
Smart Factory 導入支援サービス

工場へのデジタル技術活用を通じてスマート化することで、飛躍的な労働生産性向上を実

現し、製造におけるビジネス課題の解決を実現する

取り組むべきユースケースは多岐にわたり、

ビジネス課題解決の手段は様々な形で提

供されている

一言でデジタル化と言ってもその内容

は多岐にわたる。これらのテクノロジーが

生み出す価値は、効果を発揮する工程も

異なれば、改善されるKPIも異なる。ビジ

ネス変革を成し遂げている企業は、自社

の課題点の克服のために必要なテクノ

ロジーを正しく選択し、適用するための

取り組みを根気強く続けている。一方、

解決すべき課題が定まらない中でテクノ

ロジーの活用を試みる企業は、変革の

推進に苦労をしているケースが多く、ス

マートファクトリーの推進においては課

題設定が重要であることが見て取れる

デジタル技術活用による製造の変革は

既に始まっている

第3次産業革命により生産性を成長さ

せてきた製造業だが、この１０年間停滞

の期間を送っていると言われている。し

かしその中で、世界では製造機能にデ

ジタル技術（IoT/AI、3DPなど）を活用す

ることで、ビジネスモデル変革やQCDの

圧倒的な改善を成し遂げているプレイ

ヤーが出現してきている。一方、日本企

業においては工場のデジタル化の目的

や効果を訴求し切れず、取り組みが停

滞している様子が多々見受けられる。こ

の変革期でどのような活動を行うかで、

今後描かれる成長曲線の差はますます

広がっていくと考えられる。

これから到来する第4次産業革命

スマートファクトリーを実現するユースケース（例）

工場の目指す姿（ゴール）を描き、現状と

のGapを埋めるためのデジタル技術の適

用を進める必要がある

QCD最大化／マスカスタマイゼーション

実現など、製造機能の目指す姿・ゴールを

明確に描き、実現に必要な施策の定義、

投資効果算定、ロードマップ策定など目的

思考で取り組みを構想し、経営層から継続

的な投資を引き出さなければ、効果のある

デジタル技術活用を進めることは難しい。

設計・試作 製造 物流

エネルギーマネジメント
・原材料マネジメント

廃材・排水・エネルギー消費を最適
化する

コマンドセンター
データを分析・可視化することで、
深い洞察を得る

AR ピッキングガイディング
ARによるピッキングのガイドと
リアルタイムなプロセス監視により
生産効率が向上

自動運搬
生産ラインへの材料・部品投入を自
動化生産ラインの遅延を削減

設備パフォーマンスの最大化
予防保全とARによる設備メンテナン
ス支援

リアルタイム品質分析
設備異常監視、インライン品質検査

により高い品質を維持する

3Dプリンティング
3D Printerによる先進材料・先進部
品の製造

ロボット・設備の自動学習
機械学習の自動化により、製造ロ
ボット・製造設備が自動で製造パラ
メータを最適化する

ARによるロボット操作
人がARを使ってロボットを操作し、安
全性を確保する

リアルタイムスケジューリング
リアルタイムに設備稼働状況を加味
し生産スケジュールを最適化する

スマートMRP
調達リスクを加味したMRP実行で
調達遅延を防ぐ

デジタルエンジニアリング
3D製品設計・製品シミュレーション、
バーチャル工程シミュレーションで設
計スピードを向上させる
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3Dスキャニング
参考になる部材・製品をスキャニング
し、設計の元データを作成する

2

トポロジーオプティマイジング
設計強度・概要の形状をもとに重量・
コストの最適化シミュレーションを行う

3

ラピッドプロトタイピング
3D Printerにより、金型なしで試作品
を作ることで、大幅に試作サイクルが
短縮される

4
グローバル・アロケーション

Supply ChainをEnd to Endで俯瞰し、
収益性を最大化する在庫割当を実施
する

物流モデル最適化
物流拠点・輸送モード・在庫配置をシ
ミュレーションし、最適な物流モデル
を実現する

5

スマートシェルフ
大量の棚が自律的に移動し、ピッキ
ング場所まで製品を運搬する

2

4

最適配送スケジューリング
配送先・配送量を考慮し、各車両の
最適な配送スケジュールを立案する
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労働生産性

労働生産性成長率

労
働
生
産
性

(2
0
1
2
年
を

1
0
0
と
し
た
場
合

)

労
働
生
産
性
成
長
率

第4次産業革命
飛躍的な

労働生産性向上
労働生産性の
踊り場第3次産業革命
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出所：Deloitte Insights “Industry 4.0 and manufacturing ecosystems：Exploring the world of connected enterprises”
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スマートファクトリーの推進においては、初

期段階での課題設定や目指す方向性の合

意が成功の成否を分ける

スマートファクトリーの導入を、単に目の

前の業務をデジタル化することとらえてい

ては、大きな効果を創出すること／目的を

達成することは出来ない。経営課題を解決

するものとして経営層も含めて構想を描く

ことから始めることで、成功確率は大きく上

がる。社内の一大プロジェクトとして、構想

を築き、ロードマップを策定し、企画を推進

していくプログラムが必要になる。全社とし

て抱えている経営課題を整理し、そこから

製造部門に要求される課題を明確にする。

デロイト トーマツ コンサルティングではこ

のスマートファクトリーによるビジネス変革

で必須の項目となる構想策定をお客様と

共に描く多様なサービスを提供している。

スマートファクトリー推進のアプローチ

デロイト トーマツコンサルティングのサービスの詳細

スマートファクトリーにおける動機付け・構

想策定から実行支援まで、End to Endで

サービス提供

スマートファクトリーの推進においては

ワークショップや成熟度診断を通じて、そ

の必要性や目指す方向性について経営層

をも巻き込んで合意形成していくことが求

められる。DTCでは顧客のスマートファクト

リー推進を初期段階から支援するプログラ

ムを提供しており、施策トライアルや導入

展開においても支援サービスを提供してい

る。
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