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本検討の背景と⽬的・前提

検討の背景

 東海地域は⾃動⾞関連産業を中⼼として、ものづくりに関して世界有数の競争⼒を有している。
 しかし、ものづくりを取り巻く環境は20世紀後半から21世紀に掛けて、激しく変化してきており、

その変化は今後ますます⼤きく、不確実なものになると考えられる。
 現在、好調な東海地域も、その前提となる市場環境や産業構造、競争環境が⼤きく変化する

可能性があり、変化へ先⽴って対応するためには、⻑期的な視野を持っておく必要がある。

検討の⽬的・前提

 ⽇本企業は失われた20年の中で、外部環境の変化に対して基本的に受け⾝であったが、今後の
競争⼒の回復・維持・強化のためには時流に先んじた積極的な対応が不可⽋である。

 そこで、本調査は、2040年という⻑期の未来について、その不確実性をできる限り正確に
把握し、⽇本企業、特に東海地域の「ものづくり」※を担う中堅・中⼩企業が先⾏して取り得る
戦略の⽅向性について検討することを⽬的に実施した。

 検討にあたっては、今後、世界的に⼤量の「もの」が継続的に必要になる中、東海地域のものづくり
企業が、グローバル競争⼒を持ち、⼤きな存在感を有する明るい未来を築いていくためには、
現在の「ものづくり」をどのように対応させていかなければならないかという前提で実施した。

※本調査では、「ものづくり」を、「もの＝ハード」の製造だけではなく、サプライチェーンに関わる企業活動や付随するサービスも含めて広義に捉えている。
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調査⽅法
本調査は以下のフロー、⽅法で実施した。
調査に当たっては、国内外の有識者・先進企業15か所以上へのヒアリングを実施した。

調査項⽬ 調査⽅法
ものづくりを取り巻く主な環境変化の抽出
（PESTの枠組みで変化を抽出・整理）

 弊社がこれまでに各種事業で蓄積した分析結果を再整理
 有識者ヒアリング等を通じて内容を適宜⾒直し

先⾏事例の情報収集、変化の兆しの考察
（40事例うち20は海外事例を収集）

 ものづくり⽩書、その他のレポート中⼼に⽂献調査
 ヒアリングで収集した事例を追加

ものづくりの変化の兆しの背景の分析
 外部環境変化をものづくりの⽬線で捉えなおすことで、モノづくり産業が対応

すべき戦略課題を抽出
 有識者へのヒアリングを通じて内容を適宜⾒直し

ものづくりの未来の姿の洞察  上記で抽出した戦略課題への対応の⽅向性を検討
 有識者へのヒアリングを通じて内容を適宜追加・⾒直し

競争⼒強化策の指針の検討  特に東海地⽅の企業および中堅・中⼩企業に焦点を当てて、モノづくりの未
来を達成した上で、さらに競争⼒を有するための指針を検討

調査報告書の作成  上記の調査・検討内容について本報告書としてとりまとめ
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調査スケジュール
調査は2015年8⽉〜3⽉にかけて実施した。
なお、4⽉以降に東海地域でのセミナー形式での報告会を予定している。

8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉

ものづくりを取り巻く主な環境変化
の抽出

先⾏事例の情報収集、変化の兆
しの考察

ものづくりの変化の兆しの背景の分
析

ものづくりの未来の姿の洞察

競争⼒強化策の指針の検討

調査報告書の作成

有識者ヒアリングを通じて適宜⾒直し

検討の進捗に合わせて適宜事例を追加、ヒアリング先企業の事例も追加

有識者ヒアリングを通じて適宜⾒直し

有識者ヒアリングを通じて適宜⾒直し
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2040年に向けた外部環境変化（まとめ）2040年に向けた外部環境変化（まとめ）11

（以後検討結果）
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外部環境の全体像（変化しないもの）

技術
より便利な⽣活を実現するため、さらなる技術⾰新が求められ、技術
関連投資も継続して⾏われる。（基礎寄り〜応⽤寄りの循環こそあ
れ、ブレーキは踏まれない）

資源制約
⼀定の資源制約はあるものの、モノの総需要量は減らず、資源消費
は継続する。（製造業のサービス業化が進むとはいえ、サービスを成⽴
させる基盤は引き続きモノ）

