット＋」～既存の事業のデジタル化のためのシステ

ム構築であり、もう一つは「＋インターネット」～デジタル化を活用した新規事業

の開拓のためのシステム導入である（図 10）。 

図 10「中国製造 2025」、「インターネット+」、「+インターネット」 

 

出所：2015 年度（第 41 回）日中経済協会合同訪中代表団 訪中記録 2015 年 11 月 1 日～
8 日 北京・四川（成都・徳陽・綿陽） 一般財団法人 日中経済協会 ，並びに、
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 NSRI 作成 

http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2016/161024a.html 

 

4. スマート工場をはじめとした生産部門の高度化、効率化を担う立場に限定すると、

RTB 内の生産に関連する直接部門の立場からみたデジタル化が想定されることに

なる。こういったケースでは、ものづくり人材がデジタル能力を身につける（Π 型

人材や Π 型チーム）という方向での議論、或いはものづくり内部からの人材育成

に関する議論が有効である。 

                                                   
2 新システムを使った「サービス展開」について、IMD の国際競争力センター所長の Arturo Bris 教授は
「デジタル技術の開発・実装によって、市民や事業に供せられるための『サービスの質と範囲』を改善し
ていく必要がある」と述べ、サービスの質のみならず範囲の重要性を指摘している。IMD World 
Competitiveness Yearbook 2017 Executive Summary のｐ3 から意訳 

http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2016/161024a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2016/161024a.html
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5. 一方、ビジネスそのものの変革を担うセクションである CTB には、ビジネス開拓

のプロフェッショナルに加えて、デジタル化によって可能になるオプションを提示

できたり、新規事業の生産可能性などを検討できたりといった、複数の専門家を集

めてチームを組む必要が生じる。 

6. いわゆるタスクフォースのようなイメージである。しかし、企業規模などによって

はどの企業においても必要な人材の全てを集めるというわけにはいかない。 

7. 次年度以降、どの方向に向かって議論していくのか、さらなる検討が必要と思われ

る。その詳細は今後に残された課題の一つである（海外参考事例、図 11）。 

図 11 デジタルトランスフォーメーションと新旧組織文化の衝突（SAP 社） 

 

 
 
 

5-5.求められる人材と組織 

【新時代に求められる能力・役割】 

1. これからも必要となる能力としては、全体俯瞰力、想像力、論理的思考力、本質を

見抜く教養力、デザイン思考力、説得力、課題設定力などが挙げられている。 

2. また、物理現象を可視化・解析するツールやシミュレーションツールとしても有意

義な DT・CPS や AI などの先進デジタル技術をいち早く使いこなせることもまた

強みになりうる。 

出所：acatech DISCUSSION “The Future of Work in the Digital Transformation” 

J.C.Jacobs,H.Kagermann,D.Spath(Eds)ｐ16 から NSRI 作成 

http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Publikat

ionen/acatech_diskutiert/acatech_DISKUSSION_HR-Kreis_engl_01.pdf#search=%     

http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Publikationen/acatech_diskutiert/acatech_DISKUSSION_HR-Kreis_engl_01.pdf#search=%
http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Publikationen/acatech_diskutiert/acatech_DISKUSSION_HR-Kreis_engl_01.pdf#search=%
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3. 新時代に求められる役割は、作業中心（付加価値に結びつきにくい業務）から不可

知に直結しやすい判断・管理業務へとシフトする（図 12）。詳細については引き続

き検討を要する課題である。 

図 12 人工知能時代の人間(=デジタル人材）の役割 

 
出所：日経テクノロジーオンライン：知能は人間から職を奪うのか?  第 1 回 人工知能

との賢い付き合方（1）伊本貴士＝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、IoT 検定制度委員会メンバ 

【Π 型の人材と Π 型のチーム】 

1. デジタル化・ネットワーク化を進めるには、先ずアウトソースを先行させ、並行し

てブリッジ人材を確保・育成しつつ、チームの基盤を作るとの提案がみられた。 

2. 徐々に個々人の成長を図りつつ、チームを Π 型チームへと発展させる。 

3. チーム内構成メンバーである個々人は、さらに上のレベルを目指して研鑽を積む。 

4. Π 型を目指す個々人の成長とともに、チームも徐々に Π 型のチームに成長する。

最終的には Π 型人材が集まる Π 型組織が出来上がる（図 13）。 

図 13 個人の成長とチーム発展のスパイラル（イメージ） 

 

