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はじめに
「インダストリー4.0 は組み込みシステムの生産技術とスマートな生産プロセスをつな
ぎ、テクノロジーの新時代を切り拓くものです。製造業のバリューチェーンとビジネス
モデルは根本的に変わることになるでしょう。」
—ドイツ貿易・投資振興機関 1

製造企業は様々な領域で課題に直面してい
る。付加製造（Additive Manufacturing）、先端
材料、スマートかつ自動化された機械、その他
の最新技術が実現する先進的な製造技術は、
フィジカル（物理的）な生産に新たな時代をもた
らした 2 。また、Internet of Things（モノのイン
ターネット、IoT）によってコネクティビティの拡大
やデータ収集・分析能力が大幅に向上し、経済
は情報主導型に移行している。IoT により、フィ
ジカルなモノだけではなくデータが価値の源泉と
なった。また、コネクティビティを通じて、スマート
なサプライチェーン、製造プロセス、さらにはエ
ンドツーエンドのエコシステムの構築が可能に
なっている 3。
このように変化の波が押し寄せ、企業の競
争環境は絶えず激しさを増している。その中で
製造企業は、どこでどのように新技術を投資す
るかを決定し、自社の利益を最大化する技術を
見極めなくてはならない。成功する製造企業は、
現在の戦略的ポジションの正確な評価のみなら
ず、事業目的を明確に設定する必要がある。そ
のため、新技術のエコシステムにおいてのどこ
で戦うか（where to play）、そして（これが特に
重要だが）いかにして勝つか（how to win）を明
確にするため、具備すべきフィジカルとデジタル
の技術は何なのか、特定しなければならない 4。
変化について語るのは易しいが、その実行
はおそらく難しい。先進のデジタル／フィジカル
技術がもてはやされるようになったにも関わら
ず、その理解はあまり深まっていない 5。また、こ
れらのコネクティビティが自社にとって（そして、
より広範な製造業のエコシステムにとって）一体
どのような意味を持つのか、多くの関係者が深
くは理解していない 6。
2

しかしながら、確かなことが一つある。先進
的な製造技術のフィジカルな側面において情報
フローが果たす役割を過小評価することは、決
して賢明なことではないということだ。デジタルと
フィジカルがもたらす好機を最大限活用するた
めに、これらを統合することが非常に重要となる。
つまり、多数のソースや場所から得たデジタル
情報を、製造のフィジカルな業務を促進するた
めに活用するのである。

Deloitte は、コネクテッドかつスマートな製造技
術を「インダストリー4.0」と呼んでいるが、同じ
現象を指す用語は他にもある：
• Industrial Internet（産業のインターネット）
• コネクテッドエンタープライズ
• スマートマニュファクチャリング
• スマートファクトリー
• マニュファクチャリング 4.0
• Internet of Everything（IoE）
• 製造の IoT
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換 言 す る と 、 情 報 技 術 （ Information
Technology 、 IT ） と 運 用 技 術 （ Operations
Technology、OT）の統合を通じてより強い製造
企業を創るということであり、これがいわゆる「イ
ンダストリー4.0」である 7。「スマートマニュファク
チャリング」や「マニュファクチャリング 4.0」とも
呼ばれるインダストリー4.0 は、フィジカル →
デジタル → フィジカルのコネクティビティが大
きな特徴となっている。
本レポートでは、インダストリー4.0 がもたら
す未来へ製造企業を導く手助けとなる べく、
Deloitte の 見 解 を 提 示 す る 。 そ の た め に 、
Information Value Loop（IVL）の観点から、イン
テリジェントな生産とコネクティビティサプライ
チェーンにおける情報フロー（製造、販売、アフ
ターサービスのプロセスに情報を送信・コーディ

ネートするシステム）を検証する。その後、製造のバリュー
チェーンに対する IVL の影響を検討する。本稿で扱う内容は
以下の通りである：
• 「インダストリー4.0」の用語、歴史、コンセプトの展開に関
する説明
• Deloitte の IVL フレームワークの基本要素と、インダスト
リー4.0 との関連についての考察
• 2 つの戦略的分野（事業成長と事業運営）と、インダスト
リー4.0 によって製造企業が変革を実現し得る 6 つの要素
• インダストリー4.0 の導入における主な課題の特定
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旧来の世界から新たな世界へ
インダストリー4.0 を定義する
インダストリー4.0 の基本的な概念は、各種
のコネクテッドかつスマートな技術と製造が結び
つき、革命的な変化をもたらすというものである。
そしてインダストリー4.0 は、新たな産業革命、
製造の歴史における第 4 次産業革命をもたらす
と期待されている（産業革命の概要については
図 1 を参照）8。

インダストリー4.0 とは、従来の生産プロセスの
ロジックを、技術の進歩により逆転させたパラダ
イムシフトである。つまり、もはや産業機械は製
品を「加工」するだけではなく、製品とのコミュニ
ケーションを通じ、実行すべき作業を自ら正確
に判断できるようになるのである 10。

インダストリー4.0 の定義は 2011 年のハノー
バー・メッセ見本市で初めて提示され、ドイツ連
邦政府が設立したインダストリー4.0 ワーキング
グループの調査課題となった 9。ドイツ貿易・投
資振興機関（Germany Trade & Invest、GTAI）
は、インダストリー4.0 を以下のように定義して
いる。
図 1. 産業革命の歴史：主要な発展で示す産業の進化
18 世紀後半

