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『Exponential technologies in manufacturing -テクノロジー、人材、イノベーション・エコシ
ステムが製造業の未来を変える-』を発刊させていただくことになった。デロイトマニュファク
チュアリングリーダーのMichelle Drew Rodriguezらが述べているように、「多くの製造業が迎
えている、かつてない変革に対するチャレンジをより確かなものにし、“将来に渡って競争優位
性を保つためには何が必要か”を明らかにする」意図からである。

今回の日本版の発行に当たっては、Technology Div.のDeloitte Digital、およびStrategy & 
Operation（S&O）Div.のサプライチェーンマネジメント（SCM）Digital Supply Network メン
バーが共同で制作した。

我々は多くの日本企業のデジタル化に関する支援をさせていただいているが、ご想像の通り、成
功例として報告されている事例は多くない。企業の方からは、よく「欧米企業は進んでいるので
しょう」という質問をいただく。しかし、本レポートを読んでいただければ、成功している企業は
ほんの一握りで、多くの欧米企業が日本企業と同じような悩みを抱えていることに気付かれる
だろう。デジタル化は世界共通の課題なのである。

一方、やはり日本固有の課題もある。様々な企業の支援をさせていただく中で筆者が考える「日
本企業がデジタル化を進める」ための要は以下の 3つである。

　●　デジタル技術の基本知識を身につける

我々はワークショップという形で多くの企業を訪問している。初めに簡単なデジタル技術
のインプットの場を設けているが、強く感じることは、そもそもデジタル技術の知識獲得
に対する投資が圧倒的に足りていない企業が多いということである。企業がデジタル転換
を進めるには、既存にはない知見・ノウハウの習得が必要であり、自動化や機器の複雑化・
多様化が進めば、製造現場における高スキル人材の必要性も高まってくる。デジタル化の
中核を担う人材を増やすため、企業は従業員により多くのデジタル技術を習得する機会を
提供するべきである。

　●　全社で進める意識をもつ

日本企業のデジタル推進を担う部門を見ると、IT 部門またはデジタル推進室などの新規
戦略チームが行っているケースが多い。そして、そういった部門が現場部門と連携できず
孤立しているケースを多く目にする。デジタル化による業務改革や新事業のアイデアが現
場部門に受け入れられなかったり、既存事業を守るためのコンフリクトに巻き込まれるケー
スが多いようである。本来、デジタル化の推進は経営課題であり、全社の取り組みとして
進めていかなければならないが、それに当たっての体制を具体的に昇華できていない企業
も多い。経営層の変革に対するリーダーシップ不足に起因するケースも多く、特に経営者
の推進力には期待したい。

　●　自社の「強み」「価値」を再認識する

デジタル化の検討に際しては、必ず「どういった機能をどのように強化するか」という選択
を迫られる場面がでてくる。その際に重要になることが “自社の「強み」「価値」は何なの
か” である。意外にも、多くの企業がこの議論の結論が出せない。デジタル化は自社の「強
み」「価値」を圧倒的に強化する一方、既存の「強み」「価値」 からの変革を求める。デジ
タルの時代において、自社が何を強みとし、何を価値としていくか－。自社の「強み」「価
値」を今一度把握し、どのように進化させるかを具体的に考えることが、デジタル化のスピー
ドと品質に大きく関わってくるのである。

日本版発刊に寄せて
　変革をより確かなものへ
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この『Exponential technologies in manufacturing - テクノロジー、人材、イノベーション・エ
コシステムが製造業の未来を変える-』には、企業のデジタル化に対する視点、考え方、リーダー
のマインドセットなど、必要な心構えと行動が記されており、読了いただければ、デジタル技術
の知識獲得や、デジタル化の推進におけるアプローチの習得が可能である。自社の「強み」「価
値」を認識するための議論は貴社ご自身でやっていただく必要があるが、本レポートが議論の
助けとなることと確信している。

デジタル化は、「やるか、やらないか」ではなく、「いつ着手するか」「どのように表現するか」の
戦略とロードマップを描くステージに入ってきた。まだまだ多くの企業が苦戦している現状に鑑
みれば、これからの参入でも遅くはない。しかし、本文でたびたび触れられるとおり、今我々が
経験している変化は、かつてないスピードで起こっている。来年では手遅れかもしれない。

本レポートは、米国デロイト著レポートの日本語翻訳版に加え、日本企業への提言という形でいく
つかのテーマに対し当社コンサルタントによる『日本の視点』というコラムを入れた構成としてい
る。ぜひ、お手に取っていただき、貴社の本格的なデジタル化への布石としていただければ幸いで
ある。

藤岡 稔大
Toshihiro Fujioka
デロイト トーマツ コンサルティング 執行役員
サプライチェーンマネジメント（SCM）
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はじめに
製造業はかつて我々の知っていたそれから抜
本的に変化を遂げつつあり、グローバル競争
力と経済的発展を支えるものとして、テクノ
ロジーが重要性を増している。21世紀をリー
ドする多くの製造業者がデジタルとフィジカ
ル（物理的）世界を融合させようとしており、
そこでは高度なハードウェアに、革新的なソ
フトウェア、センサー、大量のデータとアナ
リティクスが組み合わせられ、よりスマート
な製品、より効率的なプロセス、より密接な
顧客・サプライヤーとの連携がもたらされる
と予想されている。

多くの製造業がこの変革の道に乗り出し、課
題と機会に直面する中で、エグゼクティブは
当然ながら様々な疑問を抱いている。

どのテクノロジーが最も有望だろうか？どれ
ほどのインパクトが見込めるのか？現在抱
えている課題を解決し、未来を変えるため
に、どのような新しくユニークなやり方でこ
れらのテクノロジーを活用できるだろうか？
未来の “デジタル製造業” （ DME ; Digital 
Manufacturing Enterprise）になることは現
実的には何を意味し、我々のビジネスモデル
はどう進化するのだろうか？我々が現在行っ
ていることをすべて破壊することなく未来の
ビジョンに向かうにはどうすればよいだろう
か？我々はどのような課題に直面し、我々の
組織とそれを取り巻くエコシステム全体で変
革を推進するために、どのようなインセンティ
ブが必要となるだろうか？

こうしたチャレンジをより確かなものにし、将
来に渡って競争優位性を保つためには何が必
要かを明らかにするために、デロイトは米国競
争力審議会（Council on Competitiveness）、
およびSingular i t y Univers i t y（SU）と協
力して、本研究を実施し、分析結果と洞
察を本著『Exponential technologies in 
manufacturing』に記した。
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Exponential technologies in manufacturing
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2017年 5月～ 12月、デロイトのシニアリーダーたちは、世界有数の製造業数社、Singularity University、テクノロジー
スタートアップ数社で、20人以上のシニアエグゼクティブ（CEO、社長、最高技術責任者、最高研究責任者）および各領
域の専門家（Subject Matter Experts、SME）とのディスカッションを行った。これらの企業は、上場 /非上場企業の両
方が含まれるが、いずれも化学・特殊材料、プロセス・工業製品、コンシューマー製品、自動車、航空宇宙・防衛、テク
ノロジー、生命科学など、幅広い分野を各々代表する企業群である。ディスカッションメンバーは、Deere & Company、
Intel、PepsiCo、Lockheed Martin、NanoMech、Boeing、United Technologies Corporation、Exelon Corp.など競
争力審議会の会員企業のほか、 Robotiq、Dow Chemical、Hewlett-Packard、Local Motorsなどそれ以外の企業が含
まれている。インタビューは個別に行い、多くはインタビュー先のエグゼクティブのオフィスで対面式で行ったが、電話で
実施した場合もある。1時間に及ぶインタビューでは、以下に関するエグゼクティブの見解を伺った。

本研究について

『Exponential technologies in manufacturing』は、“エクスポネンシャル（指
数関数的）なテクノロジー” が製造業の未来をどのように変えるのか、製造
業企業はどうすればこの変化を最大限に活かし、自らを進化・成長・発展さ
せることができるかを検討している。

“エクスポネンシャル（指数関数的）なテクノロジー”とは、例えばコンピュータ・
パワー、帯域幅、データストレージといった、著しい進化（またはコスト削減）
を起こし、変革を非線形的に急加速させるようなテクノロジーのことである。

7

エクスポネンシャル
（指数関数的）なテクノロジーは
製造業企業にどのようなインパ
クトと価値をもたらしているか

エクスポネンシャル
（指数関数的）なテクノロジーが
どのような企業戦略とビジネス
モデルを形づくっているのか

エクスポネンシャル
（指数関数的）なテクノロジーの持つ
リスクを最小化し、潜在的な可能性、
適用方法、利益を探り出すにはどの

ようにすればよいか

インタビューの補足として、テクノロジーに関する10数分野の SMEに見解の執筆を依頼し、更に主要なシンクタンク、
学術機関、業界に関する文献から得たデータの包括的な二次調査を行った。

この研究は、業界の最大の課題に対処し永続的なインパクトを推進するというデロイトのミッション、人類の大いなる課
題に対処するためにエクスポネンシャル（指数関数的）なテクノロジーを応用できるようリーダーを教育し、鼓舞し、力を
与えるという Singularity Universityのミッション、および長期的な生産性と経済成長を推進し全てのアメリカ人の生活水
準を向上させるという米国競争力審議会のミッションに基づいたものである。



Exponential technologies in manufacturing
テクノロジー、人材、イノベーション・エコシステムが製造業の未来を変える

8

『Exponential technologies in manufacturing』
の主な知見と洞察

テクノロジーは、製造業全体の業
務に関する「何（What）」（テクノロ
ジー &自動化）、「誰（Who）」（人
材 &オープン・タレント・コンティ
ニュアム）、「どこ（Where） 」（職場、
物理的場所）というファクターを劇
的に変えている（20頁）。製造業
者は変革を進めるための変化のス
ピードを速めるために、社内の資
源を新しい方法で活用するだけで
なく、社外資源に目を向け、よりボー
ダーレスなエコシステムを構築する
ことに目を向け、着手し始めている。
既存のイノベーションに近い方が明
らかに有利だからである（24頁）。

テクノロジーが可能にするイノベーション
は、製造業者の成長を速め、機敏性を
高め、新たな形の価値を実現することに
役立つ（17頁）。ただし、テクノロジーの
重要性が高まるスピードに比べ、製造業
の採用ペースは遅い。インタビュー対象
のエグゼクティブは、この問題について、
構造的・文化的課題や、規制上の負担、
人材の制約、リーダーシップのマインド
セットなど、いくつかの障害を挙げている
（16頁）。

製造業者がテクノロジーを活用し、その
組織全体にデジタルトランスフォーメー
ションを取り入れるべきであることは、自
明である（12頁）。第 4次産業革命はか
つてない変化を可能にしつつあり、この
変化のペースはもはや漸進的ではなく、
エクスポネンシャル（指数関数的）で、
破壊的、かつ非線形的である。この破壊
的変化を起こし得るために、製造業者は
迅速にテクノロジーを採用し、活用する
ことが不可欠である。遅れた分だけ、機
会も損失するだろう（12頁）。

製造業の変革的成長を可能にするエクス
ポネンシャル（指数関数的）なテクノロジー
とは、3Dプリント（付加製造）、先進的
アナリティクス、先進材料、先進的ロボ
ティクス、人工知能（AI・機械学習を含む）、
バイオテクノロジー&バイオマニュファク
チュアリング、ブロックチェーン、サイバー
セキュリティ、デジタルデザイン&シミュ
レーション&統合、エネルギー貯蔵、高
性能コンピューティング、インターフェイ
ス・オブ・シングズ（AR/VR/複合現実、ウェ
アラブル、ジェスチャ認識）、インターネッ
ト・オブ・シングス（IoT）である（テクノ
ロジーの詳細分析に関する章、28頁）。

人材は製造業の競争力において大きな
差別化要因であり続ける。一方、人材
不足とスキルギャップの波が世界中に
広がっている。最高の人材を惹き付け、
留め続けること、人材にアクセスする
ための新しい手法を模索することがこ
れまで以上に重要となる（18頁）。

8
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テクノロジーによる破壊的イノベーションは既に我々の生活のあらゆる部分に影響を与えている。あらゆるビジネス、あらゆる業界、
あらゆる社会、いわゆる「人間」のあらゆる側面に及ぶ。これらの変化は減速する気配がないどころか、ますます急加速しつつある。
製造業者とそれを取り巻くエコシステムは、チャンスの迷路をくぐり抜け、破壊的イノベーションの潜在的な課題を克服するために、
より進化した発想とツールの組み合わせをすぐにでも必要としている。本研究の目標は、エコシステム内の大手製造業のリーダー
や技術者が、現在また将来の課題を解決できるように、また新技術を応用して明るく豊かな未来のために新たな価値を創出できる
ように、洞察を提供することである。

アクションに向けた示唆

ベンチャーキャピタル（VC）投資に加え、
企業や政府の研究開発（R&D）活動も、
企業および国レベルのイノベーション・パ
イプラインとエコシステムを築くために、
極めて重要な役割を持つ。さらに、イノベー
ションを拡大し、市場投入までの時間を
短縮するために、自社の枠を超え、より
広いイノベーション・エコシステムの内外
で協力体制を築こうとする製造業者が増
えている（24頁）。

製造業者が未来に自信を持つためには、
変化と機敏性を受け入れる文化を広める
べきである。 それは例えば、全ステーク
ホルダーが各々異なったものの見方をし、
考え、行動できるような文化のことである
（16頁）。また、会社のビジョンと判断に
よって始まる相互作用的なプロセスを用い
たエクスポネンシャル（指数関数的）な変
革の手法を採用すべきである。その道が
確立されれば、企業はポートフォリオ的
な手法を用いてリソースを分配し、中核分
野、隣接分野、転換分野のすべてでイノベー
ションを進められるようになる（66頁）。

マインドセット構築に関するエ
グゼクティブからの提言 (インタ
ビューより）：自分が解決しよう
としている問題を特定させること。
末端のイノベーションを小規模な
チームに任せること。従来の枠組
みの外で運用すること。システム
レベルの競争力とイノベーション
の推進要因について全国規模で
対話すること（67頁）。

製造業の競争力にまつわる世界全
体の状況の中で、R&D支出が最
も多いのは米国企業だが、近年
は特に中国が急速に追い上げてい
る（25頁）。

成功への道は潜在的には一つではない。
しかし、デジタル製造業（DME）は、
テクノロジーを利用して資源にレバレッ
ジ効果を乗せ、製品プラットフォームに
顧客を囲い込むことが出来るため、大き
な成功を収めるだろう（29頁）。

9
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世界は第 4次産業革命の只中にある。それを推進するのはスマートな自動化であり、かつて
ないエクスポネンシャル（指数関数的）なペースで変化が起きることがその特徴である（図 1）。

製造業の未来を変える：
テクノロジー、人材、
イノベーション・エコシステム

図 1 第 4次産業革命はかつてない変化を可能にしている

出所：Deloitte Insights 『Industry 4.0 and manufacturing ecosystems：Exploring the world of connected enterprises』

さまざまな業界と市場で、組織は急速に激化する競争による変革への圧力の高まりに直面している。つまり、製品中心のビジネスモデルから、それ
以外の価値の源泉を創出することへの移行が起こっているのである。製造業もこの圧力を免れることはできない。それにも関わらず―我々がインタ
ビューしたエグゼクティブのほとんどが認めている―インダストリー 4.0の核心部分である破壊的イノベーションに対処する準備は製造業では整って
いないか十分ではなく、デジタル製造業（DME）への道を目指すのが、市場に比べて遅いか、または部分的な変化にとどまっている。 

18世紀後期～ 19世紀

第 1次産業革命：
動力の利用

20世紀初め

第 2次産業革命：
工業化

1970年代～ 2000年代

第 3次産業革命：
電気による自動化

2010年～

第 4次産業革命：
スマートな自動化および
エクスポネンシャル

（指数関数的）な変化



11

Exponential technologies in manufacturing
テクノロジー、人材、イノベーション・エコシステムが製造業の未来を変える

インダストリー 4.0はなぜこれまでと異なるのか
特に製造業者にとって、インダストリー 4.0はなぜ過去の産業革命と異
なるのだろうか。まず何より、我々が経験している変化のペースがこれ
までよりはるかに速い。もはや漸進的ではなく、破壊的かつ非線形的
である（図 2）。これは、線形であり漸進的変化と継続的な改善を基礎
としていた過去の製造業の行動モデルが終了したことを意味する。かつ
てプレーヤーは資源に対して相対的に同じ制約を受けており、こうした
制約下で最適化できた者が勝者であった。ビジネスモデルは、サプラ
イヤーと顧客との線形で一方向のつながりを前提としていた。これに対
し、インダストリー 4.0を経たデジタル製造業（DME）においては、複
数方向からなる関係性と、データ、洞察、サービスを含めた「商品」が
取引されることを特徴とするエコシステムで運営され始めている。

テクノロジー活用により変革したデジタル製造業（DME）は、効率的で
リアルタイムかつ自動化されたフィードバックループを作り出す機会を
得られる。つまり、データがフィジカル（物理的）な空間からデジタル空
間へと流れ、各種機能がそのデータ内容を豊かにし、情報を物理的世
界に提供するというループである。これにより、ダイナミックな変化によ
る新たな価値を生み出し、また洞察を提供し可視化することによって、
複雑な問題を解決したり、これまで見つからなかった機会を活かすこと
ができるようになる。デジタル世界とフィジカル（物理的）世界との間の
こうしたスマートで統合されたループの中で、多くの未実現の価値と機
会が生み出されていることに、多くの製造業者が気づくことができる。

しかし、製造業者はこれまで再現可能かつ予測可能なプロセスを基礎
として成功とレガシーを実現しており、変革的手法より漸進的手法を受
け入れる文化を創出してきた。しかし、この文化は惰性につながること
が多く、エクスポネンシャル（指数関数的）に変化する世界で従来型の
製造業者が迅速に適応する上での盲点を作り出す。この新しい現実に
適応するには、テクノロジーとデジタル化を核とした変革が必要である。

多くの既存製造業者、とりわけ成功していてあまり切迫感を持たない伝
統的企業は、今回の革命に求められるペースでこの変革のコンセプトを
現実世界で実現するために必要な柔軟性と機敏性を身につけるのが難
しいだろう、とインタビューに答えてくれたエグゼクティブは述べている。
一方、参入障壁は下がりつつあり、小規模で機動的な新規企業が世界
中の既存製造業を破壊できる可能性がある。従って、インタビューに答
えてくれたエグゼクティブは異口同音に、これがすべての製造業者にとっ
て極めて重要な問題だと指摘し、適応・成長・発展のために業界全体
で明確かつ切実な切迫感を持つ必要があると明言している。

図 2 変化のペースはエクスポネンシャル（指数関数的）で、製造業もこの流れから逃れることはできない

出所：Deloitte Insights, The rise of the digital supply network: Industry 4.0 enables the digital transformation of supply chains；レイ・カーツワイル「収穫加速の法則」(『ス
ピリチュアル・マシーン』)に基づく
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エクスポネンシャル（指数関数的）なテクノロジー：製造業者にとってかつてなく重要に
テクノロジーは、インダストリー 4.0で生じる変革において避けられない懸念材料と課題に、製造業者が対処する上で、また製造業者がデジタル製
造業（DME）へと変容する上で、欠かせないツールである。テクノロジーは変革を引き起こすとともに、加速度的なペースでの変化を可能にし、多く
の場合、互いに併用されることでプロセスと業界を根本から破壊する。こうして、機会を創出する。エクスポネンシャル（指数関数的）なテクノロジー
を中核的な業務と市場で利用すれば、組織が漸進的変化の世界を脱し、最終的に真の変革的成長と新しいビジネスモデルを実現できる。

本研究では、複数のエクスポネンシャル（指数関数的）なテクノロジーと、それが製造業の未来にどのような破壊的インパクトを与える可能性がある
かを検討した（図 3）。以下では、これらのテクノロジーのそれぞれを詳細に検討する（28頁を参照）。

Singularity University のPeter Diamandisの「6D」（図4）はエクスポネンシャル（指数関数的）なテクノロジーがたどる道筋を説明している1。テクノロ
ジーが市場に与える影響が行き渡るに従い、参入障壁が崩れ、業界の境界線が曖昧になる。多くの場合、製品そのもの以外からのアドバンテージを得
ようとして（顧客との近さ・理解度、より高いレベルのデータへのアクセスなど）、従来と異なる要因から競争が始まる。最終的には、複数のエクスポネ
ンシャル（指数関数的）なテクノロジーの活用に長けた、よりアジャイル的な小規模プレーヤーが規模を拡大し、大手企業の業績を上回り、競争に勝つ
ことがある。

図 3 本研究で扱うエクスポネンシャル（指数関数的）なテクノロジーのスナップショット

出所：Deloitte analysis

図4 エクスポネンシャル（指数関数的）なテクノロジーの役割はかつてなく重要に：6 D’s of an exponential technology

出所： ピーター・H・ディアマンディス、スティーブン・コトラー『ボールド 突き抜ける力：超ド級の成長と富を手に入れ、世界を変える方法』
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我々がインタビューしたエグゼクティブは、革新的でエクスポネンシャル（指数関数的）なテ
クノロジーを活用できるかどうかが、「破壊するか、破壊されるか」の状況が高まる製造業に
おいて生き残りを左右することを全面的に肯定している。

「極めて重要であり、いくら強調
してもしすぎることはありません。
我々の業界を推進するのはイノ
ベーションであり、これはどのよ
うに製品を製造するかに関わりま
す。業界は競争が激化しており、
イノベーション創出の機は熟して
います」
⸺
エグゼクティブ

「エクスポネンシャルなテクノ
ロジーは、それがエネルギー使
用量の削減やサプライチェー
ンの短縮なのか、あらゆる場
所でネットワークにつながる機
器や製品の開発なのかを問わ
ず本質的に重要です」
⸺
テクノロジー分野の専門家

「エクスポネンシャルなテクノロ
ジーは我々の最優先事項です。
CEOも CFOもこの戦略を推進
しており、その重要性を判断す
る最善の方法は、取締役会がそ
れにどれだけ時間をかけている
かを見ることです。デジタルトラ
ンスフォーメーションやインダス
トリー 4.0など呼び方はいろい
ろありますが、重要事項リスト
上位 3つの中の 1つであり、し
ばらくはリストの上位にとどまる
はずです」
⸺
エグゼクティブ

我々が米国競争力審議会と共同で行った最新研究『 Global Manufacturing Competitiveness Index（GMCI）』2に参加した何百人もの世界の製造
業のCEOとエグゼクティブによると、エクスポネンシャル（指数関数的）なテクノロジーは将来の競争力を実現する上での鍵である。21世紀をリード
する製造業者はデジタル世界とフィジカル（物理的）世界を完全に融合させつつあり、そこでは先進的なハードウェアに、先進的なソフトウェア・セン
サー・大量のデータとアナリティクスを組み合わせることによって、よりスマートな製品とプロセスが生まれ、顧客やサプライヤーとより密接につなが
ることができる。製造業者が最優先で投資すべきテクノロジー分野は、先進的アナリティクス、クラウドコンピューティング、モデリングおよびシミュ
レーション、インターネット・オブ・シングス（IoT）プラットフォーム、最適化および予測アナリティクスである3。
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カナダ（10）

メキシコ（7）

ドイツ（3）

中国（2）

日本（4）

台湾（9）

ベトナム（12）
インドネシア（15）マレーシア（13）
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図5 製造業の競争力を巡る世界の状況：2020年までに製造業で最も競争力を持つと予測される上位15カ国

注：カッコ内の数字は CEOが予測する 2020年の GMCIランキング
出所：デロイト トウシュ トーマツ リミテッド、米国競争力審議会『2016 Global Manufacturing Competitiveness Index』

製造業がこれまでにない先進的な製品とプロセスの開発をし続けることにより、製造業における競争優位は、コスト競争力のある国から、再び強
固なイノベーション・エコシステムを持つ先進国に戻る可能性が高い（図 5）。GMCIによると、20世紀の伝統的な製造大国であるアメリカ、ドイツ、
日本、イギリス―製造業のエクスポネンシャル（指数関数的）なテクノロジーとイノベーション・エコシステムへの投資国―は、2016年の最も競争力
のある国トップ 10にランクインしており、2020年まで上位にとどまると予測される。一方、GMCIと今回インタビューした製造業の多くのエグゼクティ
ブによると、将来はアメリカと中国の製造業がトップを激しく争い続けると予想される。最終的には、製造業の競争力の主戦場が高価値の先進製品
またはプロセスに移ると考えられることから、会社レベルでも国家レベルでもエクスポネンシャル（指数関数的）なテクノロジーの役割が増大するだ
ろう。

ハイテク製造業の輸出高
（ 2014年）
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中核

「何社の製造業者がエクスポネンシャルな
テクノロジーの統合に成功したでしょう。
わずかの割合にすぎません」
⸺
テクノロジー分野の専門家

「ほかの人たちと同じく、部分的にはかな
りの程度まで採用していますが、ほかの多
くの部分では不十分だと思います」
⸺
エグゼクティブ

ステージ設定：
デジタルトランスフォーメーション

製造業者がテクノロジーを活用し、その組織
全体にデジタルトランスフォーメーションを
取り入れるべきであることの明確で説得力の
ある根拠が存在する。デロイトとMIT Sloan 
Management Reviewが行ったグローバルサー
ベイの回答者の90%近くが、デジタルのトレ
ンドが自分の業界を多かれ少なかれ破壊する
と予想した。一方、自分の組織が破壊の到来
に十分備えていると回答した人は44%にとど
まった4。この見解は、我々のエクスポネンシャ
ル（指数関数的）なテクノロジーに関するイン
タビューの結果でも裏付けられている。このイ
ンタビューでは、製造業がデジタルを採用する
ペースが比較的遅いことが明らかになっている
（図6）。

図 6 製造業の推進状況は相対的に遅い

出所：Deloitte analysis
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出所：Deloitte analysis

なぜ推進が遅れているのか。インタビューによると、複数の障壁が存在する
ー一部は論理的な、一部は心理的な課題である（図 7）。

図 7 なぜ製造業はエクスポネンシャル（指数関数的）なテクノロジーの採用が遅いのか

 • 大企業に内在する惰性が、
変化・スピード・機敏性を阻
害する

 • 何十年も成功し収益を上げ
てきたため、変化の必要性
の判断が独善的になりがち

 • 企業レベルと従業員レベル
で、新たな実験と取り組みの
失敗を恐れる

 • 安全基準や規制が複雑過ぎ
たり、非効率であるため、
新製品の認証を得るのが遅
れ、システムの足を引っ張る

 • 基準、規制が市場のペース
に追いつけない、コンプラ
イアンスのコストが高く、手
続きが長く負担が大きすぎ
る

 • 技術者もそれ以外も、製造
業全体で人材が足りていな
い

 • 製造業が一般的に「革新的」
とも「ハイテク」とも認識さ
れていない

 • テクノロジーの知識を持つ採
用候補者は、ほかの業界や
仕事に流れてしまう

 • ベビーブーマーが引退すると、
何十年もかけて彼らが得た
知識が失われる可能性があ
る

 • 経営陣の「壊れた機械を直す」
といった短期的な必要性や
株主価値を超えた長期的ビ
ジョンの欠如、「破壊するか、
破壊されるか」の状況に対
するメンタリティ

 • ROIの明確な見通しがなけ
れば、大きなリスクを負えな
い

 • 組織的な広いビジョン、およ
びそれに合わせた企業文化、
インセンティブ、ポートフォ
リオ調整を実施することの欠
如

 • 困難な疑問を投げかけたり、
現状から変わること、大胆に
なること、挑戦と失敗を許容
すること、機動的な手法を取
ることへのマインドの不足

構造的・文化的課題 規制上の負担 人材の制約
リーダーの
マインドセット
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ただし、エクスポネンシャル（指数関数的）なテクノロジーとイノベーションだけではデジタル主導の成功はおぼつかない。自信を持って未来に進む
には変化と機敏性を受け入れる文化を製造業者が醸成する必要がある、とインタビューに答えてくれたエグゼクティブは指摘する。

異なる
視点

ビジネスを外から見る視点を養う。会社の
将来のビジョンの提示に役立つ複数の「挑
発的」な機会を現在のトレンドに基づいて見
つける：接続性、イノベーション、自動化、
エクスペリエンス、リスク管理、データイン
テリジェンス

異なる
考え方

将来の状態と、挑発的な競争への影響、
経済への影響、顧客への影響を詳しく検討
する。これは、エコシステム、新しいビジ
ネスモデルとサービスモデル、エクスペリエ
ンスとエンゲージメント、意欲と熱意、価
値向上、ブランディングと価値、組織と人材、
企業運営、顧客・プラットフォーム・データ
の各分野で将来成功するにはどのような組
織的能力が必要かの判断に役立つ