出所：「12 月アンケート」の回答を踏まえ、NSRI にて作成 
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【Π 型の人材・チームに求められる能力、人材像】 

1. Π 型組織の構築と運営にはデジタル化の司令塔が必要である。一般には CDO3がこ

うしたデジタル化を推進するリーダーとされる。 

2. これからの IoT・AI 時代の人材は、Π 型人材を目指す必要があり、2 軸 3 軸にわ

たる専門知識が求められる。 

3. Π 型チームを構成するこうした個人はもとより、特に Π 型チームに属する異なる

専門家同士の「つなぎ役」「触媒役」「ブリッジ役」がキーパーソンとして必要であ

る。 

4. こうしたキーパーソンに求められるリーダーシップには、相反するような複数の視

点を有して全体を俯瞰できたり、さらに全体最適を目指したりすることができ、本

質を問い本質を見抜けるといったコンピテンシーが求められる。 

5. Π 型チームを構成するメンバーには、不可欠の知識・能力として、「原理・原則」

や「投資効果の有効性判断、課題の理解、用語知識、ツールの使い勝手」などの基

本を身につけることが求められる。但し、個人が Π 型人材になれるのは一部の人

材であって、すべての人材に求めるのには無理があるとの指摘もみられた。 

6. IoT・AI 時代の人材は、自身の専門分野の知識研鑽に加え、もう一つ別の専門分野

にも挑戦する気概や意欲とそれを後押しするための機会が必要である。さらには一

般的なデジタルリテラシーに加え、ものづくりやデジタル化に関する幅広の基本知

識をも備えておくことが必要になる。社会人として継続学習の意欲・能力・機会が

求められる時代を迎える。 

7. 長期的にみると、デジタルリテラシーを高める一環として、国内におけるデジタル

人材基盤（母集団）を拡大する必要性と社会人に対する「学び直しの機会」の提供

(再教育研修、継続教育研修)が必要となってくる。 

8. なお、ドイツでは、大学を中心として MOOC4などを活用したデジタル教育がスタ

ートしている。学習希望者に対する門戸が一般社会人にも広く開放されている。 

 

  

                                                   
3 CDO（Chief digital Officer）とは、AI、ロボティックス、IoT、デジタルマーケティング、ドローン、

ビッグデータ等を有用に活用し、日々変化し続けるテクノロジーと消費者の行動に迅速に対応し、 幅
広いデジタル戦略を統括、組織を横断して改革を推進する統括責任者の総称」一般社団法人 CDO 
CLUB JAPAN の HP から http://cdoclub.jp/cdo-club-japan/cdo/  

4 MOOC：Massive Open Online Course の略。大学などの教育機関がインターネットを通じて講義を行
うこと。無料で受講できる。JMOOC（日本オープンオンライン教育推進協議会）は、大学や企業が提供
する全ての MOOC 講座を公開し、日本における MOOC の普及に取組む。コンピュータ科学、統計・数
学、理工系基礎科目などの講座をオンラインで受講でき、修了証も取得できる。https://www.jmooc.jp/  

http://cdoclub.jp/cdo-club-japan/cdo/
https://www.jmooc.jp/
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図 14 チームのイメージ：ブリッジ人材、基本知識と専門知識 

 
出所：平成 29 年度「12 月アンケート」回答結果を踏まえ NSRI 作成 

【デジタル化対策と人材ピラミッドの視点】 

1. 先進デジタル技術をものづくりに活かしていくには、「人材ピラミッド」のような

層別の対策が必要になる。 

2. 人材ピラミッドは、生産現場におけるオペレータ層、マネジメント層、経営層5の

三層に分かれる。場合によってはマネジメント層と経営層の間に経営企画やデジタ

ル化を統括するセクションのような層を置くという考え方もある(図 15)。 

3. それぞれの層の役割などはデジタル化の観点から求められる内容が異なるはずであ

る。その詳細は今後に残された課題である。 

図 15 各層別の先進デジタル技術習得の在り方 

 

出所：12 月アンケート結果から NSRI 作成 

                                                   
5 グローバルの企業・組織に設置される重要な役職 CEO、CIO、CFO、COO、CMO と並び、CDO
（Chief Digital Officer）の設置が進む。CDO はデジタルトランスフォーメーションを推進するリーダー
との位置づけ。（CDO CLUB JAPAN の HP から http://cdoclub.jp/news/1/） また、従来は、事業の 3 要素は
ヒト、モノ、カネ、或いは情報を入れて 4 要素といわれてきた。デジタル化時代にはさらに「スピード」の必要性が謳
われている。（井上友貴氏[在サンフランシスコ総領事館領事]、日刊工業新聞 H30.1.29「シリコンバレーから学べ」の