20 世紀初頭

1970 年代–2000 年代

2010 年以降

第四次産業革命：
スマートな自動化
第三次産業革命：
電気による自動化
第二次産業革命：工業化

第一次産業革命：動力の利用

• 1784 年に動力織機を導入
• 水力と蒸気力による生産
設備の機械化

• 1870 年、食肉処理場で組み
立てラインを導入
• 電力化により、各種の産業で
大量生産が進む

• 1969 年、初の PLC（プロ
グ
ラ マブ ルロ ジッ クコ ント
ローラー）を開発
• 自動生産プロセスへの電子
工学と IT の適用が進む

• サイバーフィジカルシステム
（CPS）の活用例の増加
• 2011 年 1 月、ドイツ連邦政府
が「未来プロジェクト」とし
てインダストリー4.0 を推進
• 2012 年に IPv6 アドレスが導
入され、アドレス空間が実質
的に無制限に
• 政府、民間企業、業界団体 が
インダストリー4.0 に注目し、
2010 年代から投資を進める

出典：ドイツ貿易・投資振興機関（GTAI）「INDUSTRIE 4.0—未来のスマートな製造」2014 年 7 月 1 日；科学技術アカデミー（National Academy of
Science and Engineering）「ドイツ製造業の未来のために: 戦略的なイニシアチブ Industry 4.0 導入の推奨」2013 年 4 月；Deloitte による分析
グ ラ フ ィ ッ ク : Deloitte University Press
DUPress.com
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GTAI はまた、インダストリー4.0 は「組み込
みシステムからサイバーフィジカルシステムへ
の技術的な進化」であり、「組み込み生産技術と
スマートな生産プロセスをつなぐ」アプローチで
あると述べている 11。つまりインダストリー4.0 と
は、単に製造システムと製品をつなぎ、フィジカ
ルな情報をデジタルに取り込むだけのものでは
ない。情報の交信、分析、活用によってフィジカ
ルな分野でインテリジェントな行動を促し、フィジ
カル → デジタル → フィジカルの流れを促進
するものである。
インダストリー4.0 の概念を明確化するため
に、GTAI はサイバーフィジカルシステム（CPS）
の概念を引用している。これはデジタルとフィジ
カルの分野を結ぶ技術であり 12、一般に、フィジ
カルな機器に搭載したセンサーと生成データを
集めるネットワーク技術で構成される 13。この概
念は、より広く知られている IoT の概念に極めて
近い 14。
Deloitte は GTAI の定義に賛同し、モノへの
フィジカルな操作を支える技術の役割を明確化
することにより、インダストリー4.0 の概念の価
値を高めることができると考える。工場の管理シ
ステムと製造実行システム（運用技術／OT）及
び各部門のシステム全体で同期している全社
的機能（情報技術／IT）がいかに進化している
か、製造企業のリーダーたちは理解する必要が
ある。各種の IT がフィジカルな分野とどのように
相互作用し、イノベーションをもたらすかを理解
することは、その手始めとして適切である。

モノへのフィジカルな操作を支える技術の
役割を明確化することにより、インダスト
リー4.0 の概念の価値を高めることができ
る。
コネクティビティ、情報、そして行動：
Information Value Loop と
インダストリー4.0
製造には本質的に情報創出、コミュニケーション、アクショ
ンのプロセスが伴う。最終的な成果物はフィジカルな製品で
あるが、製造は必ず「情報」から始まる。例えば、デザインは
作図、設計ソフトウェア、フィジカルなモノのスキャンなどで作
成され、データが創出される 15。これらのデータは設計を行う
機械に送信された後、デジタルからフィジカルの分野に再び
展開される。理想的には、製作のプロセス（およびその後の
使用）からさらにデータを取得すれば、デジタルとフィジカル
の継続的なサイクルが誘発される。ここにインダストリー4.0
と IoT の概念の重複が見て取れる。

IoT の影響や、情報フローを活用して各企業が価値を創出・実現する方法について、Deloitte は詳細なリサー
チと分析を行いました。全シリーズの閲覧、Information Value Loop（IVL）、IVL の多様なステージと
価値ドライバーの機能の詳細、各種セクター／シナリオにおける適用例については、
http://dupress.com/collection/internet-of-things/をご覧ください。
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現在、多くのコネクティビティ技術（高性能セ
ンサー、信頼性が高くパワフルなネットワーク、
ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）、
ロボティクス、人工知能とコグニティブテクノロ
ジー、拡張現実など）が急速な進化を遂げてい
る 18。これらの技術を総合的に活用し、製造業
を徹底的に変えることができる。Deloitte は、生
成された情報フローの分析に基づき、企業が情
報から価値を創造する一連の行動で構成され
る枠組みを提示している。この枠組みが「IoT
Information Value Loop（IVL）」である（図 2 を
参照）。

IoT は非常に重要な（おそらく最も重要な）イ
ンダストリー4.0 の構成要素である 16。コネクティ
ビティの重要性（製品やサービスの創造と顧客
満足度の向上の双方において）に対する理解
が深まっていることを受け、IoT の概念は近年
勢いを増している 17。

デジタルからフィジカルへの跳躍
（コネクテッドなデジタル技術からフィジカ
ルな製品の創造）こそが、インダストリー
4.0 のエッセンスである。

図 2. Information Value Loop

アクション

拡張行動

センサー

規模
範囲

尺度

頻度

創造

分析

リスク
安全性

正確性

信頼性

時間

拡張インテリ
ジェンス

待機時間

適時性

ネットワーク

コミュニ
ケーション

集積

スタンダード

価値ドライバー
出典：Deloitte による分析

段階

テクノロジー
グラフィック: Deloitte University Press
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図 3. インダストリー4.0 のフィジカル → デジタル → フィジカルの跳躍