異なる
行動 

ここでの鍵は、大きく考え、小さく始め、素
早く行動する（“think big, start small, act 
fast”）こと。すぐに成功を確保したり、す
ぐに失敗から学んだりするために、将来の
状況に沿った具体的な個別の要素を拾い上
げる。最終的な将来の目標を達成するため
にリスクを受け入れる文化を生み出す。例え
ば、差別化された視点から製品とサービス
提供にアプローチすると同時に、人間とテ
クノロジーの相互関係や必要になりそうなト
レーニング・再トレーニングを理解すること、
新しい機会のある分野を見つけること、市
場内の迅速なプロトタイプ化によって製品を
改良することに重点を置く

製造業の企業文化は変革が必要であるが、特に重要なのは、テクノロジーを開発、採用、展開する製造業の従事者自身が、マインドを変えていく必要
がある、ということである。将来の従事者は、新技術のポテンシャルをフルに発揮するために、新しいデジタルに対するマインドセットを駆使する必要
があるだろう。デジタルに対するマインドセットを持つことは重要な手段である。最近のMITとデロイトの研究結果によると、デジタル化が進んだ企業
の文化には重要な共通点がある5。これらの企業は素早く実験を行い、リスクを負い、自社の人材に投資し、技術的スキルよりもリーダーのソフトスキ
ルに価値を置く。デジタルに成熟することを目指す企業は、これらの特徴をモデルとすることを検討するべきである。

図 8 エクスポネンシャル（指数関数的）なテクノロジーが可能にするイノベーションの後押しにより、製造
業者は成長を速め、アジリティを高め、新たな形の価値を生み出せる

出所：「イノベーション戦略の 70：20：10の法則」（ハーバード・ビジネス・レビュー）

エクスポネンシャル（指数関数的）なテクノロジーは、
中核、隣接、転換の 3領域で活用できる

企業は生き残るために「線の上」を積極的に
模索しなければならなくなっている

将来の製造業では、企業
が根本的に新しい形でイノ
ベーションを生むことが求
められるだろう。中核、隣
接、転換の各領域でエクス
ポネンシャル（指数関数的）
なテクノロジーを活用でき
るし、また活用すべきだが、
変革分野に集中させるエネ
ルギーとリソースの割合を
増やせば、製造業者がイ
ノベーションの機会を活か
し、成長を速め、アジリティ
を高め、長期的な繁栄のた
めに斬新な形の価値を生み
出すことに役立つだろう（図
8）。
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関数的）なテクノロジー などのツールを
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人材：エクスポネンシャル（指数関数的）な時代における製造業の競争力のトップドライバー
エクスポネンシャル（指数関数的）な可能性に左右されることが増える時代において、機敏かつテクノロジーを原動力とする企業カルチャーへと移
行するに従い、企業は新たなレベルのアウトプットと成功を実現するために、最も重要な資源の一つである人材に目を向けることになるだろう。個人
は企業よりも、社会よりも、新しいイノベーションを素早く、また巧みに取り入れる。従って、人材に関係する将来の機会と課題を管理する上での目標
（図9）は、特にルーティンワークにとどまらない業務へと役割が進化する場合には、変化に抵抗するのではなく変化を追求するよう従業員に促す
こと、エクスポネンシャル（指数関数的）なエコシステムと経済の中で新たな形の価値を創出するためにイノベーションと問題解決にフォーカスする
新しいスキルセットを教育し維持することである。こうした先を見越したアプローチにより、企業は従業員の能力をより良く活用して、革新的でエク
スポネンシャル（指数関数的）な方向性を持つ、顧客の注意を引き財布の紐を緩めさせるデジタル製品・サービスを作り出すことができる6。

図 9 エクスポネンシャル（指数関数的）な変化率が新たな課題と機会を生む：ギャップを埋める鍵は人材

出所：Deloitte Insights, 2017 Deloitte Global Human Capital Trends: Rewriting the rules for the digital age

現実に起きていること起きているように見えること

テクノロジーの変化

時間

変
化
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ビジネスの
生産性

ビジネス
パフォーマンス
ポテンシャルの
ギャップ

1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 現在

テクノロジー

個人

企業

公共政策

個人の方が新しいイノベー
ションを素早くうまく取り
入れる（企業や公共政策に
比べて）
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コスト競争力
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イノベーション政策・
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エネルギー政策

国内市場の魅力

医療制度

実際、世界の製造業のCEOたちは既に、人材が製造業の競争力のトップドライバーであると一貫して認識している（図10）。しかし、人材は依然として
世界全体でクリティカルな課題であり、製造業はトップ人材を巡ってほかの業界と競争している。米国の製造業者の80%以上が、必要な条件を備え
た人材を見つけることが難しいと感じている7。

続く人材不足は製造業の持続可能性と成長において大きなハードルである。製造業の人材が不足するのはどのような理由によるのだろうか。

 
引退するベビーブーマーの増加：

米国製造業界のベビー
ブーマー270万人が
2015～25年に引退
すると予想される8

資格を持つ労働者の不足：
専門職、技術者、
エンジニアの採用が
米国では最も難しい9

先進的製造業に必要な
スキルセットの変化：

企業は理数系のスキルを持つ
労働者を求めることが増えて
いる。製造業で将来有望な
主な職種は、ソフト
ウェアエンジニア、
プロセスエンジニア、

自動化システムエンジニア、
サプライチェーン
エンジニアなど10

世間が思う製造業の魅力：
米国の一般人は経済と
生活水準にとって製造業が
決定的に重要だと信じて
いるが、多くのアメリカ人は
製造業のキャリアを選択

したがらない11

特にインダストリー 4.0の黎明期には、製造業にハイスキル人材を引き付け、留めるための多くの機会が存在する。インタビューに答えてくれたエ
グゼクティブは、製造業が将来必要とするスキルセットを明確にすること、新しい形の教育制度やトレーニングモデルによって指導やメンタリング
を行うこと、より技術志向の労働力と文化を活かすことが、ハイスキル人材に選ばれる業界になることに役立つと述べている。

図 10 製造業の競争力を牽引するのは？

出所：Deloitte Touche Tohmatsu Limited and US Council on Competitiveness, 2016 Global Manufacturing Competitiveness Index; Deloitte and The Manufacturing Institute, 

The skills gap in US manufacturing: 2015 and beyond

世界の製造業の CEOたちは一貫して、人材を製造業の競争力
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将来の仕事には人間と機械のコラボレーショ
ンが必要

多くの製造業のエグゼクティブとテクノロジー
リーダーが、次の産業革命は人間と機械が互
いを排除し合うのではなく、人間と機械の新
たなコンビネーションが中心になると話してい
る。人工知能（AI）が人間にすっかり取って代
わるかもしれないという懸念の声を上げる識
者もいるが、我々が 20人余りに行ったインタ
ビューの結果によると、そのようなことは起
きそうにない。より価値のあるアプローチは、
機械と人間の知性が互いを補い合い、それぞ
れが独自の強みを平等に出し合うという考え
方だろう。

とはいえ、『2017デロイト グローバル・ヒュー
マン・キャピタル・トレンド』によると、テクノ
ロジーと人材の関係性は複雑であり、今後も
複雑なままである可能性が高い。労働力の中
でコグニティブテクノロジーの採用を実施し
終わった、または大きく進展したと答えた企業
は41%だったが、人間とロボットとAIが肩を並
べて働くという形の労働力を管理する準備が
整っていると答えた世界のエグゼクティブは
17%にとどまった12。

ネットワーク接続、新たな人材モデル、コグニ
ティブツールが広まることで、仕事の性質、さ
らには労働者の性質の変化が進みつつある。
エクスポネンシャル（指数関数的）なテクノロ
ジーが契機となって、デジタルツインアーキテ
クト、コラボレーション・ロボットの専門家、予
測保全システムの専門家など、新しいデジタル
かつハイテクな世界で花開く製造業界の新し
い職種（新しいハードとソフトのスキルセット
がどちらも必要）が生まれている一方、ギグ・
エコノミーとクラウドソーシングが「拡張労働
力」を成長させる。どちらの動向もミレニアル
世代にとって魅力的に映るだろう。この世代
は、今や米国の労働力で最も大きな割合を占め
（34%）、将来の職場に関する決定に支配的な
影響を及ぼし続けている。例えば、ミレニアル
世代が雇用者に最新鋭のテクノロジーを要求
することが増えており、こうしてデジタルな職場
が実現しつつある13。

仕事の未来を変えようとしている「何（what）」
「誰（who）」「どこ（where）」を 3次元で表して
みよう（図 11）。製造業のエグゼクティブはこ
こに表される多くの戦略的問いに答えるべきで
ある。

図 11 仕事の未来を変える 3次元
仕事の「何（What）」（テクノロジー &自動化）、「誰（Who）」（人材 &オープン・タレント・コンティ
ニュアム）、「どこ（Where） 」（職場、物理的場所）は劇的に変化している。

出所： Deloitte Consulting LLC

 • 仕事のどの部分を自動化できるか、自動
化された仕事を補える人間の「付加価値」
は何か。例えば、ルーティン作業から解
放された工場の作業員は先を越した問題
解決に集中でき、会社に提供する価値を
高めることができる。

 • テクノロジーとツールの学習速度を上げる
ために、人材をどのように再研修・再教
育するか。トレーニングが少なくて済むよ
うなテクノロジーをどうすれば設計できる
か。

 • 希少なスキルとリソースにアクセスしたり、
時間と費用を節約したり、品質を向上さ
せたり、生産のピーク時にスタッフを増員
したり、業務の柔軟性と拡張性を改善し
たりするには、どのように活動をクラウド
ソーシングし、派遣社員、フリーランス、
ギグ・エコノミーの人材を利用すればよい
か。

 • 仕事、より具体的には各人の任務を、ど
こで行う必要があるか。顧客に奉仕し、
製品とサービスを設計・開発するには、物
理的にどの程度近い必要があるか。

 • 職場をデジタル化し、開かれた協力的な
ものにすると同時に、従業員の育成と成
長の機会を提供するには、職場をどう再
設計すればよいか。最も成績の良いチーム
（とそのリーダー）は、社内外と最も密接
なつながりを持つチームであることが、多
くの研究で示されている14。人と人との関
与を促進するに十分な開かれた協力的な
物理的空間とデジタル空間を備えている
か。

 • クラウドソーシングを増やし、自動化を進
め、ロボットの使用を増やしたシナリオを
検討するために、複数年（3～ 5年）の
戦略的業務、労働力、職場プランニング、
および 1年ごとの労働力プランニング（人
員数）の各機能をいかに進化させ、場合
によってはいかに分離すればよいか。

 • 我々はどのような組織的能力と作業設計
能力を持つか。

 • 必要とする新しいカテゴリーと種類の労働
者に力を与えるために、我々の組織、リー
ダーシップ、キャリアモデルと学習モデル、
報酬、労働力のエクスペリエンスをどう改
革する必要があるか。

現在の仕事の選択肢

将来の仕事の選択肢

物理的近接性
（Where）3

自動化レベル
（What）1

人材カテゴリー
（Who）2
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製造業はトップ人材を引き付ける機会を活かすべき
我々は製造業と仕事の未来にとっての転換点に立っている。主にエクスポネンシャル（指数関数的）なテクノロジーの応用により、製造業はより革新
的、創造的、ハイテクな方向に急速に向かっており、従って最高の人材を引き付ける上でこれまでより有利になるかもしれない。製造業界はこの機会を
活かして、製造業企業がトップ人材の就職先として選ばれるようにしなければならない。しかし、まず何をすればよいだろうか。製造業界の間違ったイ
メージを払拭するために、製造業の優位性を世間に気づかせることが、スキルギャップを埋める最初の重要なステップである15。強固な人材パイプライ
ンを築くために、製造業の仕事の給与、安定性、安全性、キャリアパスについて各企業が良いニュースを共に提供できるようにすべきである（図12）。な
ぜなら、これが現在と将来の状況の中で企業の戦略的優位性をもたらす最大の源泉の1つとなるだろうからである。

図 12 製造業のスキルギャップへの対処：トップ人材を引き付け維持するために良いニュースを共に提供

出所：Deloitte and the Manufacturing Insitute, A look ahead: How modern manufacturers can create positive perceptions with the US public

既存のイメージの改善とトップ人材の採用の好循環は、米国製造業界の再構築に貢献し、
ペースが速く革新的で変革的なこの時代で競争力を高めることに貢献できる

労働者の勤続年数が
最も長い
（9.7年）

従業員の離職率が最も
低い業界の 1つ
（2.3%）

民間の全業界で
平均賃金が最も高い
（$81,289）

民間の研究開発（R&D）
の 4分の 3以上を

実施

製造業の既存の
イメージを改善

より質の高い人材を
製造業に引き付け

維持する

製造業にあるもの
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出所：Deloitte analysis

エクスポネンシャル（指数関数的）なテクノロジーの活用とトップ人材の採用という継続的な好循環を構築すれば、米国製造業界を再構築し、イノベー
ション・エコシステムを活性化させ、加速度的な時代で企業が競争力を高めるための優位性の実現に貢献できる（図 13）。

図13 製造業における仕事の未来
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隠れたパターンを明らかにすることで
新しいイノベーションの機会を見つける

エビデンスに基づく決定
より深い洞察を判断材料とした
科学に基づく意思決定過程を実施
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しかるべき時に意思決定者に提供

行動パターンの最適化
卓越したパーソナライゼーションを
大規模に行うことで行動を最適化

次世代のエクスペリエンス
従業員やエンドユーザーとやり取りするため
に、一人ひとりに合わせたデジタルアシスタン

トを導入する
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ミアムな製品、プロセス、サービスを開発す
ることで差別化を進めることができる。

 • 国レベルでは、イノベーション・エコシステム
は新旧の企業が発展できる環境を生み出し、
賃金の高い熟練労働者の需要を生み出し、
雇用総数を増加させ、生活水準を全体的に
向上させることで、経済力を強化することが
可能である。

過去 100年間、アメリカは活発にイノベーショ
ンを生み出してきた。

多くのエグゼクティブは、企業レベルと国レベ
ルの製造業の競争力の強さを、米国のイノベー
ション・エコシステムの強さに起因するものと
している。プレーヤーとその役割、関係性、技
術的重点は何年にもわたって変化してきたが、
フィジカル（物理的）な世界とデジタル世界が
収斂するに従い、従来的な「縦割り」のアプロー
チはコラボレーション的アプローチへと変化し
てきた（図 14）。

図 14 人材とエクスポネンシャル（指数関数的）なテクノロジーがイノベーション・エコシステ
ムを活性化

イノベーション・エコシステム  
企業レベルでの仕組みを図解し
たもの。

テクノロジーの
ブレークスルー

新しい製品、
機能、プロセス

成功している
イノベーション
エコシステム

では R&D投資と
増益の好循環が
見られる

売上高と利益の増加R&D投資

イノベーション・エコシステム：
価値の創出と獲得
世界中の企業と国が、活発なイノベーション・
エコシステムと経済的発展に強い相関関係が
あることを理解している。インタビューに答え
たエグゼクティブの多くが、長期的にイノベー
ションが真の意味で盛んになるには基礎科学
によるR&Dの強固な基盤が必要だとしている。
多くのエクスポネンシャル（指数関数的）なテ
クノロジーのブレークスルーは、何十年もかけ
て R&D投資という種を蒔いた結果である。と
はいえ、多くのインタビュー対象者は、民間部
門でも公共部門でも、投資期間が複数年に及
ぶ投資がますます難しくなっていると口を揃え
る。また、高度にネットワーク化され、加速
度的なペースの今日では、参入を目指すプレー
ヤー内外の協力がこれまでより必要だとも、イ
ンタビュー対象者は述べている。大きな課題
を単独で解決する忍耐力や能力を持たない
個々の企業はもとより、業界全般にとっても、
競争前の段階で各プレーヤーが連携すること
が必要であると、多くの人が指摘する。インタ
ビュー対象者が挙げる活発なイノベーション・
エコシステムのメリットの例としては以下が含
まれる。

 • 1つ以上のイノベーション・エコシステムを股
にかけて活動する企業（外部の資源と専門知
識を活用して価値を創出する環境）は、利
益率が高く今後の成長戦略を支えられるプレ

出所：Deloitte Touche Tohmatsu Limited and US Council on Competitiveness, The Advanced Technologies Initiative: Manufacturing & Innovation
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出所：経済協力開発機構（OECD）とアメリカ科学振興協会（AAAS）のデータに基づくDeloitte analysis

インタビューに応じた多くのエグゼクティブが、変化と変革のペースを上げるために社内資源を新しい方法で活用しているだけでなく、社外のリソース
に目を向けることも増えたと述べている。イノベーションが起きている場所の近くにいることに明確な優位性があるからである。彼らの多くがイノベー
ションのパイプラインを活性化するために、他社だけでなく、大学、ベンチャーキャピタル（VC）、研究機関、業界団体とパートナーシップやコラボレー
ションを実施している。また、エグゼクティブはおおむね、米国のイノベーション・エコシステムがトップの地位にあるものの、他国も急速に追い上げ
てきていると感じている。セカンダリーリサーチによると、世界の製造業の競争状況の中では企業と政府の研究開発（R&D）がいずれもイノベーション・
エコシステムで大きな役割を演じ（図 15）、先進的製造業の R&Dに多大なリソースを投入している。

図 15 企業と政府の R&Dがいずれもイノベーション・エコシステムで大きな役割を演じている

企業と政府の R&D支出、対 GDP比、2000～ 2015年 政府の R&D資金調達上位 5カ国、2011年と 2015年

アメリカの連邦予算総額に占める R&D予算の割合
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アメリカは依然として特に基礎研究や応用研
究など基礎分野で支出額が最も多いが、中
国が急速に差を縮めている。現在のペースで
行けば、中国が 2020年までに R&D支出額
でアメリカを上回ると予想される。対 GDP比
では既にほかの多くの国がアメリカを追い抜
いている。

米国連邦政府の R&D資金は最も多いが、基
礎研究と応用研究の支出額は過去 10年間に
変化なし、または下落している。この連邦資
金は上流の技術開発でクリティカルな役割を
担っている。個々の企業は探索研究を行う時
間も予算もないことが多く、国立研究所や大
学などの研究機関に頼って差を埋めなければ
ならない。

企業がR&D支出の圧倒的な割合を占め、主要
国でこの傾向が加速している。R&D支出の上
位100社のうち、圧倒的多数（86社）が製造業
界に属し、42社が米国企業である（図16）16。
また、製造業の収益上位100社のうち62社が、
将来の製造業の競争力が高い上位4カ国にあ
る。製造業は各業界の中で乗数が最も大きい
ため、業績トップの製造業企業を引き付け維
持する環境を国が整備することには意味があ
る。

世界の R&D支出額上位 100社（5年間の平均）、国別、2012～2016年

注 1：四角の中の数字は「2012～2016年の平均 R&D支出額」で、単位は 100万ドル。
注 2：A社 – 大手製薬企業；B社 – 大手医療企業；C社 – 多国籍財閥；D社 – グローバル医療企業；E社 – 大手製薬企業；F社 – グローバル自動車 OEM
出所：S&P Global Market Intelligenceのデータに基づくDeloitte analysis, S&P Capital IQ

図 16 米国企業が世界の R&D支出をリードしている
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ベンチャーキャピタル（VC）投資がイノベーションのパイプラインを育てる
企業と政府の R&Dと同様、VC投資は上位の工業国でイノベーションのパイプラインを育てる上で
決定的な役割を担っている（図 17）。資本集約的な製造業で VC活動を活発化させるに当たり、投
資期間が短いことを一部の VCが阻害要因として挙げている、ということを懸念するインタビュー
対象のエグゼクティブもいる。さらに技術移転を促進し、商品化の「死の谷」問題を回避するために、
製造業のテクノロジーとイノベーションでは中期の投資期間（5～ 10年間など）をより重視する必
要がある、との指摘もある。価値の創出にはより長い視点が必要である（短期の活動家のマインド
セットでは価値が破壊される）。全体的に、製造業のテクノロジー分野で VCのレベルを上げるた
めにできることはもっとあるし、もっとすべきだと多くの人が感じている。従ってエグゼクティブは、
社内でのベンチャーキャピタル活動を増やしているとも述べ、工業企業でこの傾向が強まっている。
従来の社内機能を補うために自前のベンチャー資金部門を設立する企業もある。

図 17 上位の工業国では VC投資がイノベーションのパイプラインを育てる

出所：Thomson Reutersと経済協力開発機構（OECD）のデータに基づくDeloitte analysis

VC投資は将来の競争力のエネルギー源となることができ、企業と国のイノベーション・エコシステムの効率性を向上させることができる。例えばイ
スラエルは、VC投資額の対 GDP比で見ると、この経済規模の国としてはイノベーションが非常に盛んといえる。また、ハイテク分野で米中が競
争する中、過去約 5年間に両国の VC企業がイスラエルのハイテク企業を次々に買収しているのも興味深い。全体的に、アメリカと中国の VC投資
の規模を見ると、ほかのすべての国が小さく見えてしまうほどである。

製造業者はイノベーション・エコシステムとつながりを持つ必要がある
テクノロジーは世界の製造業の競争状況をあまりに急激かつ劇的に変えつつあるため、どの企業も単独ではイノベーション・エコシステムのペースに
ついていけない、と多くのエグゼクティブが認めている。代わりに、製造業者はイノベーションのネットワークとつながりを持ち、以下のような双方
向または多方向の関係性を築くべきだ、と多くのエグゼクティブが指摘している。

どの問題を解決する必要があるか、どのよう
な種類の解決策が現実的かに関する 2方向
の対話を円滑化

ネットワークのプレーヤーが、自分と関係す
る業界とテクノロジーの動向を常に知ること
ができる

ブレークスルーのイノベーションが繰り返し
発展するためのアイディアや構成要素を生み
出すシステムとして機能

「ベンチャーキャピタルを背景と
する企業は、同じ規模のほかの
公開企業よりも売上高、納税額、
輸出額、研究開発（R&D）投資
額が多い。」
⸺
National Venture Capital Association

米国と中国のVC投資
額（2012～2016年）を
見ると他国のVC投資
額が小さく見えるほど
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製造業と先進的テクノロジーのトップネーションのタイトルを賭けた競
争が続いている。インタビューに応じたエグゼクティブのほとんどが、
アメリカにとって競争上の最大の脅威が中国であり、先進工業国として
邁進していると指摘している。こうしたことから、世界の製造業の競争
で国の政府が果たす役割が注目を集めている。各国は製造業にとって
魅力的で経済的発展の支えとなる環境を作ろうとしているため、他国が
どのような手を打つか警戒心を持って注視するはずである。

中国は「中国製造 2025」という取り組みの中で、ハイテク製造業でトッ
プに立ち、国内と世界の需要を満たすハイテク商品をすべて自前で生
産できるようになるという大きな目標を掲げている 17。中国は既に製造
業の生産高でアメリカを上回っており、R&D支出など重要な長期的指
標でも差を急速に縮めている（図 18）。 

競争を注視：アメリカと中国
政府の巨大な資金力と資源動員に支えられた「中国製造2025」の取り
組みは、「基礎的コア部品と重要基礎材料」で中国サプライヤーの国内
市場シェアを2025年までに70%に増やすことを意図している。この戦略
の目玉はインダストリー4.0テクノロジーの開発と商品化で、ドイツのイ
ンダストリー4.0のコンセプトと、アメリカが策定したインダストリアル・
インターネットの影響を受けている18。Mercator Institute for China 
Studies（MERICS）によると、政府は以下によっても中国企業を支援し
ている。

 • 中国製品に多額の補助金を出すと同時に、特に電気自動車とロボティ
クスの分野で外国製品を排除

 • 鉄鋼や機械などの業界で直接の資本注入と優先的融資を実施

 • 半導体業界のNational Integrated Circuit Investment Fund （National 
IC Fund）など国の投資ファンドを活用して企業に直接投資

 • 情報技術などの公共調達市場から外国企業を締め出し

中国は、デジタルでエクスポネンシャル（指数関数的）な時代への突入
を念頭に、さまざまなハイテク分野（ウェアラブル、AR／VR、ロボティ
クス、半導体など）19と地域（主にアメリカ）で次々に資産を買収してい
る（図19）。
 
ハイテクの砦を打ち立て守備するための中国や米国などの政府の取り
組みは、将来の製造業の競争力という場ではるかに大きな役割を演じ
るだろう。それにも関わらず、保護主義的政策の増加が前途を危うくす
るかもしれない。各国と各企業は、競争上の地位を確立しようとするな
ら、市場に基づく健全な競争を活性化する環境づくりを目指すべきであ
る。

図 18 R&D支出では、中国はアメリカとの差を急速に縮めている

注：研究開発支出総額は、国内に所在するすべての企業、研究機関、大学と政府の研
究所などが行う R&Dへの支出総額（経常支出および資本支出）と定義される。海外
から資金が提供される R&Dを含むが、国内経済の外で行われる R&Dへの国内からの
資金提供は除く。

出所：経済協力開発機構 (OECD), Main Science and Technology Indicators

図 19 過去数年間、中国企業はハイテクおよび工業分野の複数の部門や地域で重要な企業買収を完了

出所：Thomson Reuters、Thomson ONEのデータに基づくDeloitte analysis
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Total China-led M&A deal value ($ billions), by target sectors, 2013-2017 Chinese external M&A deal average annual value ($ billions), by target country (top 10 nations), 2013-2017
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エグゼクティブとテクノロジーの有識者 20名以上に行ったインタビューで明確かつ顕著に一
致した意見は、エクスポネンシャル（指数関数的）なテクノロジーの役割がかつてなく重要
だということである。インタビュー対象のエグゼクティブは、製造業企業は既にエクスポネ
ンシャル（指数関数的）なテクノロジーの変革的な効果を理解し始めており、さまざまな次
元で大きな潜在的可能性を感じていると断言する。

エクスポネンシャル（指数関数的）
なテクノロジー：詳細分析

「テクノロジーによって、我々
はより効率的に物事を行える
ようになりました。効率性と
流通コストで見るとその影響
は 30 ～ 40%と大きく、こ
れはほかの方法ではなし得な
かったでしょう」
⸺
エグゼクティブ

「先進的アナリティクスと機械学
習を利用して我々が見つけた解
決策は変革的でした。ほんの数
分で何百万個もの変数を処理で
き、そのため何百万ドルも節約
できています」
⸺
エグゼクティブ

「従来の製造業モデルは製品中
心でした。この2年間で、サー
ビス・ソリューションとデータ
の価値を手に入れる新しいビジ
ネスモデルを見つけました。ほ
かの業界では、これまでと異な
る方法で勝負をする企業がいま
す―そういった企業は、プラッ
トフォームアプローチを取って
います―そういった企業の存在
に製造業者も気づき始めまし
た。これは、製品からプラット
フォームとしての製品へと移行
することで、これまでにない価
値の源泉を生み出し、獲得す
るということを意味します」
⸺
エグゼクティブ
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図 20 エクスポネンシャル（指数関数的）なテクノロジーによるデジタル製造業の変革の例

出所：Deloitte, The chemical multiverse 4.0: Promising future for the strong, decisive, and persistent

製造業界は、足並みを揃えてテクノロジーを利用することで製品中心のビジネスモデルからプラットフォームモデルへの移行を後押しし、根本的にこ
れまでと異なる方法で価値を創出し獲得することによって、テクノロジーの潜在的可能性をフルに発揮することができる。図 20は、一連のエクスポ
ネンシャル（指数関数的）なテクノロジーによって、ネットワークにつながったスマートなデジタル製造企業がどのように生み出され、どのような種
類の能力とメリットが実現できるかをまとめたものである。

資源を大いに活用し、顧客と関わる製品プラットフォームにフォーカスし、テクノロジーを活用する製造企業は、未来で大きな成功を収めるだろう。
次頁からは、製造業にとっての新しい価値を生み出し、世界の製造業界を変革しつつある、最も有望でエクスポネンシャル（指数関数的）なテクノロジー
を 13個取り上げ、詳細な分析を行う。

出所：Deloitte analysis
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松代 孝博　マネジャー
SCM ストラテジーチーム担当。精密機器メーカーの全社経営改革、電機メーカーの SCM
戦略策定、部材メーカーの流通拠点再編などのプロジェクトに従事