政治・
国際情勢

国家の枠組みは原型をとどめ、政治・経済活動の基本単位として機
能し続ける。（グローバル企業の存在感向上等あるが、それでも国家
が⼈々の拠り所）

消費者
ニーズ

消費者はこれまでと同様、より利便性が⾼く幸福な⽣活を追い求め続
ける。（⽇本⼈的な価値観「唯⾜るを知る」が主流とはならない）

本検討の前提として、下記については2040年にかけて変化しないと想定する。



7

外部環境変化の全体像（変化するもの）
分類 No. 項 ⽬ 概 要

技術

1 ⾃律化 ⼈⼯知能、センシング、通信技術等の発達により、モノの⾃律化が進展する（⾃動⾛⾏が可能となるなど）。

2 電⼦化・電動化 電⼦化・電動化が進展する（電気⾃動⾞が普及するなど）。多数の機械部品が不要となり、電⼦部品の搭載⽐率が
増していく。

3 モジュール化 電装化は電⼦機器と同様にモジュール化をもたらす。⾃動⾞メーカー各社も部品共有化によるコストダウンを狙い、モジュール化
設計を推し進める。

4 デジタル化 IoTやIndustry4.0といった取組により、サプライチェーンおよびエンジニアリングチェーンのすべての情報がデジタル化され分析可能に
なる。同時にネットワーク速度・演算速度はボトルネックではないレベルに⾼速化する。IoTは広くサービス業にまで波及する。

5 ⼈⼯知能（AI）の技術⾰新・普及 AI技術が⾰新的に進化し、安価なアプリケーションが開発されることで誰でも簡単に利⽤できるようになる。論理解のある問題に
ついてはすべてAIで解くことができる。

6 加⼯技術の⾰新 Additive Manufacturing（3Dプリンタ）、超精密レーザー加⼯、⼯具の⾼強度化、ロボットの⾼機能・多機能化など、
加⼯技術が⾶躍的に進展する

7 材料技術の⾼度化 ⽣体模倣材料、ナノ材料などが急速に進展。また、三次元構造解析など解析技術の⾼度化により、これまで実現できなかった
製品設計が可能になる。

資源制約

8 資源枯渇リスクの顕在化 化⽯燃料（特に原油）、ベースメタル（銅、鉛、亜鉛等）、⽔資源は⻑期的に枯渇する⾒込みが明確となり、価格の
急変動、供給の急激な絞り込みなどのリスクが顕在化する。⼀⽅で資源を保有するものの影響⼒は現在以上に強くなる。

9 地球環境問題の制約強化 温暖化の進展により、異常気象等のリスクが⾼まる。温暖化対策のための政策的制約も現在よりも⾶躍的に強くなる。
新興国の環境悪化は国際的な調整のもとに回復傾向となる。上記に伴いBCP対策の必要性がこれまで以上に⾼まる。

10 労働者資源のひっ迫︓⼈材不⾜ 先進国（中国含む）において、少⼦化の進展に伴い、労働者⼈⼝が激減し、あらゆる産業で現在のビジネスモデルが
成り⽴たなくなる。⼥性・⾼齢者・外国⼈の活⽤等による労働者の多様化への対応も必要になる。

政治・
国際情勢

11 競争環境のフラット化 EUのブロック化は⼀巡し、世界全体での競争環境のフラット化が進む。BRICs、ASEAN、東欧の⼈件費やものづくりインフラは
先進国と同レベルになる。

12 地政学的リスクの増⼤ テロ、内戦等のリスクは現在同様に⾼いままとなる。ただし、⼤国（中国、ロシア、インド）の政治情勢は安定化する。

消費者
ニーズ

13 中所得者層の⾶躍的拡⼤ 新興国の経済発展に伴い、中所得者層が拡⼤する。それに伴い、汎⽤品に対するニーズが爆発的に増⼤する。

14 ⾼所得者層を中⼼とした
消費⾏動の変質 消費機会と選択の幅が拡⼤する中で、製品選択のサジェスチョンの重要性が⾼まる。

15 消費者デマンドに対応するための
製品のネットワーク化 すべての製品はネットワーク接続し、それを活⽤した製品設計が求められる。トレーサビリティも完全に求められるようになる。

