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本レポートは、メーカー企業の観点からインダストリー4.0を探求し、イスラエルのスタートアップがインダストリー4.0にもたら

す特有のバリュープロポジションを理解するために、デロイトおよびイスラエルのイノベーションエコシステムとグローバルビジ

ネスリーダー、政府、NGOおよび学術機関の橋渡しに注力するイスラエルの非営利組織であるStart-Up Nation Centralの

共同により作成された。我々は、メーカー企業のニーズや弱点に加えて、それらの対応に使用されている現行のインダスト

リー4.0ソリューションを検証した。増え続けるスタートアップによって生み出される技術面での躍進の数々と並行し、インダス

トリー4.0についての企業の関心の高まりを考慮すると、スタートアップはインダストリー4.0において極めて重要な役割を担っ

ている。そのため、本レポートは、現代の産業化時代での効果的な競合のために、スタートアップが活用される領域に焦点を

当てる。

さらに、我々は、スタートアップによって展開されるイノベーションが、協働によって相互価値を創造しうる方法を策定するとい

うメーカー企業のニーズに対して、どのように合致するかを探求した。とりわけ、我々は、イスラエルのエコシステムがそのイ

ノベーションハブとしての国際的に認識され、そのスタートアップがインダストリー4.0にもたらす特有な可能性を考慮し、入念

に分析した。読者の皆様においては、本レポートが各自のインダストリー4.0に抱く希望の実現に十分な見解とリソースをもた

らすこととなれば幸いである。

はじめに

Eli Tidhar

Partner

Strategy Consulting

Consumer and Industrial Products Leader

etidhar@deloitte.co.il
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我々は、インダストリー4.0と呼ばれる第4次産業革命の先端に位

置している。同時的なディスラプティブな技術の開発およびデジタ

ル時代によって可能となったインダストリー4.0は、製造業のエコ

システムを抜本的に変革する。これらの変革の波が競合情勢を

作るにつれ、メーカー企業はどこに焦点を当てて投資するかを決

定する際、戦略的に考えなければならない。メーカー企業の緊迫

するニーズやスタートアップから付加価値を享受しうる方法への

理解を深めるため、我々は、世界中の業界リーダー、エキスパー

トおよび組織へインタビューを行い、数百にわたるユースケースを

収集して分析し、インダストリー4.0に関与するスタートアップの網

羅的なマッピングを作成した。本レポートの目的は、様々なインダ

ストリー4.0の技術およびアプリケーションを探求し、インダスト

リー4.0エコシステムにおける異なるプレーヤーの概要を提供し、

スタートアップとの協働を通した共有価値の最大化を図る戦略を

提案することにより、企業の経営陣に十分な情報を与えたうえで

の意思決定を可能にすることである。

インダストリー4.0の3段階

インダストリー4.0の可能性の発展は、基礎レベルでの接続性の確

立から始まり、徐々に進んでいる。その基礎が構築された時点で、

企業はインダストリー4.0の統合へのプロセスに着手することがで

きる。それは通常、3つの連続的な段階を通して行われ、段階を進

むごとにインダストリー4.0がもたらす利益をより多く実現することに

近づく。

1. プロセスの最適化：企業は、資産活用の最適化、自動化

の拡大およびコスト削減を図り、社内に目を向ける。一般

的に、この段階のイニシアティブは、明確なROIに伴い容

易に定量化できる利益を有している。

2. プロセスのフローおよび品質：企業は、完全に接続したサ

プライネットワーク全てを通じて接続性の水準を高めるこ

とで、プロセスのフローおよび品質を向上するため、デー

タを収集して統合することに目を向け始める。

3. 新しいビジネスモデル：企業は、新製品、製品の改良、製

品のパーソナライゼーションの拡大または完全な新規モ

デルを通した新規の収入源の創出に目を向ける。

実施における現在のフォーカス

デロイトは、インダストリー4.0の異なる種類のイニシアティブに

対する注目度をより深く理解するために、リサーチならびにグ

ローバル企業およびインダストリー4.0のエキスパートに対する

調査を行った。メーカー企業は、現在実施されているイニシア

ティブの種類および今後焦点となるであろうイニシアティブの種

類を明確に特定した。多くのメーカー企業はいまだにこの移行の

初期段階に位置しており、これまで主に第1段階における4つの

主要実施分野に焦点を当ててきた。

• IoTプラットフォームおよび接続性は、インダストリー4.0

の基礎要素である。これらの技術は、分析を行うために、

数百の個別の機械およびセンサーからのデータの伝達

を可能にする。

• オペレーションの最適化は、プロセス改善のための

インサイトを導き出すために収集データの分析を行

い、生産性向上および運営コスト削減を図る新たな

方法を提供する。

• グローバル化の拡大およびプロセス関連の複雑性の増大

により、サプライチェーンには新たな接続性ソリューション

が求められる。サプライチェーンのさらなる透明性および予

測性の向上は、どちらも大規模なコスト削減を生む。

• 予知保全ソリューションは、メーカー企業にとって最大のコ

ストの1つである計画外のダウンタイムを削減し、資産活用

を改善して純利益を引き上げる。

エグゼクティブサマリー

Process  

Optimization1

Process

Flow & Quality2

新しいビジネス
モデル3

• 新規の収入源および顧客価値の創出を図る
新たな方法で資産活用を行うための収集
データおよびインサイトの利用

• 原材料の調達から販売後に至るプロセ
ス全体を通したデジタルスレッドの構築

• 接続性の拡大に起因する新たなサイ
バーセキュリティ対策の必要性

• クライアントからデジタル方式で集められた
インサイトに基づく新製品の作成

0初期接続性

• ネットワーク化およびデジタル化の拡大によ
る、現行プロセスの改善および資産活用の
最適化

• コスト削減のための自動化の拡大およびそ
の他のスタンダードのアップグレード

• 収集データの最大限の利用および高度な技
術によるデータの活用

• 基礎レベルのデータ収集、分析およ
びコミュニケーションを実施する第1レ
ベルの接続性
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実施における将来的なフォーカス