フィジカル → デジタル →
フィジカルのリンク
アクション

規模
範囲

尺度

分析

頻度

創造

リスク
セキュリ
ティ

信頼性

正確性

時間
待機時間

適時性

コミュニ
ケーション

集積

段階

価値ドライバー

出典：Deloitte による分析

IVL はアクションから始まる。フィジカルな世
界でモノの状態や動きを測定することにより、情
報が生成（創出）される。その後、将来的なアク
ションを知らせるため、情報のコミュニケーション、
集積、分析が行われる（IVL 内の各段階を通過
する）。一般的な IoT のプロセスでは、規模、リ
スク、時間などの特性によって情報の価値が変
化する 19 。従って、進化するデジタル技術を活
用した情報フローの創出・管理を戦略的に行う

グラフィック: Deloitte University Press

| DUPress.com

ことが重要になる。ここで各企業は、どこで戦い、いかに勝利
を収めるかを決定することが常に必要になる。
インダストリー4.0 の概念は、IVL におけるアクションと創
造の段階を結びつける部分に IoT を組み込み、さらに展開す
るものである。つまり、フィジカル → デジタル → フィジカル
の往復であるが、これはやや製造業に特有のものかもしれ
ない（図 3）。

以下をはじめとする先進のコネクテッドテクノロジーについて、詳しくは Deloitte University Press シリーズを
ご覧ください：
• Internet of Things（IoT）：http://dupress.com/collection/internet-of-things/
• 付加製造：http://dupress.com/collection/3d-opportunity/
• アナリティクス：http://dupress.com/collection/analytics-emerging-technologies/
• コグニティブテクノロジーと人工知能：http://dupress.com/collection/cognitive-technology/
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デジタルからフィジカルへの跳躍（コネクテッ
ドなデジタル技術からフィジカルなモノの創造）
は、インダストリー4.0 の概念のエッセンスであ
る 20。Deloitte はここに特に注目して分析を行っ
ている。
インダストリー4.0 とは、IoT とフィジカルな技
術（アナリティクス、付加製造、ロボティクス、
HPC、人工知能とコグニティブテクノロジー、先
端材料、拡張現実 21 など）を統合し、フィジカル
→ デジタル → フィジカルのサイクルを完結さ
せるものである。

表 1. インダストリー4.0 の技術
製品への影響

フィジカル

製 造 企 業 の リ ー ダー に は 、 製 造 バ リ ュ ー
チェーンの各ポイントで適用する技術に基づい
て事業運営戦略を改善し、主要な事業目的を達
成できるチャンスがある。インダストリー4.0 の
フィジカル → デジタル → フィジカルの流れを
活用した技術の例を表 1 に示す。

22

IT/OT 適用の可能性

デジタル

• センサーと制御
• ウェアラブル
• 拡張現実

デジタル

•
•
•
•

シグナル検出
最適化と予測
ビジュアル化と POU（point of use）デリバリー
コグニティブおよび高性能コンピューティング

デジタル

•
•
•
•

付加製造
先端材料
自律ロボティクス
デジタル設計とシミュレーション

フィジカル

出典：Deloitte による分析

グラフィック: Deloitte University Press
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事業目的達成に向けた
デジタルとフィジカルの統合
Deloitte は考えている。これは、情報の観点から言えば、円
形のフィードバックのループを形成している。

情報から価値を創造する方法を検討しつつ
も、製造における価値の創造をフィジカルな観
点で理解することは重要である。製品やサービ
スという形で価値を創造することにより、製造バ
リューチェーンの概念が生まれた。つまり、製造
企業がインプットをアウトプットに変え、最終的
に販売、配送、製品に関する顧客サポートを行
う一連の行動である。また、IVL とは対照的に、
製造のバリューチェーンは直線的なプロセスと
して一般に認識されている。これは、フィジカル
なモノの生産に注目したことに沿ったものである。
バリューチェーンをインダストリー4.0 の技術で
拡張することにより、各種の段階で生じた情報
が他のポイントに提供され、（まだ直線的ではあ
るが）よりダイナミックな構造が作られる と

製造のバリューチェーン（設計・開発から製造、販売、
サービスまで）を通じて、IT と OT の統合が事業上の成果を
生む可能性がある。大きく分けて、製造企業には 2 つの事業
上の命題、「事業運営（operating business）」と「事業成長
（growing business）」がある。これらの命題は 4 つの中核的
な事業目的（生産性、リスク削減、収益拡大、新たな収益）を
含む。経営者が価値を創造するための戦術的アプローチで
あるこれらのカテゴリー（表 2 等を参照）には、無数の副目的
が含まれる。以下で述べるように、一部はインダストリー4.0
の技術により対応できるものだが、従来型に近い方法で達成
できるものもある。

表 2. インダストリー4.0 の主な事業目的、概要

事業運営

事業成長

出典：Deloitte による分析
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生産性の改善

•
•
•
•

リスク削減

• 原料価格と入手可能性の確保
• 保証とリコールの効果的な管理
• 地理的リスクの軽減

収益の拡大

•
•
•
•

新たな収益

• 新たな製品・サービスの提供
• グローバル市場、新興国市場の開拓
• 魅力的な M&A の機会を特定

資産活用の最大化とダウンタイムの最小化
直接・間接的な労働効率の向上
供給ネットワークのコスト管理と同期化
スケジュールと計画の安定性と正確性の確保

コア事業の成長源の特定
販売後収益の流れを拡大
顧客への理解と洞察を深める
顧客ネットワークの統合とチャネルの強化

グラフィック: Deloitte University Press

| DUPress.com
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図 4. インダストリー4.0 の変革要素と各ステークホルダー