16 デジタル・カスタマイズ
マーケティングの究極化 望む消費者においては、全ての保有物・利⽤物、使⽤状況、購買履歴がデジタル化・共有化される。

その他 17 ビジネスのルール変更の可能性 所有権の変化、⾦融の仕組みの変化、知財のオープン化、制度・社会構造の変化。
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2040年にものづくり企業が解決すべき戦略課題とその解決策2040年にものづくり企業が解決すべき戦略課題とその解決策22
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ものづくり企業が対応しなければならない戦略課題
ものづくりの未来の姿にインパクトを与える要素として、17つの⼤きな外部環境変化を想定した。これらの変化は⽇本

（東海地域）のものづくり企業にとって、プラスに働くものとマイナスに働くものがある。
外部環境変化をものづくり企業の⽬線で整理すると、2040年に向けて、7つの戦略課題に対応することが必要となる。

※◎︓⼤きな影響あり、○︓影響あり

※◎︓⼤きな影響あり、○︓影響あり

外部環境変化

技術

1 ⾃律化
2 電⼦化・電動化
3 モジュール化
4 デジタル化
5 ⼈⼯知能（AI）の技術⾰新・普及
6 ⽣産技術の⾰新
7 材料技術の⾼度化

資源
制約

8 資源枯渇リスクの顕在化
9 地球環境問題の制約強化
10 労働者資源のひっ迫︓⼈材不⾜

政治・
国際
情勢

11 競争環境のフラット化

12 地政学的リスクの増⼤

消費者
ニーズ

13 中所得者層の⾶躍的拡⼤
14 ⾼所得者層を中⼼とした消費⾏動の変質
15 消費者デマンドに対応するための製品のネットワーク化
16 デジタル・カスタマイズマーケティングの究極化

その他 17 ビジネスのルール変更の可能性

戦略課題
対応が必要になるところ 関連する

外部環境変化サプライ
チェーン

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
チェーン

その他
（経営・管理等）

①
社会のデジタル化・ソフト
ウェア化に伴う消費の
⾼度化への対応

○ ◎ ○ 1, 4, 5, 14, 15, 
16

②
デジタル技術による擦り合わ
せ・カイゼンのコモディティ化へ
の対応 ◎ ○ － 1, 2, 3, 4, 6, 7, 

11

③ ⽣産技術・材料技術の
イノベーションの取り込み ◎ － － 6, 7, 8, 9

④ 製造現場のデジタル化・
ソフトウェア化への対応 ◎ ◎ ◎ 1, 2, 3, 4, 5, 

11, 14, 15, 16

⑤ ⼈材の質・量の不⾜への
対応 ◎ － ○ 4, 10, 11

⑥ 資源制約・CO2フリーへの
対応と成⻑市場の取り込み ○ ◎ ○ 7, 8, 9, 13

⑦ リスクマネジメントへの対応 ○ － ○ 9, 12, 13

※外部環境変化17は、全ての戦略課題にインパクトを与える可能性がある。

特に中⼩企業に⼤きな影響

⽣産中⼼
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〜2020年 〜2030年 〜2040年

10
14
15
16

消費者ニーズの
変化

15 コモディティ製品の
半嗜好品化

15
3

製品の
サービス化

5
6

上記を⽀える
技術の進展

関
連
す
る
外
部
環
境
変
化

戦略課題
の内容

変化の対応が迫られる対象変化するもの

戦略課題①︓社会のデジタル化・ソフトウェア化に伴う消費の⾼度化への対応（１／４）
 ブランド確⽴された製品は⾼度なカスタマイズがなくとも売れるが、安価なコモディティ品ほど差別化のために⾼度なカスタマ