デジタルトランスフォーメーションの好機
―伝統的な“考え方”と“慣習”から脱却せよ―
日本の製造業を取り巻く現状
製造業を取り巻く課題として、先進国における少子高齢化、米中間の
摩擦に端を発した貿易戦争、第 4次産業革命への追随と先進技術の
活用等がよく挙げられている。特に、本レポート10頁以降でも触れら
れている「インダストリー 4.0」は、避けられないアジェンダであり、
海外・日本問わず、企業がこぞってデジタルトランスフォーメーション
を推し進めているのは、周知の通りである。
そのデジタルトランスフォーメーションだが、製造業にとってのメリット
は、コスト面と、売上面の 2つに大きく分けることができる。コスト面
においては、RPAやセンシング技術の進化が既存業務の効率化をもた
らし、生産性の向上を大幅に向上させる。売上面においては、人工知
能（AI）や IoTの発展が、既存の業界・慣習の枠を超えて、新規ビジ
ネス・サービスを創出する。前者の例としては、「金融業界の RPA導入
による、事務作業削減ならびに人的資源の最適配置」などが挙げられ
る。後者の例としては、トヨタが米ウーバー・テクノロジーズに 5億ド
ルを出資し、両社が提携して自動運転技術を活用したライドシェアサー
ビスの開発を行う事例などが該当する。
このようにデジタルトランスフォーメーションが、世間の耳目を集める
一方で、多くの日本企業が、デジタル化の推進に対し、暗中模索の段
階である。トップがメッセージとしてデジタル化を宣言するも、実務層
で検討がスタックするケースも良く見受けられる。
本稿では、日本企業において実際どの段階までデジタル化が進んでい
るのか？今後の発展、推進のために必要な方策は何か？という観点で
述べていきたい。

デジタル化の推進状況
日本では、一部の先進的な企業が全社的なデジタル化の方針策定、
デジタル組織の構築、先進技術の実証実験を始めている。
例えば水処理事業を主力とする栗田工業は、水処理薬品や水処理装
置の「モノを売る」事業から、 IoT/AIを活用し、顧客のプロファイリン
グに基づく総合的なソリューションを提供する「価値を売る」ビジネス
モデルにシフトしつつある。
ブリヂストンは「製品販売からソリューション提供に大きく舵を切り、
デジタルトランスフォーメーションを加速させる」とし、CDO（最高デ
ジタル責任者）を設置し、デジタルソリューションセンターを新設して
いる。
自動認識ソリューション大手のサトーホールディングズは CMO（最高
マーケティング責任者）を中心に、 “次の 20 年” を見据え、全社的に
IoT活用を推進している。
これらはデジタル化が先行している企業例と言えよう。
一方、日本全体での傾向はどうか。日本情報システム・ユーザー協会の
「デジタル化の進展に対する意識調査」によると、回答者の 89.4%が「欧
米企業に対し多少遅れている」、もしくは「圧倒的に遅れている」を選
択している（図表 1）。つまり大半の日本企業は、全般的にデジタル化
は遅れている、という認識を持っている。

これは、日頃からデジタル化を前進させようとしている企業と接する
我々の感覚値とかなり近い。経営層がデジタル化による “概念的” な
効用を理解していても、現場レベルではデジタル化の目的・意義を腹
落ちできていないケース、また目的が理解されていても人的リソース等
の制約があり検討が加速しないケースなどが散見されている。
典型的な例を紹介する。あるハイテク企業では、全社的な注力施策と
してデジタル技術の活用がフォーカスされ、各機能・部門にて企画検
討が進んでいた。しかし、実際の事業として収益に繋がるような発展
には及ばず、各部門のデジタル化のナレッジが蓄積されるに留まって
しまった。
当該企業が失敗した最大の要因は、「デジタル化を活用した事業の勝
ち筋」を描けず、バリューチェーン全体で価値創造が出来なかったた
めと推察される。そもそもデジタル技術により、最終的に既存ビジネ
スのどこに、どのようなインパクトを与えるべきかを描き切れなかった
のだ。同じようなケースが枚挙に暇がない。 

なぜ日本企業は、欧米企業に比べてデジタル化がうまく進まないのか
（もちろん、欧米企業でも全てうまくいっている訳ではない）。検討が
停滞する企業を見ると、共通する特徴が見えてくる。ここでは主なもの
を紹介する。

＜デジタル化推進が停滞する理由＞
●　従来の中期計画レベルの時間軸（3～ 5年）から脱却できず、

10～20年先の未来を構想できていない

●　一方で、足元の計画を作り込む事に執着し、実際発生する事象
に対して柔軟に対応できない

●　そもそもデジタル技術を使って、顧客にどのような価値を提供し
たいのかを描けていない（事業の勝ち筋を示せていない）

●　目指す姿が曖昧であるため「デジタル化」の旗を立てるも現場が
腹落ちせず、時間と共に停滞する

●　デジタル化検討が、限定的な領域・製品に留まり、全社的な取
り組みに昇華できていない

　　
大半の企業が、多かれ少なかれ上記の特徴を有しており、全社的なデ
ジタルトランスフォーメーションに繋げられていないのが現状である。

それでは今後、日本企業がデジタル化をより強力に推進するには、何
が必要だろうか。肝要は、日本企業が過去の成功体験に基づく伝統的
な “考え方” と “慣習” から脱却することにある。
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各企業の事例は各社 HP、各種報道資料より作成
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デジタル化推進にむけた方策

デジタル化を成功させるための要諦は以下の 3つである。

1　顧客に学ぶ
顧客の定義を広げ、社会全体・新規顧客の要求を満たすために、
どのようなデジタル技術が活用できるかを構想する。顧客志向自体
は新しい考え方ではないが、自社が価値提供する顧客とは誰なの
か？という点から思考する

2　隗より始める
全社的なＤＮＡにデジタルを埋め込むためには、トップマネジメン
ト層が率先して、“圧倒的スピード” で進化する技術を自ら学び、
そして判断する姿勢が必要。それが全社的なチェンジマネジメント
に繋がる

3　まずは実践
綿密な計画を作らず、実行と観察を繰り返して軌道修正を繰り返
す。そのアプローチを繰り返す事で、検討主体の反射神経が高まり、
観察・状況判断・意思決定・行動のサイクルが早まる
（例）PDCAではなくOODA 型意思決定の導入（図表 2）

顧客が本当に望むものが何かを考えて愚直に追求する、トップマネジ
メント層の姿勢・取組みが全社的に伝播する、10年～ 20年先を見据
えつつ計画ありきではなく実践と検証を繰り返す、これらの事が出来
る企業が成功に近づけるのではないか。

これまで日本の製造業がデジタル化を推進するための処方箋を述べて
きた。

前述の通り、デジタル化において日本企業は欧米・中国よりも劣位に
あるとの見方が一般的である。一方で、日本特有の構造的課題は、デ
ジタルトランスフォーメーションを活用する好機ではないだろうか。労
働人口減が特徴的だが、日本は先進国随一の働き手不足であり、労働
力を確保する良策も現時点では見つかっていないため、将来的には業
務の機械化・自動化が必至となる。AIや RPAを活用して生産性を上げ
ざるを得ない。

欧米・中国がデジタル技術を活用して企業競争力を高めている中で、
日本もデジタル化を推進せねば将来的により劣位に立たされる事は自
明である。日本企業は決して諦観する事なく、進化に適応するための
キーサクセスファクターを咀嚼し、ありたい姿の実現に向けて着実に
前に進むことが重要ではないだろうか。
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出所：日本情報システム・ユーザー協会「デジタル化の進展に対する意識調査」よりデロイト トーマツ コンサルティング作成

図表 2：OODA型意思決定のフレームワーク

反射神経型マネジメントの OODAループ（健全な意思決定）
OODAとは、Observe（観察）、Orient（状況判断、方向づけ）、Decide（意思決定）、Act（行動）の頭文字をとったもの
で、アメリカで生まれたビジネスメソッドである。もともとは朝鮮戦争の時にある米国空軍パイロットが提唱した方法で、
日本のビジネス現場でも応用が広がっている

デロイト トーマツ コンサルティング作成

図表 1：デジタル化の進展に対する意識調査結果
Q. デジタル化の進展への対応に向けた日本企業の取り組みの状況について、どのようにお考えですか？

39.4% 50.0%
欧米企業に対して、圧倒的に遅れている 欧米企業に対して、多少遅れている

欧米企業に対して、
遅れているとは思わない

6.3% 4.3%

よくわからない
89.4%

PDCA OODA
計画の管理・監視が最重要視される 柔軟な判断や迅速な実行が最優先となる

Plan Do Check Action Observe Orient Decide Act

PDCAは、当初立てたPlanがスタートとなり、
進行中の管理・監視が最重要視され、KPIを
ベースにPDCAサイクルを回す手法 

OODAは、柔軟な判断や迅速な実行が最
優先となり、市場や顧客ニーズの変化を迅速
に捉え、計画の多角的な検討と柔軟な発想、

臨機応変な対応を求める手法
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3Dプリント（付加製造）

市場規模と予測成長率21

予測期間中（2016～ 2021年）：

主要セグメント：自動車設計－迅速な試作車の製作、航空宇宙・
防衛部品の製作

最も成長の速いセグメント：歯科、医療インプラント・医療機器、
製品・試作品の製作

支出額が最も多い地域：アメリカ、西欧、アジア太平洋（日本
を除く）

概要 :20 3Dプリントは、機械加工のような従来の「引き算的」な製造方法とは対照的に、3Dモデルのデータを基に層を重ねることで物
体を構築していく「足し算的」なプロセスである。3Dプリントは、従来の方法では困難な複雑なデザインの作成が可能になり、製品の設
計開発にかかるかなりの時間を節約できる上、製造過程ではスクラップが発生しない。

今後の課題22

1.  製造業レベルの均一な品質と、良い材料特性の条件とを兼
ね備えること。

2.  モデルの作成、支持材の除去、材料のリサイクルなど、生産
工程における加工前後の手順にかかる時間およびコスト。

3.  機械と材料にかかるコスト。

4.  セキュリティ、知的財産権の保護、規制上の課題、臓器に
対するバイオプリンティングや銃器などの 3Dプリントに対す
る社会的課題。

5.  業界による製造／工業規格の未整備。

現在の活用23

コンセプトモデリング・プロトタイピング、構
造的・非構造的生産部品のプリント、少量の
交換部品のプリント。

航空宇宙・防衛など製造業のプロトタイピン
グ、ツーリング、機能的最終用途部品の製造。

電池、燃料電池、電気機械式アクチュエーター
など、幅広い用途での新しい材料の作成。

将来の展望24

新素材を組み合わせて自動車や航空宇宙の部
品、アクセサリの改良。

住宅や建設業などで 3D材料が手に入りやす
くなり、3Dツーリングが普及し、3D製造が
スピードアップすることで、3Dプリント製品の
生産が迅速化可能。

オープンソースの設計と 3Dスキャンコードを
使用した、カスタマイズされた製品のオンデマ
ンドプリント。

ご存知でしたか？ 2020年までに世界全体の製造作業の75%で、3Dプリントされた道具、治具、備品が
完成品の生産に使用される可能性があります25。

$130億

$360億

2021年2016年

CAGR=22.3%



33

Exponential technologies in manufacturing
テクノロジー、人材、イノベーション・エコシステムが製造業の未来を変える私の見解  | 3Dプリント（付加製造）

Andre Wegner
CEO, Authentise
Chair, Digital Manufacturing, Singularity University

付加製造の新時代を迎えて
General Electric（以下GE）が2016年後半に
付加製造（AM; Additive Manufacturing）
装置の大手サプライヤー2社を買収26したこと
は、3Dプリント市場が2度目の転換期を迎え
たことを示している。最初の転換期は2008年
頃で、基となる技術の原特許の期限が切れ始
め、シンプルな3Dプリンタの価格が一気に下
がり、このツールにアクセスできる潜在ユー
ザー（企業と個人）が増えた。今回は、大手製
造業者がこの技術の戦略的重要性を理解し、
それを活かそうとする中で、特に医療、船舶、
航空宇宙といった業界で、生産技術としての
付加製造（AM）の時代が名実ともに到来し
た。

GEがまず付加製造（AM）をセンサーハウジン
グと燃料噴射ノズルの生産に使用したことは
可能性の暗示であったが、同社の最近の発表
ははっきりと変革を表すものである。GE初の
ターボプロップエンジンの35%が3Dプリント
されて、部品数がかつての855個から12個に減
り27、これによってGEが同エンジン市場に進出
できるのだ。一方、アライン・テクノロジー社
のインビザラインはこの技術のもう一つのメ
リットであるカスタマイゼーションを駆使して
歯列矯正具を生産し、同社は付加製造企業と
して初の収益10億ドルを達成した。 Zimmer 
Biomet社やStryker社などの医療機器メー
カーは金属製の脊椎、腰、膝などのインプラ
ントに大きな投資を行って追随する。一方でス
ペースXは、付加製造した部品と従来の方法で
加工した部品との同社での比率が間もなく2：
1になると予想している28。

これらの用途は、現状では付加製造（AM）よ
りコストが1桁安いことが多い従来型ツールで
は実現不可能なメリットをもたらす。カスタマ
イゼーションであれ、軽量化であれ、部品数
の削減であれ、純粋な加工能力であれ、付加
製造（AM）で生産されたこうした部品はそれ
自体で費用に見合った効果がある。そうした
中で、ほかの業界やユースケースでも利用可
能になる程度にまでコストが下がり性能が改
善しつつある、付加製造（AM）の材料、プロ
セス、機械の進化を、それぞれが目の当たり

にしている。既に、キャタピラー社からドイツ
鉄道社に至るまで、大手製造業者とユーザー
がスペアパーツ向けに付加製造（AM）を検討
している。自動車の相手先商標製品製造業者
（Automotive OEMs）もこのテクノロジーを
取り入れつつあり、ルノー社は先ごろ、同社初
となるすべて3Dで製造したエンジンブロック
を発表した29。

やるべきことはまだ多くある。大手総合化学
のBASF社やDow社などが市場参入したにも
かかわらず、材料の種類（最新の集計で900
種類以上）は従来型のツールと比べてまだ少
なく、特徴も少ない。また、特にStratasys社
やViridisの機種のように標準化されたロボッ
トアームを使用するなどして、3Dプリンタの大
きさは改善されてきたものの、一般的なチタ
ン印刷を行うのにまだ24時間以上かかる。

ただし、解決策は準備されている。Lawrence 
Livermore Labはマルチアレイダイオードレー
ザー印刷に関する論文を発表した30。この新
技術は金属印刷のコストを改善し、速度を10
～100倍に引き上げる。生物物質の培養およ
び「印刷」と同様、現在は商品化の段階にあ
る。ソフトウェアも付加プロセスを支援する。
ジェネレ―ティブデザインツールと付加製造
（AM）中心のシミュレーションパッケージの
導入を進めれば、エンジニアがこの進化しつ
つあるテクノロジーを最大限に活かして構築
の失敗を防ぐことに役立つ。

付加製造（AM）ツールを機械や日常的なイ
ンターネット・オブ・シングス（IoT）機器と接
続することが、アイディアから部品までのバ
リューチェーンを完全にデジタル化するための
次のステップである。こうしたバリューチェー
ンでは、我々の身の回りにあるデータを基に
デザインが自動的に作成され、可能な限り効
率的な方法で各プロセスがシームレスに実行
される。こうすることによって、インダストリー
4.0アプローチをほかの製造部門に応用でき
ることを付加製造（AM）が証明しようとして
いる。最終的にこれが付加製造（AM）の最も
影響力の大きな貢献となるかもしれない。

Wegner氏の本稿への参加はあくまで教育目
的であり、この分野に関する同氏の知識に基
づいており、同氏が表明する見解はあくまで
同氏のものである。本稿はAuthentiseのため
にビジネスを勧誘する目的のものとみなすべ
きではなく、そう解釈すべきでもない。また、
デロイトはAuthentiseが提供するサービス
や商品を宣伝するものでも認めるものでもな
い。
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荻原 渉　マネジャー
SCM 製品開発 /製造チーム担当。10年以上の製造業 R&D領域でのコンサルティング経
験を有する。得意領域は、R&D戦略、リソースマネジメント、新製品導入プロセス構築、 
PLM構築など

事業課題の解決に 3Dプリンタを組み込むシナリオ
－テクノロジーからソリューションへ－
3Dプリンタ国内の状況

前頁Wegner氏のコラムでは、「付加製造の新
時代を迎えて」と題し、欧米企業による先進
事例を複数紹介している。各事例の特徴は 2
点あり、1つは金属材料を用いて、既存工法
よりもはるかに効率の高い方法での造形を実
現させている点、もう1つは、試作部品から
最終製品の部品へと用途が変化・拡大してい
る点である。特に最終製品に適用している事
例は、従来 3Dプリンタの弱点と言われていた、
強度、精度、品質の安定性、さらに量産部品
を上回る投資対効果といった技術課題とビジ
ネス課題に一定の目途が付きつつあることを
示しており、大きな転換点を迎えていると言え
る。

一方、足元の日本国内の状況を見ると、IDC 
Japan社の発表*1によれば2017年の国内3Dプ
リンティング市場の総売上額は308億円で、
対前年比は8.9％であった。

業界の動向を毎年まとめているウォーラーズ・
レポート2018年版を引用したフォーブスの記
事*2によると、2017年実績で、世界の3Dプリ
ンティング産業全体が73億ドル、対前年比は
21%に達しており、日本の成長率が世界市場に
対し遅れを取っている現状が垣間見える。

日本国内の 3Dプリンタの市場が大きく伸びな
い理由はいくつか考えられるが、スキル人材の
不足、日本の厳しい品質基準に対する技術課
題に加え、IDC Japanは同発表の中で「市場
拡大のためには、ベンダーが 3Dプリントによ
る製造プロセス革新の提案を行うこと」とコメ
ントしている。

バリューチェーンにおける 3Dプリンタ活用
シナリオ

日本企業における 3Dプリンタ活用の突破口と
してデロイトが提唱するのは、事業課題に対し
て 3Dプリンタをどう解決策に組み込むか、と
いう切り口でのシナリオプランニングと、部門
横断の業務改革プロジェクトの企画推進であ
る。

これまでは 3Dプリンタをひとつの製造装置と
して評価し、3Dプリンタ単体で完結する試作
品等の作成に適用してきた。試作品の製作用
途では、委託サービスも含め一定の市場サイ

ズに到達したと考えられるが、3Dプリンタや
材料、ソフトウェア等の周辺技術の進化によ
り、今後は最終製品への適用が進むものと予
想されている。欧米企業の事例はこのトレンド
に符合しており、日本企業にとって脅威となり
うる。

デロイトでは、3Dプリンタを適用するビジネ
スシナリオ策定のためのフレームワーク（図表
1）を提供し、クライアントの課題認識の明確
化と 3Dプリンタの適用シナリオのすり合わせ
を支援している。このフレームワークは 3Dプ
リンタがインパクトを与える対象を製品とサプ
ライチェーンの軸に分け、インパクトの大小で
4つの象限に分けている。

この 4つの象限の中で、デロイトが着目してい
る領域が、B：サプライチェーンの刷新　であ
る。さらに、Bの領域の中でも、アフターパー
ツの最終製品に 3Dプリンタを適用する動き
が本格化しつつある。

日本でのこの動きのきっかけは、2017年に
中小企業庁により施行された、業種別下請ガ
イドラインである。このガイドラインは、中
小企業の取引条件の改善を目的に、2016年
に中小企業 200社を対象にヒアリングとアン
ケートによる調査を行い、金型保管費用の負
担や、金型の廃棄ルールなど、中小企業に不
利な取引条件を是正する目的を含んでいる。
このガイドラインを契機として、大企業が金
型保管費用を負担する流れが予想され、金型
の保管等を含めたアフターパーツ管理コスト
の削減を支えるソリューションとして、金型な
しで部品製造できる 3Dプリンタへの置き換
えが進むものと見込んでいる。

アフターパーツ領域に 3Dプリンタを適用し、
金型の削減という短期的かつ定量化可能な効
果を得ながら、自社に 3Dプリンタ製造のノ
ウハウを蓄積しつつ、さらに 3Dプリンタ製造
に合わせた自社の品質保証基準を確立させる
ことで、3Dプリンタで製造可能な部品の対
象範囲の拡大が見込め、従来工法では実現
できなかった競争力の高い QCDの向上の実
現が見込める。

単独部門、単独のツール検証から発展させ、
事業課題の解決方法としてどう 3Dプリンタ
を位置付けるのか、という、全体最適かつ部
門横断でのディスカッションが不可欠である。
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High

Low Low High

Product im
pact

Supply Chain impact

C D

A B

Design for Functionality
（機能性、顧客ニーズ実現の追求）
顧客要求に応じたデリバティブの
カスタマイゼーション
製品機能性の劇的な向上
市場環境変化に即した製品開発
より複雑な機能を持った製品開発

・

・
・
・

Production Support
（各プロセスに限定した効率性改善）

設計・試作への適用
ラピッドプロトタイピング
少量生産、カスタムツーリング
補助的・保険的な供給能力の確保

・
・
・
・

Manufacturing On Demand
（サプライチェーンの刷新）

消費地でのオンデマンド製造
即応性・フレキシビリティの追求
需要不確実性のコントロール
在庫・リードタイムの劇的な削減

・
・
・
・

Business Model Innovation
（新たなビジネスモデル・エコシステム）
“カスタマーエンパワーメント”
（新商品・サービス開発への顧客関与）
マスカスタマイゼーション
カスタマーオンデマンド生産
サプライチェーン仲介者の排除

・

・
・
・

図表 1：3Dプリント適用の観点

出所：デロイト トーマツ コンサルティング
*1:2018年 7月 11日 IDC Japan株式会社プレスリリース
*2:2018年 6月 4日 Forbs「Wohlers Report 2018: 3D Printer Industry Tops $7 Billion」



35

Exponential technologies in manufacturing
テクノロジー、人材、イノベーション・エコシステムが製造業の未来を変える

先進的アナリティクス

市場規模と予測成長率32

予測期間中（2016～ 2021年）：

主要セグメント：サービス（IT + ビジネス）およびソフトウェア（エン
ドユーザーの問い合わせ、報告、分析ツールおよびデータウェアハ
ウス管理）

主要業界：受注生産、銀行、加工製造業

支出額が最も多い地域：アメリカ、西欧

概要 :31 先進的アナリティクスでは、汎用的なデータインテリジェンスの収集を超えてデータの統計的検討と分析を行い、実行可能な深い洞
察を明らかにするとともに、自律的または半自律的に予測を行う。パターン認識、テキストアナリティクス、クラスター分析、因子分析、多
変量モデリング、重回帰、予測、機械学習、シミュレーション、ニューラルネットワークなど、幅広い統計学の手法や手順が含まれる。

今後の課題33

1.  先進的アナリティクスはメニュー方式で使いやすく透明性を
持つようにパッケージングする必要がある。

2.  データの収集と加工のタイムラグに対処しなければならな
い。

3.  所有権、ガバナンス、規格という重要な管理上の課題を検討
しなければならない。

4.  一部業界のデータはほとんど規格化されておらず、細分化
されていることが多く、または互換性のない形式でレガシー
と呼ぶべき ITシステム上で生成されている。

現在の活用34

消費者の行動と購買パターンの予測、需要の
予測と対応、サプライチェーン業務の円滑化。

製造プロセスの初期段階で回路基板の不具合
を予測し、高品質領域のエネルギーを予測し
て、エネルギーグリッドの過負荷状態を予測。

航空機の状態のリアルタイム監視、システム
や部品の故障を事前に発見、インテリジェン
トなスケジューリングと予測のモデルを作成。

将来の展望35

レコメンドの自動生成、人間の介入を最小
限に抑えた自己学習サプライチェーンの実
現。

現地の需要に合わせた（太陽光発電など
再生可能エネルギー源からの）電力供給
による発電効率の向上。

航空機保守のデータとスケジュールの大
規模デジタル化、「コネクテッドプレーン」
実現によるビジネス分野や機能分野間の
シナジー。

ご存知でしたか？ 最近の先進的アナリティクスは飛行機の遅れやキャンセルの確率を予測することがで
きます36。

$1360億

$2320億

2021年2016年

CAGR =11.3 %
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William Sobel
Chief Strategy Officer, VIMANA
Chair, Technical Steering Committee, MTConnect Institute

先進的インダストリアル・アナリティクス：インダストリアル IoTのエンジン
「データはインターネット・オブ・シングス（IoT）
の燃料である」と言われているが、データを
燃料とするならするば、アナリティクスはエン
ジンである。ほかの業界が、ウェブ上で生成
されている何ペタバイト（後にエクサバイト）
ものデータを掘り進み、ビジネス上の付加価
値を実現するために、機械学習と人工知能（以
下 AI）を用いた先進的アナリティクスの新分
野へと進化していった一方、インダストリアル
分野における応用は何年もの間低迷した。そ
の間、インダストリアル分野では、1980年代
から使用されている同じ PLC技術と CNC技
術が根付いていた。

インダストリアルデータと最新の分析手法を
使用するというアイディアがCisco37などの大
企業によって広まり、市場アナリストに採用さ
れたのは、2011年になってからであった。初
めは市場規模が数千億ドル程度と推定された
が、すぐに1兆ドル以上の規模に成長した38。中
心的な考え方は、「世界のすべての工業機械
からすべてのデータを集めることができれば、
ネットワークにアクセスできる人の数を有に超
えるだろう。そのメリットが新しい商品とサー
ビスづくりに直接影響を与えるため、価値創出
の確率も大きく上がるだろう」というものであ
る。

2 0 14年 3月には I n d u s t r i a l  I n t e r n e t 
Consortium（IIC）が設立された。その目的
は、インダストリアルにおけるインターネット
問題に対処すること、安全性、セキュリティ、
決定論的挙動といった工業用途の要件を満た
すためにアーキテクチャ上の問題点を的確に
指摘する体制を整備することである。IICはそ
の憲章の中で、先進的インダストリアルアナリ
ティクスの必要条件と懸念事項の詳細分析に
ついて規定する文書を策定した39。

先進的アナリティクスのソリューションとして
喧伝されている主なツールは機械学習と AIで
あり、この 2つは併称されることが多い。機
械学習は AIの一種で、AIはソフトウェアを「ス
マート」と思えるように動かせるすべてのテク
ノロジーを包摂する概念である。機械学習と
は、大規模データセットのパターンを発見し
自動的に分類と特徴抽出を行うために、デー
タ駆動型の統計的手法を用いることによって、
ソフトウェア・エンジニアリング・プロセスを

自動化するテクノロジーの集合である。これ
らのデータセットはソフトウェアに学習させる
ために使用され、その結果得られたモデルを
導入することで、決定論的データインモーショ
ン問題を処理することができる。

 AI分野で最近注目されているのはディープ
ラーニングである。これは特徴抽出の必要性
を減らすために多層ニューラルネットワークを
用いる。ディープラーニングは、モデル作り
の手法の自動化をさらに大きく進めることが
できるが、アルゴリズムはさらに複雑になる。
ディープラーニングというテクニックは古くか
らあるが、実用化されたのは最近になってか
らで、GPUと CPUの性能が向上し、モデル
作りに必要な大規模で低コストの大容量スト
レージが利用可能になったことで実現した。

機械学習と AIは万能ではない。これらの方
法はある種の問題を解決できるが、常に最適
な解というわけではない。最も普及している
ユースケースは健康状態の予測とメンテナン
スで、これは潜在的価値が大きいが、動作状
態の数が限られたシンプルな機器でないとう
まくいかない。これよりもはるかにタイム・トゥ・
バリューが短い統計的手法とリアルタイムイ
ベント処理技術は、複合イベント処理（CEP）
など数多くある。今後は、従来のテクニック
が機械学習および AIと組み合わされることに
なるだろう。より処方的なシステムを作れるよ
うになるからである。アーキテクチャが主に
目指すべき方向性は、場所に依存しないシス
テムを作ることである。そうすれば、工業シ
ステムの要件を満たし、そのシステム内でそ
の機能を果たせるように、最善の形で導入で
きる。

これらのテクノロジーの真のメリットが見られ
るのは、我々が自己認識的な工業システムに
移行した時だろう。つまり、自己管理が可能
で、システムの状態と機能にリアルタイムにア
クセスできるシステムである。そうすれば、生
産性とパフォーマンスを最適化するための解
決策を先進的アナリティクスによって導き出す
ことができる。最終的には AIアナリティクス
が、自律的にコラボレーションして意思決定
過程を最適化する能力を持つ工業システムの
基礎となるだろう。

Sobel氏の本稿への参加はあくまで教育目的
であり、この分野に関する同氏の知識に基づ
いており、同氏が表明する見解はあくまで同
氏のものである。本稿は VIMANAのためにビ
ジネスを勧誘する目的のものとみなすべきで
はなく、そう解釈すべきでもない。また、デ
ロイトは VIMANAが提供するサービスや商品
を宣伝するものでも認めるものでもない。
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荒谷 裕介　シニアマネジャー
SCM ストラテジーチーム担当。米国系コンサルティング会社を経て現職。製造業における、
SCM改革を多数経験。近年は、SCMのデジタル化推進プロジェクトに従事