プランニング：変化を予測しリアルタイムで対応

事業運営

工場：OT と IT のデジタルリンクの構築
サポート：アフターサービス業務の自動化とスケーリング

製品：スマートな製品・サービスの創出と拡張
事業成長

顧客：新たな方法によるコネクティビティと統合
エンジニア：イノベーションと設計サイクルの加速

出典：Deloitte による分析

製造企業が何を重視しているかにより、製造
バリューチェーン内で追求すべきチャンスは異
なる場合がある。事実、事業運営と事業成長
いずれも、バリューチェーン全体の様々な分野
にその範囲が広がっている。事業運営と事業成
長のどちらを優先するかを決定することにより、
バリューチェーンのどの部分が最も重要かが見
えてくる。
例えば、製造バリューチェーンの第一段階は
研究開発と設計が中心である。インダストリー
4.0 の技術はこの段階で設計サイクルを加速・
改善し、市場投入までの期間を短縮し、スマート
な製品と設計をリンクする。ここでインダストリー
4.0 の影響を最も受けるのは、設計を担当する
エンジニアである。バリューチェーンの最終段階
では、新たな収益の創出や既存収益の拡大（そ
して事業成長）を、改良された新製品・サービス
を通じて実現できる可能性がある。

グラフィック: Deloitte University Press

| DUPress.com

バリューチェーンの中間段階（プランニング、
工場、サポート）では、各種の方法で事業運営
の変革にインダストリー4.0 の技術を活用できる。
コネクティビティ技術の利用形態にはそれぞれ
固有の IVL があるが、最適な結果を阻害するボ
トルネックが存在する可能性がある。この場合、
各ボトルネックに対する技術上のソリューション
を特定することが重要になってくる。この点は今
後のリサーチで検討を進める。
図 4 は、インダストリー4.0 に関する我々の調
査で明らかになった、6 つの変革可能な要素で
ある。
以下、最も影響があるステークホルダーとプ
ロセスを把握し、潜在的な事業価値への理解を
促す具体的事例を提示するために、各要素の
変革について検討する 23。
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事業の成長
インダストリー4.0 の適用による収益拡大

製造バリューチェーンの始点・終点のいずれ
においても、インダストリー4.0 を通じて事業を成
長させることができる。特に研究開発・設計、販
売・配送、サポートの段階ではフィジカル → デ
ジタル、デジタルオンリー、デジタル → フィジカ
ルのコネクティビティにより、エンジニアリング、
顧客との交流、さらには製品そのものまで変革
できる可能性がある 24。

製品：スマートな製品と
サービスの創造
インダストリー4.0 時代の製品にはあらゆる
種類の技術が搭載されている。IT（センサーや
ウェアラブル技術など）や OT（付加製造、コン
ピューター数値制御、ロボティクスのような先進
製造技術など）を活用し、各種の方法で製品を
改善することができる（表 3）。

実際に、製造企業はすでに先進の OT（付加製造など）や
IT（スキャンや組み込みセンサーなど）を活用し、新製品の開
発や既存製品の改良を行っている。新たなデータ製品と共に、
新たなレベルの価値が顧客に提供されているのである。
その事例の一つとして、医療用インプラントのマスカスタ
マイゼーションには OT と IT を活用することができる。インプ
ラント器具は多くの人が必要とする医療器具だが、患者個人
に合わせた形状と使用状況を考慮しなければならない。
Walter Reed National Military Medical Center は 、 3D
Medical Applications Center（3D-MAC）を用いて患者個人
の身体構造をスキャンし、そのデータを活用したプロテーゼ
の製造を行っている。付加製造技術により、カスタマイズされ
た器具を製造しているのである 25。
同様に、OT と IT を活用し、コンタクトスポーツ向けのカス
タマイズヘルメットを製造している例もある。カリフォルニア大
学 ロ サ ン ゼ ル ス 校 （ UCLA ） の 研 究 者 と Architected
Materials は、フットボールのヘルメットの保護機能を強化す
る技術を共同で開発した。

表 3. 製品の変革におけるインダストリー4.0 適用の可能性
製品への影響

IT/OT 適用の可能性

既存製品をスマートに

センサーやコネクティビティを加えることにより、製品のパフォーマン
ス・安全性を強化； モバイル端末のアプリに接続してユーザーエクス
ペリエンスを向上； 既存の製品に先端材料を投入してパフォーマンス
を改善

スマート技術を通じて取得したデータを
製品・サービスとして提供

既存の事業運営から得られたデータ／メタデータへのアクセスを促
進； コネクテッドな製品／組織から取得したデータを管理するプラット
フォームの構築・販売； 各エンドユーザーに合わせてデータバンドル
をカスタマイズ

全く新たな製品・サービスの開発

コスト効率の高いマスカスタマイゼーションを展開； 先進的な製造技
術により新しくハイブリッドな製品のイノベーションを実現； 新たなサー
ビス形態とビジネスモデルを創出