企業は、第1段階のプロセスの最適化から第2段階のプロセスのフ

ローおよび品質への移行を続ける中で、データの収集および保護

の問題に直面する。そのため、メーカー企業は、近い将来、焦点を

向けるべき2分野を特定した。

• サイバーセキュリティ：接続性がより高度で偏在的にな

るにつれ、サイバー攻撃の脅威は拡大する。このような

現実のなか、企業は保護性の高いシステムが整備され

るまで、広範な接続性の開発に対し制限を受ける。

• センシングおよびイメージング：インダストリー4.0の進歩

に伴い、品質および規模の両方において、より実用的な

データの収集を可能とする技術が要求される。

スタートアップ―変革における統合的役割

従来の製造工場をインダストリー4.0が整備された設備へと変える

ためには、通常メーカー企業にとって異質である一連のケイパビリ

ティが必要となる。このような障害を乗り越えるために、メーカー企

業はスタートアップなどの革新的なプレーヤーとパートナーシップを

結んでおり、このようなプレーヤーは新しい一連のケイパビリティを

提供する。スタートアップがインダストリー4.0において重大な技術

的躍進を提供するという確信は高まりを見せ、この領域におけるベ

ンチャーキャピタル（Venture Capital：VC）資金調達の約40％とい

う年間成長率によって立証されている（図A参照）。将来を見据えた

企業は、スタートアップによって創造された価値を特定し、それに伴

い、スタートアップの買収および企業パートナーシップの両方にお

いてその規模とスコープを拡大している。本レポートのインタビュー

対象となったメーカー企業の5社のうち4社は、イノベーションへの

取り組みを続ける中で、スタートアップを不可欠な要素とみなしてい

る。様々な産業や業界をリードする企業プレーヤーの多くが、企業

ベンチャー部門、促進プログラムおよびイノベーションハブなどのス

カウト手段を確立したが、一般的には、メーカー企業はいまだにこ

のような協働に順応していない。

この革命におけるイスラエルの役割

独自のイノベーションエコシステムおよびスタートアップ文化を

考慮し、イスラエルはその起業家精神において名声を築いてき

た。イスラエルのスタートアップが変革的な製品やプロセスの導

入をリードする役割を担っているインダストリー4.0の文脈にお

いては、そこに違いはない。イスラエルの起業家は、インダスト

リー4.0を急激な成長の場とみなし、新しいソリューションの創出

に躍起となっている。このことは、国民の数が世界人口の0.1％

しか占めないにも関わらず、2016年のインダストリー4.0の世界

のVC投資の10％をイスラエルが受けていることからも示される。

2017年年初10か月で、イスラエルのインダストリー4.0のスター

トアップは、1億9300万ドルのVC資金調達を受け、2016年から

10％超の成長が見込まれている。さらに、イスラエルのスタート

アップは、特にインダストリー4.0の開発をリードする、GE、シー

メンス、ABBなどの多くの企業から、コーポレートVCの注目を

浴びている。

イスラエルの有利性

イスラエルは、アナリティクスソフトウェアおよびセキュリティ技術の

領域によって国力を活用することで、インダストリー4.0の文脈の中

で独特な優越性を確立している。このような国力は、高度サイバー

セキュリティおよび無人航空機（Unmanned Aerial Vehicle：UAV）

業界によって示され、これらにおいてイスラエルは世界的リーダー

である。

我々の調査は、インダストリー4.0の10のサブセクターのうち4つの

セクターで、 イスラエルのスタートアップがより優れた独特のケイパ

ビリティを有することを示している。これらのうち、メーカー企業に

よって、2つのサブセクターが現在の主要フォーカス分野、また2つ

のサブセクターが将来的に関心が持たれる主要フォーカス分野と

して定められた。

現在の実施フォーカス分野におけるイスラエルの

有利性

メーカー企業およびスタートアップは、どちらも同様に、明確な投

資対効果（ROI）および明白な利益を伴うコスト削減に焦点を当

てたプロジェクトに労力を向けることから着手している。この観点

から、イスラエルの起業家は、メーカー企業のコスト削減のため
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に自身の相対的有利性を生かせる、インダストリー4.0の2分野

を特定した。

• 予知保全：これらのソリューションは、アナリティクスおよ

びセンサー技術におけるイスラエルの強みを結びつける。

2014年から2016年まで、予知保全企業の世界のVC資

金調達の30％超がイスラエルのスタートアップに渡った

（図B参照）。

• オペレーションの最適化：これらの技術は、数あるKPIの中

でも、製品収率の向上、インプット消費の削減および市場

までにかかる時間の短縮に焦点を当て、高度アナリティク

スソフトウェアに大きく依拠しており、イスラエルが卓越する

分野である。イスラエルの革新的なインダストリー4.0の企

業の約25％がこの領域で活動しており、その多くは開発の

高度段階に位置している。

将来的な実施フォーカス分野におけるイスラエルの有利性

メーカー企業は第2段階の技術とソリューションの統合へと移行

するにつれ、サイバーセキュリティならびにセンシングおよびイ

メージングソリューションの必要性の増大を認識してきた。これら

の技術の開発をリードするイスラエルの立場を鑑みると、イスラ

エルのスタートアップは、以下の将来的な関心分野に対処する

重要なパートナーになりえる。

• サイバーセキュリティ：イスラエルは、この分野への強みで

有名であり、サイバーセキュリティ技術に対する世界の研

究開発費用の15％がイスラエルで発生している。そのうえ、

インダストリー4.0のサイバーセキュリティ関連のスタート

アップへの世界のVC資金調達の20％近くがイスラエルで

発生している（図B参照）。

• センシングおよびイメージング：2014年から2016年まで、

センシングおよびイメージング技術を開発するスタートアッ

プへの世界のVC資金調達の約17％がイスラエル企業に

渡った（図B参照）。

図B：2014から2016年のセグメント別の世界の資金調達

におけるイスラエルの割合
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過去2世紀の間に、世界は3つの産業革命を経験し、その1つ1つ

が製品やサービスの開発、生産および販売の方法に劇的な変革

をもたらした。現在、我々は、広範囲に及ぶ新たな産業革命、イン

ダストリー4.0の先端に位置していると捉えることができる。メーカー

企業が、複数の局面において、増え続ける課題の数々に直面する

一方、同時的な破壊的技術の導入がデジタルおよびフィジカル世

界の相互作用に抜本的な変革をもたらしている。インダストリー4.0

は様々な資本集約産業（オイルおよびガス、建設、インフラストラク

チャ、エネルギーなど）に適用されるが、本レポートでは製造セク

ターに焦点を当てる。

インダストリー4.0技術は、デザイン、生産およびアフターマーケッ

ト・サービスの新時代のさきがけとなる。モノのインターネット

（Internet of Things：IoT）によって可能となった接続性の向上や

データ収集およびアナリティクス性能のさらなる精巧化は、情報に

基づくバリューチェーンへの転換に繋がった。IoTは、物理的物体

とデータを結合させ、より高性能な製造プロセス、サプライチェーン

および全く新しいビジネスエコシステムの構築を可能にする。

様々なインダストリー4.0技術およびアプリケーションを探求し、

このスペースにスタートアップがもたらす価値の理解を深める

ことにより、企業の経営陣は、自身の組織を推し進める新たな

方法を見出すことができる。さらに、イスラエルに見られるよう

な革新的なエコシステムは、この革命を特徴づける多様なソ

リューションを提供し、大企業のデジタル化を可能にしてその

サポートを行う際に、極めて重大な役割を担うことができる。

インダストリー4.0とは

インダストリー4.0（スマートマニュファクチャリングまたはイン

ダストリアルIoT（Industrial IoT）とも呼ばれている）は、新たな

産業革命がもたらす展望を取り囲んでいる。この革命は、相

互接続されているだけでなく、知的アクションをフィジカル世界

へさらに還元するために、情報の伝達、分析および使用を行

うデジタルマニュファクチャリング企業の形成を目的とした、モ

ノのインターネットと結合された高度な製造技巧から成り立つ。

このようにして、フィジカル世界とデジタル世界の相互作用の

方法に関して、製造業の完全なパラダイムシフトをもたらした。

インダストリー4.0ソリューションは、システム全体の資産にわた

る絶え間ないデータの流れを取込み、その結果、オペレーション

およびサプライネットワーク全体のデジタル記録を作成する。こ

のデータは、接続されたオペレーションおよび製造システムによ

る学習および適応が可能となるよう、分析および統合が行われ

る。これらの連続したフィジカルからデジタルそしてフィジカルへ

というサイクルが、従来型の自動化から、完全に接続された順応性

を有するサプライチェーン、いわゆるデジタル・サプライ・ネットワー

ク（Digital Supply Network：DSN）への躍進を可能にする。

インダストリー4.0システムの導入概念は、複雑で、達成が困難

だとさえ思えるかもしれない。しかし、急進的に変革する技術トレ

ンドは、効果的な競合を目指す企業に対し、より順応性および適

応性の高い生産システムへの転換を避けて通れないものにした。

しかし、変革の実施は容易ではなく、メーカー企業はこれらのシ

ステムを導入するにあたり、様々な障害を乗り越える必要がある

だろう。このような課題には、文化的障壁の克服、ビジネス機能

の橋渡し、新たなビジネスモデルに適応するための組織構造の

改変などの組織的課題が挙げられる。また、インダストリー4.0ア

プリケーションに合わせた古いシステムの再整備および接続性

の水準の向上に伴って拡大するサイバーセキュリティリスクの軽

減を含む技術的課題も挙げられる。

進行中の革命

インダストリー4.0の実行は確かに難題であるが、実施に成功す

れば、同時に売上および純利益の双方の向上に繋がる可能性

がある。2025年までに、インダストリー4.0は、経済的価値にして

1兆ドル近くを生み出すと予測され1、そのほとんどがスタートアッ

プの技術的進歩に由来する。その強固な革新的エコシステムに

鑑みると、イスラエルはインダストリー4.0をリードする役割を担

い、製造業の情勢を変革させる新たな成長を促進させている。

1．インダストリー4.0の紹介

フィジカル デジタル

デジタルフットプリントの作成
フィジカル世界から情報を取込み、フィジカルでのオ
ペレーションおよびサプライネットワークのデジタル
記録を作成する

1

分析および可視化

機械が情報を共有するために相
互に対話を行い、複数のソースか
らのリアルタイムのデータをもとに
した、高度アナリティクスおよび可
視化を可能にする

2
動作の発生
デジタル世界の決定およ
びアクションをフィジカル
世界での動作に変換する
アルゴリズムおよび自動

化を適用する

3

図1.1：インダストリー4.0によって完成するフィジカルとデジ

タルのループ

8



開発 計画 供給 作成 納入 サポート

従来型サプライチェーン

コグニティブ・
プランニング

3Dプリンティング
センサーによる補充

ダイナミック・
フルフィルメント

デジタル
開発

スマート
ファクトリー

コネクテッド・
カスタマー

デジタル・サプライ・ネットワーク

同時プランニング

インテリジェント・
サプライ

デジタル
コア

図1.2：従来型サプライチェーンからデジタル・サプライ・ネッ

トワークへ
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「シリコン・ワディ（Silicon Wadi）」や「スタートアップネーション