未知のデータがもたらす、アナリティクス・ビジネスの広がりについて
－アナリティクスの描く未来－

アナリティクスという言葉が、広く知られるよ
うになり、多くの企業が何らかの形で、意思
決定や日々のオペレーションに何らかの形で
アナリティクスを取り入れられている。近年で
は、データ分析の専門組織を作り、データの
統合管理と分析を請け負い、データドリブン
の意思決定の浸透を進められている事例を拝
見する機会も増えてきた。
米バブソン大学のトーマス・ダベンポート教
授によると、アナリティクスの活用の状況は、
3.0という新たなステージに到達したとの事で
ある。
アナリティクス 1.0の時代は、自社内の実績
データが分析の主な対象で、自社内で何が起
き、結果がどうなったかを、「説明的」に分析
していた。
アナリティクス 2.0の時代においては、イン
ターネットを主戦場とするリーディングカンパ
ニーを中心に、自社 ECサイトに代表されるオ
ウンドメディアの情報や、SNSなどの社外デー
タを分析対象に加え、将来の顧客ニーズを占
うような「予測的」な分析が発展していった。
その後、1.0、2.0の時代を経て磨き上げられ
たテクノロジーや、多くのアルゴリズムが安価
で供給され、またデータからオペレーション
の最適解を提示し、実行を促すような「指示的」
な分析手法が発展した事により、あらゆる企
業が、ビジネスに寄与するデータ分析と活用
を行えるようになったというのがアナリティク
ス 3.0の時代だ。
アナリティクス 3.0を多くの企業が推進してい
くと、日々の仕事はどのように変化していくか、
例をあげてみたい。
販売計画を作る際は、過去の実績やマーケッ
トの見通しを元に需要予測のベースラインが
作成され、それを事業計画達成の水準に引き
上げるために、どの顧客を対象に、どの種類
のプロモ―ションを、どれだけ投入するのが
最適かが、自動で示されるようになるだろう。
工場内では、どのタイミングで消耗部品を交
換すれば、部品利用の極小化と、設備寿命の
極大化の最適点を実現できるかが計算され、
交換部品の発注、交換が提案されるようにな
るだろう。
これらはあくまで一例であるが、判断材料と

なるデータが十分に揃っている領域において
は、データをもとにした最適解の導出と、そ
れに基づく業務のオートメーション化が進ん
でいくと考えられる。
こういった、革命的ともいえるパラダイムシフ
トが起きつつある中、効果的に活用が進む企
業と、そうでない企業との間には、数年のう
ちに、大きな差が開いてくると考えられる。で
は、その差は、どこでつくだろうか。
まず、分析のためのツール・環境に関しては、
少なくとも日本においては、欧米企業と比較
しても、ほぼ条件的な差は無いと言ってよい。
元々、分析に用いるアルゴリズム自体は、論
文等で広く公開されているものであり、それ
をプログラム化し、操作性のよい画面を付属
させた製品も、安価で供給されつつある。情
報を蓄積するためのデータベースや、高性能
な CPUを搭載したサーバー機能も、クラウド
サービスで安価に提供されており、資金にゆ
とりのある大企業でなくとも、調達は可能で
ある。
このため、差がつくとすれば、いかに有益な
データを自社で蓄えるか、そしてデータから
得られた示唆を、どうお金に換えていくか、
のアプローチにつきると考えている。
このアプローチは、大きく 2通りある。自社
内において、今まで取得できなかったデータ
を取得し、操業を効率化する事で、ボトムラ
インを下げるやり方、そして、社外から必要
なデータをアグレッシブに収集し、得られた
示唆を外販する事で、トップラインを上げる
やり方である。
前者のアプローチは、日本においても比較的
活用が進んでおり、先ほど例で挙げた、需要
予測や、工場設備の消耗部品の交換等が該当
する。
後者のアプローチを最も進めているのは、
Googleではないだろうか。Googleの戦略は、
文書検索、画像検索、地図検索等のアプリケー
ションや、それをモバイル端末上で動作させ
るためのOSを無償で公開し、各国のユーザー
の利用を促す事で、大量のデータを世界中か
ら集め、それを元に、自動翻訳や、画像分類、
音声認識等の最先端のコンテンツを世に送り
だしている。

最近の例では、中国のアリババグループが提
供するアリペイもこのアプローチに該当する。
現在、中国で、アリペイを利用したキャッシュ
レスが急速に進んでいるのはご存じの通りだ
が、この購買履歴を活用する事で、個々人の
信用度の格付けを行い、借入の際の与信や、
金利優遇の判断材料として、提供されている。
Google、アリババに共通するのは、Web検
索や、決裁を行うためのプラットフォームを押
さえる事により、各個人ユーザーの情報が必
ず自社を通るような仕組みを作った事だ。こ
れにより、膨大かつ詳細な個人別のトランザ
クションデータを獲得し、得られた示唆を外
販することで利益を創出しているのだ。
この後者のアプローチは日本においてはまだ
進んでいるとはいえない状況だ。まず、プラッ
トフォームを押さえるというのが、そう簡単な
話ではない。また、諸外国に比べ、個人情報
に関するレギュレーションが厳しい事からも
わかるように、企業は顧客の情報を守って当
然という風土が根強く、積極的に利用する発
想が得辛いのではないかと考える。
だが、Googleやアリババと同じことをしない
までも、現在取得できていない顧客情報を収
集し、既存事業に寄与する、もしくは新規事
業の仮説を立てる、といった分析は、多くの
企業で十分実現し得ると考えている。
例として、自動車会社の取り組みをご紹介し
よう。この会社では、製品の色やオプション
をWeb上で自由にカスタマイズし、その画像
を印刷したカレンダーを無償で送るキャンペー
ンを実施した。キャンペーンを知人に紹介す
る機能も抜かりなく備わっている。購買意欲
を刺激するという直接的な効果ももちろんだ
が、どの色やオプションが潜在顧客にとって
人気があるかといったデータが、自動的に収
集され、初期配備計画や、モデルチェンジの
際の参考情報として利用できる。
このように、工夫次第で、示唆を導くための
新たなデータを取得する事は十分可能となる。
まずは自社の顧客接点を見つめなおす事、そ
こに、情報を収集するための仕掛けを巧みに
設置する事が、アナリティクス 3.0の世界に
足を踏み入れる最初の一歩ではないだろうか。
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先進材料

市場規模と予測成長率41

予測期間中（2016～2021年）：

概要 :40 「先進材料」には、軽量・高強度金属および高性能合金、先進的セラミックスおよび複合材料、重要材料、バイオベースポリマー、
ナノ材料などの化学物質と材料の全体を含む。

これらの材料は、熱、磁力、光学、触媒、構造、発光、電気に関する優れた特性を持つように、また高い寸法安定性、耐熱性、耐薬品
性、柔軟性、加工しやすさを示すように、設計したり最適化したりすることができる。そのため、部品の軽量化のために使用したり、機能
設計や製造に関するその他の課題の対処に役立てたりすることで、製造業者の新たな可能性を開くことができる。今後は、デジタルテク
ノロジーとエクスポネンシャル（指数関数的）なテクノロジーを使用して、これらのさまざまな先進材料から機能を組み合わせ、反復し、
生産し、加工することで、自然には発生しえない新しい種類の材料を作れるようになるだろう。

今後の課題42

1.  金属と合金については、ロット間の品質のばらつきや、工具
がすぐに摩耗するなどの工程上の課題が存在する。セラミッ
クスの機械加工コストは高いのが普通で、費用全体の 80%
を占める。

2.  カーボンファイバー複合材料など先進材料の製造工程のエネ
ルギー効率と環境フットプリントが最大の懸念材料。

3.  重要材料については、これらの元素の分離にコストと時間が
かかる。

4.  バイオベースポリマーでは、生産コストのさらなる削減とス
ケーラビリティの問題が最大の懸念材料。

5.  ナノ材料が環境と人間の健康に与える潜在的影響を推定する
ための予測モデルの開発が困難。

現在の活用43

航空機と自動車の部品の軽量化、電気自動車（EV）
モーターの永久磁石に使用、有毒な汚染物質を
ろ過するための自動車の触媒コンバーターで使
用。

ゴルフクラブのシャフトや自転車のロッドなどス
ポーツ用品の製造、固体照明用発光ダイオード
（LED）、風力発電機の永久磁石、先進的電池部
品に使用。

防食遮断塗料、紫外線防御ジェル、新しい難燃
性材料、高強度繊維およびフィルムの作成。

将来の展望44

アルミニウム合金と複合材料の割合を高めた航
空機の機体と自動車の車体の生産、高性能合
金の割合を高めた航空機エンジンとガスタービ
ンの生産。

熱可塑性敷板、建築材料、家具、自動車部品
での天然繊維複合材料の使用増加。

次世代モニターおよびデレビの放出素子として
新しい種類のディスプレイにカーボンナノチュー
ブを使用、OLEDディスプレイ、照明、薄膜光
電池、フレキシブルセンサーに、印刷された有
機エレクトロニクスを使用。

ご存知でしたか？ ナノスケールの生体構造は光を利用し、水から水素を生成できるようになりました45。
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Jim Phillips
Chairman of the Board and CEO, NanoMech®

Nanomanufacturing: Small is the new big 

ダイナミックで変革的なナノテクノロジーとナ
ノマニュファクチュアリングの分野では、「小
さいほど良いこと」であり、「小は新しい大」
である。柔軟で適応性のある材料と低コスト
で高性能な材料を探し続けた結果、ナノテクノ
ロジーが21世紀で最も急成長する技術的・商
業的イノベーションの1つとなりつつある。Lux 
Researchは、ナノテクノロジーを利用した製
造品の価値が2007年の1470億ドルから2015
年には3兆1000億ドルに上昇すると予測して
いる46。

ナノマニュファクチュアリング業者はナノス
ケール（10億分の 1メートル）の材料を使っ
て、より強く、軽量で、安全で、耐久性があり、
信頼性の高い次世代製品を生産している。ま
た、ナノマニュファクチュアリングは持続可能
な業務実践のうち最高のものを体現している。
なぜなら、材料を指数関数化し、廃棄物を減
らし、元素を再利用し、材料をリサイクルす
る方法を見つけ出し、そうして常に小を大に
する方法を考えているからである。

私の会社 NanoMechは、プラットフォーム・
ナノマニュファクチュアリング・テクノロジー
を用いて、世界中の企業、業界、政府向けに
多種多様な潤滑油、特殊化学薬品、コーティ
ングを生産している。応用分野には、自動
車・交通・トラック輸送、小売、エネルギー
製造・探索・供給、トラックおよび船舶製造、
インディおよび NASCARレース、農業および
建設機械メーカー、潤滑油の精製および合成
メーカー、航空宇宙製造、先進的軍事用途な
どがある。NanoMechは先進的繊維コーティ
ング向けに適応化学（adaptive chemistries）
において貢献中の案件がいくつかある。我々
は現在、次世代の米国陸軍の制服を開発中で
ある。要求は高い。制服の布は 1日 55回の
洗濯に耐えうる耐久性、および抗菌性・無臭・
耐火性で、敵の匂いを検知できるセンサーの
埋め込み、軽量・呼吸可能、柔らかさなどが
求められ、有毒な化学物質は使用されていて
はならない。ナノマニュファクチュアリングが
そのかつてない柔軟性によってプロダクトデ
ザインの新時代をいかに開くかを証明する、
多面的なチャレンジである。

アメリカは小を得るために大きく考え実行し
なければならない
ナノエンジニアリングとナノマニュファクチュ

アリングは、新材料の開発を劇的に加速させ、
膨大なナノスケールの用途と性能仕様を生み
出す。しかし、やや皮肉なことに、アメリカ
は小を得ることの恩恵を受けるために、大き
く考え行動しなければならなくなるだろう。

アメリカが技術革新の誇りある歴史を持つと
主張するのは正当なことだ。しかし、我が国
は成熟した国家になりつつあり、自分たちの
やり方に安住し、中国やインドなど、既に材
料市場の 80～ 85%を獲得した野心的な諸
国に遅れを取っている。新しいナノエコシステ
ムで全面的に競争できないのには、いくつか
の理由がある。大きな理由の 1つは資金提供
の優先順位である。米国のベンチャーキャピ
タルはソフトウェア分野に集中し、資本と新
興企業が最も増加しているのはソフトウェア
アプリケーションである。一方、他国はソフ
トウェア以外のエクスポネンシャル（指数関
数的）なテクノロジーに資金を投入してきた。
ディープサイエンスと製造業のイノベーション
のために資本を獲得するのが困難であれば、
アメリカは長期的に競争力を失いかねない。
官民連携（PPP）を例にとってみよう。これは
アメリカでは（少なくとも最近は）嫌われてい
るビジネスモデルだが、我々はイノベーション
インフラに資金をつぎ込む国家制度を持つ国
と競争しているのだ。我々は、競争力を持つ
ことを期待するなら、特に中小企業のイノベー
ションを支援するために PPPによる資金提供
制度を改良・再活性化する必要がある。

さらに、理系の従業員を育成する我が国のプ
ロセスも崩壊している。この崩壊は 30年前
に始まったと私は考えている。米国の教育制
度が産業技術の授業を廃止した頃である。製
造業の才能を持つ人がいて、その人が手作業
が好きでも、その興味を発揮する場所がなく
なったのだ。同じことが、家政学の授業が打
ち切られた時にも起きた。生物学や化学の好
きな（そして大学で科学を専攻したかもしれ
ない）女性が、科学的概念を実生活で応用す
る機会を失ったのである。その結果、我が国
の理系人材プールが劇的に縮小した。我々は
今すぐ人材育成プロセスを再活性化する必要
があり、その一環として、理系の才能と理系
分野に携わりたいという希望を持つ人々の関
心をアメリカがもう一度高められるように、こ
れらのコアコースを再導入することが求められ
る。

最も重要なことは、テクノロジーの移転と商
品化にさらにフォーカスし、アイディア化から
イノベーション、さらには商品化への移行を
迅速化し、アメリカのイノベーションが行き詰
まらないようにすることによって、連邦政府と
州政府の政策決定者はアメリカの競争力を改
善できるということである。

Phillips氏の本稿への参加はあくまで教育目
的であり、この分野に関する同氏の知識に基
づいており、同氏が表明する見解はあくまで
同氏のものである。本稿は NanoMechのた
めにビジネスを勧誘する目的のものとみなす
べきではなく、そう解釈すべきでもない。また、
デロイトは NanoMechが提供するサービスや
商品を宣伝するものでも認めるものでもない。
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Exponential technologies in manufacturing
テクノロジー、人材、イノベーション・エコシステムが製造業の未来を変える日本の視点 | 先進材料

高宮 寿美　シニアコンサルタント
SCM 製品開発チーム担当。化学系メーカーにて製品開発・営業技術・製品戦略及び営業
戦略立案を経験し、製造業の製品開発領域コンサルティングを担当。開発プロセス改革、
開発マネジメント改革に強み。二社間の営業・技術協業支援の経験あり

製造業者は高度なテクノロジーの転用を志向している
－先進材料からイノベーションを起こす－
多くの日本の製造業者は事業維持または拡大
を志向する場合、海外での売上向上を目指す。
しかし海外製造業者に対するコスト競争力を
持つケースは少なく、対抗策として、商品やテ
クノロジーの転用による事業機会の拡大を目
指す。「先進材料」分野は後者、特に高度な
テクノロジーの他分野への転用を好む傾向に
ある。
コストダウンが難しい理由は、「先進材料」は
多品種少量生産であること、技術的な標準化
にハードルがあること、相まって製造拠点の海
外移転も検討されづらいこと、などである。
製造業者はテクノロジーへのニーズの高まり
を捉えている
先進材料製造業者の考える高度なテクノロ
ジーとは、例えば材料の熱・光学的特性が卓
越していることである。製造業者はそのテクノ
ロジーを用いて、まずはエネルギーや環境問
題を一段上のレベルで解決するイノベーション
を目指す。さらに、卓越した商品によるブルー
オーシャンの開拓から、最終的には市場構造
を変革し、エクスポネンシャル（指数関数的）
な事業成長を目標としていく。
前々頁に記述の通り、航空機、自動車、建築
資材などにおける熱・光学的材料へのニーズ
は高まっている。多くの製造業者はその期待
をとらえ、自社のテクノロジーで次世代のイノ
ベーションをもたらす方法を検討している。
商品化に対する課題・困難
ところで、テクノロジーの商品化に必要なイン
プット情報は、テクノロジーをより高度にする
ための要求や課題だけでなく、商品に特異的
に要求される条件もある。例えば、商品がど
のような環境で使われ、どのような品質を求
められるのか。開発目標は、このような要件
を把握し、テクノロジーとのトレードオフを認
識して初めて正しく立てられる。しかし多くの
場合、製造業者の情報元は主に、各種白書、
新聞・雑誌、企業プレスリリースといった公開
情報であり、これらからは、技術要件に迫る
ことができない。
ナノテクノロジーやバイオケミストリーを駆使
した先進材料と、航空機や建築物といった最
終製品の間には、言うまでもなくサイズに大き
なギャップがあり、巨大な最終製品の使用環
境は、たいていの場合、ナノ材料の研究開発
環境やこれまでの使用環境とは大きくかけ離
れている。この結果として、用途分野で考慮

すべき点を見逃したまま先進材料の開発がス
タートするケースも珍しくない。このようなケー
スの着地点は、顧客にアプローチできた時点
で開発目標の大前提が覆ることであったり、
技術要件情報を得るために競合他社の後追い
に終始しレッドオーシャンに巻き込まれること
である。いずれにせよ当初志向したイノベー
ションとは程遠く、人・金・時間の再投資が必
要になる。
成功例：自社の位置付けを把握し将来を作る
語りつくされた題材ではあるが、Intelの CPU
の例を挙げたい。CPUは本稿で言う「先進
材料」には含まれないが、最終製品市場にお
いて（ときに代替可能な）部品・材料の位置
づけである点が「先進材料」と共通している。
全ての部品・材料サプライヤーが Intel型を目
指すわけではないのだが、ブルーオーシャン
の覇者となるには、代替可能なサプライヤー
に陥るリスクの排除は必須である。
Intelはマイクロプロセッサを元手に、PC市
場の不滅のリーダー IBMから主導権を奪った。
Intelの強さはマーケティング戦略・ブランド
戦略などの言葉で表されるが、言い換えると、
PC市場と技術を知り尽くし、双方の将来像を
作り上げて市場を誘導し、それに合った製品
を世に送り出したことである。
Intelは非常にチャレンジングな状況を乗り
切ったが、実は先進材料製造業者が目指すブ
ルーオーシャン開拓は、Intelのケースよりも
難しい。IntelはもともとPC市場のプレイヤー
であり、技術要件を把握しており、情報を獲
得できる状態にあった。一方で先進材料製造
業者は、最終製品市場に不案内で、技術要件
が分からず、情報入手ルートも極めて限られ
る状況を乗り越えようとしている。最終製品と
その市場、そして自社製品の位置づけを紐解
く方法は様々だが、確実に必要なのは、最終
製品市場に可能な限り早く入り込むことであ
る。
他社・他分野との協働における課題
他分野適用・商品化を志す製造業者は、これ
まで論じた様々な背景から、狙った市場に通
じている企業との技術的協働や、営業チャネ
ルの共有を目指す。日本の製造業者もこの点
を意識しており、M&Aや他社との協業に積極
的である。
一方で、技術漏えいを恐れるなどの理由から
十分な協働が行えないケースも散見される。

「シナジー」などの掛け声で思考停止すると、
協働と商品化を達成できないのである。
技術漏えいのリスクをマネジメントする唯一の
方法は、技術の可視化と漏えいリスクの評価
である。自社の技術と、そのうち暗黙知・ブ
ラックボックスと記述し真似されても問題のな
い範囲を明確にして初めて、リスクの評価や
漏えい防止の手段を講じることができる。
「技術の可視化」実施例
自社の技術は、まず製品を物理的なユニット、
投入されている技術、あるいはプロセスフロー
を軸にモジュール分解することで分析が可能
になる。モジュールごとに難易度や情報公開
状況（論文、特許など）を可視化していくと、
ブラックボックスにすべき範囲と公開しても良
い範囲を決められ、リスクマネジメントの具
体的方策を検討できるようになる。
なお上記方法は漏えいリスクをマネジメントす
る目的で記載したが、この分析を製品または
要素技術に対し実施し、かつ、市場ニーズの
顕在性 /潜在性、技術の実現難易度などを加
えると、狙うべき市場や商品像をブレインス
トームする際にも役立つ。市場ニーズが潜在
的で、自社技術でそれに応えられ、かつ、他
社には提供できないエリアが、ブルーオーシャ
ンの源泉になり得る。
最終製品市場に入り込む
製造業者が他分野へのテクノロジー展開を志
向する場合、展開先の最終製品市場を選択で
きない、最終製品市場へのアプローチに難航
する、他社との協業契約まで漕ぎつけたもの
の、実質的な協業状態にならない、などの課
題が考えられる。
特定市場へのアプローチは、M&Aなどの成
功例も多いため、資金力さえあれば専門家の
支援も豊富に得られることと思う。一方で自社
の技術やその立ち位置の把握をおろそかにす
ると、そもそも目指すべき市場の選択を誤る
か、運よく良い選択をしたとしても、協業で得
られたはずの効果を失ってしまうだろう。これ
ではイノベーションに向けて世界のトレンドを
作ることはおろか、既存の流れを読むこともで
きず、誤った方向にリソースを配分してしまう
ことになり得る。他分野への挑戦を志すので
あれば、未来を志向することと同じくらい、自
社の見えない部分を可視化し俎上に上げ、現
在を深く知ることも重要になってくる。
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テクノロジー、人材、イノベーション・エコシステムが製造業の未来を変える

先進的ロボティクス&コグニティブオートメーション

市場規模と予測成長率48

期間中（2016～ 2021年）：

主要セグメント：製造業、資源産業、消費者、医療

最も成長の早いセグメント：消費者、医療、小売

主要テクノロジーセグメント：ハードウェア、サービス

支出額が最も多い地域：アジア太平洋（日本を含む）、ヨーロッパ、
米州

概要 :47 先進的ロボティクスとは、職場へのナビゲーションなどハイレベルなミッション志向の命令を受け、人間の介入を最小限に抑えた
半構造的環境で複雑な任務を遂行できる機械またはシステムである。自律運転または遠隔操作の商用ドローンシステムのテクノロジーを
含み、陸海空を問わない。

ロボティクスとコグニティブテクノロジーを用いた自動化は、人間の行為と判断を真似ることで効率性の向上につながる。データ、アナリティ
クスの進歩と相まって、この一連のソリューションは市場を一変させる潜在的な可能性を持っている。

今後の課題49

1.  ロボットと一緒に働かなければならない製造業界の労働者の
スキルセットのギャップが拡大。

2.  特に中小製造業者にとってロボットの購入費用が非常に高い。

3.  ロボットと人間が共に働く場合は安全性に懸念。

4.  ロボティクスの大きな進歩はほとんどの場合、ハードウェア
のさらなる改善ではなくAIや機械学習の進歩によって起きる。

現在の活用50

受注生産、加工製造における組み立て、溶接・
塗装、混合における幅広い活用、インテリジェン
ス収集によるドローンの使用、化学物質の検出、
風力タービン翼の検査、携帯電話基地局・建設
活動・採鉱の監視。

金属加工、包装、試験・検査、部品組み立て、
積み下ろしなどの任務向けのコラボレーション・
ロボットの利用。

航空機の製造過程でロボティクスを使用するこ
とで、生産効率が向上し、エラーや品質不良が
減少。

将来の展望51

AIを利用して学習し、費用と時間のかかる再
プログラミングが不要で、人間の五感をエミュ
レートし、視覚認識、音と動きの検出、衝突
回避、さらには触覚と力抵抗の感知のための
一連のセンサーを搭載した、適応可能なマル
チタスクの産業ロボット。

効率性改善のために各「労働者」に単数また
は複数の個別の任務を能力に応じて割り当て
る AI「推論器」が運用する工場で、人間とロボッ
トの「労働者」が互いにやり取りし協力できる
ようになるかもしれない。

ご存知でしたか？ スマート材料、人工知能、生物学、ロボティクスの境界線が曖昧になることで、人間を
真似するだけでなく、任務をより良く、より速く、より安く実行できる、より高度なロボットができるでしょ
う52。

$920億

$2250億

2021年2016年

CAGR =19.7%
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Exponential technologies in manufacturing
テクノロジー、人材、イノベーション・エコシステムが製造業の未来を変える私の見解 | 先進的ロボティクス&コグニティブオートメーション

Samuel Bouchard
CEO and Co-Founder, Robotiq
『Lean Robotics: A Guide to Making Robots Work in Your Factory』著者

コラボレーション・ロボットは製造業のスキルギャップを埋めることに役立つ
放送局とソーシャルメディアは、事あるごとに、
心の冷たいロボットが人間の仕事を奪うと警
鐘を鳴らす。しかし、一般的な工場の現場を
訪れると、話が違うことが多い。多くの製造
業者の優先的課題は、ロボットが仕事を奪わ
ないようにすることではない。工場を動かし
続ける仕事をする意思と能力のある十分な数
の人を見つけることである。

デロイトとManufacturing Instituteの研究
は、「今後10年間に、［アメリカの］製造業で
350万人分近くの労働者の欠員を埋める必要
があり、スキルギャップの結果としてそのうち
200万人分が埋められないと予想される」53

としている。コラボレーション・ロボット技術
は、製造業のスキルギャップを埋める解決策
の一助になれるだろうか。

複雑なシステム統合が必要なことが多い従来
型の産業ロボットと異なり、コラボレーション・
ロボットはプログラミングが容易で、既存の
生産ラインに簡単に設置でき、ほとんどの場
合防護も必要ない。コラボレーション・ロボッ
トのベンダーは、エンドユーザーが自分でロ
ボットセルを構築できるようにプラグ・アンド・
プレイのコンポーネントからなるエコシステム
を確立しようとしている。そうすれば、すぐに
投資が回収でき、製造業者の自律性が保た
れるような、ロボットを道具として扱うボトム
アップ型のロボット導入方法が可能となる。

さまざまな業界のあらゆる規模の革新的な製
造業者がコラボレーション・ロボットを積極
的に採用している。典型的なユースケースは、
包装、機械によるフィード、単純な組立作業
といった、スタンドアロンの手動による反復
的なプロセスである。

フォーチュン500企業の中にも、最終利益に
インパクトを与えるためにコラボレーション・
ロボットを活用する企業が増えている。その
一例がProcter & Gamble （P&G)で、同社は
過去18カ月間に80台を有に超えるこうしたロ
ボットを導入した54。P&Gは、生産性の押し上

げ、コスト削減、品質と安全性の改善のため
に、世界全体でその利用を拡大している。その
対極では、コラボレーション・ロボットは使用
が容易で柔軟性を持つため、新世代の製造業
スタートアップが工程を始めからロボット化
できるようになっている。その一例が、ニュー
ヨーク市に本拠を置く高級アイウェアメー
カーのLowercaseである。同社は、3人の人
間、1台のコラボレーション・ロボット、1つの
機械加工センターですべて運営されている。

製造業企業がコラボレーション・ロボット技
術を大量に採用する機が熟しているが、採用
する際にはエグゼクティブがそのバランスをと
る行動を取らざるをえないだろう。つまり、各
企業は同時に、変革的なロボティクス・プロ
ジェクトに配属する従業員と、工場の現場を
順調に動かし続ける日々の重要な活動を扱う
従業員に投資し、彼らを管理する必要がある
のである。

現在は資格を持つ現場労働者を雇用し維持す
ることが難しいとお思いだろうか。あなたは
ロボティクスのスキルを持つ人を採用しようと
したことがあるだろうか。もしなければ、思っ
たよりはるかに難しいとすぐに分かるだろう。
特に、あなたの会社の製造施設が田舎にあ
る場合はそうである。以前なら都会の工場と
従業員を取り合ったかもしれないが、現在で
はあらゆる業種と規模の企業が相手だ。そこ
には Google、Uber、Amazonのような大手
ハイテク企業も含まれる。これらの企業は皆、
ロボティクスの新卒者を雇用している。そして、
ロボットがさらに幅広く採用されるにつれて、
ロボティクスのスキルへの需要は高まるばか
りである。

自前のロボティクスのスタッフと専門知識を
育てるのに時間がかかるほど、それを手に入
れるのが難しくなり、そして競合他社から生
産性で遅れを取る。今こそ、製造業のスキル
ギャップを埋めるためにコラボレーション・ロ
ボットを「雇う」時である。

Bouchard氏の本稿への参加はあくまで教育
目的であり、この分野に関する同氏の知識に
基づいており、同氏が表明する見解はあくま
で同氏のものである。本稿は Robotiqのため
にビジネスを勧誘する目的のものとみなすべ
きではなく、そう解釈すべきでもない。また、
デロイトは Robotiqが提供するサービスや商
品を宣伝するものでも認めるものでもない。
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テクノロジー、人材、イノベーション・エコシステムが製造業の未来を変える