出典：Deloitte による分析

12

グラフィック: Deloitte University Press

|

DUPress.com

Exploring the world of connected enterprises

表 4. 顧客の変革におけるインダストリー4.0 適用の可能性
顧客への影響

IT/OT 適用の可能性

スマートな製品やサービスの
マーケティング・販売

顧客情報の強化にデータを活用； 在庫と顧客データに基づいた価格
戦略を策定； 予備パーツに対する顧客のニーズの予測に分析を活用

販売後の顧客満足度の向上

資産の状況、部品やシステムの欠陥の追跡にデータを活用し、顧客
のニーズを予測し稼働時間を最大化； パフォーマンス／オペレーショ
ン分析の迅速な実施； センサー機能搭載のアプリによるユーザーエ
クスペリエンスの向上

パフォーマンスと流通の最適化

適切な製品を、適切な販売店に、適切なタイミングで供給し、在庫管
理の改善にデータを活用； 製品の利用状況、パフォーマンス、位置情
報を遠隔追跡し、製品の流通を最適化

出典：Deloitte による分析

グラフィック: Deloitte University Press

| DUPress.com

選手の頭部を 3D スキャンすることにより、そ
れぞれの測定値に基づいてヘルメットを設計す
ることができる 26。また、組み込みセンサーによ
り衝撃の大きさを認識し、アプリを通じてデータ
を送信することも可能である。ここでは全く新し
いデータ製品が創造されているのである 27。

事実、インダストリー4.0 時代のカスタマーエク
スペリエンスは、フィジカルな製品だけでなく、
データや情報、そして分析によっても改善される。
データや情報が顧客と製品間の相互作用を透
明化し、顧客と製造企業間の交流に各種の方
法で影響を及ぼすのである（表 4）。

同様の技術適用は B to B の世界でも想定で
きる。スキャン／デジタル設計、デジタル製造、
フィールドセンサーの活用は、工業製品の
Value Proposition を変える可能性を秘めてい
る。実際に General Electric 社の電力・水力部
門は、発電所、風力発電所、送電網に供給する
部品に関してデジタルツイニングを導入している。
同社はセンサーや制御技術、シグナル検出、
HPC を活用し、発電所内のリアルタイムな部品
稼働状況のデジタルシミュレーションモデルを開
発した。このようなクラウドベースの「デジタル発
電所」モデルを通じて、発電所のオペレーターに
よる部品のコンディション確認、出力の最適化、
機器の適切なメンテナンス時期の決定、プラント
への影響を把握するための各種設定のシミュ
レーションが可能になっている 28。

顧客から収集した情報を使って、製品・サー
ビスの価格設定や販売をよりスマートにするこ
ともできる。例えば、欧州の貨物列車コンソーシ
アムである Deutsche Bahn AG は、路線監視セ
ンサーの広範なネットワークを顧客の注文・請
求データベースと統合し、それに交通状況や収
容力に関するリアルタイムデータを加えることに
より、顧客のニーズと現在の状況に合わせてカ
スタマイズされた価格設定モデルを創出した 29。
また、ライドシェアサービスの Uber は、価格上
昇を計算するアルゴリズムに運転手と乗客の
データを活用している。これは、需要が多い時
には価格を上方修正するよう設定された動的価
格設定モデルである 30。

顧客：新たな方法による接続・統合
スマートな製品・サービスを通じて得たデー
タや情報を活用し、顧客をより深く理解すること
ができる。

IT と OT により、製品・サービスの改善や資
産活用を促進することが可能である。さらに、こ
のデータは双方向に活用できる。つまり、製造
企業やそのパートナーに情報を配信するだけで
なく、スマートなアプリを通じて顧客にも情報を
配信し、ユーザーエクスペリエンスを向上するこ
とができるのである。
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例えば、ある製薬企業は、吸入器の製品ライン
アップに監視センサーを統合し、リアルタイムな
データを収集することを検討した。これは、収集
したデータを分析し、患者と担当医師の双方に
ナレッジを提供することを目的としていた 31。

エンジニア：イノベーションと設計
サイクルを加速
製造バリューチェーンのスタート地点では製
品の開発・設計が行われる。インダストリー4.0
の各種技術（付加的／先進的な製造などの OT、
IT、CAD などのデジタルツール、シミュレーショ
ン）は、複数の効果的な方法でプロセスに影響
を及ぼすことができる（表 5）。
ラピッドプロトタイピングに付加製造などデジ
タル → フィジカルの製造技術を適用すれば、
設計プロセスや最終製品の生産を加速すること
ができ、ひいてはサプライチェーンへの依存を
軽減できる 33。Ford は、車両の設計にラピッドプ
ロトタイピングを活用することにより、数週間ほ
ど製造期間を短縮できると見積もっている。従
来型の工作機械によるアプローチで 4～6 週間
かかっていたところ、付加製造によるプロトタイ
ピングは数時間で完了し、車両を数ヵ月早く市
場に投入できるのである 34。先進的な製造技術
により、最終的な組立てプロセスを想定して製
品設計のオプションを評価できることから、エン
ジニアリングを最適化することが可能となる 35。

John Deere は拡張現実を通じて初期設
計のコンセプトを顧客が体験・フィードバッ
クできるようにし、設計の修正や再設計に
活用している。
インダストリー4.0 により、デジタル設計やシミュレーション
を通じたエンジニアリングの効果を改善できる。これは仮想
の製品開発・試験という形態にすることも可能である。John
Deere は拡張現実を通じて初期設計のコンセプトを顧客が体
験・フィードバックできるようにし、設計の修正や再設計に活
用している。JD 7760 綿花収穫機の空気処理のサブシステ
ムについて、仮想現実のシミュレーションを利用してエンジニ
アに設計させた結果、設計サイクルの期間を 27 ヵ月から 9 ヵ
月に短縮し、設計コストを 10 万ドル以上削減することができ
たと同社は見積もっている 36。
これらのツールはオープンソースイノベーションの形態を
取ることもでき、知的財産のオープンシェアを通じてフリーラ
ンスの設計による製品の改善が可能となる。例えば、Local
Motors は、クラウドを通じて顧客やコミュニティの熱心なメン
バーからデザインを募集した。デザインコンペを開催し、顧客
の意見が車両の設計に積極的に取り入れられるようにした。
同社は知的財産に関してオープンアプローチを取っており、
それがイノベーションとコラボレーションを生み出している 37。