記事から） 

チームのイメージ

基本知識

原理・原則、有効性(投資効果)、課題、用語、使い勝手など

I型人材
（匠の世界）

I型人材
（ものづくり面）

I型人材
（システム面）

I型人材
（デジタル面）

I型人材
（対顧客面）

I型人材
（マーケット面）

つなぎ役・触媒・
ブリッジ人材

各個人（I型人材）の専門
のベースとなる知識

２軸、３軸の知識

２軸、３軸の知識

２軸、３軸の知識

２軸、３軸の知識

２軸、３軸の知識

Π型人材

デジタル化の司令塔
CDO（CIO、CTO）

経営レベル

マネジメントレベル

オペレータ(現場、工場)レベル）

経営層：価値創造・競争戦略等の方針明示、経営課題
対応判断総合力：デジタル技術の活用可能性の見極
め・想像力、必要性の理解・全社的推進

●経営企画セクション：デジタルシフト(トランス
フォーメーション）の企画立案
●統括セクション：例、生産拠点間の統合運用
（生産・調達・営業支援等最適化）

マネジメント層：例、生産拠点の
統合運用（品質管理、保守保全、
検査体制、PLM等）

オペレータ層：例、デジタル生産
システムの一括管理（設備保全、
修理、等々）

＊
＊

http://cdoclub.jp/news/1/
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【新たな強みの方向性について】 

IoT・AI 時代の新たな強みに関する回答をみると、概略 3 つの模索や方向がみられ

る(図 16)。一つ目は「現場力とデジタルの融合化」、二つ目は「製品・商品開発力の強

化」、三つ目は「仕組み・システム化」に関するコメントである。（図 16）。 

 

図 16 新たな強みの模索とその方向 

 

出所：12 月アンケート結果から NSRI 作成 

 

「現場力とデジタルの融合化」を具現化するには、「先進技術を使いこなせること」

が必要になる。「先進技術を使いこなせることは、製造現場の強みになることは間違い

ない」、「先端技術をいち早く使いこなせる事は重要」といった意見が趨勢を占めている

（図 17）。 

 

  

新たな強みとなる方向

高度システムに必要な理論化などの科
学的アプローチ、高等教育レベル・考え
ることを重視する教育体制等への対策

現場力とデジタルの融合化等

ものづくりでは、匠の技
は尊重させたIT技術との
融合→継承（過去匠の技
はIT技術で効率化させる
（させたい））

デジタルと現場を上手
く融合させれば強みを
維持できる

「強い現場力」と「デジタ
ル技術」を併せ持てば，
鬼に金棒「強い現場力」、「人財力」

を活かせるシステムづくり、
デジタルアプローチとの融
合化が必要

デジタルを活用して、非
効率を解消すれば日本
の現場力も、欧米と競争
できる

改善のプロセスをどこをシ
ステム化し、どこを人に頼
るのか検討が必要

製品・商品開発力の強化

創出される付加価値を
ｻｰﾋﾞｽへ結びつけ、魅
力ある商品開発力の
必要性（IOT・AIの市場
ﾆｰｽﾞが高まっていく事
を受けて）

製品開発力が
一層重要にあ
り、顧客の必要
なものをタイム
リーに提供す
ることが重要

製造現場やハードウェア領域の強みを最大
限活用して、より付加価値を付けやすい「ソ
リューション」を顧客へ提供することが必要

仕組み・システム化

将来にわたっても継続的に
「強い現場力」であるべき

現場力を復活させ、強化
するための道具がICTを活
用した仕組み（システム）
やツール

欧米の製造科学の工学
化を学びつつ、日本の木
目細かな運用をどう体系
化してシステム化するか
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図 17「先進技術が使いこなせることも強みになる」という回答 

 

出所：平成 29 年度「12 月アンケート」から NSRI 作成 

 

残された課題 

1. デジタル化された新しい現場力とは 

2. ものづくり能力にデジタル・ケイパビリティを如何に取り込むべきか 

3. 先進デジタル技術を使いこなすための要件と課題 

4. IoT・AI 時代の人材像（Π型人材・Π型チームとリーダー）の資質・能力・役割 

5. 人材ピラミッド各層の資質・能力・役割 

6. 目指すべき新たな強みと方向、人材像とその育成 

7. デジタルトランスフォーメーションの検討（RTB と CTB の組織づくりと運営） 

 