（Startup Nation）」とも呼ばれるように、イスラエルはそのイノベー

ション能力で有名な国であり、1人当たりの活動的なスタートアップ

の数が世界で最も多い2。イスラエルは、高度アナリティクス、セン

シングおよびイメージング技術ならびにサイバーセキュリティの分

野で能力を開発してきた。そして、イスラエル企業は、創造的なソ

リューションを開発するために、課題を特定し、このような強みを活

用してきた豊富な経験を有している。過去5年間だけでも、イスラエ

ルのスタートアップの買収に450億ドルが費やされたことからも見

て取れるように、その価値は明らかに重要であり、認識されている2。

イスラエルが自動車のイノベーションをリードしている

イスラエルで自動車製造が行われていないにも関わらず、

イスラエルは、この産業における破壊的技術のハブとして

認識されるようになった。現代、シュコダ、ダイムラー、ル

ノー・日産、GMなどの自動車産業の主要プレーヤーは、ど

れもその地域特有のケイパビリティを活用するために、イス

ラエルに研究開発センターを設置している。イスラエルの起

業家は、自動車メーカー企業が直面する問題および機会を

認め、センシングおよびイメージング、サイバーセキュリティ

ならびにアナリティクス技術における自らの専門性を適用

する道を見出した。フォード、フォルクスワーゲン、BMW、

ダイムラーが、どれもイスラエルのスタートアップに戦略的

投資を行ってきた一方、ポルシェ、ホンダ、ボルボおよび現

代は、イスラエルのアクセラレーターおよびVCファンドに多

額の投資を行ってきた。2017年だけでも、このセグメントに

おいて、2社のイスラエル企業に対して大規模な買収が行

われた。Mobileyeは、自動運転をサポートする高度運転

支援システム（Advanced Driver Assist Systems）を可能

にするセンサーの開発を行う企業で、2017年にインテルに

153億ドルで買収された。

Argusは、サイバー攻撃からコネクテッド・ビークルを保護

するサイバーセキュリティ・ソリューションを開発したが、

2017年11月にドイツのコンチネンタルに4億ドルで買収さ

れた。

Otonomoも、自動車産業における重要な躍進に貢献したイス

ラエルのスタートアップで、デルファイ・オートモーティブが率い

た投資ラウンドにおいて2500万ドルを集めた。このパートナー

シップによって、デルファイは、自動車が生み出すデータを集

約し、モビリティサービスプロバイダー間での売買を可能にす

るセントラルマーケットプレイスの開発のために、Otonomoの

アナリティクス性能を活用できることとなったが、この性能はイ

スラエルの特徴的な強みである。

であるが、現地のイノベーターは、テクノロジーに基づく新しいソ

リューションの必要性を認め、サイバーセキュリティ、アナリティク

スならびにセンシングおよびイメージングという、同じイスラエル

の能力を中心にプロダクト開発を始めた。そのため、イスラエル

は、瞬く間にインダストリー4.0におけるイノベーションハブになり

つつあり、2016年の世界のVC資金調達の10％を受けた3。また、

イスラエルのスタートアップは、特にGE、シーメンス、ABB他多く

のインダストリー4.0をリードする企業のコーポレートVCの注目を

集めている。

いくつか存在する業界リーダーの中でも、ABBはイスラエルを、

主要なインダストリー4.0の技術的進歩が作り出されているエコ

システムであると明確に特定している。そのため、その地域にお

ける戦略的投資の候補の特定に注力してきた。ABBのベン

チャー部門は、インダストリー4.0ソリューションを提供するイスラ

エルのスタートアップのための、2000万ドルを超える投資ラウン

ドに参加してきた。

「我々は、イスラエルのスタートアップに数回、戦略的投

資を行ってきた。テルアビブは、十分に開発されたインダ

ストリー4.0のハブだ。」

ABB、Industry 4.0 Manager

2．インダストリー4.0において拡大するイスラエルの役割

インダストリー4.0に対するイスラエルのフォーカス

自動車産業および急成長するインダストリー4.0エコシステムには

類似点が挙げられる。イスラエルの製造セクターは比較的小規模
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イスラエル政府も、インダストリー4.0を国のイノベーションエコシス

テムを強化する機会であるとともに地域の製造業の生産性を向上

する機会でもあると捉えている。この目標を達成するため、イスラ

エル経済省は、専用機関であるCenter for Advanced 

Manufacturingを設立した。また、Israel Innovation Authority（IIA）

は、スタートアップへの投資を導く環境を整備するためのプログラ

ムやインダストリー4.0のスタンダードに適応するためのプログラム

を複数有している。これらは、エンジェル投資家に対する特別税額

控除（投資を行った会社1社につき500万新シェケルまで）、研究開

発センターの設置に対する様々な恩恵、政府支援によるインキュ

ベーターおよびアクセラレータープログラム（4000万ドル超程度ま

で）ならびに海外企業が現地のスタートアップとパートナーシップを

結ぶための助成金を提供するものである。

Technological Innovation Lab（TIL）は、海外メーカー企業

とイスラエルのスタートアップの協働を促進する政府プログ

ラムで、イスラエルのエコシステムへの関与に向けたアクセ

スや資金を提供する。

メルクは、サイエンスおよびテクノロジーをリードする企業で、

イスラエルのスタートアップ企業のインキュベーターとなるた

めに、TILを通して、テクノロジーイノベーションの研究所を設

立している。この試みはPMatXと名づけられ、先端材料を新

しい製法と統合する次世代エレクトロニクスに取り組むスター

トアップ企業に焦点を当てる。Hewlett Packard（HP）やアメリ

カに拠点を置く投資企業Battery Venturesなどの他の企業は、

このイニシアティブが有するポテンシャルを見出し、メルクに協

力してこのイニシアティブに対して2000万ユーロの共同投資

を行った4。
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メーカー企業は、様々なソースからの増大するプレッシャーに