人工知能（AI）

市場規模と予測成長率56

予測期間中（2016～ 2021年）：

最大のユースケース：自動カスタマーサービスエージェント、品質
管理・調査・推奨システム、診断・処置システム、不正行為の分析・
調査

最大の業界：銀行、小売、医療、個別生産

最大のセグメント：コグニティブアプリケーション、コグニティブソ
フトウェアプラットフォーム、コグニティブ・AI関連サービス

概要 :55 人工知能（AI）とは、通常は人間の知性を必要とする任務を遂行できるコンピューターシステムの理論と開発である。AIから派生
するコグニティブテクノロジーと呼ばれるテクノロジーには、機械学習、コンピュータービジョン、自然言語処理、音声認識、ロボティクス、
最適化、ルールベースシステム、プランニング &スケジューリングなどがある。特に機械学習とは、明示的にプログラミングされた指示
に従う必要がなく、データに触れることでコンピューターシステムが自分のパフォーマンスを改善できることを指す。

今後の課題57

1.  AIの利用に関して法的・倫理的課題がある。同時に、消費
者は AIをあまり受け入れていない。

2.  不正確な産業データが存在する。産業 AIシステムはクラウ
ドでは実行できず、「末端」や現場で実行でき、そのためビッ
グデータの用途とユースケースが限定される。

3.  AIを使用して作られた複雑なモデルは解釈可能でなければな
らないが、難しいことがある。

4. 予測アルゴリズムは開発にコストがかかることがある。

現在の活用58

自律・半自律走行車のコンピュータービジョン
を実現。

ロボティクスへの AIの応用、産業用のタスク
とプロセスの自動プログラミング、予測メン
テナンスの実現。

AIによる手間のかからない発券システムの実
現、個人に合わせた機内エクスペリエンスの
実現。

将来の展望59

AIとコンピュータービジョン技術を利用した、
自動車と飛行機の先進的な安全機能の拡充。

先進的 AIをロボティクスやドローンなどその他
のエクスポネンシャル（指数関数的）なテクノ
ロジーと併用。

新型の自律飛行機が人間の副操縦士に完全に
取って代わる。

ご存知でしたか？ 2019年までにAIプラットフォームサービスは大手企業の30%の収益を奪うかもしれま
せん60。

$80億

$720億

2021年2016年

CAGR =55.1%
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一般的な人工知能（AI）（人間と同様の認知
作業がほぼすべて行えるシステム）への取り
組みが進む一方、ビジネスプロセスや、さら
にはカスタマーサービスやカスタマーエクスペ
リエンスを改善するために AIを狭い用途で使
用し始めた企業が増えている。コスト削減の
ためにコールセンターに配属されて消費者に
対応する仮想アシスタントや、音声による検
索、情報抽出、さらには買い物をもっと便利
にするよう設計された Siriや Alexaなどのデ
ジタルアシスタントについて考えてみよう。ど
ちらの例でも、こうした用途は AI分野のコグ
ニティブテクノロジーによって可能となる。つ
まり、自然言語処理（NLP）と音声認識である。

製造業の環境では、検査の自動化と品質管理
のために、AI分野のもう一つのテクノロジーで
あるコンピュータービジョンが工場の現場で
長い間使われてきた。より最近では、多くの自
動車OEMが安全システムの向上と顧客満足の
ためにコンピュータービジョンを自動車に搭
載するようになっている61。人工知能技術のそ
の他の有望な用途も、製造業者が検討し採用
しつつある。その好例が機械学習である。

重要な生産設備のダウンタイム短縮：インテ
リジェントな予測メンテナンスのための機械
学習
工業生産業務での予期せぬ中断時間(ダウン
タイム）は効率性の阻害要因の1つであり、工
場の生産高を時に最大20%減らすことがあ
る。こうした混乱は、人件費、納品の遅れ、未
済注文、生産ラインの復旧などを含むコスト
も大幅に上昇させ、製造業者が被る年間コス
トは500億ドルを超えるとデロイトの調査で
は推定されている62。

問題の核心にあるのは一般的に受け身なメン
テナンスのアプローチで、中断時間の4分の3
以上（76%）が修復前に起きている63。定期メ
ンテナンスは、いくつかのメリットがあるもの
の、時間と費用がかかり、稼働中断時間の発
生につながりうる初期の故障の発見にほとん
ど役立たない。定期メンテナンスを行ってもア
セットの故障の85%が起こるという研究もあ
る64。

重要な生産設備が確実に稼働できるようにす
るには、故障と工場の操業停止を避けるため
に機器の問題を発見し、先回りしてそれに対
処する、もっと先を見越した、予測的でさえあ

る、データ駆動型のメンテナンスの手法を製
造業者は開発する必要がある65。最近の製造
業の業務はユビキタスにネットワークに接続
されていることから、産業設備からストリーミ
ングされ続ける大量の情報は、機器の状態と
調子に関する情報を探索し分析するに十分と
思われる。この構造化されていないデータを
取り込み、そして洞察を取り出し、それによっ
て異常を検出しアセットの故障を予測できる
ようにするには、機械学習が必要である。

機械学習と、予測的メンテナンス用途におけ
る将来性
人工知能分野から派生したコグニティブテク
ノロジーである（デロイトのDavid Schatsky
言うところの）機械学習とは、データにアクセ
スし、それを使用して明示的なプログラミング
なしで学習と改善を行い、データのパターンを
自動的に発見し、結果の予測の正確性を繰り
返し高める、コンピューターシステムの能力を
指す66。工業生産の環境では、機械学習システ
ムはメンテナンス履歴のデータから抽出され
た中断事象の前兆のパターンから学習するこ
とができる。このシステムは、実データを追跡
してそうしたパターンを認識できたり、新たな
中断を引き起こすかもしれない何らかの異常
を認識したりすることができ、機械に注意が
必要な際はオペレーターに知らせたり、場合
によっては必要な対策を指示したりすること
ができる67。

事例：産業用ポンプ、密閉装置、弁の世界的
大手メーカー、包括的フローコントロールシ
ステムのサービスプロバイダー
課題：50カ国以上に何千社もの顧客がいる同
社の既存の閾値監視システムは、顧客のポン
プの故障を数時間前にしか発見できず、故障
と中断を避けるために問題に対応し修復する
十分な時間が取れなかった。また、予測機能
にはポンプの種類ごとにカスタマイズされた
アルゴリズムが必要で、労力がかかりすぎて
いた68。
解決策：同社はAIソリューションベンダーと連
携して、機械学習を基礎とし、自然言語処理で
強化した、予測メンテナンスのための助言アプ
リケーションを開発した。このアプリケーショ
ンは、機械のデータを処理し、結論を導き出
し、学習をコード化すると同時に、さまざまな
ポンプの種類に合わせたアルゴリズムを迅速
に作成でき、工場に合わせて規模を拡大縮小
できた69。

メリット：同社は以下が可能な強力な予測メ
ンテナンスツールを顧客に提供できた。
• メンテナンスコストを削減し、ユーザーに
とってのアセットの可用性を最大 10%改善
した。

• これまでは数時間前だったが、5～6日前に
事象を検出または故障を予測できるように
なり、20倍の改善となった70。

結論…
製造業環境での機械学習の使用は激増する
可能性があり、製造業務の困難な課題への対
処に役立つかもしれない。最も費用対効果の
高い運転速度の判断と、それによる生産計画
と生産スケジュールの最適化から、従業員の
欠勤状況の調査と先を見越した対処、あるい
は顧客への納入に関する課題の評価と是正に
至るまで、将来の機械学習の応用はメリットを
もたらすかもしれない71。
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荒谷 裕介　シニアマネジャー
SCM ストラテジーチーム担当。米国系コンサルティング会社を経て現職。製造業における、
SCM改革を多数経験。近年は、SCMのデジタル化推進プロジェクトに従事

AI活用における構造的な壁を乗り越える
－AI活用を阻む 3つの壁－

マスメディアのおかげというべきか、機械学
習という言葉は、ビジネスの世界にも浸透し、
実用化されつつある。我々が企業支援をさせ
ていただく中でも、2017年は、「AIとは何か」
というご説明からさせていただいていたが、
2018年はその知識はもはや言わずもがなに
なっており、導入のロードマップをいかに引く
か、具備すべきケイパビリティや最適な組織
は何か、という論点に進みつつある。やるかや
らないか、ではなく、いつからどう始めるか
というステージに移行していると感じている。

昨年、一世を風靡した、ディープラーニング
に関しても、その進化はより加速しており、
モデル構築のための専用 CPUや、学習済み
モデルを圧縮し、空間や、消費電力が限られ
た条件下での動作をも実現するための技術等
が実用化されている。

これらの技術の進歩は、日本と他の先進諸国
の間で大きな差は無く、優秀な人材を備える
ベンチャーも増えてきており、最先端の技術
が安価で手に入る環境が揃いつつある。

一方で、日本企業における AI活用は、技術
の進化のスピードほどには進んでいない。正
確には、進んでいる企業と、そうでない企業
に二極化していると感じている。後者の企業
にお話しを伺うと、大別して、その課題はアイ
デアの壁、データの壁、効果の壁に分かれる
と感じている。本稿ではこの 3つの壁と対策
について触れさせていただく。

アイデアの壁

この問題は、部門横断の改革テーマや、テク
ノロジーを組み合わせたソリューションがな
かなか出にくいという状況を指している。

当社では、先進技術や、その活用事例をご紹
介して、クライアントの企業における活用のア
イデアを出し合う為のワークショップを実施
させていただく事があるが、最も頻繁にあが
るのが、自部門のとある業務を RPAに置き換
えるというものだ。（RPAをご存知ない方は、
メールソフトやエクセル等の、ソフトウェア
を横断で操作できるマクロのようなものだと
思っていただきたい）

多くの企業では、自部門の業務はよく理解し
ているが、他の部門の事はよくわからないと
いう状況にあり、先ほどの例のように、自部
門に閉じた活用アイデアにとどまってしまう。

また、AIに関しては、種類が豊富で、またほ
かの要素技術と組み合わせて使う事が必要な
場合もあり、「こう使えばいい」と一刀両断で
きない難しさがある。このため、創出価値が
明確で、かつ単独で機能する、RPA活用といっ
た手段のみが多くあがってしまう。

この壁を乗り越えるためには、複数部門の有
識者を集め、テクノロジー、他社事例を元に
して、アイデアを醸成する場を、継続的に持
ち、テクノロジーへの理解を深めつつ、他部
門とのコミュニケーションを続ける事が欠か
せない。最初は有志による勉強会という形で
もよいが、デジタル化の指針となるロードマッ
プを作成し、中期経営計画にも織り込んでい
く段階になると、責任者を決め、専任メンバー
も置きつつ、組織化をしていく必要がある。

データの壁

データの壁には、活用に必要なデータが自社
に存在しないケースと、データは存在するが
標準化されておらず、活用に苦戦しているとい
うケースが存在する。前者の対策はシンプル
で、今すぐデータの取得と蓄積を始める事に
尽きる。問題は後者のケースであり、日本特
有の状況が存在する。

欧米企業の業務やデータは、比較的標準化
されている。特にアメリカは、多様な人種が
入り乱れ、識字率も高くない為、誰にでもわ
かりやすい事の重要性が高い事から、国から
文書記述のガイドラインが出されたり、業務
標準を規定するフレームワーク・資格を創り
出す等、官民で標準化を促している。

一方、日本企業は、業務プロセスが各社で独
自の生態系を形成し、業務システムやデータ、
各種帳票類もこだわりぬいた独自の進化を遂
げている。会社の名を冠した「XX式会議資料
作成術」のような書籍を見かける事もあるが、
自社で独自に、より良いものを追及しようと
いう意識が強く、部門ごとに別々のものを利
用しているケースも往々にして存在する。

以前、技術文書や論文の一元化と検索という
テーマであるクライアントとディスカッション
を行ったことがあったが、事業ごとに文書の
種類、フォーマット、ファイル形式、保管場
所は全てバラバラであった。

こういった場合、まずデータの定義を標準化
すべきという主張と、データは現状のままで、
読み込み、抽出する力の方を AI等を活用して
高めるべき、という相反する主張がぶつかる
ことが往々にしてあるが、何から何まで、AI
にゆだねると、膨大なケースの学習とチューニ
ングが必要となるため、現実的に標準化を進
められる落としどころを探る作業になるという
のが正解であろう。

効果の壁

最後の問題は、AIの活用を企画として完成さ
せたものの、自社内の投資提案で ROIを説
明できず、前に進まなくなるという状況を指し
ている。

そもそも、AI自体の歴史は浅く、十分な他社
事例が無い。また、他社事例があったとしても、
データの有無により、成否が異なる可能性も
ある。チャットボット等、一部の進んだソリュー
ションを除けば、ROIの算定、特に金額ベー
スでの提示は難しいという事情がある。

この場合の対策は様々であり、デジタル化の
予算枠を設け、担当役員の裁量で決裁できる
ような決裁ルールを設けるやり方などがあげ
られるが、やはりなんらかの判断材料が必要
という事であれば、リターンの算定を金額ベー
スではなく、「業務の AI化率」等の実行の進
度で表し、それを認可の基準に置くやり方が
考えられる。

以上、AI導入の壁と対策を、3項目に渡って
説明させていただいたが、AIという新しい概
念を取り入れる際には、従来型の組織、人材、
ルールを見直す必要がある、というのが共通
して言える事ではないだろうか。今後、AI活
用レースの最前列を走っていくなら、自社に
とっての変革の必要十分条件を見極め、従来
の会社のあり方を変えていく活動が必要不可
欠となる。
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バイオテクノロジー &バイオマニュファクチュアリング

市場規模と予測成長率73

予測期間中（2016～ 2021年）：

最大のセグメント：生体組織工学・組織再生、発酵、PCR、ナノ
バイオテクノロジー、クロマトグラフィー、DNA配列決定、細胞
アッセイ。

最大の業界：医学／医療、食品・農業、環境・工業。

支出額が最も多い地域：北アメリカ（主にアメリカ）、ヨーロッパ、
アジア太平洋。

概要 :72 広義のバイオテクノロジーは、生物系、生体、またはその派生物を利用して特定用途の製品やプロセスを作ったり改良したりする、
あらゆる技術的応用を含む。生体の調査、操作、合成のために使用するあらゆるテクノロジーを含む。

バイオマニュファクチュアリングとは、医薬品、食品・飲料加工、工業で使用される商業的に重要な生体材料と生体分子を生物系を使用
して生産する、製造業またはバイオテクノロジーの一種である。まったく新しい生命、または自然界とは本質的に異なる形態や機能を持
つ生命の製造を含む。

今後の課題74

1.  意図しない、または悪意ある遺伝子操作・変更が種全体に
影響を与え、破滅的結果に陥る恐れがある。

2.  潜在的リスクに対する世間の懸念の結果、過度に規制され、
イノベーションと新製品開発の妨げになる恐れがある。

3.  合成生物学に法規制上の基準がない。また、遺伝子編集を
伴うバイオテクノロジーやバイオマニュファクチュアリング、
特に農業と医療で規制が遅れている。

4.  製品が商品化段階に移る際に、確実に知的財産権を保護し、
技術規格を展開すること。

現在の活用75

自動車用タイヤの試作品を含む自動車用途で
使用する、植物中の糖から作った再生可能オ
イル。

食品・飲料製品用の合成香料、合成によって
醸し出された芳香。

イースト由来の蜘蛛の糸から作ったネクタイと
ジャケットなど、アパレルの生産。

将来の展望76

自分で適応でき自分で修理できる合成生物学
的な自動車の設計。

土に帰る環境に優しいバイオプラスチックが実
現間近で、環境廃棄物の削減に役立つことが
期待される。

合成生物学を使用して食品を長期間安全に保
存できるようにすることで宇宙飛行中の宇宙
飛行士の健康を支援する。水和性で単一用途
の人間用容器を開発する。

ご存知でしたか？ 合成生物学のスタートアップ22社がVC、公的資金、助成金で2017年前半に調達した
資金は5億ドル以上にのぼります77。

$3640億

$5840億

2021年2016年

CAGR =9.9%
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テクノロジー、人材、イノベーション・エコシステムが製造業の未来を変える私の見解 | バイオテクノロジー&バイオマニュファクチュアリング

Dr. Tiffany Vora
Vice-Chair, Medicine and Digital Biology Singularity University

バイオマニュファクチュアリングに命を吹き込む
我々 Singularity University（SU）は、ライ
フサイエンスを基にした未来のテクノロジーを
「デジタルバイオロジー」と呼んでいる。これ
は本質的に、生命を情報とみなしている。こ
のデータ駆動型のパラダイムを通して、ほか
の製造業の分野に見られるトレンドの多くが
生物学的製造業へと移行しつつある。これに
は、薬物療法など生理活性製品の製造、生
体材料ベースの消費財の製造、さらには生命
そのものの製造が含まれる。ラピッドプロト
タイピング、コンピューター支援設計、クラウ
ドソーシング、短く動的なサプライチェーン、
カスタマイゼーション、実行可能な洞察を得
るためのリアルタイムのデータ分析、さらに
はプラットフォームの「エクスペリエンス」が、
生物学的製造業を変革し始めている。

テクノロジーの民主化は、我々が多用するに
至った多くの生体材料を、動物なし、植物
なしで製造する手法のエキサイティングな発
展へとつながった。細胞農業は、 Modern 
Meadow（皮革）、 Memphis Meats（食肉）、 
Finless Foods（魚介類）、 Perfect Day（乳
製品）などのパイオニアの努力のおかげで、
間もなく大規模に採算がとれるようになる。
Organovoは生きた人間の組織のバイオ印刷
を行っており、研究、最終的には治療を視野
に入れている。さらに議論を呼んでいるのは、
Pembientや Ceratotechなどの企業がサイ
の角を合成するバイオマニュファクチュアリン
グを行っていることである。これらの取り組
みは世界中の保護活動と密猟防止法令にとっ
て吉と出るだろうか、凶と出るだろうか。これ
らは、わずか数年前には SFとしか思えなかっ
た製造業の機能のほんの数例である。

今後 10年以内に、バイオマニュファクチュ
アリングの機会が爆発的に増加すると私は信
じている。想像してほしい。顧客一人ひとり
の治療歴、マイクロビオーム、スケジュール
に合わせて作られた食品が自動的に配達さ
れるとしたら。どの顧客があなたの会社のど
のワクチンをいつ必要とするかを製造工場に
知らせる予測アナリティクスによって、サプラ
イチェーンの効率性を最大化できるとしたら。
CRISPRゲノム編集を用いて、特定の患者のす
べての変異を含む病気の遺伝的特徴を完璧に
とらえた動物モデルや細胞モデルを構築し、
個人に合わせた医薬品治療のためにあなたの
会社の薬物の最適な組み合わせを特定できる
としたら。健康状態の監視や医薬品の生産な

ど目的に合った機能のためのプラグ・アンド・
プレイ・モジュールをゲノムに持つバクテリア
を一から設計できるとしたら。

DNA配列決定など基礎テクノロジーのコスト
急落（価格動向がムーアの法則に反している）
と、バイオテクノロジーの進歩の加速は、ま
るで足下の微動のように、重大な社会的・文
化的変化が近いことを暗示している。エクス
ポネンシャル（指数関数的）なマインドセット
を今こそ取り入れれば、明日の世界が誰にとっ
ても、豊かな情報、豊かな資源、豊かな健康
が手に入る、豊かな世界になるかもしれない。
医療、ウェルネス、製薬、農業、生物学的製
造業、その他数多くのライフサイエンスベー
スの経済の未来は、すぐそこに迫っている。
そんな未来を「製造」しようではないか。

Vora博士の本稿への参加はあくまで教育目
的であり、この分野に関する同氏の知識に基
づいており、同氏が表明する見解はあくまで
同氏のものである。
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ブロックチェーン

市場規模と予測成長率79

予測期間中（2016～ 2021年）：

最大のセグメント：ビジネスおよび金融のサービスおよびテクノ
ロジー、メディア、通信

最大のプロトコル：Bitcoin、Ethereum、Ripple

支出額が最も多い地域：北アメリカ、ヨーロッパ

概要 :78 ブロックチェーンとは、コミュニティが情報を記録し共有するための方法を提供する分散型台帳技術である。中央当局を必要とせ
ずデータを構造化し分配する方法の 1つ。ブロックチェーン技術で記録され伝達されるデータは変更不可能、安全、セキュア、改ざん不
可能と信じられている。

簡単に言えば、ブロックチェーン技術はさまざまな業界で「分散型データベースを作成・管理し、あらゆる種類のデジタルトランザクショ
ンの記録を保存する」ために使用される。

今後の課題80

1.  ソフトウェアや製品のライフサイクル管理（PLM）プラット
フォームの統合に関する問題が存在する。

2.  製造工程で発生する事象の記録に関する課題があり、その
ためブロックチェーンの解決策の効果がなくなる可能性があ
る。

3.  官民のブロックチェーンネットワークが相互運用できる必要
があるが、それには共通規格に合意しなければならない。

4.  発送経路、サプライチェーン、複数の管轄領域ごとに法規制
と所有権が異なる。

5.  ブロックチェーンの解決策にスケーラビリティを持たせるに
は、コラボレーションとインフラが大きく発展しなければなら
ない。

現在の活用81

複数の車両の間や、カーシェアリングや複合
輸送業者といった第三者パートナーとの間で、
好みなど所有者の個人モビリティプロファイ
ルをセキュアに転送。

異なる当事者間の正確な情報の透明性を向
上、ジャストインタイム物流の改善、注文間
違いの減少、在庫回転率の改善。

デジタル通貨として、不正行為の減少、偽造
品の減少、B2B支払いに使用。

将来の展望 82

自動車部品のトラッキングと検証、車両の安全
性に関する情報の監視と提供。

ブロックチェーンを 3Dプリントや IoTなどその
他のエクスポネンシャル（指数関数的）なテクノ
ロジーと統合して、製造業の効率性改善を実現。

サプライヤーやパートナーとデータベースを共有
することでサプライチェーンと調達のトラッキン
グを改善、サプライヤーのパフォーマンスと評
判の検証、不正行為を減らしサプライチェーン
のセキュリティを改善するための製品関連記録
へのタイムスタンプ。

ご存知でしたか？ 銀行がブロックチェーン技術を採用して節約したコストは、年80億～120億ドルと報
告されています83。

$2億

$23億

2021年2016年

CAGR =61
.5%
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Nathana O’ Brien Sharma
Program Director for Faculty Affairs and Faculty, Law, Policy, Ethics and Blockchain, Singularity University
Partner, Crypto Lotus, LLC

ビットコインを超えて：ブロックチェーンは成長する
ブロックチェーンが成長している。ほとんどの
人が馴染みのある Bitcoinは、このエクスポネ
ンシャル（指数関数的）なテクノロジーを初め
て、かつ現在でも最も大規模に使用したもの
だが、ブロックチェーンは暗号通貨取引の公
開台帳という当初の用途を超えて成熟しつつあ
り、起業家たちはこの独自の機能を応用して、
エンターテイメント、医療、製造業などの経済
セグメントを変革しようとし始めている。

自分の書いた曲のライセンスを交付して配布し
たいが、第三者の法的手続きや管理の費用は
回避したいのなら、ブロックチェーンという音
が耳に心地よいかもしれない。サプライヤー
候補のパフォーマンスについての情報を同業他
社から共有されたいが競争力は犠牲にしたく
ない場合、ブロックチェーンに参加すれば匿名
で率直な意見を共有できる。自社の輸送中の
サプライチェーンの可視性を高める必要がある
なら、ブロックチェーンがもっとスムーズかつ
セキュアに部品を移動し続けられるだろう。

ブロックチェーンは、複雑性を減らし、コラボ
レーションを可能にし、効率性を改善し、コス
トを削減する、といったほかにない機会を生み
出す。リンクされたピア・ツー・ピアのトラン
ザクションの記録を共有可能・変更不可能な
形でデジタル台帳に保存するブロックチェーン
技術によって、オープンネットワークまたはク
ローズドネットワークの各参加者は、中央当局
の調停なしでやり取り（例えば情報を保存、交
換、閲覧）できるようになる。ブロックチェー
ンとのやり取りは全参加者に公開され、ネット
ワークによる検証を経なければ情報の追加や
変更を行えない。

ブロックチェーンは無数の用途がありえる。製
造業で特に有望な用途は以下の 3つである。

クリエイティブの所有権とライセンス交付—
2015年、ミュージシャンのImogen Heap氏は
UioMusicというスタートアップと協力し、「Tiny 
Human」という自分の曲をEthereumというブ
ロックチェーンで配布した。ファンはEtherとい
うそのブロックチェーンのデジタル通貨を使用
して84、この曲をダウンロード、ストリーミング、
リミックス、同期するライセンスを購入できた。
ファンの支払いは大手音楽レーベルの従来的
な一元的仲介を経由せず、自動的にHeap氏と
その協力者に分配された85。2017年4月、音楽
ストリーミング大手Spotifyはブロックチェー

ンのスタートアップMediachain Labs を買収
した。両社はアーティストなど権利保有者と
Spotifyがホストするトラックとを結びつける
ための高度なテクノロジーを開発する予定で
ある86。ブロックチェーンは、チェーン上のどの
アーティストと人々がクリエイティブの所有権
とライセンス交付の権利を持つかを検証するこ
とで、著作権、配布、支払いのコストを削減で
きる。これを拡張すれば、ブロックチェーンに
よってある製造業者がその製品の1つで他社の
部品と特許をいつどのように使用しているかを
検証し、それに応じてサプライヤーが確実に支
払いを受けられるようにすることができるだろ
う。

アイデンティティと評判の管理— 
ConsenSysはEthereumにフォーカスするス
タートアップで、ブロックチェーンエコシステ
ム向けに分散型アプリケーションとさまざま
な開発者ツールやエンドユーザーツールを
構築する87。同社のデジタルアプリケーション
（dApps）やプラットフォームなどのソリュー
ションで使用されるコアコンポーネントの1つ
がuPortである。これは、ユーザーが自分のア
イデンティティ、個人情報、デジタルアセット
を完全にコントロールできるようにするための
分散型デジタル・アイデンティティ・プラット
フォームである88。ConsenSysは現在、uPortを
使用して、ブラジルの国家企画・予算・運営省
が個人書類の合法性を検証するためのブロッ
クチェーン・アイデンティティ・アプリケーショ
ンを試作中である89。ConsenSysのもう一つの
コアコンポーネントであるRepSysは、売買、貸
借・返済、プロジェクトでのコラボレーション、
データの品質と信頼性など、さまざまな種類の
トランザクションで、人と組織と物体が相手の
行為を検証できる多層型評判システムである90。
ある特定のサプライヤーと協業するとどうなる
かについての情報を求める製造業者（およびそ
の逆）は、その業界に特化したブロックチェー
ンの参加者に匿名でパフォーマンスレビューを
要求して共有できるようになるだろう。

サプライチェーン管理—
無線 ICタグ（RFID）は、ライフサイエンスや
消費者製品などの業界の製造業者がサプライ
チェーンにおけるアセットの流れを追跡するた
めに広く使用されている。タグ付けとタイムス
タンプによる記録というブロックチェーンの機
能を追加すれば、生産の各段階で製品と調
達品の出所が可視化されることで、サプライ

チェーンの効率性を向上でき、不正行為と人的
エラーを減らせる。輸送中のサプライチェーン
の可視性を高めるセンサーをさらに構築し、最
終的にインターネット・オブ・シングス（IoT）
とユビキタスセンサーに移行すれば、組織内
と組織間を暗号化された状態で移動するそう
した情報すべてのデータ層またはトランザク
ション層としてブロックチェーンが機能する可
能性がある。

ほかのエクスポネンシャル（指数関数的）な
テクノロジーと同様、ブロックチェーンは製
造業企業が最新の発展に追いつけないほど
のスピードで成熟しつつある。このテクノロ
ジーとその無数の潜在的用途を本当に理解し
た組織とコラボレーションすれば役に立つ。
「Ethereumムーブメントの教育的コア」91を
自称する ConSensys Academy などがよいだ
ろう。また、ブロックチェーン技術だけを切り
離して考えてはならない。ブロックチェーンと、
例えば人工知能（AI）の融合は、サプライチェー
ンの業務をさらに最適化する上で将来有望で
ある。21世紀は知識経済の世紀である。ブ
ロックチェーンとその他の新しい成熟しつつあ
るテクノロジーの統合にいくらかの人手をかけ
れば、企業が知識経済の活発なメンバーであ
り続けることに役立つ。

Sharma氏の本稿への参加はあくまで教育目
的であり、この分野に関する同氏の知識に基
づいており、同氏が表明する見解はあくまで同
氏のものである。本稿は Crypto Lotusのため
にビジネスを勧誘する目的のものとみなすべき
ではなく、そう解釈すべきでもない。また、デ
ロイトは Crypto Lotusが提供するサービスや
商品を宣伝するものでも認めるものでもない。
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鈴木 顕英　マネジャー
Social Impact担当。日系銀行調査部門等を経て現職。ブロックチェーン、FinTechを専
門とし、事業会社の戦略立案を数多く経験