表 5. エンジニアリングの変革におけるインダストリー4.0 適用の可能性
エンジニアリングへの影響

IT/OT 適用の可能性

市場投入までの時間短縮

新製品の設計やサプライチェーンへの依存軽減のためにラピッドプロ
トタイピングや生産能力を活用； クラウド対応の開発ツールにより、新
たなソフトウェアソリューションを構築

製品インテリジェンスと設計のリンクを強化

設計上の欠陥の予測・修正にデータを活用； 総保有コストと供給の影
響を考慮した製品設計と使用状況のシミュレーション； 製造可能性に
基づいた製品設計オプションの評価

エンジニアリングの総合的な効果を増大 32

仮想シミュレーションソフトウェアによる新製品の設計・試験； オープ
ンソースでの知的財産の共有による、設計の促進・改善

出典：Deloitte による分析
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事業の運営
インダストリー4.0 の技術を活用した
生産性向上と、リスクの削減
インダストリー4.0 は事業運営も改善する。
バリューチェーンの「計画」、「調達」、「製造」の
各段階において、フィジカル → デジタル、デジ
タル → フィジカルのコネクティビティが、プラン
ニング、サポート、工場の運営を変革することが
できる。

プランニング：変化を予測しリアル
タイムで対応
生産計画を策定する際、企業は製造のバ
リューチェーン全体を通じて多くの不確実性に
直面する。IT と OT は、ここで複数の変革を支援
することができる（表 6）。
IT を活用した需要把握・プランニング（セン
サー、シグナル検出、最適化、予測など）を行う
ことにより、バリューチェーン全体からデータを
収集できる。データの分析によってパターンを発
見し、動向を追跡し、ひいては顧客が何をどこで
求めているか理解できる。つまり、適切な時間・
場所において顧客の望むものを提供するため
に、より優れた計画を立てられるようになる。

例えば、ポリ塩化ビニル（PVC）パイプのメー
カーである Ridgeline Pipe Manufacturing は、
絶えず変化する顧客のニーズとリードタイムの
短さに苦慮していた。同社は不確実な需要に対
応しながら予測や計画を行い、予見不能な変化
に迅速に対応し生産の切り替え時間を削減しな
ければならなかった。従来のシステムを使用し
ている状況下で、無駄、コスト、柔軟性の低さは
許容水準を超えていた 38 。同社は柔軟性の高
い生産プラットフォームを採用し、自動生産管理
システムによって製造機械を管理する一方、診
断とパフォーマンスに関する情報も入手できる
ようになった 39。また、このシステムによって生
産データを分析し、障害の予測分析を行うことも
可能になった 40。

工場：OT と IT のデジタルリンクを構
築
恐らくスマート工場ほど、インダストリー4.0
によるフィジカル → デジタルの変革の可能性
が大きいセグメントはないであろう。

表 6. プランニングの変革におけるインダストリー4.0 適用の可能性
プランニングに対する影響

IT/OT 適用の可能性

需要把握・プランニング

データを分析・収集して需要パターンを継続的にモニタリング； 需要のプラ
ンニングのために、サプライチェーン全体を通じてモノの動きを追跡； 必要
に応じて、製品の補充を積極的に顧客に提案

供給のプランニングとサプライヤーの変革

販売業者による OEM のサプライチェーンでの在庫のモニタリングと所有；
サプライヤーの対応能力レベルとリードタイムのより正確な理解； 価格決
定を改善するために市場外の情報を活用

外部ネットワークの最適化

外部ネットワーク内で在庫を追跡； 予測不能な出来事の発生に応じて、リ
アルタイムで配送車両のルートを変更； 正確な位置情報で配送状況を顧
客が追跡

出典：Deloitte による分析
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インダストリー4.0 対応の工場は、フィジカル
→ デジタルの技術（拡張現実、センサーと制御、
ウェアラブル、IoT など）を活用し、モノの動きや
生産状況の追跡、品質管理のモニタリング、工
具機器のライフサイクル管理などを行う。このよ
うに、インダストリー4.0 は、工場内の労働生産
性と効果、製造資産のインテリジェンス、動作の
同期とフローを高めることができる（表 7）。
インダストリー4.0 により、より安全な労働環
境が実現し、労働生産性と効果が向上する。採
掘機械メーカーの Joy Global は、遠隔操作の
抽出機器に約 7,000 台のセンサーを搭載し、極
度に深い坑道での採掘を可能にした。これらの
坑道は、従来型の坑内業務を行う労働者にとっ
て は 危 険 が 多 い エ リ ア で あ っ た 42 。 ま た 、
Boeing は測位システムを通じて従業員の位置
をピンポイントで把握し、安全ベルトの状態を把
握することによって、従業員の安全性を強化し
ている 43。
労働生産性や安全性の向上だけでなく、IT
／OT は製造資産のインテリジェンスの変革も
実現する。例えば Harley Davidson は、生産プ
ロセスでの不具合の発見にスマートシステムを
活用している。ペンシルベニア州のヨークにある
工場では、スマートシステムが機械のパフォー
マンスを監視し、必要に応じて自動的に措置を
取る 44。許容範囲以上の測定値が確認されると
機械が自動的に調整され、異常の発生を防止
する 45。