直面してきている。これらの問題には競合から生じるものも存

在し、品質、効率性および生産性などのパフォーマンスメトリ

クスの向上が必要とされる。ビジネス情勢の変化、コンプライ

アンスに係る課題の増加、サービス向上への顧客の要求な

どのさらなる問題も、メーカー企業の運営方法に影響を及ぼ

している。向上の動機を問わず、サプライチェーン全体に沿っ

た課題に対処するために、すでにインダストリー4.0が実施さ

れている。

デザインプロセスおよび製品の最適化

Local Motorsは、少量生産のオープンソースのエンジン付き

車両メーカー企業で、複数のマイクロファクトリーを通した運

営を行っている。これらのマイクロファクトリーは、付加製造な

どの一連の技術を活用し、それによりラピッドプロトタイピング

や臨機応変な反復設計が可能となる。その結果、5倍の速度

かつ100分の1の資金での生産が行える。

プランニングおよび在庫効率

ミシュランは、摩耗や空気圧などの主要メトリクスを追跡する

センサーを自社のタイヤに組み込み、このセンサーによる

データをモバイルネットワークへ伝達するテレマティクスシス

テムをタイヤに搭載した。そして、燃料費を削減してタイヤの

寿命を伸ばす方法を提案するコグニティブ・アナリティクスの

生産に、このデータを利用した。また、ミシュランは、簡単に操

作できるダッシュボードにアナリティクスを表示し、ユーザーに

有料でデータを提供するモバイルプラットフォームを超えた互

換性を有するアプリを構築した。これらのアプリケーションは、

在庫管理、顧客体験および顧客対応力ならびに適応性に大

きな影響を与えた。

リスク予防および軽減

バイオ医薬品企業は、最終的な評価だけでなく製造プロセス全

体を通した製品品質のモニタリングやレビューに、プロセス解

析工学（Process Analytical Technology：PAT）を使用してい

る。PATシステムは、重大な品質および性能特性（生物学的、

化学的および物理学的特性など）の即時測定に基づき、製造

プロセスのデザイン、分析およびコントロールを行う。

サプライヤーとの協働

ウォルマートは、自社のサプライヤーがより効率的な運営や

コスト削減を行えるシステムを生み出し、供給コストの削減

を実現した。このシステムによってウォルマートの販売およ

び在庫データへのアクセスが提供され、サプライヤーは生

産工程の時間をより正確に調整することができ、完全に透

明なマーケットプレイスで、専門化や相互に競合を行うこと

が可能となった。この独特な、複数の事業体から成るサプ

ライチェーン・プランニングシステムは、競合他社の成長率が

横ばいに留まる中、ウォルマートの収益成長率を13％に伸ば

すことに成功した。

オペレーション効率

easyJetは、自社の遠隔の保全技術者のネットワークとセントラ

ルエンジニアリングチームの間での双方向コミュニケーションを

可能にする拡張現実スマートメガネを利用している。このスト

リーミング配信される情報は、状況を正確に伝達する。QRコー

ドの部分スキャンなどの追加機能により、ソフトウェアは自動的

に関連情報をプッシュ通知し、段階的な実地検証により、技術

者は複雑な保全作業を実施することができる。ダウンタイムを

削減し、より効率的な運営環境を構築し、セントラルエンジニア

リングチームまでの移動を無くすことで、easyJetは燃料費だけ

でも、推定で年間50万ドルの削減が可能となっている。

ロジスティクスの最適化

ロサンゼルス港は、船から降ろされてすぐのコンテナを持ち上

げ、後で整理するために移動させ、トラック運送業者が荷物を

取りに来た際にそのコンテナを取り出す、24体を超える「ストラ

ドルキャリア」ロボットを利用している。この自動化はターミナル

の信頼性や生産性を推定30％高める一方、ロボットが沿岸で

必要な労働を最大50％減少させるため、人件費も削減している。

販売の最適化およびアフターマーケット・サービス

オーストラリアのマクドナルドは、顧客が材料の原産地やその

後の加工過程を確認できるよう、ハンバーガー容器に掲載さ

れたQRコードをスキャンできるデジタルアプリを開発した。この

エンドツーエンドのサプライチェーンの可視性は、マクドナルド

が自社の商品の新鮮さを伝え、顧客に完全な透明性を提供す

ることを可能にした。

3．インダストリー4.0のアクション
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プランニング

および在庫

効率

リスク予防およ

び軽減

サプライヤーと

の協働

オペレーション

効率ロジスティクス

の最適化

販売の最適化

アフターマー

ケット販売およ

びサービス

デザインプロ

セスの最適化

製品の最適化

スピード

イノベーション

アジリティ

サービス

品質

コスト

図3.1：バリューチェーン全体にまたがるインダストリー4.0
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• 新規の収入源および顧客価値の創出を図る
新たな方法で資産活用を行うための収集
データおよびインサイトの利用

• 原材料の調達から販売後に至るプロセ
ス全体を通したデジタルスレッドの構築

• 接続性の拡大による新たなサイバーセ
キュリティ対策の必要性

• クライアントからデジタル方式で集められた
インサイトに基づく新製品の作成

0初期接続性

• ネットワーク化およびデジタル化の拡大によ
る、現行プロセスの改善および資産活用の
最適化

• コスト削減のための自動化の拡大およびそ
の他のスタンダードのアップグレード

• 収集データの最大限の利用および高度な技
術によるデータの活用

• 基礎レベルのデータ収集、分析およ
びコミュニケーションを実施する第1レ
ベルの接続性

アプリケーション様式

インダストリー4.0の技術は、売上および純利益の双方に価値を

付加する。しかし、メーカー企業の多くは、通常、それらのいずれ

かにのみ焦点を当てる。今日、メーカー企業の大部分は、特定の

プロセスの向上や特定の課題の解決のためにインダストリー4.0

の技術を用いている。しかし、これらの技術がさらに高度になるに

つれ、その利益を直接的に算出しがたい、総合的なソリューション

への転換を目にすることになるだろう。

インダストリー4.0の3段階

統合システムへの変革に着手する前に、基礎レベルの接続性が

必要となる。この接続性が確立されると、企業は、デジタル化プロ

セスを統合する道のりに歩み出すことができる。通常、これは、プ

ロセスの最適化、プロセスのフローおよび品質、そして新しいビジ

ネスモデルの3つの異なる段階で行われる（図4.1参照）。

1. プロセスの最適化：このフェーズでは、企業は現在のプ

ロセスを向上するために、社内に目を向ける。通常、こ

のフェーズでのイニシアティブは特定の課題を対象とし、

明確に目に見えるROIを有している。例えば、この段階

でのソリューションには、機器の予知保全や生産プロセ

ス向上のためのデータ活用が含まれる。これには、

データの収集や分析を可能にする基礎レベルの接続

性が必要であるが、そのスコープはたいてい限られて

いる。従って、これらのソリューションは特定の課題を対

象とする限定された技術の数を意味するため、その実

施は比較的容易である。さらに、より大規模で機能を横

断するイニシアティブにおいて、複数の異なるレガシー

システムを結合するために必要となる組織的な問題や

技術的障壁の多くに直面することはない。

「明確なROIを示せるため、コスト削減は最も簡単な売り込
み方である。」

Schneider Electric、元Senior Product Manager

2. プロセスのフローおよび品質：第2段階に取り組んでいる

企業は、プロセスのフローを改善し、品質を向上するため

に自社の接続性のレベルを高める。このフェーズでは、サ

プライチェーンは、生産ステージがダイナミックに相互作用

するデジタル・サプライ・ネットワーク（Digital Supply 

Network）へと変わる。販売データは収集、分析され、その

後ソーシングおよび製造システムに自動転送される。第1

段階とは異なり、システム全体の接続性の実現のために

乗り越えるべき技術的、組織的障害がより多く存在し、そ

の利益も容易に定量化できるものではない。

3. 新しいビジネスモデル：最終段階である第3段階では、

新しいビジネスモデルが創造される。これは新製品、製

品のパーソナライゼーションの充実や完全な新規モデ

ルなどから成る。例えば、相手先ブランド製造業者

（Original Equipment Manufacturer：OEM、製造設備

を生産する企業）の多くは自社のポートフォリオにスマー

ト設備を追加する。中にはサプライヤーからサービスプ

ロバイダーへの転換にこれらの製品を利用しようと試み

る企業すら存在する。この段階において最大の価値が

眠っていることは大半の企業が同意するところだが、ほ

とんどの企業はいまだに、アイデアをうまく効果的なモ

デルに統合する方法の策定に苦労している。

「OEM顧客はインテリジェンスの利用を進めているため、ス

マート製品を求めている。自社の戦略ではなかったとしても、

需要から、OEMはインダストリー4.0ソリューションへと駆り

立てられている。」

Kirloskar Brothers、Product Portfolio Manager

4．価値創造および影響

図4.1：インダストリー4.0の3段階

Process  

Optimization1

Process

Flow & Quality2

新しいビジネス
モデル3

14

プロセスの
最適化

プロセスのフロー
および品質



3段階の実施

第4次産業革命の遥か前から、より効率的な運営をめざし、メー

カー企業は新しい革新的技術の実装を続けてきた。そのため、具

体的なROIを伴うイニシアティブへの注力は、現場作業者にとって

導入がより容易であった。80例を超える異なるインダストリー4.0

ユースケースを対象としたデロイトアナリシスに基づくと、インダスト

リー4.0の実施の約50％は、プロセスの最適化およびコスト削減が

目的であった。およそ35％のケースはプロセスの品質および効率

性の向上を目的とし、およそ15％のケースが売上を直接的に増加

させた（図4.2参照）。

付加
価値
8％

販売
6％

製品化までの
時間 23％

生産コスト

14％

作業生産性 34％

在庫 6％

80例のインダストリー
4.0ユースケース

保全コスト 3％

プロセスコスト プロセスのフローおよび品質 新しいビジネスモデル

出所：デロイトアナリシス

図4.2：インダストリー4.0の実施
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実施における現在のフォーカス