イズ対応が必要となる。
 購⼊後に使⽤状況に合わせて製品を随時更新したり、使⽤しただけ料⾦⽀払う等のサービス的な使われ⽅へのニーズが増

える中で、それに対応したものが必要となる。

 消費者ニーズ（技術進化に伴いよりわがままに）
 最終製品（コモディティ製品のカスタマイズ化、

製品のコネクテッド化・ソフトウェア化）
 最終製品⽣産企業の製品・ビジネスモデル
 サプライチェーン全般（⼤企業〜中⼩企業）

センサー技術、通信ネットワーク技術、解析技術（ビッグデータ、AI)の発達

耐久消費財（⾼額商品）
においてカスタマイズが当たり前に

あらゆる製品が
カスタマイズされる

利⽤者や利⽤状況、その⽇の体調に
即応したカスタマイズが求められる

カスタマイズ経験、ネットワーク化製品が⼀般的となり、消費者の常識が変化

コモディティ製品でさえ、カスタマイズが当たり前に
コモディティ製品の半嗜好品化が進む

製品を通じて顧客が得た価値（サービス）に
対して従量課⾦するビジネスモデルが増加

プラットフォームとしてのハード本体と、
そこに具備されるソフトウェア・付属品への分化が進展

3Dプリンター装置の進化、汎⽤化が進み、
カスタマイズ付属品がどこでも安価かつ容易に製造可能になる

N次元製造装置による
⾰新

プラットフォーム本体も
スーパーカスタマイズ
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 ユーザの特性・使い⽅を徹底的に理解し、個々の特性に合わせた製品・サービスの作りこみ。
 使⽤状況に合わせて購⼊後の製品が変化することがあたりまえ（主としてソフトウェアのアップデートで対応）
 ⾃社製品の所在地、利⽤状況をリアルタイムに把握し、必要な顧客に必要な時に届ける体制の構築、

⽣産設備の共有利⽤。モジュール化を追求したオンデマンド設計・⽣産。
 サービス化・従量課⾦のビジネスモデル実現に合わせた製品設計（タグ化、ネットワーク化等）。
 ビッグデータ活⽤による⾮顕在ニーズにも対応するサービス設計

戦略課題に
対応した

ものづくりの姿

2040年のサプライチェーンの姿 2040年のエンジニアリングチェーンの姿

物流・
配送出荷出荷⽣産⽣産調達・

購買
調達・
購買受注受注

⼯程
設計

⽣産
準備

設計・
開発

企画・
構想

【全体】
カスタマイズの追加コストがゼロとなるサプライチェーンの構築。

【⽣産】
少量多品種⽣産と低コストの両⽴。

【調達・購買】
カスタマイズが⾃在にできるよう、調達先を多様化。

【⽣産、出荷、物流・配送】
⾃社製品の所在地、利⽤状況をリアルタイムに把握し、必
要な顧客に必要な時に届ける体制の構築、コンビニ等での
部品⽣産。

• ユーザーの特性、使い⽅
を徹底的に理解（理解
するための仕組みを⾃
社・他社含めて構築）

• サービス化・従量課⾦の
ビジネスモデル実現に合
わせた製品設計（タグ化、
ネットワーク化等）。

• ビッグデータ活⽤による⾮
顕在ニーズにも対応する
サービス設計

• 少量多品種⽣産を実現する、⽣産体制の構築。
－汎⽤プラットフォームであるハード本体は⼯場で⼤量⽣産
－3Dプリンター等の⼯作機械の保有・稼働状況がグローバルに

共有され、空いている設備で、リアルタイムでカスタマイズ部品
を製造、プラットフォームに組み込んでユーザに配達。

－ソフトウェアはネットワークを通じて配信し、随時更新。

• ソフトウェアアップデート、
ちょっとしたカスタム部品に
よって、個別ニーズおよび
消費者のニーズ変化に対
応できるような製品設計。

• ソフトウェアアップデート、カ
スタムの効果を最⼤化す
るような汎⽤性の⾼いプ
ラットフォームの設計。

• カスタマイズを望まないユー
ザー（レイトマジョリティ）
も存在する可能性もあり、
汎⽤品を安価で提供でき
るよう柔軟に製品を設計。

戦略課題①︓社会のデジタル化・ソフトウェア化に伴う消費の⾼度化への対応（２／４）
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戦略課題①︓社会のデジタル化・ソフトウェア化に伴う消費の⾼度化への対応（３／４）
 2040年においては、ユーザーの特性・使い⽅を徹底的に理解し、個々の特性に合わせた製品・サービスの作りこみが求めら