異常発生の背景を把握することで、問題
の「症状」ではなく「根本原因」に効果的に
対応できるようになる。
積極的な品質管理を回避できる以外に、IT は作業の同期
化やフローに影響を与えることができる。General Motors は
Plant Floor Controls ネットワークを通じてセンサーを活用し、
工場内の湿度を測定している。このフィジカル → デジタル
の情報サイクルに基づいて、製造現場のフィジカルな作業を
指揮するのである。特定のエリアの湿度が高すぎる場合、車
体が影響の少ないエリアに自動でルート変更され、塗装のや
り直しが減り、ダウンタイム発生を回避できるようになってい
る 46。

サポート：アフターサービス業務の自動化と
スケーリング
部品や製品の開発、製造、配送、販売後も、インダスト
リー4.0 の技術をサポートに活用できる方法が少なくとも 3 つ
ある（表 8）47。
異常発生の背景を把握することで、問題の「症状」ではな
く「根本原因」に効果的に対応できるようになる。

表 7.工場の変革におけるインダストリー4.0 適用の可能性
工場への影響

IT/OT 適用の可能性

労働生産性と効果の向上

製造・組立て能力の強化； 労働効率の可視化； 従業員の動きと生産
性のモニタリング； 従業員と機器の双方に対するリアルタイムの安全
性のモニタリング

製造資産のインテリジェンス

欠陥の発見のために、積極的なセンシングと品質管理を活用； 工場
内の機器の予知保全； 工具のライフサイクル管理

動作の同期とフロー

生産プロセス内のダイナミックルーティングにテクノロジーを活用； 製
造現場へのエンジニアリング上の変更の効果を最大化するための仮
想構築シミュレーション； 機器に影響を及ぼす可能性のある各種の
環境的要因への対応 41

出典：Deloitte による分析
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表 8. サポートの変革におけるインダストリー4.0 適用の可能性
サポートへの影響

IT/OT 適用の可能性

現場修理の生産性と品質の向上

遠隔操作の、「視界を共有した」現場サポート； デジタルオーバーレイ
の拡張現実を研修に活用； デジタルとモバイル技術を統合した製品
マニュアル

パーツ、製品、サービスの欠陥予測

現場の技術者が適切にツールを選択できるようにアドバンスドアナリ
ティクスを活用； 顧客データを利用して共通の問題を特定し、設計に
反映； エンドユーザー向けのスマートなトレーニングを実施

適時に、正確で有効な方法により欠陥に対応
場合によっては予防的に対応

データを活用してサポートネットワークの構成を策定； 予備パーツの
在庫構成を最適化； 3D プリントによる予備パーツとツール

出典：Deloitte による分析

例えば Schneider Electric は、110 MW 蒸気
タービンの 1 年以上のメンテナンスとヒストリカ
ルデータの双方を調査した。このタービンは、た
びたび故障しその頻度が増えていたため、定期
的で継続的なメンテナンス作業が必要だった。
調査の結果、技術者たちが品質問題の根本原
因ではなく、個別の症状に対応していたことが
分かった。分析により同社は、機械のシャットダ
ウンをもたらす具体的な「症状」（軸受けの振動）
に至る前に、根本原因（熱膨張の問題）に対応
できるようになった。また、数百万ドルのコスト削
減と機械のダウンタイムの大幅短縮が予知保
全によって実現できると同社は見ている 48。
予 測 分 析 の 一 例 と し て 、 Caterpillar は
Uptake 社との提携により、機械に搭載したテレ
マティクス機器によって収集したデータを分析し、
機械の故障を予測して予防的な補修を行うため
に活用している。両社は、新たなデータ製品と
サービスを顧客に提供することにより、この機能
を今後収益化できると考えている 49。