エコシステム形成を通じた新たな価値創造の機会
－ブロックチェーンの未来－

ブロックチェーンの機能特性

ブロックチェーンはデータを保存する技術で
あり、その特徴は 3つに整理される。1点目
は高い改ざん耐性である。ブロックチェーン
ではデータを追加する際に、それ以前に記録
されたデータのサマリ (ハッシュ値という )も
同時に記録する仕組みを利用することで改ざ
んが実質的に不可能となっている。2点目は
高い可用性である。これは、複数のマシンが
協調してデータを保存することで、いくつかの
マシンがダウンしてもシステム全体としては稼
働し続けることが可能だ。3点目は低コストで
ある。高スペックのマシンや特定の高価なデー
タベースソフトを調達する必要がないため、よ
り安い構築コスト・運用コストを実現できる。

製造業とブロックチェーン

「ブロックチェーンはシステム費の削減に効
果的である」と喧伝されるが、製造業にとっ
てはシステム費削減のみを企図してブロック
チェーンを導入することは正しくない。なぜ
なら、ブロックチェーンによる費用削減効果
は、極めて大規模なシステムが既に存在する
場合に大きくなるが、そのようなシステムを抱
えるのは金融業等に限られるからだ。製造業
にとってのブロックチェーンの活用意義は、た
とえ利害が相反する企業の間であっても正確
にデータを共有できるという点にある。従っ
て、ブロックチェーンの効用を最大限享受す
るには、複数の企業が共同して活用できる仕
組みを構築することが不可欠である。ブロッ
クチェーンは業界横断的な取組が求められる
という点で、他の革新的技術と大きく異なる
ということはいくら強調してもされすぎること
はない。一般に製造業は複数の企業で構成さ
れるサプライチェーンを有していたり、製造さ
れた製品が顧客の下で一定期間使用されるこ
とから、モノの情報を共有することの意義は
大きく、製造業とブロックチェーンは非常に
相性が良いことが分かる。では、実際にどの
ようにして企業や顧客は恩恵を受けられるで
あろうか。

日本の製造業への示唆

サプライチェーンマネジメントへの応用は、理

念としては効果的であることは明らかではあ
るものの、実際に適用するとなると困難が伴
う。日本においては、自動車産業をはじめと
して高度なサプライチェーンマネジメントシス
テムが浸透していることから、直接的にブロッ
クチェーンに代替することのインセンティブが
低い。むしろ、顧客に向けた川下のサプライ
チェーンに導入することから始めるのが効果
的だ。たとえば、自動車の場合では、中古車
の運転や修理の履歴管理が挙げられる。ブ
ロックチェーンに記録された履歴をもとに価
格形成がなされれば、丁寧に利用・メンテナ
ンスを行った利用者に金銭的に報いることに
なる上、中古車市場の価格上昇を通じて、新
車の価格維持という効果も期待できる。社会
全体でみれば、価格形成の透明化を通じて、
より効率的な経済活動の実現に寄与してい
る。これは、一時的には事業者収益を薄利化
する方向に働く可能性はあるが、現代におい
ては透明性の高い魅力的な市場を創出できな
ければ、顧客離反を招き市場そのものが縮小
してしまう可能性が大きい。

また、ブロックチェーンは製品の品質証明に
適用することが有効である。従来、品質保証
の仕組みは主に貴金属など高単価のモノに用
いられてきたが、ブロックチェーンにより比較
的安価なコストで品質証明が実現すれば、低
単価のモノであっても価格に転嫁することな
くその品質を広く世にアピールすることが可能
だ。その一例が食品である。輸入品との価格
差ゆえに、日本の農産物はその品質やブラン
ドを活かした海外展開が求められるが、その
際の品質証明や原産地証明をブロックチェー
ンで実現することは効果的と考えられる。ブ
ロックチェーンでの品質保証が有用なのは食
品に限らず、工業製品も同様である。日本が
得意とする環境性能技術は、利用者には直
接実感することが難しいため、製品の性能を
可視化することで差別化する意義が高い。折
しも、国連が提唱する持続可能な開発目標
（SDGs）に着目した投資 (ESG投資 )が世界
中の政府、機関投資家、金融機関で一大テー
マとなっている。ブロックチェーンは、消費者
に選ばれ、投資家に選ばれる企業になるため
のツールとなりうることを示唆している。

製造業にとっては、事務処理の効率化もブロッ
クチェーンの効果を享受しやすい分野である。
例えば、日本の多くの製造業が製品や原材料
の輸出入を行っているが、この際必要となる
貿易事務は各種の申請など煩雑な手続きが
多い。輸出入業者、物流事業者、金融機関、
あるいは通関当局がブロックチェーンに一元
的に記録された輸出入に関わる注文、決済、
物流の情報を参照できれば貿易事務が大きく
省力化される。なぜなら現状では目的に応じ
て多数の書類を提出しなければならず、これ
らの書類作成には転記や照合など手作業に負
う部分が大きいが、ブロックチェーンを適用
することでこれらの作業が不要になるためで
ある。同様に国内の取引であっても、中小企
業を中心に経理事務の省力化が期待される。
人手不足や、未だ多くの事務作業が紙ベース
である実態を踏まえると、デジタル化の際に
ブロックチェーンを取り入れ、一足飛びに大
幅な効率化を達成する好機ととらえることも
可能だ。

導入に向けてのポイント

実際に導入する際には、数あるブロックチェー
ンのプラットフォームの中から業務に適するも
のを選択することが一般的である。ブロック
チェーンのプラットフォームはそれぞれに特徴
があり、適用する業務の向き不向きがあるた
め、机上の検討のみならず実際に所望の要件
を満たすシステムが開発可能であり、業務に
適用できることを実証実験を通じて確認する
ことが肝要である。

おわりに

日本がこれまで得意としてきた個社個人の創
意工夫に加えて、他業態も含めた他社との協
働や協調を中心とするエコシテムとしての取
組の優劣が産業の優勝劣敗にも影響する時
代に変わりつつある。ブロックチェーンが日
本の製造業の新たな価値創造の起爆剤となる
ことに大いに期待したい。
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サイバーセキュリティ

市場規模と予測成長率93

予測期間中（2016～ 2021年）：

最大のセグメント：セキュリティサービス：ITアウトソーシングおよ
びコンサルティング、ファイアウォール機器、インフラ保護：セキュ
リティソフトウェア

最も成長の早いセグメント：セキュリティテスト、セキュリティサー
ビス：ITアウトソーシング、アイデンティティ・アクセス管理

支出額が最も多い地域：北アメリカ、ヨーロッパ、アジア成熟国（中
国を除く）

概要 :92 一般にはそれ自体でエクスポネンシャル（指数関数的）なテクノロジーとはみなされないが、サイバーセキュリティのテクノロジー、
プロセス、実務は衛生要因となり、エクスポネンシャル（指数関数的）なテクノロジーのポテンシャルをフルに発揮する上で本質的に重要
である。ネットワークに接続されたスマートな製造業、デジタル供給ネットワーク、製造業エコシステム全体の重大なオペレーショナル・
リスク、つまりサイバーと物理的インフラの交わる部分のリスクが出現する中で、サイバーセキュリティの役割は今日重要性を大きく高めて
いる。AIや機械学習をベースとしたセキュアで高度なさまざまなツールを組み合わせれば、サイバーセキュリティの脅威にリアルタイムに
対応できる。これは、インダストリー 4.0対応の機器、デジタルネットワーク、さらに広く製造業環境に対するセキュアで用心深くレジリ
エントなアプローチを実施する上で大きな助けとなる。

今後の課題94

1.  エグゼクティブレベルと取締役レベルの関与と十分な資金が
必要。

2.  製造業環境におけるレガシーであるアセットおよびシステム、
工業制御システム、接続機能のある製品の脆弱性。機械と材
料のコスト。

3.  知的財産権の盗難。

4.  人材：従業員がサイバー脅威に対する弱点、スキルを持つサ
イバーセキュリティ作業員が不足、業界の多くの企業に専門
の最高情報セキュリティ責任者がいない。

5.  接続機能のある製品：接続のセキュリティ、データの所有権
と管理、消費者や顧客のプライバシー。

現在の活用95

最高情報セキュリティ責任者と専門のセキュリ
ティチームの雇用、ITおよび OTグループ内の侵
入試験と図上演習シナリオの実施、工業環境で
の全アセットの棚卸し・セキュリティ試験と潜在
的セキュリティ事象・不正アクセス・不正変更の
継続的監視、弱点を是正するための ICSセキュリ
ティプログラムの実施。

プライバシーを保護し、安全性を確保し、不正
アクセスを防止する、コネクテッドカー向けの包
括的な階層型セキュリティソリューション。

企業レベル（セキュリティインシデントへの対応
など）と製品レベル（技術セキュリティ試験など）
の両方で接続機能付き製品のセキュリティを確
保するために Product Security ProgramsTMを
設計、開発、実施。

将来の展望96

デジタル供給ネットワーク内で、データ共有、
占有データのセキュリティ、ベンダー処理の
信頼性確保にまつわるサイバー上の緊急課題
への対処。

3Dプリントの指示に含まれる、または物体
生産の際にスキャンされるアイテムの構造内
にエンコードされたマルウェアを検出する侵
入検出システムの実施。

製造業バリューチェーン内のサプライチェー
ンパートナーのセキュリティ検証および監
査、調達しようとする製品、補助部品、サー
ビスのサイバーセキュリティ上とプライバシー
上のリスクを特定しやすい、ベンダーからの
セキュアな製品調達。

ご存知でしたか？ 2021年までに世界でサイバーセキュリティに関する350万人分の雇用が不足するかも
しれません97。

$810億

$1170億

2021年2016年

CAGR =7.7%
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Keren Elazari
Faculty, Cybersecurity, Singularity University

サイバー攻撃が急増する時代におけるレジリエンスの構築
サイバー脅威はどの方向からでも来ることが
あり、影響はあちこちに波及する。製造業者
は特定のサイバー攻撃の直接の標的にならず
とも、二次被害を受けやすく、ビジネスが大
きく混乱する恐れがある。例えば、最近流行
したコンピューターウイルス「NOTPETYA」は、
世界の製造業インフラにある旧型のオペレー
ティングシステムを混乱させた「ワイパー」型
マルウェアであった。なかでも複数の自動車
企業、あるココアメーカー、ある大手製薬企
業は、一時的な操業停止を余儀なくされた。
最初に感染したターゲットはウクライナの小
さな税務会計ソフトウェアベンダーだったが、
製造業界にたちまち広がった。残念なことに、
被害を受けた企業はこうした潜在的脅威の監
視に必要なサイバーセキュリティのリソースを
持たなかったか、または、生産ラインのコン
ピューターで使用される時代遅れのオペレー
ティングシステムに、このときの攻撃の被害
を防ぐためのパッチを当てるのが間に合わな
かった。

サイバーセキュリティは、どの業界でも地域で
も、製造業者にとって大きな戦略的焦点であ
るべきであり、統制と管理を情報技術（IT）か
らオペレーティングテクノロジー（OT）と製造
業テクノロジーのアセットへと拡大すべきで
ある。特に、それらが古いレガシーのオペレー
ティングシステムで実行されている場合にはそ
うである。多くの業界で、これらのシステムは
隔離されている、つまり、ワールドワイドウェ
ブやその他のセキュアでないコンピューター
やネットワークに接続されていないためサイ
バー脅威に対して安全である、という根本的
な誤解がある。しかし現実は、こうしたシステ
ムでさえ、現在はかつて思われていたより攻
撃の標的や巻き添えになることに対して脆弱
になっている。サイバー攻撃者は、社内の共有
ネットワークや、さらには機器同士で共有され
るUSBメモリーを使用してシステム間で伝染
する自己増殖型のコンピューターウイルス（別
名ワーム）を通して、こうした環境に侵入でき
ることを既に証明している。より近代化された
製造業者の場合、昨年工業用ロボットをハッ
キングする実証実験を行った研究者たちが、
生産ラインのロボットを制御するコンピュー
ターのリモート攻撃に成功した98。サイバー侵
害があったとしても、個々の製造業企業が必
ずしも悪いわけではない。欠陥のあるサード
パーティのソフトウェアは組織のテクノロジー

アセットを脆弱にする恐れがあり、これが企業
を取り巻く製造業エコシステム全体の課題を
示している。ただ、ネットワークに接続された
IoTを持つ最新の製造業の世界で企業がこれ
まで以上にサイバー攻撃に対して脆弱になっ
ており、結果がかつてより重大になり得るとい
うことを、企業が認識し始めたのは幸いなこ
とである。

サイバーセキュリティで先頭に立つ製造業企
業は一般に、以下の 3つのことに集中してい
る。

1. 人材とノウハウ
未来志向の製造業者はサイバーテクノロジー
とサイバーの人材に投資している。産業制御、
エネルギー、その他いくつかの業界で見られ
るように、これらの企業は一般に、最高情報
責任者（CIO）の管轄下、または最高経営責
任者（CEO）あるいは取締役会に直属する、
最高情報セキュリティ責任者（CISO）を設置
している。CISOは、組織のサイバーおよび物
理的アセットのすべてを保護するセキュリティ
専門家の部署を統括する。これらのリーディ
ングカンパニーはまた、ハッカーのマインド
セットを援用して既存のシステムの試験（「レッ
ドチーム試験」と呼ばれることもある）を実
施し保護（および予防）対策を勧告する社内
調査チームも設置している。

2. デジタルツインテクノロジー
多くの大企業が注目するデジタルツインテクノ
ロジーとは、製造施設のどの「クラウンジュ
エル」にサイバー攻撃のリスクがあるかを特
定し、保護ソフトウェアをアップグレードする
とどうなるかをシミュレーションするために、
閉ループの製品開発・製造プロセスをモデル
化する方法の 1つである。セキュリティ機能
を導入する理想的なタイミングは設計の初期
段階である。あとから思いついて導入するほ
ど、プロセスはエクスポネンシャル（指数関
数的）にコストがかかり複雑になる。

3. テクノロジー要素リスト、つまり「材料表」
（BOM）
製造業のサプライチェーンは規模と複雑性が
増している。要素リストを作ればトラッキング
と説明責任が改善され、誰がどの部品を作っ
ているのか、どこから来るのかがすぐ分かる。
BOMは、オープンソースとサードパーティの

ソフトウェアコンポーネントをすべて明示する
ことによって役立ち、可能性のあるどのよう
なセキュリティ上の脆弱性や侵害にも組織が
対応できるようになる。要素リストは既に一
部の医療機器メーカーで使用され、クリティ
カルなサプライチェーンのセキュリティに大き
く依存するその他の業界にも応用が効く。

サプライチェーンの説明責任と透明性を生み
出すというコンセプトは、製造業のサイバー
セキュリティに対してエコシステムアプローチ
を取ることの重要性を示す。また、コラボレー
ションの必要性も示している。複雑なセキュ
リティ問題に取り組んだ十分な経験を持つ企
業や、サイバー攻撃に対処した国の企業の間
から、コラボレーションによるサイバーセキュ
リティの枠組みが現れる機会があると私には
思われる。

Elazari氏の本稿への参加はあくまで教育目
的であり、この分野に関する同氏の知識に基
づいており、同氏が表明する見解はあくまで
同氏のものである。
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デジタルデザイン&シミュレーション&統合

市場規模と予測成長率100

期間中（2016～ 2021年）：

最大のセグメント：コンピューター支援設計（CAD）ソフトウェア

最も成長の早いセグメント：設計自動化、プラント設計、プロ
ダクトデザイン&試験、製図 &3Dモデリング

支出額が最も多い地域：アメリカ

概要 :99 デジタルデザイン、シミュレーション、統合（DDSI）とは、仮想試作の概念化とデジタルコンストラクション、または物理的製品・
プロセスのコンピューターシミュレーションによって実現されるプロセスである。時間の経過とともに進化するシステムの挙動を調べるた
めに、実体の間の論理的関係と記号的関係に基づいてシミュレーションモデルを作成する。DDSIにはデジタルスレッドやデジタル工場デ
ザインを含む。

今後の課題101

1.  エンジニアリングソフトウェアや設計ソフトウェアの購入やラ
イセンス交付のコストが高い。

2.  逆に、オープンソースのエンジニアリングソフトウェアと設計
ソフトウェアの増加が、エンジニアリングおよび設計ソフト
ウェア市場に影響を与えている。

3.  先進的な設計ソフトウェア（3D CAD／CAM）の人材プール
不足、学習曲線、技術的専門知識の不足。

4.  クラウドやオープンソース環境での設計内容の知的財産権保
護と安全性の確保。

現在の活用102

デザインコラボレーションの強化、デジタル
製造業のベストプラクティスを共有する環境
の提供。

ツール製造前に設計と設計の試験および検証
を行うための 3D CADモデリング。

CADを使用することで、自動車メーカーは詳
細設計のための先進的ツールで高度な部品と
コンポーネントを設計できる。

将来の展望103

未来の工場で製造ライフサイクル全体でデジ
タル統合とデジタルデータへのアクセスが可能
に。サプライチェーンの可視性を向上。

IoTから付加製造、先進的アナリティクスまで、
先進テクノロジーによってデザインのサイクル
を迅速化・改善でき、市場投入までの時間を
短縮でき、デザインをスマート製品にリンクさ
せられるかもしれない。

シミュレーションにより、計画段階で工場の
生産システムを仮想試験することで、部品の取
り付け前でも潜在的な不具合を防止できるか
もしれない。

ご存知でしたか？ 3D CADに移行すると、自動車メーカーは設計にかかる時間を約20%短縮できるとさ
れています104。

$250億

$450億

2021年2016年

CAGR =12
.4%
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Michael Vergalla
Founder and Lead Researcher, Free Flight Research Lab  
Faculty, Robotics, Space and Digital Manufacturing, Singularity University

未来に片足を置くと今日のテクノロジー投資を最大化できる
製造業は、マシンビジョンやロボティクスなど
テクノロジーの進歩を真っ先に利用すること
でよく知られている。世界のほかの業界が追
いつきつつある中で、製造業に再び取り入れ
る必要のある新しいソリューションが生まれ
ようとしている。例えばStanford Research 
Instituteは、2017年に2つの新しい機械的
変速機を開発した。効率性が98%向上する
変速機と、変速比無限大変速機である105。
Stanfordはこれらの変速機を軽量人型ロボッ
ト向けに設計したが、発電、電力消費、機械能
力という製造業の主要分野に直接的な影響を
与えるだろう。

その他の新しいプロセスとテクノロジーも製
造業に恩恵を与えると予想される。複合サイ
クルの付加・削除工程を融合させれば、低コ
ストで入手しやすいロボティクスを利用した 1
台の機械になる。付加製造によって、ツール
のデザインと製作をカスタマイズできるように
なる。機械にセンサーとアナリティクスを盛り
込むことで、中断時間を最小限に抑え、機械
同士が互いを認識する能力が向上し、デフォ
ルト設定のままでワークフローを最適化でき
るようになる。クラウドベースのシミュレー
ション機能の向上で可能となったインフレー
タブル構造によって、流体構造物相互作用の
機能が実現できる。このデジタルシミュレー
ション機能のトラッキングと、成熟しつつあ
る材料テクノロジー（特にグラフェンやカーボ
ン、マイクロラティス向けの実用的用途）を
融合することによって、堅固な構造を持ち迅
速に展開可能な最低限の材料ソリューション
が可能となる。複数種のロボットの組み立て
と製造は、建設と災害管理を変革できる。ロ
ボティクスはもはや複雑な仕事をこなせるコ
ンピューター制御の単一の機械とみなされる
のではなく、さまざまな種類のコンピューター
（量子、生物学、光量子）でプログラミング
可能な内蔵データで一連の複雑な仕事を行う
複数の接続された分散型の機械とみなされる
ようになる。ジェネレーティブデザインなどの
ソフトウェアツールにより、ソフトウェアと協
力してデザインキュレーションを行うことがで
き、考えうる何千ものソリューション空間を作
り出すことができる。

これらの、またその他の新しいデジタルテク
ノロジーに投資する製造業企業は、プロセス
改善、業務効率性、コスト削減、従業員満
足度の改善による恩恵を受けられる。しかし、
これらのメリットの見込みがあるからといっ
て、それが必ずしも直ちに手に入るわけでは
ない。テクノロジーの採用は、文化、規制、
財政の面で課題に直面するのである。多くの
製造業者は新しいテクノロジーに気づいてい
るが、短期間に直接的で数値化可能なメリッ
トをもたらさない限り、現在のビジネスのや
り方から大きく転換する理由を経営陣が見つ
けるのは難しいかもしれない。間違った時期
に新しいテクノロジーに投資すると、大きな
費用を支出しても予想通りの利益がもたらさ
れない恐れがある。現在の投資を最大化しよ
うとする企業は、未来に片足を置くべきだが、
現在にも注意を怠るべきではない。とるべき
アプローチの一つは、テクノロジーのイノベー
ションを推進し、成果を刈り取り、それを組
織全体に統合するために、小規模のグループ
を配置することである。そして、前進すること
とは、10年前には意味をなさなかったが今後
はかなり有望視されるほど成熟したテクノロ
ジーを振り返ることを意味する場合もあるの
である。

Vergalla氏の本稿への参加はあくまで教育
目的であり、この分野に関する同氏の知識
に基づいており、同氏が表明する見解はあく
まで同氏のものである。本稿は Free Flight 
Research Lab のためにビジネスを勧誘する目
的のものとみなすべきではなく、そう解釈す
べきでもない。また、デロイトは Free Flight 
Research Labが提供するサービスや商品を
宣伝するものでも認めるものでもない。
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テクノロジー、人材、イノベーション・エコシステムが製造業の未来を変える日本の視点 | デジタルデザイン&

　　　　　　シミュレーション&統合
清水 圭介　シニアマネジャー
SCM 製品開発チーム担当。製造業の設計開発領域において多数のコンサルティング経験
を有する。顧客課題に対応した業務改革や PLMシステム導入サポートを推進

次のデジタル革新は必ずやってくる、迅速な対応が望まれる
－スピードが求められるデジタル革新－

製造業のデザイン領域におけるデジタル革新
は、これまで日本でも何度も起きてきた。代
表的なものとして、紙図面から 2D-CADの転
換、3D-CADの台頭、CAE等のデジタルシミュ
レーションソフトの発展などがあげられる。
今ではドラフターで紙図面を作図することは
ほぼ無くなり CADソフトを利用することがほ
とんどである。ドラフター時代は作図ミスや
誤記の際、図面修正には大幅な工数がかかっ
ていたが、デジタル化により即修正が可能と
なった。3D-CADに関しては、実際の使い方
は 2D-CADで作成した図面データをもとにモ
デリング担当者が 0から 3D形状を作成して
いるケースが多く、モデリング工数やモデリ
ング担当者の増加といった課題が内在してお
り、まだまだ活用検討段階といえる。それで
も恩恵は大きく、3Dモデルから CAE解析へ
繋げることにより設計段階での事前検証精度
がかなり向上しており、開発手戻りの削減や
試作工数の削減に大きな貢献をしている。

昨今の動向としては、製品設計領域において、
自動設計・自動作図の拡大、3Dプリンター
（Additive Manufacturing）を試作検討のみ
ならず量産部品へ適用するケース、新材料に
よる革新製品の検討、デジタルシミュレーショ
ンの高度化、AI活用した技術情報の高度な
デジタル管理、といった革新が起こりつつあ
る。生産領域においては、ロボティクスの発
展（それに伴いまったく新しい生産技術要件
を製品設計者が把握する必要もある）、セン
サー技術の進化とビッグデータ解析による各
種予兆の把握といった IoT革新がすでに動き
出している。

但し、これまで何度もデジタル革新は起きた
とはいえ、日本においてその浸透・活用の進
捗は遅い。前述の例では、紙図面から CAD
へ転換したとはいえ、検図・図面保管・後工
程への指示等は紙が主流となっている企業が
まだまだ多い。

日本においてデジタル革新が進みにくい要因
は 3つあると考えられる。

現場改善の意識の強さ
1つは、日本では現場改善の意識が強く、今
あるツールや業務プロセスを現場主体で細か
な改善を行っている。そのため、新しいツー
ルやプロセスに切り替えるにあたり、導入当
初は業務効率が落ちる懸念があり、現場が首
を縦に振らないことがある。

部門間・工程間の壁
2つめは、部門間・工程間の壁を越えて全体
最適なソリューションを検討するのが弱い点
である。3D-CADにおいても、作図のみの利
用では効果は薄く、CAE用の解析データへの
流用、デジタルマニュファクチャリングへの利
用、営業用パンフレットデータへの利用といっ
たトータルでの活用を考える必要がある。昨
今の様々なデジタル革新においても同様の検
討が必要となる。

推進体制
3つめは、推進体制の問題がある。現場のリー
ダー的存在は現状業務にかかりっきりとなり
改革推進に参加できないことが多い。特に日
本は現場が強いため、現場を説得できるリー
ダーと、トップダウンでの指示が不可欠であ
るが、IT 担当者のみの推進体制であったり、
トップの関与も数カ月に 1度の状況報告のみ
であったりする。改革促進には、プロジェク
ト推進に必要なノウハウを持った第三者がサ
ポートすることも望ましい。

上記 3つの要因は根深いものではあるが、テ
クノロジーの進化は待ったなしで進んでおり、
デジタル革新は必ずやってくる。どのような革
新であっても、他社に先駆けて対応すること
が先行者利益を享受できるため、グローバル
で勝つためにも日本の企業には迅速な判断が
望まれる。
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エネルギー貯蔵

市場規模と予測成長率107

予測期間中（2016～ 2021年）：

最大のユースケース：電気自動車、スマートフォン／タブレット、
住宅

最大の業界：家電、輸送、ステーショナリー

支出額が最も多い地域：アメリカ、中国、ヨーロッパ

概要 :106 エネルギー貯蔵技術は、オンデマンド利用向けエネルギーのモバイル・非モバイルでの貯蔵と取得の量を拡大し効率性を向上で
きる。これらのテクノロジーにより、よりレジリエントなエネルギー配給インフラが可能となり、公益事業者と消費者はさらにコストを削
減できる。エネルギー貯蔵には、主に、固体電池、フロー電池、フライホイール、圧縮空気エネルギー貯蔵、 熱、揚水発電などが含まれる。

今後の課題108

1.  エネルギー貯蔵システムの開発と商品化の初期費用が高いこ
とが、迅速な採用の大きな障壁となっている。

2.  公益事業者、規制当局、資金提供者が貯蔵技術をよく知ら
ない。

3.  エネルギー貯蔵システムを正しく保守運用するには高いスキ
ルと経験を持つ技術者が必要。

4.  エネルギー、補助サービス、容量の市場で貯蔵システムの競
争を妨げる規制が存在する。

現在の活用109

電気自動車の充電に電力貯蔵を使用、燃料消
費量を削減。

電気代の安い夜間に充電し、そのエネルギー
を昼間に使用して、高額なピーク時の電気料
金と高需要時の割増料金を避けることで、施
設の電気代を削減。

高いエネルギー密度と大きなエネルギー貯蔵
が必要な航空宇宙用途で、リチウムベースの
電池やプロトン交換膜（PEM）燃料電池を開発・
使用。

将来の展望110

IoTとエネルギー貯蔵技術を統合すれば、効
果と効率性を向上できる。

太陽光などの再生可能エネルギーの統合が急
速に進む住宅用途と商業用途で分散型エネル
ギー貯蔵システムの使用を増やす。

高密度の固定電池が開発され、エネルギー貯
蔵システムのコストが下がることで、これらの
テクノロジーをさまざまな業界で使用できるよ
うになる。

ご存知でしたか？ 米国エネルギー貯蔵市場は「爆発」寸前―2017年の6ギガワット（GW）が2022年ま
でに40 GW以上に拡大111。

$370億

$540億

2021年2016年

CAGR =8.0%
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Ramez Naam
Co-chair, Energy & Environmental Systems, Singularity University

製造業がクリーンエネルギー貯蔵をパワーアップさせる
エネルギーの生産と消費について長年言われ
ている決まり文句は「安いか、クリーンか」だが、
間もなく「安くてクリーン」に取って代わられる
かもしれない。

組織と個人は、当然ながらできるだけ安いエ
ネルギーを購入したいと思っている。歴史的に
は、それは化石燃料から生成されたエネルギー
であった。しかし、状況は変わりつつある。世
界の一部地域では、太陽エネルギーが補助金
を受けていないエネルギーの中で最も安価に
買えるようになりつつある。別の地域では風力
発電がそうなりつつあり、各国、企業、消費
者はこのトレンドに乗じようとしている。

クリーンエネルギーの台頭の原動力となって
いる要因の1つは、生産と貯蔵の技術が改善さ
れ、コストも下がっていることである。企業はク
リーンエネルギーを使った製品の製造に力を入
れるようになり、国は化石燃料による汚染を減
らすために太陽エネルギーや風力エネルギー
への投資を増やしている。例えばサウジアラビ
アは、発電量を押し上げる500億ドル規模のプ
ロジェクトの一環で、今後10年間に太陽光と
風力のプロジェクト30件を開発する計画であ
る112。アラブ首長国連邦のアブダビでは、2019
年4月までに世界最大の太陽光発電所（1.2 
GW）が操業開始の予定である113。国有のAbu 
Dhabi Water & Electricity Authorityは、予定
されている施設が発電する電力1キロワットア
ワー（kwh）当たり2.42セントという当時として
は記録的な安さの入札を受けた114。2017年11
月、メキシコでは新しい太陽光発電所でさらに
安い 1 kwh当たり1.9セントという入札があっ
た。現在インドでは太陽光発電の入札金額が1 
kwh当たり3.8セントまで下がっており、新規の
石炭発電の価格より20%安い。