れる。
消費者⾃⾝が認識している顕在ニーズを満たすことで100％、消費傾向・利⽤実態からのリコメンドを通じて消費者⾃⾝も

気づいていない潜在的なデマンドを満たすことで、繋がった消費者のデマンドを200%満たすことが必要となる。
そのためには、ものづくり企業が消費者と直接つながり、得られた情報を理解して製品・サービスへとつなげていかなければな

らない。

 個⼈特性に紐づく
利⽤実態

 新しい使い⽅提案
 不具合情報

 ソフトウェアのアッ
プデートによる機
能強化・変更、

 不具合の改善

 機能の⼤半は
ソフトウェアが
実現

 ソフト・AIとハードの摺
合せで意のままに操作
可能なインターフェイス

 常時ネットワーク接続

 利⽤実態のデー
タ共有

 ⾃⼰プロフィール
の共有

 上記に合わせたリ
アルタイムの機能
変化

 ⾃分の利⽤状況や個⼈特性と、他者の利⽤実績、
新機能追加が紐づけられ、リコメンドが⾏われる

 リコメンドの許諾

 共有するデータ、
共有しないデータ
の仕分け
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戦略課題①︓社会のデジタル化・ソフトウェア化に伴う消費の⾼度化への対応（４／４）
航空機エンジンや建設機械などのBtoB製品ではアフターマーケットのサービス事業からの収益化が可能になっているが、製

品がソフトウェア化、ネットワーク化することにより、BtoC製品においてもアフターマーケットからの収益化が可能になる。
製品の機能はカタログ性能だけでなく、実際の使い勝⼿やカスタマーサービス、購⼊後の機能向上などライフサイクル全体で

評価されるようになる。
購⼊者とつながり続けることにより、キャッシュポイントも柔軟に設定できる。購⼊者の状況に応じて、イニシャルでの⼀括購

⼊から従量課⾦、⽉極めなどの設定が可能になる。
ただし、サービスで儲けるためには、製品⾃体に圧倒的に競争⼒があり、購⼊してもらえることが不可⽋であることは⼤前提

として理解しておかなければならない。

《従来のBtoCビジネス︓売り切り型》

ものの提供

料⾦の⽀払い
（原則⼀括払い）

《今後のBtoCビジネス︓ライフサイクル型》

機能の提供

料⾦の⽀払い
（⼀括、随時等選択）

提供機能に合わせて
随時機能はアップデー
ト（ソフトもハードも）

料⾦の⽀払い

シェアも可能
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〜2020年 〜2030年 〜2040年

4 ⽣産の
デジタル化

3
製品の
モジュール化、コモ
ティディ化

14
15

消費者
ニーズの変化

1
2
3

上記を
⽀える技術の進
展

関
連
す
る
外
部
環
境
変
化

戦略課題
の内容

変化の対応が迫られる対象変化するもの

戦略課題②︓デジタル技術による擦り合わせ・カイゼンのコモディティ化への対応（１／４）
 ⽣産データのデジタル化により、論理的なQCD改善が可能となるため、⼈ベースの活動であった⽇本の優位性が相対的に