デロイトは、インダストリー4.0における異なる種類のイニシアティ

ブに対する注目度を理解するために、グローバル企業およびイン

ダストリー4.0のエキスパートを対象に調査を行った。メーカー企

業が、現在注力しているビジネス分野および今後焦点となるであ

ろう分野を特定した（図4.3参照）。現在、最も重要だと特定された

4つの主要分野は、IoTプラットフォームおよび接続性、オペレー

ションの最適化、サプライチェーンならびに予知保全である。

• IoTプラットフォームおよび接続性は、インダストリー4.0

の基礎要素である。これらの技術は、分析を行うために、

数百の個別の機械およびセンサーからのデータの伝達

を可能にした。その後、この分析は様々なプロセスにお

いて活用される。

• オペレーションの最適化は、プロセスの改善という

メーカー企業の長期的な焦点に由来する、生産性の

向上および運営コスト削減のための新たな方法を提

供する。

• グローバル化の拡大およびプロセス関連の複雑性の増大

により、サプライチェーンには新たな接続性ソリューション

が求められる。サプライチェーンの透明性および予測性の

向上は、企業に大規模なコスト削減を提供する。

• 予知保全ソリューションは、メーカー企業にとって最大のコ

ストの1つである計画外のダウンタイムを削減し、資産活用

を改善して純利益を引き上げる。

実施における将来的なフォーカス

企業は、第1段階のプロセスの最適化から第2段階のプロセスのフ

ローおよび品質への移行を続ける中で、データの収集および保護

の問題に直面する。メーカー企業は、完全に接続されたシステム

への移行を通じて重要性が高まる2つの主要分野を特定した（図

4.3参照）。

• サイバーセキュリティ：接続性がより高度で偏在的にな

るにつれ、サイバー攻撃の脅威は拡大する。このような

現実により、より保護性の高いシステムが整備されるま

で、企業はより広範な接続性の開発に対し制限を受け

る。

• センシングおよびイメージング：インダストリー4.0の進歩

に伴い、品質および規模の両方において、より実用的な

データの収集を可能とする技術が要求されることとなる。

IoTプラット

フォームおよ

び接続性

オペレーショ

ンの最適化
サイバーセ
キュリティ

センシングお

よびイメージ

ング

付加製造

サプライチェーン ロボティクス 安全性
予知保全 点検および試験

現在のフォーカス 将来的なフォーカス

質問：インダストリー4.0において、メーカー企業の主な関心分野は何か？

図4.3：メーカー企業の関心分野
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インダストリー4.0の価値創成

3段階全てにわたって、インダストリー4.0の導入による影響は明

らかであり、証明されている。デロイトアナリシスに基づくと、イン

ダストリー4.0はパフォーマンス指標のいくつかを引き上げるポテ

ンシャルを有している。

比較的最近、インダストリー4.0を導入したにも関わらず、すでに

著しくプロセスを向上した企業もある。しかし、新しい技術の迅

速で柔軟な実装にあたっての問題に鑑みると、メーカー企業の

多くにとって、これらの利益の獲得は引き続き困難なものとなる。

何から着手すべきかがわからない企業は、限られたイニシア

ティブからでも相当量の具体的なROIが獲得でき、実際、このよ

うなイニシアティブがより広範なプログラムに乗り出すためのケ

イパビリティの開発に必要なステップであることを覚えておくべ

きである。インダストリー4.0関連の問題へのソリューションを探

求する企業は、複数のプレーヤーから成る大規模エコシステム

において幅広い選択肢を有しており、特にスタートアップは長期

的で革新的な優れたパートナーになる。

20％

35％

保全コストの
削減

30％

労働生産性の増加

50％

ダウンタイム
の削減

予測性に関連する
削減

生産時間の
加速化

出所：デロイトアナリシス

「センサーおよび適応制御技術を導入することで、サイク

ルタイムを30％削減することができた。」

Director of John Olsen Advanced Manufacturing Center

在庫コストの
削減

25％

30％
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多くの場合、技術的革新は単独のプレーヤーによって引き起こさ

れ、他企業は基礎となる特定の製品や技術の反復や改良を行う

ことでそれに続く。インダストリー4.0の新時代は、これに著しい

対照をなす。アクターがあまりにも多く存在し、個々のプレーヤー

が単独で先頭に立つには必要とされるケイパビリティの範囲が

広範にわたり過ぎている。インダストリー4.0の発展方法の理解

やエコシステムにおける最大の価値創成源の特定には、関与す

るプレーヤーの種類およびその作用方法を理解することが重要

である。

インダストリー4.0の5種類のプレーヤー

インダストリー4.0エコシステムにおいて、5つの異なる種類のプ

レーヤーが特定できる。

1. 技術プロバイダーには、センサー、マシンラーニング、AR

などの新しい実現技術を開発するスタートアップやより先

進的な企業が含まれる。一般的に、これらは、付加価値ソ

リューションを創出するために特定の問題に取り組む、最

も焦点の当たっている企業である。

2. プラットフォーム・プレーヤーは、デジタルおよびフィジカルの

インフラストラクチャ間のコミュニケーションを促進する製品

を提供する。これらのプラットフォームは、産業用機械から

データを収集して分析するためのシステム全体に及ぶ。ディ

ベロッパーは、これらのプラットフォームが収集データを分析

し、ユーザーに実用的なインサイトを提供するアプリケーショ

ンを作成できる。このカテゴリーには、GE、シーメンス、SAP

などの企業が含まれる。

3. 相手先ブランド製造業者（Original Equipment 

Manufacturer：OEM）は、エンドプロダクトのメーカー企業

に生産設備を販売する。これらのプレーヤーは、インダスト

リー4.0を自身の製造プロセスで実施することができ、顧客

へのスマート製品の製造にもこれらの技術を使用できる。

これにより、OEMは、設備のサプライヤーから継続する

サービスプロバイダーへの転向が可能になり、新しいビジ

ネスモデルの導入への無類の機会が与えられる。例えば、

ドイツ有数のバルブ・プロバイダーであるSAMSONは、イ

ンダストリー4.0の機会を重視するという戦略的決定を行い、

IoTを統合したスマートコントロール・バルブを顧客に提供

している。現在、徹底的な予防保全管理に加え、初期段階

で欠陥の可能性を検出して取り除くことが可能なバルブ・

パフォーマンスのフルパッケージを提供する。

4. メーカー企業は、おそらく最も複雑な仕事を担っている。顧

客ニーズの変化を予期する必要があるだけでなく、将来のト

レンドに適応する新しい技術を追求する一方で、同時に現

在の生産能力を最適化しなければならない。

5. インテグレーターは、最大の価値を引き出すために、スマー

トソリューション開発のデザイン、実施および協働に関し、前

述のアクターの相談を受ける。これらのプレーヤーは、市場

に出回る異なるソリューションや業界のベストプラクティスに

関する深い知識を有している。そのため、メーカー企業が変

革を受け入れ、実施し、管理する手助けを行うことができる。

「重大な変化が速いスピードでもたらされ、企業はフレッ

シュな人材や適応可能なイノベーションを有するスタート

アップを必要としている。我々の産業経験と彼らの創造力

を組み合わせて協働する必要がある。」

Samson、CEO

5．主要プレーヤーのセグメント化

技術

メーカー企業

インテグ
レーター

プラット
フォーム

OEM

図5.1：インダストリー4.0の主な5種類のプレーヤー

18



進行中の協働

製造業において競合力を維持するために、インダストリー4.0の技

術を導入する必要性がこれまで以上に高まっている。多くの企業

が関連する技術をいまだに完全に理解できておらず、何から着手

すべきかわかっていない一方、その貴重な機会や規模の利点を

認識した企業は、すでに多大なる利益を獲得している。

その1例として、BASF、SAP、Pepperl+Fuchs、SAMSONおよ

びエンドレスハウザーによる大規模の協働が挙げられる。この

パートナーシップには、5種類の異なるプレーヤーのうちの4種

類が参画している。それは、化学メーカー企業（BASF）、設備

プロバイダー（SAMSONおよびエンドレスハウザー）、センサー

技術プロバイダー（Pepperl+Fuchs）および有数のプラット

フォーム・プレーヤー（SAP）である。これらの企業は協力して、

各々の独自のケイパビリティを持ち寄り、必要な保全活動を明

確にするために、製造プロセスに関与する機器や部品の状態

に関するデータを集約するプラットフォームを開発した。

これらの大規模で複数のプレーヤーによる協働が価値を創造

する一方、他の企業は、特定の問題の解決か長期的な価値

の創造かに関わらず、プロバイダー1社とより直接的なパート

ナーシップを結ぶことを選んでいる。

Enelというイタリアの電気およびガスのプロバイダーは、発電

所内の問題が現実化する前に予知して解決するために、イス

ラエルのスタートアップである3DSignalsとパートナーシップを

結んだ。3DSignalsは、異変を予知するために、音響レベルの

変化によって機械をモニタリングするセンサーを利用したソ

リューションを開発した。この協働によって、Enelは発電所全

体の生産を停止しなくても問題を解決でき、Enelの技術者はモ

バイルアプリケーションを通して遠隔で状況のモニタリングを行

えるようになった。イタリアおよびスペインの自社の水力発電

所でのテストランの成功を受けて、Enelは全ての発電所でこの

技術を展開する計画である。

企業が相補的知識およびケイパビリティを出し合い共有する利点

を認識するにつれ、協働がますます普及している。企業が今日の

製造を取り巻く環境における競合で成功を収めるためには、協働

に関する様々な選択肢を検討しなければならないが、特にスタート

アップは、意欲的で革新的なパートナーとなりえる。これらの機会

を生かすために、メーカー企業は、インダストリー4.0におけるス

タートアップの情勢を知ることが不可欠である。
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「プラットフォームは、多くの小規模プロジェクトによって構