グラフィック: Deloitte University Press

| DUPress.com

場外不良への対処における活用例としては、
ウェアラブルと拡張現実を利用し、遠隔地にい
る技術者がメンテナンスのプロセスをユーザー
に順を追って説明できるというものがある。例え
ば、ある工業機械メーカーは、中国にオペレー
ションを展開する際に各種の問題（運用コスト増
加や機械のダウンタイムの頻度増など）にぶつ
かった。これらの問題の大半は、新たな製造施
設で従業員の研修を行うベテラン人材が不足し
ていることが原因だった。同社はウェアラブル技
術を活用したスマートグラスを採用して、遠隔地
にいる専門技術者が工場内の視界を機器オペ
レーターと共有し、段階を踏んだ指示と研修が
行えるようにした。この取り組みによって品質管
理が改善し、生産プロセス全体のリスク削減も
実現した 50。
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今後の展望
インダストリー4.0 の導入を進めている、また
はその計画を立てている企業は、IT と OT の管
理・統合において複数の課題に直面する可能
性がある。課題の中には全社レベルの影響を
与えるものもあるが、より広範なエコシステムレ
ベルの影響を生じさせるものもある。コネクテッ
ドテクノロジーが急速に進化していることを受け、
これらの問題が特に注目を集めるようになっ
た。
• 人材と労働力 インダストリー4.0 を活用して
全社レベルで IT／OT を統合するプロセスに
おいて、各企業はしばしば新たなシステムの
計画、実行、保全を行う人材不足に直面す
る 51 。構造化されていないデータやビッグ
データを取り扱うツールは、コネクテッドなシ
ステムが生成するデータの種類と規模にとっ
て非常に重要である。しかし、それらを扱う
研修を受けたエンジニアの人数は徐々に増
えているものの、予想される需要と比較する
と大幅に不足している 52 。同様の問題は作
業現場にも当てはまる。従来型の製造業に
親しんできた大多数の経営陣は、先進的な
製造をあまり歓迎していない。彼らは単純に、
先進的製造が新たに見出した材料特性や物
性反応の知識や、それらを使用する技術と
方法に関する経験が少ないのである。この
ため、新たなアプローチの採用をためらった
り、拒否したりする場合がある 53。このような
リーダーはインダストリー4.0 の適用を検討
する上で、人材開発に関して積極的な姿勢
を取るべきであろう。その方法としては、外
部機関、高校、高等専門学校、大学と協力し、
先進のデジタル／フィジカルな製造技術に
興味と知識を持った労働者の継続的育成に
努めることなどが考えられる。
• 基準と相互運用性 広範なエコシステムの
観点から見ると、現在インダストリー4.0 に対
応するシステムの多くが自社システムであり、
統合において問題が生じる可能性がある。
インダストリー4.0 の全面適用にとって、相互
運用性が欠けていることは大きな障害となる
54
。
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同業者の協力団体、業界団体、政府機関がそれぞれ競
合する基準の構築に取り組んでいるが、どの基準が広く
一般化するかどうかは不明である 55。経営者はインダスト
リー4.0 への投資によって創出する価値を最大化するた
めに、関連基準の構築に関する最新情報を把握するよう
パートナー企業と協力する必要がある。
• データの所有と制御 バリューチェーン全体を通じてス
テークホルダー間のコネクティビティが拡大しているため、
生成されたデータの所有権やプライバシー、管理、セキュ
リティの適切な確保がエコシステム内で問題になりつつあ
る 56。サプライヤーと製造企業の関係が緊密化しているこ
とから、これらの問題はますます深刻になっている。サプ
ライチェーン全体を通じ、供給業者や卸売業者、エンド
ユーザーとしての小売業者や顧客も含め、特定範囲内で
生成されたデータに対して、場合によってはその範囲を超
えて、それぞれ権利を主張する可能性がある。

Exploring the world of connected enterprises

これらの情報は、製品の改善、構成部品の
利用、サプライチェーン内の効率向上などに
活用できるため、特に価値が高い。このため、
データの所有権やアクセスに関して規定す
る取り決めに関して、経営者は特に注意を
払わなければならない。データフローのボト
ルネックを特定・管理することにより、価値を
創造し獲得する重要なチャンスが生じる可能
性がある 57。
•

セキュリティ インダストリー4.0 の導入にお
いて、データの所有権と共にしばしば懸念さ
れるのがセキュリティの問題である 58。複雑
な暗号アルゴリズムで機器のセキュリティを
強化することもできるが、これは消費電力増
大という対価を伴う場合がある。セキュリティ
と電力のトレードオフ的関係は、導入の規模
が拡大すると重要性がさらに増す。

新たなインダストリー4.0 に対して旧来のシス
テムを組み込むと、そのコネクティビティは旧
来のシステムの設計において想定されてい
ないため、セキュリティリスクが高まる可能性
がある。セキュリティリスクの制御に向けて、
各企業はシステムを セキュア な状態に維持
し、新たなリスクを回避するために 警戒態勢
を強化し、損害の程度を限定しオペレーショ
ンを早急に復旧できるようレジリエンス（回復
力）を高める必要がある 59。つまり、経営者
はサイバーセキュリティに対して積極的な姿
勢を取らなくてはならない。インダストリー4.0
のプランニング関して言えば、セキュリティ問
題への対応を取るべきタイミングは「事前」で
あって「事後」ではないのである。
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おわりに
多くの課題があるとはいえ、製造プロセスと
サプライチェーンにインダストリー4.0 がますま
す浸透するということに関して疑う余地はほとん
どない。情報フロー、先進技術、素材（インダス
トリー4.0 を構成する IT と OT）の活用により、全
く 新 たな方 法 で新 た な製 品 を作 り 、サ プ ライ
チェーン、生産、ビジネスモデルに革命をもたら
すことが可能になる。IT と OT の相互作用の重
要性は、いかに強調してもし過ぎるということは
ない。各企業のリーダーはいずれか一方のみ
の適用を検討するべきではない。インダストリー
4.0 の利点をフルに活用するには、両者が相互
に連携して情報提供できるように真の意味で統
合される必要がある。
IT と OT の統合が進んでいる中、製造企業
各社は自社の現在位置だけでなく、今後の方向
性を評価する必要がある。つまり、収集、分析、
行動が必要なのはどのような情報か見極めなく
てはならない。

20

製 造 バ リュー チェー ン の流 れ に 注目 した Information
Value Loop から得た情報を統合することにより、事業運営、
事業成長、またはその両方の変革を追求する上で、自社に
とって最も重要な情報は何かを理解することができる。
情報を効果的に利用すれば、ひいては主要な事業目的
（事業成長や事業運営など）に効果を及ぼすことができ、さら
にバリューチェーン全体と各ステークホルダーに対して広範
に変革を実現することが可能である。インダストリー4.0 を実
現するには、フィジカルからデジタルへの情報の流れ、そして
その逆の流れを明確に理解することが欠かせない。
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