低下する。
 製品においても、モノとモノの擦り合わせ領域は格段に減少する。新興ものづくり諸国の技術⼒はほとんどの分野において先

進国と同様になる。

 デジタル化に伴う、⽣産プロセス、製品設計、サプラ
イチェーンの⾃動化

 モノとモノとの擦り合わせを強みとしてきた⽇本企業
 取引先からの指⽰への対応⼒を競争⼒としてきた

系列企業

⽣産プロセス（サプライチェーンの⽔平・垂直両⽅向）に係るノウハウが
完全にデータ化され、⼈が介在しなくともQCD改善が可能となる

ハードは、コモディティモジュール／⾼付加価値モジュールの⼆極分化が進んでいく

デジタル⽣産技術が汎⽤化・普及し、新興国企業でも簡単に擦り合わせや
カイゼンが可能に。系列企業が崩壊し、フラットな調達が実現する

コスト競争の激化により、企業内・企業間の部品共有化が活発化し
モジュール化設計が進展する（擦り合わせ領域が減少する）

カスタマイズ経験が⼀般的となり、消費者の常識が変化する

製品が完全モジュール化し、消費者は部品単位で
組合せ選択・カスタマイズが可能となる

機械部品の電⼦化が進み、インタフェースの作り込みが容易となる
（擦り合わせのデジタル化が容易となる）

電⼦部品のワイヤレス化が進み、物理的インタフェースが完全に消滅する
（擦り合わせが不要となる）
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戦略課題に
対応した

ものづくりの姿

2040年のサプライチェーンの姿 2040年のエンジニアリングチェーンの姿

物流・
配送出荷出荷⽣産⽣産調達・

購買
調達・
購買受注受注

⼯程
設計

⽣産
準備

設計・
開発

企画・
構想

戦略課題②︓デジタル技術による擦り合わせ・カイゼンのコモディティ化への対応（２／４）
 デザイン、使い勝⼿、アフターサービス等製品のトータルとしてのダントツ性能の実現により、グローバルなビジネスを展開
 ソフト（AI）とハードの摺合せを磨きこみ、製品・サービス性能に実装することで付加価値の源泉を新たに⽣み出す
 超多品種をデジタル技術・ロボット技術のフル活⽤で圧倒的に低コスト⽣産
 国内ものづくり⼈材の集中的育成とグローバル派遣

【全体】
国内ものづくり⼈材の集中的育成とグローバル派遣

－ものづくり⼈材に求められる能⼒が多様化。ソフトウェア、マーケティング等の知
識や新しいアイデアのマネジメント能⼒が必要になる。

－特にAIを使いこなす能⼒が⾮常に重要になる。
－すべてのものづくりはグローバル調達・販売が基本となり、グローバルに働くことの

できる⽂化・習慣的感覚を⾝に着けなければならない。
－中部地域で産学連携によるIT⼈材育成拠点設⽴は⼀つの⽅向性

【⽣産（従来型のカイゼンはAIで代替）】
部品・部材単位での少量多品種⽣産と超多品種をデジタル技
術・ロボット技術のフル活⽤で圧倒的に低コスト⽣産。

－組⽴⼯程・加⼯⼯程はすべて⾃動化／ロボットが実施。
デジタルデータにより、フル⾃動化される。

－⽣産におけるムダ・ムラは即時にフィードバック・改善（⼈が
いないため、ムリは原理的に存在しない）。

－効率的な利⽤・プレメンテにより治具・⽣産設備の寿命が
⾶躍的に向上（2倍程度）。

• 製品設計〜⽣産設備の
⽴ち上げまでは⾃動でデジ
タル上で決定され、リードタ
イムは物理的にものが動く
時間のみに短縮（すべての
意思決定場⾯で、必要な
だけAIが活⽤される）。

• ⼈の感性、デザイン、使い
勝⼿等をモデルにした設計、
製品への適⽤。

• 販売後の利⽤までを継続
的にサポート（これにより、
資⾦回収モデルの変化も
可能に）。

• AI活⽤による、利⽤状況
に合わせた製品・サービス
のリアルタイムカスタマイゼー
ション。

【⽣産（付加価値領域として残る擦り合わせ）】
ソフトとハードの擦り合わせが進み、ソフトによるハードの完全制
御、ハードの変化に伴うソフトの⾃動更新が⾏われる
モジュール内部の作り込みは、形状複雑化、異種材料複合化
等が求められ、超擦り合わせ製造技術駆使が必要となる

• 従来型擦り合わせ・カイゼ
ンは終焉するも、「使ってい
て信頼できる⽇本製品」と
いうものづくり設計思想は他
国との差別化要素になりう
る。

• モジュールの設計が製品全
体にとって最適であるかを
都度⾒直し、再設計を繰り
返すことがマスカスタマイ
ゼーションに対応するために
重要となる。• 製品差別化の着眼点は⼈