築される。GEのPredixを使用してもなお、我々は第3者の

ソリューションに頼る必要がある。スタートアップはアジリ

ティや柔軟性に優れ、顧客ソリューションの修正を無料で

行う。」

HAM-LET、Strategic Business Developer

インダストリー4.0イニシアティブに関していえば、スタートアップ

はメーカー企業にとって優れたパートナーになりえる。事実、デロ

イトがインタビューを行った企業の5社中4社が、インダストリー

4.0においてすでにスタートアップと協働し、スタートアップを継続

するイノベーションへの取組みに不可欠な要素だと考えている。

スタートアップが有する独自のスキルやノウハウへのアクセスに

加えて、スタートアップとの協働によって、その他にも様々な方法

で価値が生み出される。まず、スタートアップが提供するサービス

は、通常、より確立された企業が提供するサービスよりも著しく安

価である。また、スタートアップはメーカー企業に対して、高度な

柔軟性やカスタマイゼーションを提供する。一般的に、スタート

アップははるかに献身的で、顧客を満足させるために一層の努

力をすることをいとわない。また、通常、スタートアップは、技術の

開発と実装の双方に携わってきた起業家から成る分野横断的

チームで構成されるため、エンドツーエンド・ソリューションを提供

できる優れたパートナーとなる。最後に、スタートアップは顧客を

長期的なパートナーとみなす傾向がある。そのため、スタートアッ

プは、より密接に顧客と仕事を行い、技術開発を進めながらより

深いインサイトや専門知識を取得するという長期的なコミットメン

トを維持する。

インダストリー4.0のスタートアップに対する世界のベンチャーキャ
ピタル投資

近年、インダストリー4.0の領域で活動するスタートアップの数が

大幅に増加している。革新的技術が普及し、ベンチャー投資家

はそれらにより大きな投資を行っている。インダストリー4.0に注

力するスタートアップへのベンチャーキャピタル投資は、取引規

模と件数の両方の面で堅実に増大している。世界的にも、この

領域におけるベンチャーキャピタル投資は、2014年の約6億ド

ルから2016年の約23億ドルに増加し、年平均成長率（CAGR）

40％を見せている。40％という成長率はベンチャー情勢全体と

比べても著しく高い数値で、同時期のベンチャー全体のCAGR

は21％であった。2017年10月までの入手可能データに基づくと、

その年の年初10か月で17億ドルが集められた3。有数のスマー

トマネー投資家がこの領域により大きなポテンシャルを見出し

ている事実は、インダストリー4.0のスタートアップが有する飛躍

的な成長の機会やその技術が提供する変革をもたらすポテン

シャルの存在を意味している（図6.1参照）。

インダストリー4.0へのコーポレート投資

企業もまた、スタートアップによって生み出された価値を十分に活

用することを目指し、自社のコーポレートベンチャーキャピタル

（CVC）部門を通してスタートアップに投資を行っている。実際、

2012年から2017年にかけて、インダストリー4.0のスタートアップ

に対する最も活動的な投資家（取引件数において）5社のうち3社

は、GE Ventures、Intel CapitalおよびCisco Investmentsという

CVCであった。2014年から2016年の間に、CVCはインダストリー

4.0のスタートアップの取引の30％超に投資しており、これは通常

の関与率である15％と対照的である3。GEが多数の研究開発担

当の従業員を抱えるインダストリー4.0技術のリーダーであり、イン

ダストリー4.0のスタートアップへ多額の投資を決めていることは、

スタートアップがこの情勢にもたらす価値の大きさを物語っている

（図6.2参照）。

企業プレーヤーの多くは、自社のビジネスに影響を与えうる新

興技術の特定を容易にするために、イスラエルなどの高度ス

タートアップエコシステムで存在感を確立している。2017年初め、

イスラエルのスタートアップであるIguazioは、イスラエルに現地

拠点を整備した国際的巨大企業のベライゾン、ボッシュおよび

デルの目に留まった。これらの企業は、Iguazioのエッジデータ・

アナリティクスプラットフォームの開発の手助けとして3300万ド

ルのラウンドで投資し、現在、このプラットフォームを自社のシ

ステムへ統合している。

シュナイダーエレクトリックやロックウェル・オートメーションは、自

社が直面している課題に反応し、自社のオファリングのポート

フォリオの安全性向上を図るためにスタートアップを求めた。社

内でソリューション開発を試みるのではなく、これらの企業は、

6．スタートアップにとって機会ある領域

0.6 0.6

0.9

1.8

2.3

1.7

89 96

154

208
253

128

2017

H1

投資額（十億ドル）

取引件数

年平均
成長率
12’～16’

30％

37％

一般的なVC資金調達額を

超え、同時期に21％の成長

率で増加した

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1～10月
出所：CB Insights、Start-up Nation Finder、デロイトデータベース、

TechCrunch、PitchBook、Crunchbase、Tracxn、Venture Pulse、
デロイトアナリシス

図6.1：インダストリー4.0のVC資金調達

1．これらの数値の基になるデータベースは、通常、資金調達取引の発生後、数か月

経たないと更新されない。よって、2017年のデータは網羅的ではなく、実際の数値

はそれ以上であることが推定される。
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産業用制御システムのサイバーセキュリティソリューションを提供

するイスラエルのスタートアップ、Clarotyとパートナーシップを結

んだ。

投資の主要分野

インダストリー4.0ソリューションは10の異なるセグメントに区別

できる。

2014年以降、複数の取引から最も一定して最大のVC資金調達

額を集めたセグメントは、IoTプラットフォームおよび接続性、サイ

バーセキュリティ、センシングおよびイメージングならびにオペ

レーションの最適化である。これら4つのセグメントで、この期間

に世界中でVCから集められた総額66億ドルの約60％を受けた

（図6.3参照）。

2017年年初10か月では、ロボティクス・セグメントが世界で最も多

額のVC資金調達を受けたが、これはBrain Corpおよび

CloudMindの2社がそれぞれ1億ドル超を集めたことによる。付加

製造セグメントも、Desktop Metalが1億6000万ドル集めたことによ

り、急増を見せた。2015年から2017年までのインダストリー4.0へ

のVC投資の10％～14％を付加製造セグメントが占める一方、これ

らの投資の3分の2の投資先はCarbon 3DおよびDesktop Metalの

2社に限られていた。

つまり、インダストリー4.0自体がそうであるように、インダストリー

4.0のスタートアップも成長の機会を表している。民間投資家は、

VCおよび企業両者とも、スタートアップに目を留めてそれらに大き

く賭けている。これにより、メーカー企業に対しても自社のインダス

トリー4.0の進歩のためにスタートアップを注視する正当な理由が

提供される。
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、デロイトアナリシス

図6.3：セグメント別インダストリー4.0のVC資金調達

図6.2：ファンドの種類別民間資金調達取引
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アメリカ合衆国以外で、イスラエルはインダストリー4.0イノベー

ションにおける最大のハブであり、産業セクターでの破壊的技

術の開発に特に焦点を置く200社近くの企業の本拠地である。

これらの企業は、インダストリー4.0のサブセグメント全てにおいて

活動を行っている。40社を超える企業が位置するオペレーションの

最適化が最大のセグメントで、サイバーセキュリティおよびサプライ

チェーンがそれに続く。これら3つのセグメント合計で、インダスト

リー4.0の革新的技術を生産する国内の全ての企業の50％超を占

める（図7.1参照）。これらのセグメントはイスラエルで最も発展した

部類であり、多くの企業がレイターステージに位置し、すでに収益

による資金調達を行う企業も存在する（図7.2参照）。

7．イスラエルのスタートアップエコシステムのマッピング

出所：Start-Up Nation Finder
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図7.1：サブセクター別イスラエルのインダストリー4.0企業
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2014年から2017年の間に、インダストリー4.0技術を開発する73