クリーンエネルギーの価格低下に乗じようとし
ている企業の選択肢としては、太陽光や風力
の発電量が豊かな（つまり高価でない）国に製
造施設を建設すること、既存の建物の屋根に
ソーラーパネルを設置して自社が消費する電力
の一部を賄うこと、屋根のソーラーパネルや電
力会社からの電気を夜間にオンサイトの電池
に貯めてコストが最も高い時間に使用するエネ
ルギー貯蔵システムに投資すること、などがあ
る。

オンサイトエネルギー貯蔵（一般に電池と運用
ソフトウェアはベンダーから提供され、サービ
スとしての料金を支払う）が製造業で使用され
るようになったのはごく最近だが、いくつかの
理由でこのアプローチは検討に値する。第一
に、電力会社の停電時の保護手段となる。第
二に、エネルギー消費の費用を削減できる。
電力を購入する企業は、需要が最も多い昼間
に電気料金が上がり、追加の割増料金も支払
う。製造業者が（屋根のソーラーパネルの電気
や電力会社からの非ピーク時の安価な電気な
どの）エネルギーを余計に貯蔵できれば、真
昼や午後のコストが最も高い時間帯に、電力
会社の高価な電力の代わりにその電気を使用
できる。

クリーンエネルギーの生産と貯蔵が製造業で
主流になるには、解決すべき運用上の課題が
いくつか存在する。大きな課題の 1つは可変
性・可用性である。企業は電力会社からの電
気をいつでも使用できるが、ソーラーパワーは
太陽が出ていなければ存在しない。雨の日が
続いたら、太陽光発電の顧客はどうやってエネ
ルギーを節約すればよいのだろうか。また、エ
ネルギーを使えるかどうかは 1日のうちの時間
によって変わる。夜に太陽は出ないではないか。
製造業者は、エネルギーを最も集中的に使用
する工程を、エネルギーが最も安価で使いや
すい時間に合わせて稼働できるだろうか。

クリーンエネルギーの生産と貯蔵のメリットを
検討することに関心がある製造業者は、製品
をクリーンエネルギーで生産することの重要性
を顧客に語り、オンサイトのエネルギー収集
貯蔵機器を設置することの実現可能性とコスト
を検討し、代替エネルギープロバイダーやエネ
ルギー貯蔵ベンダーと選択肢について話し合
うべきである。

Naam氏の本稿への参加はあくまで教育目的
であり、この分野に関する同氏の知識に基づ
いており、同氏が表明する見解はあくまで同氏
のものである。
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高性能コンピューティング&次世代コンピューティング

市場規模と予測成長率116

期間中（2016～ 2021年）：

最大のセグメント：サーバー、ストレージ

最も成長の早いセグメント：量子コンピューティング、高性能デー
タアナリティクス

支出額が最も多い地域：北アメリカ、ヨーロッパ

概要 :115 高性能コンピューティング（HPC）とは、科学、工学、ビジネスの大きく極めて複雑な問題を解くために、性能が大きく向上する
よう計算能力を集積すること、つまり、テラフロップ（1秒間に浮動小数点演算を 1012回）以上の機能を一般に持つシステムを指す。

次世代コンピューティングには、新興のコンセプトかつコンピューティング・アーキテクチャであるコグニティブ・コンピューティング、量
子コンピューティング、ニューロシナプティック・コンピューティング、DNAコンピューティングなどが含まれる。

今後の課題117

1.  先進的なスーパーコンピューターが最適に機能するために必
要なメモリ容量と帯域幅が足りない。

2.  ワークロード実行を妨げないある程度のハードウェア不具合
を許容できない。

3.  量子コンピューティングを中断させる熱、内部の異常、磁気
ノイズ、振動など外部の阻害要因。

4.  エラー修正機能のあるスケーラブルな量子コンピューティン
グはまだ実用化されていない。

5.  エクサフロップ・コンピューティング・システムのエネルギー
利用と効率性の管理。

現在の活用118

スーパーコンピューターでシミュレーションモデ
ルを用いて内燃機関を設計・分析、自動車の仮
想衝突試験を実施、プラスチックと金属の変形
のしかたを分析、可動部品の摩耗をシミュレート。

物理的試作品を作らずに部品をモデリングしシス
テムを組み立てて試験、多くの製造業界で発見
時間を短縮すると同時に製品開発プロセスを加
速。

医療機器の血流分析の実施とモデリング、ゲノム
の処理と配列決定、医薬品設計、分子モデリング、
生物学のシミュレーション。

将来の展望119

インフラの検査、インテリジェントなサプライ
チェーンの実現、未来型材料や新材料の特性
の予測、エラー修復のために現実の製造工程
をモデリングしシミュレート。

電気自動車のバッテリー容量を大きく増加でき
る新しい高密度の設計を見つけるために量子
コンピューティングを使用。

在庫の分析、物流とサプライチェーンの最適
化、さまざまな消費者にマーケティングのオ
ファー。

ご存知でしたか？ 日本のスーパーコンピューター「京」は、東京などの都市で地震が発生するとどうなる
かの大規模なシミュレーションを行いました120。

$250億

$400億

2021年2016年

CAGR =12.4%
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Dr. Davide Venturelli
Quantum Computing Team Lead and Science Operations Manager, USRA Quantum AI Laboratory at NASA 
Ames Adjunct Faculty, Quantum Computing, Singularity University

量子コンピューティングの産業時代が始動
2 0年近い理論化と実験を経て、大手コン
ピューターハードウェア企業、ベンチャーキャ
ピタル（VC）企業、政府（ヨーロッパ連合とカ
ナダが主導）はついに量子コンピューティング
の産業時代を始動させるために大規模な投資
（合わせて10億ドル以上121）を開始した。

パラダイムを打ち砕くような新しい計算のアプ
ローチへのテクノロジー業界の熱視線が目覚
ましい形で具現化したのが、量子コンピュー
ティング（QC）である。これは、機械学習、ビッ
グデータ、最適化で生じる問題の解決策を評
価する際の計算上のボトルネックを回避するた
めに提案されてきた、多くのさまざまなハード
ウェアのアプローチ（焼きなまし法、光コヒー
レントマシン、ニューロモーフィック、DNAコ
ンピューティング、スピントロニクスなど）の
文脈に位置づける必要がある。

以下の 2つの要因が相まって、量子コンピュー
ティングに対する業界の関心が高まっている。
・特定の種類の問題の解決を加速させエネル
ギー消費を削減するために特別に設計され
た、ハードウェアを最適化された特殊用途
の機器から、これらのコンピューターサイエ
ンスの問題が恩恵を受けるかもしれない、と
いう理解が進んだこと。
・今後 10年間に主な競争優位になりうる分野
でアーリームーバーになることを見逃すこと
の恐怖（FOMO）。

QCの将来の魅力を高めている要因がもう1つ
ある。QCは、量子以外のどの情報処理技術
でもかなりの規模で数学的にかなわない、ア
ルゴリズムレベルでのいくつかの既知の利点を
もたらす可能性を持つのだ。ただし、量子コ
ンピューターの計算力が現在のペースで成長
するとすれば、これらの既知の利点は 10年
以上かかっても実用化できないということに
注意が必要である。既知のアルゴリズムが実
行可能になっても、産業最適化と人工知能（AI）
へのその影響はゲームチェンジャーとはなりそ
うにない。

QCの既知の利点にもかかわらず、未来志向
の企業と投資家はほとんどの場合、未知のこ
とに魅力を感じている。10年以内に実用化で
き、エクスポネンシャル（指数関数的）なスピー
ドアップを実現できそうな量子アルゴリズムを
発明できる可能性があるかもしれないのだ。

しかし、これを判断するための量子情報処理
についてはまだ十分に分かっておらず、実用に
耐える量子コンピューターが手に入らない限り
（そしてその時まで）、このつかみどころのない
応用科学分野について理解が大きく進むこと
もなさそうである。これは、古典的な卵と鶏
の問題だ。

明らかな「大勝利」は視野に入っていないが、
研究分野としての QCはここ 5年間でエクスポ
ネンシャル（指数関数的）に成長している。今
日、コミュニティの研究者数は最大 1万人近
くに上る。この数字は、エンドユーザーの視
点でこの分野にアプローチする金融や最適化
や AIの数値計算の実務家を含まない。この
視点は製造業界にとって適切だと私は考える。
自動化、オペレーションズ・リサーチ、ロボッ
ト運用のプランニングとスケジューリング、バ
リューチェーン最適化、機械学習を担当する
イノベーション担当部署は以下を行うべきであ
る。（1）5～7年間で量子クラウドコンピュー
ティングの恩恵を得るために、現行のどのコン
ピューティングアプローチを差し替えるべきか
評価する。（2）量子プロセッサーや従来と異
なる専用プロセッサーとハイブリッドにできる
ように、新しいハイエンドコンピューティング
システムをモジュール形式で設計する。（3）従
来と異なる破壊的な方法で対処できる可能性
のある特有のエクスポネンシャル（指数関数
的）な困難という点から見て、ビジネスにおけ
る現在の数値上の課題のうち、どの課題が重
大なボトルネックとなっているかを特定する。

このコンピューターの進化を促進するために、
IBMとGoogleは（Rigetti ComputingやIonQ
などのスタートアップと共に）、資格を満たす
研究者なら誰でもプロセッサーの試作品にク
ラウドで自由にアクセスできるようにすること
で、実験エコシステムを作ろうとしている122。
もう1つのパイオニアはD-Wave Systemsであ
る。同社は、個別の最適化問題を解くために
「ブラックボックス」として使用できる商業的
に実現可能な製品である量子アニーラー（つ
まりコンピューター）を作った初のQC企業で
ある。 D-Waveは企業顧客にクラウドの計算
能力を時間単位で販売している123。さらに、
複数の政府機関とイノベーションプログラム
が、無料でマシンを試用するコラボレーション
の機会を作っている。例えばUSRA Research 
Opportunity Programは124、NASAエイムズ

研究センターに設置されたコンピューターを
利用できるようにしている。

量子コンピューティングが「プラグ・アンド・
プレイ」になるまでの道はまだ長く、エンドユー
ザーのコミュニティと協力して発見した特定の
問題の解決に特化したハイブリッド量子古典
システムによって成功がもたらされる可能性が
高い、とテクノロジープロバイダーは認識して
いる。

Venturelli氏の本稿への参加はあくまで教育
目的であり、この分野に関する同氏の知識に
基づいており、同氏が表明する見解はあくま
で同氏のものである。
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インターフェイス・オブ・シングス
（AR/VR/複合現実、ウェアラブル、ジェスチャ認識）

市場規模と予測成長率126

予測期間中（2016～ 2021年）：

最大のセグメント：複合現実、ウェアラブル

最大の業界：小売、個別生産、プロセス製造業

最大のユースケース：小売の展示、製品開発、工場保守

支出額が最も多い地域：アメリカ、アジア太平洋（日本を除く）、
西ヨーロッパ

概要 :125 インターフェイス・オブ・シングスには、ユーザーの現実世界の環境に置き換えて完全に没入できるデジタル環境を作り出す仮想
現実（VR）、デジタルで作り出したコンテンツをユーザーの現実世界の環境に重ねる拡張現実（AR）、ユーザーの現実世界の環境とデジタ
ルで作り出したコンテンツをシームレスに混合し、どちらの環境も共存でき相互作用できる、ARの下位集合である複合現実（MR）、意思
決定時にそれに関連する文脈情報を提供することでユーザーが現実世界のアクションを起こせるウェアラブル、人間が機械と自然に、かつ
機械的装置なしでコミュニケーションしやり取りを行えるジェスチャ認識技術が含まれる。

今後の課題127

1.  VR・AR機器は、セキュリティとプライバシーへの配慮のほか、
計算能力の向上、バッテリー寿命、視野の拡大、新しいアイ
トラッキング技術、価格の低下、帯域幅の拡大が必要。

2.  何の役に立つか消費者にはよく分からないこともあるため、
ARや VRを用いたカスタマーエクスペリエンスをどう生み出す
かがブランドを見ても不明確。

3.  ウェアラブルは、製品のリコール、訴訟リスク、特許侵害、
医療責任リスクを経験している。

4.  特にクリティカルなインフラ環境で、安全性と規制遵守の問
題。

現在の活用128

シミュレートされた環境でハンズフリーの指
示やトレーニングを行ったり、遠隔地にいるエ
キスパートが支援や協力を行ったりするために
使用するヘッドマウントディスプレイ。

組み立てマニュアルをスマートグラスディスプ
レイに置き換えることで、航空宇宙企業が配
線にかかる時間を大きく短縮できる。

自動車組み立て工場での品質確認と品質保証
向けウェアラブル。

小売環境のマーケティングや宣伝を目的とし
たインタラクティブな仮想ディスプレイシステ
ムのジェスチャ制御。

将来の展望129

工場の最適化と設計に仮想現実を使用。

作業員が装置をより安全で効率的に使用できる
ようトレーニングするための工場や倉庫全体のシ
ミュレーション。

工場内の技術者が機械についての環境データを
確認し対応できるようにする ARソリューション。

ショールームの自動車販売員が 3D自動車コン
フィギュレーターを提供し、顧客が 3D仮想車両
を操作し検討できるようにする。

ご存知でしたか？ BVR／ARヘッドセット出荷数は2021年までに1億台に達する可能性があります130。

$380億

$1630億

2021年2016年

CAG
R 

=3
4.

0%
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　　　　  （AR/VR/複合現実、ウェアラブル、ジェスチャ認識）
Aaron Frank
Principal Faculty, AR/VR, Singularity University

ゲームは続く：作業現場の複合現実テクノロジー
今年、コロラド州デンバーのサイバーセキュリ
ティ関係のスタートアップであるProtectwise, 
Inc.が、新しい仮想インターフェイステクノロ
ジーをリリースした。これは、会社のITシステ
ムから取得したデータを3Dビデオゲーム内の
都市に見立て、その中をセキュリティアナリス
トが移動できるというものである131。このツー
ルは、ITネットワーク上のマシン1台1台を1つ
の建物として表現することによって動作する。
それぞれの建物の高さ、幅、色が、そのマシン
に何が起きているか、データ漏洩が起きてい
るかどうかについての情報をアナリストに提供
する。

Protectwise の複合現実ツールが『Tron: 
Legacy』などの映画に携わったハリウッドの
ビジュアルデザイナーによって開発されたこと
は、さもありなんと思われる。この IT都市の
シナリオと同じく未来的なことが間もなく起こ
るだろう。大企業は、Oculus Riftを装着した
セキュリティのプロフェッショナルがこれに似
たビデオゲームの世界の中で自社のデジタル
インフラを巡回する作戦会議室を設置するか
もしれない。それどころか、数多くのビジネス
プロフェッショナルと技術者の仕事の未来は、
大画面の大ヒット SF作品の台本から飛び出し
てきたようなものになるかもしれない。

拡張現実や仮想現実のような没入型のコン
ピューティングと複合現実のテクノロジーが
実用的なビジネスツールとして登場したのは
最近になってからだが、労働者とそのビジネ
スプロセスの関係性を根本から作り変えると
予想される。工業設備に依存する製造業企業
の場合、例えば、拡張現実用の眼鏡などのヘッ
ドマウントディスプレイが、修理しようとして
いる機械に仮想のガイドを重ねることで装置
サービスプロフェッショナルにリアルタイムに
指示を与えたり、遠隔地にいる専門家が現場
の技術者に修理工程の中で指示を与えたりす
ることができるようになる。この指示アプロー
チは、スキルのハードルを下げたり、業務効
率性を向上させたり、作業員の満足度を改善
したり、現実の生活でビデオゲームをプレイ
するのに近い体験を生み出したりできる潜在
的可能性がある。

未来に向かってもう一歩進むと、各企業は従
業員が装置をより安全で効果的に運用するト
レーニングを行えるように、工場や倉庫の現
場全体のシミュレーションを定期的に作成す
るかもしれない。Stanford Universityから派
生したスタートアップでカリフォルニア州メン
ロパークに拠点を置くStriVRは既に、複数の
大企業と協力して、360度カメラで撮影したイ
ンタラクティブ映像を用いた、業務に関連し
た従業員向けのトレーニングシナリオを開発
中である132。従業員は、ほぼ現実世界と同じト
レーニングゲームで勝つ能力を証明するまで、
工場の現場で作業することが許されないかも
しれない。

複合現実のツールに今すぐ飛びついて採用し
たいと考える企業は、短期的には実験ベース
のアプローチを取ることを想定すべきである。
これらのエクスポネンシャル（指数関数的）な
テクノロジーはそれぞれで発展し続けるため、
AR／ VRエコシステムはハードウェアとソフ
トウェアの仕様をさらに統一する必要があり、
開発者が意味のあるアプリケーションを構築
するための一連のツールをさらに強化する必
要があるだろう。ただし長期的には、複合現
実プラットフォームは現在よりはるかに意欲の
高い、有能で生産的な労働力を生み出すだろ
う。私の同僚で Singularity University設計
担当ディレクターの Jody Medichは、「私た
ちの脳は次元性に依存した情報処理の強力な
方法を進化させてきた」と述べる。人間は 3
次元でものを考える。そして、このようなツー
ルは、これまでよりもはるかに直感的で効率
的な装置を使って働く手段を技術者にもたら
すだろう。

Frank氏の本稿への参加はあくまで教育目的
であり、この分野に関する同氏の知識に基づ
いており、同氏が表明する見解はあくまで同
氏のものである。
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（AR/VR/複合現実、ウェアラブル、ジェスチャ認識）
山下 真輝　マネジャー 
Strategy Digital Realityチーム担当。グローバルコンサルティングファームにて、システム
開発、IT戦略、ニューテクノロジー活用戦略策定プロジェクトに従事。自動車、ハイテク、
食品・飲料を含む製造業での実績多数

インターフェイス・オブ・シングス活用に向けた提言
－AR/VR活用で世界に追いつく－

インターフェイス・オブ・シングスの将来と
現状

AR/VRデバイスの性能や重量が大幅に改善さ
れ、仮想世界への没入や現実世界へのデジタ
ルコンテンツの混合がごく自然な体験となり、
私たちの仕事や生活を大きく変える時代が近
づいている。デジタル化された情報を得るた
めにスクリーンを見つめる代わりに、ジェス
チャや声、視点よる入力など、直感的な情報
インプットが可能になり、更には BMI（Brain 
Machine Interface）のように「直感」自体を
インプットとする試みも進められている。

こういった変化が絶え間なく起こっていく中
で、AR/VRの導入に向けた各業界のアーリー
アダプターによる初期の試験的取り組みが一
巡し、より実践的な PoCや本格導入に向け
たパイロットの計画を進めている企業が出て
きている状況である。今後もしばらくはトライ
＆エラーを含むアプローチが取られるものの、
効果創出を見据えた取り組みへと軸足が移さ
れていくことになる。

エンタープライズ向け AR/VRの概況

IDC Japan社の発表 *1によれば、AR/VR 支
出額が 2017年の 140 億ドルから、2018 年
には 270億ドルに、そして 2022年には 2,087
億ドルにまで成長すると予測されており（図表
1） 、大きなポテンシャルを有する有望な市場
として期待が高まっている。分野別では、製造・
資源エネルギー分野での活用が流通・サービ
ス分野に次いで多いと見込まれ、現場での組
立と安全管理、プロセス製造のトレーニング
と設備メンテナンスが有力なユースケースとな
るとみられている。

そんな中、昨年までエンタープライズ向け
AR/VRはコンシューマー向けのそれに比べ、
比較的堅調に規模を拡大させてきた。

特にエンタープライズ向け ARは、既に広く
活用されているスマートフォンに加え、スマー
トグラス等のウェアラブルデバイスの進化によ
り、企業におけるユースケースが確立されてき
ている業種もある。

一方エンタープライズ向け VRは、現状では

マーケティングツールとしての単発での活用
が中心となっているが、今後は設計・開発、
製造、営業やトレーニングでの活用拡大がさ
れていくだろう。

日本企業による取り組み状況と今後

この AR/VR領域における投資という意味で
は、日本企業は海外企業に大きく後れを取っ
ている。エンタープライズ向け VR/ARの活用
拡大に向けて障壁は大きく 2点ある。まず 1
点目は、現時点では同業他社による成功事例
が多く存在していないこと、そして 2点目とし
て、コストに対するリターンが効果的に示せ
ていないために意思決定がスムーズにできて
いないことである。

当然ながら同業他社による成功事例を待って
いては後塵を拝するため、同業種の海外事例
または国内他業種の事例を参照し検討を進め
る必要があるが、その有効性を証明しきれず、
うまく前に進まないケースが多いようである。

この手の新規技術の導入を強く推進するため
には、社内の強力なリーダーシップが必要と
なり、そのリーダー自身が AR/VRによりもた

らされるメリットと改革の実現性を強く信じて
いることが前提条件となる。ベンダー任せで
は進まないのである。

また、その実用性を証明するビジネスケース
作成にあたっては、足元の業務プロセス改善
に範囲を狭めて考えるのではなく、2年～ 3
年先を見据えた野心的な課題・目標設定の下
に、その有効性を語っていくことが必要であ
る。

更には、AR/VR技術が日々進化している現状
に鑑み、拡張可能なプラットフォームの見極
めと最適なデバイスの選択を行いつつ、将来
の本格展開に向けたステップとして社内成功
事例の確立を進めることが必要である。また、
キーとなる人材の観点では、AR/VR、MR、
360°並びに没入型テクノロジー活用のスキル
が従来型の ITスキルと大きく異なることを念
頭に置き、且つ、向こう 5年日本が当該技術
領域のグローバルリーダーとならないであろ
う予測を踏まえ、計画的な人材の育成・採用
（必要に応じてアライアンス）を行うことが肝
要となる。

62

図表 1：AR/VR支出額予測（世界）

$140億 $270億

$2,087億

2017 20222018

CAGR
71.6％

出所：IDC Japan発表のデータを基にデロイト トーマツ コンサルティング作成
*1:2018年 6月 19日 IDC Japan株式会社プレスリリース
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インターネット・オブ・シングス（IoT）

市場規模と予測成長率134

予測期間中（2016～ 2021年）：

最大のセグメント：製造、輸送、消費者、公益事業

最も成長の早いセグメント：保険、消費者、医療、小売

最大のテクノロジーセグメント：ハードウェア、サービス、ソフトウェ
ア

支出額が最も多い地域：アジア太平洋（日本を除く）、アメリカ、
西ヨーロッパ

概要 :133 インターネット・オブ・シングス（IoT）とは、先進的なソフトウェア、費用対効果の高いセンサー、物体同士がデジタルでやり取
りできるネットワーク接続を融合したものである。IoTのコンセプトには、機械、施設、保有車両、ネットワーク、さらには人間とセンサー
や制御装置との接続、先進的アナリティクス・アプリケーションと予測アルゴリズムへのセンターデータの送信、機械とシステム全体の保
守運用の自動化と改善、さらに人間の健康増進が含まれる。

今後の課題135

1.  原子力発電所やコネクテッドカーの産業制御システムへのス
レットアクターの侵入を防ぐことが、クリティカルなアセットと
人命を保護する上で死活的に重要である。

2.  ユースケースの決定、ビジネスケースの開発、初期投資の正
当化、ROIの証明が、IoTプロジェクトの実施を検討する製
造業者にとって共通の課題である。

3.  既存の IoT対応製品の具体的なメリットが投資費用と比べて
十分でないと、顧客がそれ以上の採用を渋る恐れがある。

4.  製造業エコシステムでは、IoTアプリケーションで生成された
データの所有権を誰が持つか（製造業者か、サプライヤーか、
ベンダーか、顧客か）が難しい課題になりうる。

現在の活用136

事故の発生時に緊急時対応者に通報する自動衝
突通報など、車両、運転手、乗員の安全性に関
連するサービス、車両がほかの車両や周囲の環
境と通信する機能（V2V、V2I）。

よりスマートな製品とサービスの開発、店舗フロ
アの可視性の向上、製品とソリューションを市場
に投入するまでの時間短縮。

センサーから収集したデータを基に、飛行機の
エンジンの調子を監視、エンジンのパフォーマ
ンスを最適化。

将来の展望137

自動車関連データを収集し、自動車 OEMと
保険会社にリレーして、より十分な情報に基
づいたビジネス上の決定を下せるようにする。

ビッグデータを分析して材料費、製品価格、
需要の変動を管理し、統合されたスマートな
ネットワーク接続対応アセットと業務、最終的
には自律的な生産環境を実現。

空港全体から収集した洞察を基に先を見越し
て地上業務を管理するために、センサーデー
タを使用して空港業務を改善。

ご存知でしたか？ ネットワーク接続されたIoT機器、センサー、アクチュエーターの数は2021年までに
460億台を超えるかもしれない138。

$7370億

$1兆5210億

2021年2016年

CAGR =15
.6%
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Dr. Kevin A. Shaw
Chief Technology Officer and Co-Founder, Algorithmic Intuition Inc. 
Faculty, Networks and Computing, Internet of Things and Sensors, Singularity University

センサーの有望さを感知する
スマートフォン、タブレット、インターネット・
オブ・シングス（IoT）、コネクテッドホーム、
ウェアラブルなど新興の機器が普及しつつあ
る。これらによって我々は自分を取り巻く世界
の感覚を得られるからである。神経系を地球
全体に広げたようなものだ。これらの無数の
機器を高速のインターネット活動と組み合わ
せれば、我々は世界をセンサーの中に包み込
む継続的で間欠的な創造の一部となる。その
大きさゆえに、人間の作った単体としては最大
のシステムだと多くの人がみなすようなシステ
ムである。

センサーは小型化しているが、その能力は拡
大している。Wikipediaは既に200～300種類
のセンサーを掲載し139、これらの多くは「トラ
ンジスタ化」している。ただし、シリコンで作
られているため、こちらの方が小さく強力だ。
つまり、近い将来、さらに多くのセンサーが物
体に搭載され、さらに多くの情報がこれらの
センサーから収集され、さらに多くの人々とこ
の情報が共有される―もしそれらのセンサー
がネットワークに接続されていれば。

センサーで検出できる事柄の種類も拡大して
いる。電球、ゴミ箱、ドアノブなど最もあり
ふれた物品でさえ、インターネット・オブ・シ
ングスと接続されればセンサーになる。さら
に突き詰めれば、すべての IoT機器がセンサー
の取り付け場所になる。今日のセンサーの用
途が将来のイノベーションを起こす上でいか
に有望かの感覚をつかむために、以下の例を
考えてみよう。

・電話。電話が人と話すための（壁に接続され
た）紐付きの箱にすぎなかった時代を覚え
ているだろうか。カメラ、GPS、そして 20
個以上のセンサーが必要だと誰が思ってい
ただろう。

・ゴミ箱。スペインのバルセロナやメリーラン
ド州ボルチモアなどの都市は、プラスチック
や金属のゴミ入れにセンサーを付けること
で、ゴミ収集コストを何百万ドルも削減して
いる140。これらの都市は、センサーとワイヤ
レスネットワークを使用して所定のゴミ箱の
ゴミを測定し、満杯になったかどうか判断し
て、必要な時だけ収集する。空のゴミ箱や満
杯でないゴミ箱を素通りすることで、労働時

間、ガソリン消費量、トラックの劣化、市内
の炭素排出量を減らしている。

・ドアノブ。多くのオフィスビルにはバッジを
スワイプすると反応するキーパッド付きの自
動ドアノブがあり、ホテルでは何年も前から
電子キーが使われている。現在、家屋のドア
ノブには Bluetoothセンサーが取り付けら
れつつあり、家主の帰宅を検出し、ドアの
鍵を開け、玄関に招き入れる。

・農場。かつては土と植物があって小雨が降
る畑にすぎなかった。現在では、巨大なワ
イヤレスセンサーの列が栄養と水と塩分を 2
フィート、4フィート、6フィートの深さで計
測し、頭上の昆虫、日光、風、埃を計測する。
農場はビッグビジネスであり、現在ではハイ
テクのリーダーとなりつつある。

・電球。近年、製造業者は古い非効率的な白
熱電球を LEDに交換し始めており、LEDは
電圧が低いため、Ethernetケーブルで電力
を供給している。これによって、人がホール
を通るたびに建物が電源のオン・オフや環
境光を制御できる。ただし、Ethernetは両
方向に機能し、同じ Ethernetでデータを
送れば、すべての電球をコンピューターに接
続されたセンサーの末端にすることができる
と製造業者は気づいた。電球はセンサーの
「トロイの木馬」と呼ばれるようになってい
る。なぜなら、データトラフィックを電球の
中に通す LiFiが、屋内に拡大するセンサー
利用の入口になりそうだからである。