間に残される。
• 組⽴⼯程・加⼯⼯程にお

いてAIが最適なカイゼンを
⾏えるよう⼈間が必要な情
報をAIに学習させる、⼈と
AIの擦り合わせが重要にな
る。

• ものづくり現場の随所でAI
ロボットが導⼊されることで、
AI同⼠の擦り合わせが必
要となる。そのため、AIを
「育成できる」技術者も求
められるようになる。
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戦略課題②︓デジタル技術による擦り合わせ・カイゼンのコモディティ化への対応（３／４）
産業によってAI活⽤の在り⽅が変わっていく。
特に、製造業では汎⽤AI（オープンソース、商⽤）や⾃社開発する個別AI等、何を採⽤するかの選択を迫られる。
⼀⽅で、データは量より質が重視され、付加価値の源泉として各社囲い込みを進める。

汎⽤AI（オープンソース）

農業
向けAI

マーケ
ティン
グ向け

AI

⾃動
運転

向けAI

物流
向けAI

製造
業向け

AI

防犯・
監視

向けAI
・・・

個別AI（クローズド）

汎⽤AI（商⽤）

オープンデータ クローズドデータ

クローズドデータ

オープンデータ

オープンな汎⽤AIから商⽤AI、ユー
ザ企業独⾃に開発する個別のAI
等、出所が様々なAIが出現する。
ユーザは選択肢が広がる。

AIは、データを通じて鍛えられる。デ
ータ量、データのオープン／クローズ
は産業によって使い分けられる。製
造業は、特に良質なデータが競争
⼒の源泉となり、付加価値がデータ
にシフトする。各社、データをクロー
ズドとし、それをもって⾃社仕様のAI
を育て上げる。

産業・⽤途ごとに、カスタマイズされ
た様々なAIが活⽤される。

個別的汎⽤的

AI

の
採
⽤

AI

の
育
成

AI

の
活
⽤
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戦略課題②︓デジタル技術による擦り合わせ・カイゼンのコモディティ化への対応（４／４）
従来型の擦り合わせ・カイゼンの絶対量は減少していくとともに、AIによる代替が進んでいく。
⼀⽅で、新しい擦り合わせ・カイゼン領域が⽣じていき、ここが付加価値の源泉となっていく（下記⾚字）。

シーン 現在 2040年
擦り合わせ・

カイゼンの対象

調達
（ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ間の調

整）
企業と企業

 企業の担当者同⼠が電話、メール
等でまめに調達内容（数、内容、時
期、価格等）を擦り合わせ

 企業のAI同⼠が調達内容を瞬時に
擦り合わせ

 ⼈間は契約締結等の責任を伴う意
思決定にのみ登場

製品設計 機能と機能  ハードの仕様（サイズ、機能等）が
細やかに擦り合わせされている

 モジュール化が進展しハード同⼠の
擦り合わせの絶対量が減少

 ⼀⽅、ソフトとハード、モジュール内の
擦り合わせが究極化

⼯程設計 作業と作業
 ⼯程のカイゼンは現場の担当者同

⼠のコミュニケーション、連携、能動に
よって成⽴

 ⼤幅な⼯程変更でなければ、AIがリ
アルタイムで⼯程最適化

 新機器導⼊、未知のエラー対応は⼈
間が対応

⽣産 命令と動作  なし

 AIの命令に正確に対応する機器、機
器の癖を⾒抜き命令を調整するAI

 ⼈間が使いやすいAI、AIの得⼿不
得⼿を理解し使いこなす⼈間



18

〜2020年 〜2030年 〜2040年

1
2
3

製品の
ソフトウェア化

4 ⽣産の
デジタル化

6
7

ものづくり基盤技
術の⾼度化

関
連
す
る
外
部
環
境
変
化

戦略課題
の内容

変化の対応が迫られる対象変化するもの

戦略課題③︓⽣産技術・材料技術のイノベーションの取り込み（１／２）
 製品のソフトウェア化が進む中で、部品・部材における相対的な材料の重要性が⾼まる。

（⽣産はデジタル化しコストが限界まで低減される中で、軽量材料等の価値が⾼まる。）
 材料技術とデジタル技術の融合により、最終的な製品スペックに対する材料の影響度合いも⾼くなる。
 3Dプリンタ技術の⾰新を上⼿く取り込むため、従来の加⼯・組⽴⼯程と組み合わせ⽣産⼯程の改良が求められる。