社の企業のうち41社がサイバーセキュリティ、オペレーションの最

適化およびIoTプラットフォームの領域に設立され、それらは総成

長の50%超を占める（図7.3参照）。イスラエルの起業家は、すで

に確立されたサイバーセキュリティおよびオペレーションの最適化

のセグメントにおいて新しいソリューションの開発を続け、巨大な

世界規模のIoTプラットフォーム・セグメントに参入し始めている。

図7.3：2014年から2017年の間にイスラエルで設立された

企業数

22

サイバーセ
キュリティ

オペレー
ションの最
適化

IOTプラット
フォームおよび
接続性

メンテ
ナンス

サプライ
チェーン

付加製造 センシング
およびイ
メージング

点検およ
び試験

ロボティクス 安全性



イスラエルのエコシステムは買収の魅力的なターゲットでもあり、

同時期に総額4億5000万ドル超に上る10件のM&Aが行われた。

オペレーションの最適化では買収に2億1000万ドルが費やされ、

資金調達という面から見て他のセグメントの先頭を行き、ロボティ

クスおよびIoTプラットフォームがそれに続き、それぞれ1億9200万

ドルおよび4900万ドルが買収に費やされた（図7.4参照）。

GEはイスラエルで強い存在感を確立し、そのイノベーション

エコシステムと関わるいくつかのプログラムを実施中である。

GE Digitalはイスラエルにおいて、産業領域でのソフトウェア

ソリューションに焦点を当てたパートナーシッププログラムを

開始した。このプログラムは、自社のデータプラットフォーム

であるPredixに統合可能な将来有望なスタートアップの特定、

および、それらのオンボーディングプロセスのサポートを担う。

また、イスラエルにあるGE Digitalのセンターは、サイバーセ

キュリティ、ソフトウェア開発およびデータサイエンスに焦点を

置いている。最終的に、このイスラエルでの強い存在感によ

り、GEは現地プレーヤーに比類なく精通することとなり、競

合の先に存在する心躍る機会を捉えることが可能となった。

2017年だけでも、GEはイスラエルのスタートアップの重要な

買収を2件行い、その額は約6500万ドルに上る。

シーメンスも、現地での運営や研究開発センターに加えて現地

のベンチャーファンドやスタートアップへの直接投資により、イ

スラエルで広範な存在感を示している。2015年、シーメンスは

テルアビブに、特に自社とスタートアップの協働に焦点を置くリ

エゾンオフィスを設立した。

イスラエルのインダストリー4.0のスタートアップのVC資金調達

イスラエルのスタートアップは、特にインダストリー4.0において、

VC資金調達の世界的リーダーである。

• イスラエルは、1人当たりのVC資金調達の割合が世界で

最も高いことで知られている（VC資金調達が世界の2％

であるのに対し、その人口は世界のたった0.1％である。）

（図7.5参照）。

• 2014年から2017年10月までの期間に、

- イスラエルのインダストリー4.0のスタートアップは、こ

の期間に世界中で集められた合計70億ドルの8％と

いう、特に高い割合のVC資金調達を受けた（図7.6参

照）。

- イスラエルのインダストリー4.0のスタートアップは、

世界の国の中で、2番目に多額のインダストリー4.0

のVC資金調達を受けた（図7.7参照）。

- イスラエルのインダストリー4.0のスタートアップ10社

が、4億5000万ドル超で買収された（図7.4参照）。

• イスラエルのスタートアップによって集められたインダスト

リー4.0投資の割合は、2014年の世界で集められた資金の

6％から2016年の10％というように、過去数年で拡大して

いる。この傾向は2017年も継続することが予期される。

• 2017年年初10か月で、イスラエルのインダストリー4.0

のスタートアップは、すでにVC資金調達で1億9300万ド

ルを受け、2016年から10％超の成長が期待される。買収件数

オペレーショ
ンの最適化
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び接続性

買収金額不明

買収金額合計（百万ドル）
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ベース、TechCrunch、PitchBook、Crunchbase、Tracxn、
Venture Pulse、デロイトアナリシス

図7.4：2014年から2017年の間のイスラエルのインダス

トリー4.0企業を対象としたM&A

図7.5：2016年の1人当たりのVC資金調達

1．これらの数値の基になるデータベースは、通常、資金調達取引の発生後、数か月

経たないと更新されない。よって、2017年のデータは網羅的ではなく、実際の数値

はそれ以上であることが推定される。
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活動分野

インダストリー4.0の投資活動は、イスラエルの従来からの強みで

あるセキュリティ、センサーおよびアナリティクスを利用する企業に

集中している。イスラエルのイノベーションエコシステムのマッピン

グを行うオンラインディスカバリープラットフォームであるStart-Up 

Nation Finderに基づくと、2014年から2017年10月の間に最多額

の資金調達を受けた3つのセグメントは、サイバーセキュリティ、セ

ンシングおよびイメージングならびにオペレーションの最適化だっ

た（図7.8参照）。

サイバーセキュリティは、イスラエルがその卓越性で知られ、イス

ラエル企業が積極的にインダストリー4.0を対象としたソリューショ

ン開発を行っている分野として当然である。このセグメントは、

2014年から2017年の間に、約1億4000万ドルのVC資金調達を

受けた。このセグメントでのイスラエルの確固たる位置づけは、共

に作用する2つの主な要因から生じる。

• 軍事訓練：たいていの国では、サイバーセキュリティは民間

人を従業員とする別個の政府部局によって担当される。し

かし、イスラエルでは、国のサイバーセキュリティ運営は、

軍隊のもとに管理される。サイバーセキュリティ部隊の兵

士は、最先端のサイバー技術の訓練や経験を数年間得た

後、非常に若い年齢で軍隊を退役して労働力に加わる。こ

れにより、イスラエルのイノベーションエコシステムには、適

応力を持ち、容易に活用できる専門技能を有する、若者が

男女ともに継続して輩出される。

• 確立したサイバーセキュリティの民間セクター：世界にお

けるサイバーセキュリティ技術への研究開発費用の約

15％がイスラエルで使われている8。これは、どの国にお

いても大きい額だが、イスラエルが小さい国であることを

考慮すると、とりわけ驚異的である。

センシングおよびイメージングも、イスラエル独自の強みがスター

トアップに好都合の状況を作っている分野である。イスラエルは無

人航空機（Unmanned Aerial Vehicle：UAV）の開発をリードして

いるが、そこにはコンピュータビジョンおよび高度アナリティクスが

使用されているため、イスラエルのスタートアップエコシステムは、

センシングおよびイメージング技術に関連した人材を豊富に有して

いる。

オペレーションの最適化は、インダストリー4.0のVC資金調達の

面で3番目に大きいセグメントで、2014年から2017年10月までの

イスラエルでのインダストリー4.0投資の19％を受けた。センシン

グおよびイメージング機器における高水準の技術人材およびケイ

パビリティは、アナリティクスと一体となり、生産性を向上するソ

リューションを創造する。
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1. 2017年11月現在で入手可能な、1月から10月までのデータに
基づく。完全に網羅的でない可能性が存在する

図7.6：イスラエルのインダストリー4.0のスタートアップのVC資金
調達

図7.7：2014年から2017年の国別インダストリー4.0

のVC資金調達（累計）1

24



イスラエルのスタートアップは、これらの分野において、すでに

実用的な価値を提供し始め、大規模な買収に繋がったものも

存在する。例えば、2017年に、中国企業のMideaは、モーショ

ンコントロールに焦点を置いた自動化ソリューションの開発を

行う企業であるServotronixを1億7000万ドルで買収した。同

時期に、GEは、クラウドベースのアナリティクス企業である

Nuregoを買収し、自社のPredixプラットフォームに組み込んだ。

IoTプラットフォームお
よび接続性 9％

オペレーショ
ンの最適化

19％

サイバー
24％

センシング
およびイ
メージング

23％

メンテ
ナンス
9％

ロボティクス 0％

サプライチェー
ン 9％

付加製造
7％

6億ドル

点検および試験
0％

安全性 0％

出所：Start-up Nation Finder

1. 2017年11月現在で入手可能な、1月から10月までのデータに
基づく。完全に網羅的でない可能性が存在する

図7.8：2014年から2017年のイスラエルのVC資金調達（累計）1
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イスラエルの小規模な製造業に関わらず、イスラエルのスタート