センサーの有望さに期待が高まっているもの
の、イノベーションには困難も存在する。そ
の 1つは認識の問題で、ほとんどの IoT用途
では我々がほとんど意識しない既存の製品に
インテリジェンスとセンサー機能を追加する。
自分が今使っているものが「コグニファイド」
（インテリジェントになること）でき、従来と
異なる方法で使用できるものだということを、
人々に理解させるのは難しいかもしれない。
技術的困難もある。例えば製造業の環境で
は、重要なデータを生成するセンサーがほ
とんどの機械に既に搭載されているが、レガ
シーのソフトウェアとネットワークの限界のた
め、オペレーターはそのデータをひとまとめに
して大きなパターンを探すことができない。電

力も大きな課題である。多くの IoTアプリが
ワイヤレスで接続しようとしている。これには
バッテリーが必要だが、バッテリーは時間と
共に消耗する。バッテリー寿命を延ばす環境
発電はまだ普及していないため、開発者はア
プリの消費電力を減らさざるをえない。幸い、
上記やその他の困難（例えばデータ処理のコー
ディング）は今後 5年以内に克服されるはず
である。

次の有力なセンサー対応機器は何かと問われ
ても、正直言って私には分からない。最も難
しい部分は、子供の頃から使っているありふ
れた物体を見て、それがどう違うのかと想像
することである。どうすれば電球を電球以外
の何かだと思えるだろうか。どこかの誰かが
ある物体を見て、「～だろうか」と考えようと
した時、次のゲームチェンジャーが生まれる。

Shaw氏の本稿への参加はあくまで教育目
的であり、この分野に関する同氏の知識に
基づいており、同氏が表明する見解はあくま
で同氏のものである。本稿は Algorithmic 
Intuition Inc.のためにビジネスを勧誘する目
的のものとみなすべきではなく、そう解釈すべ
きでもない。また、デロイトは Algorithmic 
Intuition Inc.が提供するサービスや商品を宣
伝するものでも認めるものでもない。
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岡部 亮一　マネジャー
SCM ストラテジーチーム担当。日系メーカー系コンサルティング会社を経て現職。製造業
における戦略策定・企画立案からオペレーション・システム改革まで様々なプロジェクト
に従事。近年では、IoTや AIなどデジタル関連の事業企画・構想策定・実行支援プロジェ
クトに従事

IoTを活用して集めたデータを付加価値へ変換できるかどうかが日本企業の課題
－付加価値転換が急務である－

集めたデータから付加価値を生み出せるかの
ターニングポイント

インターネットオブシングス (IoT)によって、
これまで入手できなかったデータを入手する
ことができるようになり、多くの企業は新たな
データの利活用に着手している。一方で、IoT
が世の中に登場してから約 15年以上が経過
しているが、未だに日本企業の成功事例は少
ない。日本企業においては、IoTの活用によ
り成果を得られている企業とそうでない企業
が、はっきり分かれているように感じる。今
後はこれまで以上に、IoTデータを活用して付
加価値を創出できるかどうかが他社との差別
化においてより重要になってくることが想定さ
れる。今まさに、日本企業は IoTデータ活用
の次のステップに進むためのターニングポイン
トを迎えていると言える。

“現場の改善活動”の延長線にある“製造プロ
セスのIoT”

企業が多く取り組んでいるIoT化領域を大別
すると、“製造プロセスのIoT”と“製品のIoT”に
分類することができる。そして“製品のIoT”より
も、“製造プロセスのIoT”の方が比較的成功に
繋がりやすい。特に日本企業においてはこの
傾向が強いと言える。

“製造プロセスのIoT”は、工場や物流など企業
内部のプロセスにおいて、これまで取れてい
なかったデータを収集・可視化することで、資
産効率・業務効率向上／コスト削減／品質維
持・向上などを狙う取り組みが主流となってい
る。

これらの活用領域は、従来より日本企業が多
く取り組みを行ってきた“製造現場の可視化”
による改善の延長線にあると考えられる。そこ
にセンシングデバイスやクラウドサービスの発
展が加わり、今まで取れなかったデータをより
安いコストで、短期間で得られるようになった
ため、これまでの改善活動が一層進んだとい
う状態である。

つまり、もともと現場で行われていた“現場の
改善活動”はIoT化との相性がよく、新たな付
加価値を検討せずとも、データが可視化され
るだけで価値を認められやすく、活動を推進

しやすいのである。

“製造プロセスのIoT”で付加価値への変換は
本当に実現されているか？

これまでの “改善活動” の延長で “製造プ
ロセスの IoT” に取り組んで、本当に付加価
値創造にまで成功している日本企業はどれだ
けあるだろうか？確かに日本の製造現場では
IoT化に取り組み易いと感じるが、集めたデー
タを活用し、これまで以上のパフォーマンス
（QCD）向上につなげられなければ意味が無
い。その観点から、日本の製造現場が集めた
IoTデータから他社と差別化できる付加価値
をいかに創出できるかが大きなポイントにな
る。

限定的なデータ活用にとどまる“製品のIoT”
の世界

“製品のIoT”の取り組みでは、製品の利用状況
や状態などのデータを収集し、そのデータを
様々な企業活動に活用することができる。本
来あればマーケティングやアフターサービス、
需要予測、課金型ビジネスモデルへの変革な
ど、可能性は無限に広がっている。しかし、日
本企業における“製品のIoT”では遠隔監視に
とどまっているケースが多い。

経営層が“製品のIoT”に期待することの一つが
データを活用した“新たなサービスの提供”で
はないだろうか。しかし、この“新たなサービ
ス”が最も難しい領域なのである。我々の見解
ではこの“新たなサービス提供”や“ビジネスモ
デル変革”まで成功している日本企業は非常に
少ない。

IoTの技術を活用して製品の利用情報を収集
することは、すでに技術的に難しいことではな
い。しかし、いかに製品のデータを集めようと
も、付加価値のあるサービス提供やビジネス
モデル変革に繋げられなければ、限定的な成
果しか得られない。

ビジネスモデルの変化と利益創出までを含め
て成功している企業として、小松製作所(建設
機器メーカー)の事例が有名である。同社は建
機のIoTに約20年前から取り組みはじめ、アフ
ターサービスの領域で付加価値を提供してい
る。同社は建機IoTを足掛かりに建設現場全

体の業務プロセス改革にまでサービス領域を
拡大している。まさに“新しいサービス提供”と
“ビジネスモデル変革”である。

IoTデータを企業の付加価値に変換するため
に

データの利活用状況に程度の差はあれど、日
本企業の現在のIoT活用状況は、“何もせず足
踏みしていた“段階から、”とりあえず目の前の
データを可視化し始めた”という状態であると
言える。先ほどのビジネスモデル変革まで到達
しているごく一部の企業を除けば、現時点で
はどの企業も横並びであると感じる。つまりは
他社との差別化にまで成功している企業は本
当に少ない。冒頭に述べたように日本の企業
はIoTデータ活用の次のステップに進めるかど
うかのターニングポイントにいる。これは日本
企業にとってはチャンスと捉えることができる
のではないだろうか。遅すぎるということは無
い。今からでもIoTデータを活用し、付加価値
への変換を本気で取り組むべきである。では、
成功企業とそうでない企業の差は何か。大き
く3つくらいのポイントがあると感じる。一つ
目は将来的なビジョン、二つ目は根気強い投
資、三つ目はトライ＆エラーである。この3つを
そろえられる企業は必ず何かの成果までたど
り着いている。

IoTデータから付加価値を生み出すためには
様々なステークホルダーとトライ＆エラーを
繰り返すことが重要

IoTの活用により、何を達成したいのか、最
初に目的・目標を設定することは重要である
が、もっと重要なのはとにかく収集したデー
タをどんどん活用することである。それもでき
るだけ多くのステークホルダーで検討・活用す
ることである。データを収集したら、そのデー
タが何に使えるか、どんな価値があるか、様々
なステークホルダーとトライ＆エラーで検討す
ることである。これらの活動を単一部門で進
めることは非常に難しい。場合によっては単
一企業だけで検討することも難しいかもしれ
ない。しかし、集めたデータの価値は思わぬ
ところにあったりするものである。
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製造業とそれを取り巻くエコシステムの変化のペースはますます速くなっているとエグゼク
ティブは認めている。従って、製造業者は新しい破壊的テクノロジーとビジネスモデルの力
を理解し、それを利用してアジリティと適応力のある組織へと変革し、エクスポネンシャル（指
数関数的）な跳躍によってエクスポネンシャル（指数関数的）な成果を達成することが、極
めて重要である。

アクションに向けた示唆

エクスポネンシャル（指数関数的）な変革の道
エクスポネンシャル（指数関数的）なテクノロジーを意識しているとエグゼクティブが述べたからといって、変革が起きるわけではない。変革を起こ
すのは行動である。エクスポネンシャル（指数関数的）な変革の道は、以下の 3段階を特徴とする反復的プロセスである（図 21）：

1. 観察と想像
エクスポネンシャル（指数関数的）なビジョン
を確立し、機会の優先順位を決める。この初
期段階で製造業者は、破壊的なエクスポネン
シャル（指数関数的）な力学の性質とイノベー
ションの緊急性を理解し始める。

2. 検討と遂行
戦略から試作へとできるだけ早く移行すると
同時に、反復的プロセスを使って迅速に価値
を付加する。この中期段階では、優先順位の
高いエクスポネンシャル（指数関数的）なテ
クノロジーや、エコシステムの中でフォーカス
すべき部分を深く理解するとともに、ビジネス
ケースを含む個別の具体的な機会を見つける。

3. 始動と運用
大きく考え、小さく開始し、素早く行動するた
めに、パフォーマンスを継続的に計測し変革
のサイクルを回すスケーラブルなエクスポネン
シャル（指数関数的）なプロセスを運用する。
この最終段階では、学習・適応・成長の機
会のロードマップを作成し実行すると同時に、
実行しながらロードマップを改良していく。

出所：Deloitte analysis

図 21 エクスポネンシャル（指数関数的）な変革アプローチ：戦略的ビジョンとニーズの判断から始まる反復的プロセスを用いる

観察と想像
エクスポネンシャル（指数関数的）なビジョンを確立し、
機会の優先順位を決める。

始動と運用
パフォーマンスを継続的に計測し変革のサイクルを回
すスケーラブルなエクスポネンシャル（指数関数的）な
プロセスを運用する。

検討と遂行
戦略から試作へとできるだけ早く移行すると同時に、
反復的プロセスを使って迅速に価値を付加する。

破壊的なエクスポネ
ンシャル（指数関数
的）な力学の性質とイ
ノベーションの緊急性

を理解する

視点のシフト

1
フォーカス

フォーカスした単数また
は複数のビジネス課題に
合わせる、そのビジネス
課題に基づいてさらに検
討すべきエクスポネンシ
ャル（指数関数的）なテ
クノロジーを特定する

2
動員

優先順位の高いエクス
ポネンシャル（指数関
数的）なテクノロジー
やエコシステムを理解
する、ビジネスケースを
含む機会を特定する

3 検証
選択した機会の学習
方法を試作し作成す
る、外部のエコシステ
ムに参加する

4

実行
多くの機会を幅広く
展開するためのロ
ードマップを作成す
る、ロードマップを
実施する、学習・適

応・成長
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企業はまた、イノベーションの価値のほとんどが製品の外で実現するとい
うことも理解すべきである。それが利益やビジネスモデルの価値であっ
ても、顧客エンゲージメントのレベルであっても、である141。従って、組織
はエクスポネンシャル（指数関数的）なテクノロジー（およびその他のリ
ソース）の用途を製品とプロセスだけに限定すべきではない。

本書で既に述べたように、エクスポネンシャル（指数関数的）なテクノロ
ジーは、中核、隣接、転換の3つの領域それぞれで活用できる（17頁）。こ
の3領域それぞれで柔軟なポートフォリオアプローチを採用してリソース
を割り当てれば、将来の財務業績の助けになる可能性がある。（変革に
おいては、将来の収益の90%が5～10年間にもたらされると想定される
傾向にあることに注意されたい。）142

製造業の変革を達成し、エクスポネンシャル（指数関数的）なマインド
セットを育成するには、考え抜かれた献身的で勇敢な会社のリーダー
シップも必要である。リソースを割り当て、新しいテクノロジーに投資し、
リスクを負う（計算と情報に基づいたリスクであっても）勇気をエグゼク
ティブが持つことである。こうしたリーダーシップはテクノロジーの開発
と実施のための力を与え、さらには大小の障壁に対処するカレンダー上の
時間を与えるとともに、文化を確実に作り変えられるように、なぜ採用す
るかに関する企業としての根拠と決意を明確に示す。そして何より、こう
したリーダーシップは全レベルの従業員のポテンシャルを最大限に発揮
できるように、彼らに力を与えることができる。

エクスポネンシャル（指数関数的）なマインドセットを育成しようとする
エグゼクティブは、我々がエグゼクティブに行ったインタビューの結果を
踏まえた以下の提言を検討すべきである。

自分が解決しようとしている問題を特定させること。既存の十分に検討
されたビジネス上の問題や緊急課題に基づき、明確な行動計画と共に

先進的テクノロジーを採用すること。必要があれば、社内と顧客の満た
されていないニーズに対応するような試作から小さくスタートすること。
より大規模な実施を開始するときは、その過程で ROIを証明するような
勝利を得ること。

末端のイノベーションを小規模なチームに任せること。組織構造を柔軟
にすること。成功するまで、早く、より良く失敗できるように、自律性と
手段をチームに与えると同時に、会社の厳格さから彼らを守ること。「最
悪の場合、彼らはコアビジネスへの脅威を思いつく。あなた自身を破壊
し、あなた自身のテリトリーでイノベーションを続ける方がよい」と、テ
クノロジー領域の専門家は助言している。

従来の枠組みの外で運用すること。人材、能力、または解決策を得た
り活用したりするために、自分を取り巻くエコシステムを虚心坦懐に検
討すること。例えば、サプライヤーや顧客と協力してサプライチェーン
調整のための共通言語を作る、またはテクノロジー領域のスタートアッ
プと連携してノウハウや人材にアクセスしたり大学や国の研究所を利用
したりすること。心を開いて学んだり、自分たちが持っていないアセット
を活用したりすること。

システムレベルの競争力とイノベーションの推進要因について全国規
模で対話すること。官民連携（PPP）は、製造業の競争にとってクリティ
カルな分野について業界が学界や政府と協力し対話する場を育み提供
する。これには、知財保護、負担のかかる規制、研究開発投資と税額控除、
理系教育、必要な人材を引き付け維持する能力などが含まれる。PPPは、
製造業者の懸念を政策決定者などエコシステムのメンバーに聞いてもら
い、変化への勢いをつけることに役立つことがある。

図 22 製造業者はより広いイノベーションの枠組みを見ることによってメリットを得られる

製造業企業はエクスポネンシャル（指数関数的）な変革を、伝統的な製品中心のイノベーションをどう進化させられるかという観点から歴史的に見
るべきだ、ともエグゼクティブは認めている。製造業者はより広いイノベーションの枠組みを検討することによってメリットを得られるかもしれない（図
22）：

利益モデル
どう金を稼ぐか

ネットワーク
どう他者と協力して
価値を生み出すか

構造
人材とアセットをどう
編成するか

プロセス
提供物をどう開発し
作成するか

製品性能
提供する製品やサービ
スをどう差別化するか

製品システム
補完的な製品・サー
ビスをどう作るか

サービス
提供物の価値をどう
確保し向上させるか

チャネル
提供物を顧客や
ユーザーとどうつな
げるか

ブランド
提供物とビジネスを
どう代表させるか

顧客エンゲージメ
ント
独自のエクスペリエ
ンスをどう育てるか

構成

利益モデル ネットワーク 構造 プロセス 製品性能 製品システム サービス チャネル ブランド 顧客エンゲー
ジメント

提供物 エクスペリエンス

出所：ラリー・キーリー他『ビジネスモデル・イノベーション ブレークスルーを起こすフレームワーク 10』



Exponential technologies in manufacturing
テクノロジー、人材、イノベーション・エコシステムが製造業の未来を変える日本の視点 | 変革に向けたアプローチ

渥美 文孝　シニアマネジャー
Technology Digital Enterpriseチーム責任者。総合商社、ERPソフトウェアベンダ、日系
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－日本人の特性に基づくフェーズ別示唆－

本稿では、前々頁記述の「エクスポネンシャル
（指数関数的）な変革アプローチ」（図 21）の
3つのステップである、『観察と想像』『検討
と遂行』『始動と運用』において、“日本企業
が特に意識すべきポイント” という観点で日
本人の特性に触れながら考察する。

フェーズ 1：『観察と想像』
異業界・異業種に目を向ける
このフェーズでは、まず日本人の「職人気質」
に注目する。一つのことをより深く追究する
いわゆる “オタク” 的な特性は、特定の対象
の具体化が必要なシーンでは大きな強みとな
るが、『観察と想像』に必要なブレインストー
ミングなど網羅的にアイデアを列挙すること
が重要となるシーンでは足かせとなるケース
が少なくない。
このような特性を理解したうえで、我々は日
本企業に「一見関連のなさそうな異業界・異
業種の情報を確認すること」を推奨する。前
述の特性から、日本人は異業界に対して排他
的になりがちで、つい真っ先に同業他社を参
照してしまう。しかし、ここではあえて異なる
業界・業種の内容を確認することが効果的と
なる。デジタルテクノロジーは無限大の価値
を秘めており、全く違う文脈からヒントとなる
アイデアが得られることも多い。また、その
アイデアを多方面に列挙できると、取組課題
や実行施策を選定する際に幅広い選択肢の中
から選択することが可能となり、選んだ後に
高い納得感を得られるケースも数多くみられ
る。
一度幅を広げて検討をすることで、現状に対
してベストな施策を選定することができるので
はなかろうか。

 体験・体感アプローチ
さて、ここで『観察と想像』を考察する上で、
もう一つ意味を持つ日本人の特性として、「非
常に真面目で新しいことに対して懐疑的」と
いう点を挙げたい。従来の取組の改善活動
を得意とする一方で、既存路線から大きく外
れた斬新な発想の創出が不得手なケースが多
い。「カイゼン」に代表されるようにこの特性
は日本の強みでもあるが、ことデジタルテクノ
ロジーの活用という場面においては、発想が
広がらずに単なる業務効率化や現場改善で終
わってしまうケースが多い。
この特性を踏まえ、我々は「体験・体感アプロー

チ」が有効な手段と考える。実際、当社が最
新技術を活用したワークショップや事例紹介
を行うと、「こんな使い道ができるとは全く想
像していなかった」などのポジティブな反応
が返ってくる。視点を切り替えるには「刺激」
と「腹落ち」が必要であり、そのためにも最
新技術を体験・体感することが、変革への視
点を大幅に切り替えるチャンスとなると考えて
いる。

フェーズ 2：『検討と遂行』
減点方式から加点方式へ
このフェーズでは、日本人の「失敗を避ける
ために新たな挑戦を避ける」という点を挙げ
る。学校で教師が難しい問題に対する答えを
求めた際、日本の生徒はあまり進んで手を挙
げない。デジタルテクノロジーの検討におい
ても同様のシチュエーションが起こっており、
気概を持って “ぜひ自分が活動を推進したい”
と手を挙げるメンバーが出てこないケースが
少なくない。何とか活動の開始に漕ぎつけて
も、失敗しないことを意識してしまい、のび
のびと進められないことも多い。
こういった状況が起こる原因の一つに日本の
評価制度があり、現行の仕組みでは、どちら
かと言えば「失敗をしないこと」が評価され、
「チャレンジをしたこと」は評価されない傾向
がある。勇気をもって誰もチャレンジしたこと
のない課題に取り組んでも、それ自体は評価
はされずに失敗すれば損をするという環境下
では、「進んで手を挙げない」とう思考になっ
てもおかしくはない。
しかし、これでは新規要素だらけのデジタル
テクノロジーによる業務改革は推進されない。
加点方式の取り込み、公募制など様々な方策
が考えられるが、いずれにせよメンバーが新
たな挑戦をしやすい環境づくりが肝となる。

失敗ではなく成功に目を向ける
このフェーズでのもう一つの日本人の特性とし
て、「常に最高品質を追求する」という点が挙
げられる。具体的には、提供するモノ・サー
ビスにおいて一切の妥協を許さず、際限無く
クオリティを追い求める点を指す。本フェーズ
においては足枷となるケースが少なくない。
ある企業で検品作業に対するAI導入を検討し
ており、実際に精度を検証するために文字認
識率を測った結果、98%だった。この場合に、
「98%の成功」と捉えるのか、「2%の失敗」

と捉えるかだが、この企業は後者と捉えた。
そのために AI導入をためらったのである。し
かしながら、人間にせよ、AIにせよ、100%
の成功はあり得るのだろうか？長期的に見た
場合、労働人口が減少し続ける日本において、
検品業務を人で対応し続けるという運用は現
実的ではない。また、テクノロジーの精度は
日々改善されており、ハードウェア導入後の
アップデートも可能になってきている。100%
を求めずに成功する部分や可能性に目を向け
るようなアプローチを持つことで、より新しい
ものにチャレンジできる可能性が広がるので
はないだろうか。

フェーズ 3：『指導と運用』
横断組織の設置
『指導と運用』フェーズを考える上では、「村
社会風土」を挙げる。具体的には「自前主義」
や「企業内でも、縦割になりがちで事業・部
門間の連携が少ない」などである。
実際、我々が訪問する先でも、同じ企業にも
関わらず、「デジタル進展度にムラがある」「社
内の各々の組織がデジタルテクノロジーの導
入過程で同じ課題に苦慮している」などのケー
スが散見される。このフェーズでは、1つの
社内事例をトリガーとしていかにテクノロジー
適用の取り組みをいかにスケールアップするか
が鍵となる。
こういった場合に有効となるのがテクノロジー
導入に関する横断組織の設置である。本レ
ポート冒頭でも述べられているとおり、日本
のデジタル化推進部門は、社内で孤立する
ケースが多い。横断組織を設置することで、
まず社内におけるデジタル化に向けた活動の
認知が進み、全社で進めるという意識の醸成
に役立つ。また役割や責任も明確になり、も
し、各事業部や機能で進める場合でも、窓口
という形で情報を一元化することで連携が進
めやすくなる。
もちろん横断組織がイニシアチブを取れるこ
とが望ましいが、事業部の声が大きいなどパ
ワーバランスの問題上難しい場合は、議論へ
の参加や他部門の情報提供という位置づけで
もよいし、組織が難しければタスクフォース
的に進めることも一つの選択肢である。いず
れにしても全社課題として活動を認知し、事
業や機能横断で連携をとっていくことが成功
への近い道であろう。

68



Exponential technologies in manufacturing
テクノロジー、人材、イノベーション・エコシステムが製造業の未来を変える日本の視点 | 製造業の未来を変える

平田 真一郎　 シニアマネジャー 
SCM 製品開発・製造チーム責任者。20年近く本領域のコンサルティングに従事。開発プ
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－デジタル変革で「クール」で「ハートフル」な製造現場を －

デジタル変革は本当に必要なのか？

本レポートでは、製造業におけるデジタル変
革の必要性を説くとともに、『日本の視点』と
して当社コンサルタントの見解を述べた。

第 4次産業革命の変化のペースはエクスポネ
ンシャル（指数関数的）で、製造業は「破壊
するか、破壊されるか」の岐路に立っている。
テクノロジーを活用できるどうかが生き残りを
左右する、というメッセージが腹落ちした方
はどれほどおられるだろうか？

インターネットは世の中を変えた。iPhoneが
登場した際、「おもちゃが発売された」と一笑
に付した携帯電話製造事業者は一掃された。
世界では、プラットフォーマーとしてビジネス
モデルを確立した GAFA（グーグル、アップル、
フェイスブック、アマゾン・ドット・コム）が
圧倒的な優位性を確立している。アマゾン・
ドット・コムにおいては「アマゾン恐怖銘柄」
と呼ばれる株価指数が生まれ、その動向如何
で関連の小売銘柄などが大きく株価を下げる
という現象まで起こっている。

一方、昨今、労務費は高騰し、アフリカでさ
え工場を建てても人が集まらないとすら言わ
れ始めている。日本では「働き方改革」の推
進も相まって、労働生産性の向上は待ったな
しの状況にある。デジタル化によるビジネス
モデルの変革や、テクノロジー活用による抜
本的な業務改革が必須であることがおわかり
になるだろう。

変革の成否を握るのは、テクノロジー活用の
巧拙である。なぜならデジタル変革の前提と
して、基盤となる業務システムの下に、デー
タが統合化し、デジタルデータとして活用で
きるようになることが必要だからである。 “プ
ラットフォーマー” が先行者利益を享受して優
位性を取り続けているのはこの故である。

中小企業の先進事例

ここでは敢えて大企業ではなく中小企業の事
例を紹介したい。読者の方々は HILLTOP（ヒ
ルトップ）や旭鉄工という中小製造企業のデ
ジタル変革の取り組みをご存じだろうか？

旭鉄工は、トヨタを主な取引先とする自動車

部品メーカーだが、IoTを活用した生産ライン
の生産性向上に独自に取り組み、今や IoTコ
ンサルティングの子会社を立ち上げ、システム
の外販まで行っている。同社は、秋葉原で探
し当てた安価なデバイスを活用し、従来コス
ト高により取得できなかった稼働率等のデー
タを中小企業でも取得できるように開発した。
システム導入後のデータ活用や経営支援も行
い、抜本的な生産性向上を実現している。

HILLTOPについては、最近『ディズニー、
NASAが認めた 遊ぶ鉄工所』*1という書籍が
出たので、ご存じの方もおられるかもしれな
いが、「夢工場」というビジョンの下、次の 3
つをビジネスモデルとしており、従来のものづ
くりとは一線を画している。

・「量産ものはやらない」

・「ルーティン作業はやらない」

・「職人はつくらない」

簡単に言えば、“機械のように人が作業をしな
ければならない量産下請は断り、繰り返しと
なるルーティン作業はプログラムで自動化し、
目で見て盗めというにわか職人を許さず、技
術はデータ化・見える化する” というものであ
る。

「夢工場」を実現する上で HILLTOPが実施し
た変革を 2つ紹介する。

変革 1: 本社を変える

“中小企業こそ本社の外観にお金をかけるべ
きだ” という信念の下、京都に新社屋を竣工
している。5階建てで、東側は全面ガラス張り、
上層階には社員が集まる食堂のほか、筋トレ
ルームや浴場がある。工場内には最先端の 5
軸マシニングセンタがあり、「社員が誇りを持
てる、誰もが働きたくなるような、 “カッコいい
工場”」を実現した。

変革 2: 作り方を変える

HILLTOPでは、職人の就業時間のうち、機
械の前に居るのは 2割程度、残り 8割はデス
クワークをしている。一般的な職人の仕事と、
割合が逆である。

これまで職人が独自に有してきた技術をデー

タベース化し、受注から部品製作・納品ま
での全行程を IT化するためである。現在
HILLTOPでは、データベースに基づき、自社
開発したソフトによる 24時間無人稼働を実
現している。 

このソフトの稼働により、加工プログラムに
不具合がないかを監視するためだけにマシニ
ングを見張るというルーティン作業がなくなっ
た。同社では、空いた時間を “ワクワクする
ような” 新たな技術の開発などに振り向けて
いる。機械や IT/プログラムができることはや
らせ、人は人にしかできない仕事に注力する
という徹底したスマート化を実現しているので
ある。

結び

いくつかの「スマート化」の事例を紹介した。
ここで結びとして筆者の持論を申し上げたい。

長年、製造業の業務改革に携わってくる中で、
IT活用は遅れをとり、疲弊した現場を数多く
見てきた。その経験から、今後の製造現場は、
ぜひ「スマート」なだけでなく、「クール」で「ハー
トフル」であってほしいと考えている。地域の
若者が誇りとやりがいをもって、ワクワクし
ながら働ける場所であり、高齢者や主婦が我
が町の工場として生きがいと愛着を持って働け
る、そんな工場が真に生き残る工場となるだ
ろう。もう一度、 HILLTOPの事例を見返して
ほしい。彼らが目指したのは「クール」で「ハー
トフル」 な現場であり、そのために「スマート」
を追求した。「スマート」は彼らに “ワクワ
クするような” “カッコよさ” をもたらし、結
果的に同社の大きな成長へと繋がったのであ
る。

経営資源に乏しい中小企業がデジタル変革に
より飛躍的な成長を遂げている。デジタル変
革は他人事ではないと思っていただければ幸
いである。

“Think Big, Start Small ”のデジタル変革アプ
ローチで、活力ある製造業現場を再構築して
ほしい。当社では最初の踏み出し方を企画す
るデジタル変革企画ワークショップサービス
なども提供している。ぜひご活用いただきたい
と思う。
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