 

  

但し、全ての労働
者が先端技術を
使いこなせること
は、不可能

過去と比較して技
術の進歩が格段
に速くなっている

設計も現場も匠世代
の退職が進んでいる
中、技能継承が遅れ
がち。その中、併行し
ながら匠と先進技術
の融合を進めていか
なければならない！

IOT・AIへの人材「内製
化」はほぼ不可！

先進技術は道具であ
り，道具は使い様

外部から人材、ｼｽﾃﾑ
取り込み争奪戦となっ
てくるのでは

余力あるところ
は内製化・人材
育成へ投資

退職者の雇用延命を踏まえる
と、形式知化に技能は尊重さ
れ続け、上記融合への加速も
可能か

差別化技術：●活用できる先進
技術（先進のツール）を探してくる、
●ツールが使えるように、自社の
ビジネスプロセスを変革する、●
複数のツールを組み合わせて、
組合せによる効果を出す、といっ
た技術

先進技術でどのような価値
を創造するのかの視点が
重要！

強みになる 先端技術をいち早く使
いこなせる事は重要

賛
同

強みに
なる

道具を使って何をするかに眼目
があり，狙いを定めたら，挑んで
みる姿勢が強みに

自動化技術へのAI適用
は、現実面の強み

分析と判断の高速化の面で強み

先進技術を使いこなせる
ことは、製造現場の強み
になることは間違いない

しっかりとした理屈に裏
付けられた使いこなし
であれば、それは十分
に強みになりうる

強みの一つ

強みになる

これまで通り先端技術
をいかに早く取り込み、
使いこなすことも強み

先端技術の一翼を担う匠の技
を機械化・自動化を推進するこ
とで、生産効率の向上や若手
技能者の育成に生かせるなど
大きな強みになりうる
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【参考：その他の議論】 

こうした議論をしていく中で「そもそも『ものづくりとは』どういうイメージか」、

「現場とはどこまでをイメージしたらよいか」、「日機連ならではの見方とは」といった

指摘がみられた。まだ議論自体は進行形であり、煮詰まったものではないが、とりあえ

ずの考え方を以下にまとめる。 

☛議論の前提としての「ものづくり」のイメージ 

本事業は、日機連の部会である。「ものづくり」の対象は「日機連会員企業が担う

事業領域、できれば最大公約数的な領域」であることが望ましいのではないか。 

☛議論の前提としての「現場」のイメージ 

日本のものづくりの強みは「現場力」だといわれている。では現場とは何を指す

のか。「現場」という言葉は、漠然とはしているが、第一に、「生産の直接部門」を

指すと考える。他方で「非現場」とは経営層も包摂した間接部門である。 

一般的に「直接部門」として考えるときには、エンジニアリングチェーンがメイ

ンとなる。厳密にどの部署を含むかは各事業特性にもよる。強いて言えば、開発・

設計、生産、製造などの語句が関わる部署が含まれる。一方、間接部門は、人事、

労務、総務、財務、経理、企画、広報などを指す。 

☛議論の前提としての「日機連ならではの見方」のイメージ 

IoT・AI 時代の市場の参加者(プレーヤー)はだれか。まず思い浮かぶのはグーグ

ル、アップル、マイクロソフト、アマゾンといった IT 系大企業群である。いずれも

IT 系分野ではそれぞれ独自のプラットフォームの構築に成功しており、その影響力

は計り知れない。 

また、デジタル転換を大胆に進めた GE 社、Bosch 社、シーメンス社や、ERP で

強みをもつ SAP 社などの米独大企業も IoT などのプラットフォーマーとしてその

存在感は大きい。 

国内でも IT 系・電子系企業のほか、工作機械や産業ロボットメーカーなどが、

独自のプラットフォームを構築しようとしている。 

こうした動向に対し、多くの機械工業系企業が目指す方向はと問えば、それはプ

ラットフォームの構築を目指す立場というよりは、適切なプラットフォームを活用

して自社のビジネス展開や生産プロセス変革に資するという立場になると考えられ

る。つまり、あくまで「ユーザー」の立場に立ち、ユーザーとしての見方で、現下

の現象・動向を観察し、新しい時代に立ち向かえるだけの準備に必要な課題を検討

する。これが本事業の趣旨であり、日機連らしさにつながる方向ではないかと考え

られる。 

以上 