アップは、それでもなお、インダストリー4.0技術の適用を通して、

メーカー企業に付加価値を提供しうる方法を多数見出してきた。

我々の調査は、インダストリー4.0の10のサブセクターのうち4つで、

イスラエルのスタートアップがより優れた独特のケイパビリティを

有することを示している。これらのうち、メーカー企業によって、2つ

のサブセクターが現在の主要関心分野として定められ、2つのサ

ブセクターが将来的な主要関心分野と定められた。

メーカー企業の現在のフォーカス分野でのイスラエルのス

タートアップの価値

メーカー企業およびスタートアップの両者とも同様に、明確なROI

および明白な利益を伴うコスト削減に焦点を置いたプロジェクトに

労力を向けることから着手している。これらのソリューションは、イ

ンダストリー4.0実施の第1段階に位置している。イスラエルの起

業家は、メーカー企業がコスト削減を図るためにこれらの能力を

活用できるインダストリー4.0の2つの分野を特定した。

• 予知保全は、通常、機械の条件をもとにリアルタイムでデー

タを収集するセンシング技術の使用を通して、プロセス向上

に係る推奨を生み出す高度なアルゴリズムのマシンラーニ

ングに基づいている。先述のように、イスラエルは高度アナ

リティクスおよびサイバーセキュリティにおいて独特のケイ

パビリティを発展させており、関連する専門技術を必要なソ

リューションの開発のための異常検知に提供している。これ

らの企業はインサイトを引き出すために膨大なデータセット

をふるいにかけ、2014年から2016年までの予知保全企業

への世界のVC資金調達の30％超がイスラエルのスタート

アップに渡ったように、その成功が数字に見て取れる（図

8.1参照）。

「メーカー企業にとって最大のコストの1つは、ダウンタイ

ムである。インダストリー4.0によってもたらされた新しい

ケイパビリティを用いてダウンタイムの削減を図ることが、

最大のトレンドの1つである。」

ロックウェル・オートメーション、Director Advanced 

Technology

• オペレーションの最適化：40社を超えるイスラエルの革新

的企業がオペレーションの最適化において活動し、企業数

の面からいえば、インダストリー4.0最大のセグメントである。

その約半数が確立された企業で、収益による資金調達の

段階に位置し、実績のある製品を市場に提供している。

銅、真鍮、アルミニウムおよびプラスチック製品のグローバル

メーカー兼流通企業であるMueller Industriesは、自社の修繕

プロセスを向上するために、イスラエルの予知保全スタートアッ

プのAuguryとパートナーシップを結んだ。Auguryの技術を利用

し、Muellerは機械コンポーネントの運用年数を伸ばし、破局的

な機械の故障をなくし、総体的な人件費を削減することが可能

となった。例えば、統合のたった数か月後には、Muellerの高速

モーションオペレーションに、別な方法では知られることのな

かった、隠れた問題が発見され、最小限のダウンタイムで修繕

が行われ、大幅にコストおよびリソースが節約された。

クラウドベースのアナリティクスと組み合わせた自家発電型の

回路レベル技術を提供するイスラエルのスタートアップである

Panoramic Powerは、最近、電力およびユーティリティを供給

する多国籍企業のCentricaに6000万ドルで買収された。

Panoramic Powerは、実用的なインサイトとともにビジネス運

営へのリアルタイムでの可視性を提供し、運営面の効率性を高

めた。Panoramic Powerは、すでに電力消費量の削減、運営

コストの削減および総体的な効率性の向上に成功している。

Direct Energyのpresident and CEO、Badar Khanは、より革

新的で効率的なエネルギーソリューションを通して、パートナー

シップが「顧客が［我々の販売する］商品の購入量を減らす手伝

いをするという［我々の］ブランドプロミスを支えて」きたことに言

及した。

メーカー企業の将来的なフォーカス分野でのイスラエルの

スタートアップの価値

メーカー企業は、実施の第2段階に移行し、自社のネットワー

クを通した接続性の向上を図るにつれ、より高度なIoTプラット

フォーム、センシングおよびイメージングならびにサイバーセ

キュリティ技術の必要性を見出してきた。イスラエルの起業家

は、これらの機会を予測し、これらの分野での自ら固有のケイ

パビリティをもとに、すでにソリューションの開発に着手してい

る。2014年から2016年まで、世界の資金調達総額の20％が

これらのセグメントのイスラエルのスタートアップのみを対象と

していることからも見られるように、投資家はこの展望を認識し

ている。

• サイバーセキュリティ：イスラエル企業はすでにソリューショ

ンを市場に投入し、発展の全ての段階に革新的なプレー

ヤーが幅広く存在している。2014年から2016年まで、産業

セクターを対象とするサイバーセキュリティのスタートアップ

への世界のVC資金調達の19％がイスラエル企業に渡っ

た。

• センシングおよびイメージング：2014年から2016年まで、

センシングおよびイメージングへの世界のVC資金調達の

17％がイスラエルのスタートアップに渡った。この分野に

おけるイスラエルの強みは、将来的に大いに必要とされる

であろうソリューションの開発に繋がっている（図8.1参照）。

8．イスラエルのバリュープロポジション
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サイバーセキュリティソリューションを専門に扱うイスラエルの

スタートアップであるNextnineは、最近、産業情報の可用性、

安全性および信頼性を保護する企業であるハネウェルに買収

された。ハネウェルは、自社のオファリングを充実させ、自社の

製品を顧客にとってさらに有意義なものにするため、Nextnine

の技術を統合した。この取引から生じるこのような利益には、

単独制御システムの配備および運営のためや製造現場のネッ

トワーク全体の単純化および安全性の向上のための新機能が

含まれる。

最小の手持ち式近赤外（Near-Infrared：NIR）分光計である

SCiOの開発元のConsumer Physicsは、家畜が最も安定し

た飼料を得ることを確実にするために、Cargill Animal 

Nutritionとパートナーシップを結んだ。そのイスラエル企業は、

自社のセンシングおよびイメージング技術を投入し、Reveal

を作成したが、これによって農家は、餌やりの計画を調整し

て生産能力をより適切に最大化するために、リアルタイムで

飼料の分析を行うことができる。いったん配備されると、この

製品は1日に牛1匹当たり約1セント（たいていのオペレーショ

ンにおいて）のコストがかかり、これは市場に出回る中で最も

手頃な値段のNIR分光計である。

30％

19％

17％

4％

1％ 1％
0％ 0％

保全 安全性 IoTプラット

フォームおよ

び接続性

点検および

試験

出所：CB Insights、Start-up Nation Finder、デロイトデータベース、

TechCrunch、PitchBook、Crunchbase、Tracxn、Venture Pulse、

デロイトアナリシス

7％
8％

イスラエルのス
タートアップの強み
となる分野

現在のフォーカス分野 将来的なフォーカス分野

図8.2：メーカー企業のニーズとイスラエルの強みの合致

図8.1：2014年から2016年のセグメント別の世界の資金調

達におけるイスラエルの割合
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サマリー

インダストリー4.0によってもたらされた技術的進歩は、かつてないほどに、ビジネス運営の方法を破壊してきた。そのため、企

業、特にメーカー企業は、競合力を維持するために、自社のシステムおよび製品の積極的な向上を図ることを避けられない。

もはや単純に社内に目を向けるだけでは問題は解決できず、むしろ新しく革新的なソリューションを創出するためにパート

ナーシップを結ぶことにより解決がなされる。とりわけ、スタートアップとの協働は、バリューチェーンに沿った数多くの点の至

る所で、その最先端のイノベーションを実装することによって付加価値をつける優れたポテンシャルを有している。

この産業の変容期の間中終始、成長、機会およびポテンシャルが豊富な分野に細心の注意を払わなければならない。とりわ

け、イスラエルは創造性の導き手となり、長年にわたってダイナミックなスタートアップエコシステムを発展させた。予知保全お

よびオペレーションの最適化などの製造業の現在のフォーカス分野における新しくて刺激的なソリューションの開発だけでなく、

イスラエルのスタートアップはまた、サイバーセキュリティならびにセンシングおよびイメージングなどの将来的な関心分野への

解答を熱心に模索している。これにより、イスラエルにハブを構築し、ここで起こっている比類ないイノベーションを活用するた

めにイスラエル企業と共に働くよう、世界中の企業を誘いこんできた。

テクノロジーの未来が多大な変化および不確定性をもたらすとしても、新しい提携を結び、独創的なソリューションを実装し、

インダストリー4.0のポテンシャルを利用することで、自らの企業を挑発し、そのプロセスにおいて企業を前進させる力は、

ビジネスリーダーの手中にある。
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