 ⽣産技術（3Dプリンタ等の新技術の成熟）
 材料技術（軽量・新機能材料の成熟）

 最終製品メーカ
 材料メーカ
 製造機械メーカ

製品付加価値にソフトウェアが占める割合が増えていき、相対的にハードの占める割合が下がる。
ハードはコモディティ化の様相が強まる⼀⽅で、センサーや軽量構造材等の⾼付加価値⾮コモディティ

との⼆極化が進展する

⽣産のデジタル化が進み、サプライチェーンの下流側（部品製造、製品組⽴、
販売）にかかるコストが極限まで低減され、相対的にサプライチェーンの上流側

（材料）が製品付加価値に占める割合が⼤きくなっていく

解析技術、マテリアル・インフォマティクス⼿法の発達により、材料設計が⾃在となり、新材料の市場投⼊速度が10倍へ

製品の電⼦化が進展する 製品の⾃律化が進展する
あらゆる動⼒の電動化が進展する

製品が部品単位で⾃律化する
（完全⾃動運転の普及も）

使⽤環境（部材、部品、製品単位）でのシミュレーション⼿法が発達し、
アプリケーションごとに最適カスタマイズした材料設計が可能に

3Dプリンターの⾃⼰増殖により、
⽣産コストも加⼯・組⽴を凌駕する

3Dプリンター技術の⾰新により、センサー等を埋め込んだ⾼機能・⾼集積のモジュール
が作製可能になり、加⼯・組⽴⼯程との組み合わせが進展する
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戦略課題に
対応した

ものづくりの姿

2040年のサプライチェーンの姿 2040年のエンジニアリングチェーンの姿

物流・
配送出荷出荷⽣産⽣産調達・

購買
調達・
購買受注受注

⼯程
設計

⽣産
準備

設計・
開発

企画・
構想

戦略課題③︓⽣産技術・材料技術のイノベーションの取り込み（２／２）
 材料メーカと最終品メーカ（海外含む）のオープンイノベーションの進展によって、ニーズ起点の材料開発を⾏う
 売り先別の材料カスタマイズを⾃動・リアルタイムで実現し、材料でさえユーザデマンドに精緻にフィット
 マテリアルズインテグレーションなどシミュレーションの徹底活⽤で⾰新的な新素材を続々と市場投⼊
 ⾼機能・⾼集積の超付加価値モジュールは3Dプリンター、それ以外の汎⽤モジュールは従来の加⼯・組⽴式を併⽤

【受注、調達・購買】
材料メーカーは、材料の機能が提供する価値を最終消費者に直接訴求す
る（ブランド化を併せて進める）ことで、最終製品メーカーの受注を勝ち取る
（材料が、ゴアテックスの⽣地、インテルのCPU、東レのヒートテック、のような
位置づけとなる）。

【全体】
軽量材料、新機能材料等の技術を有する⽇本の材料メーカーが、グローバ
ルトップ企業（今のトヨタ、Apple、GE）のようなプレゼンスを獲得する。

• 製品の解析技術の向上
－アイディア・ビジョン段

階での差別化がより⼀
層重要に

－ブラックボックス戦略の
余地が縮⼩

【全体】
材料メーカーと最終品メーカーがオープンイノベーションを加速。サプライチェー
ン短縮化が進展する。（中間サプライヤーの消滅）

【⽣産】
売り先別、製品別に材料カスタマ
イズ（組成、機能の微調整）が
⾏われる。

【⽣産】
シミュレーションの徹底活⽤による、
ユーザニーズ、要求仕様起点の材
料設計が⾏われる。

• シミュレーション⼿法の徹
底活⽤による、ユーザニー
ズ・要求仕様起点の材料
設計
－シミュレーション⼿法を

使いこなし、要求仕様
を⼊⼒すれば、最適な
組成・プロセスを出⼒

－マテリアルズ・インフォマ
ティクス⼿法駆使により、
新材料発⾒から実⽤
化までのリードタイムが
現在の1/10へ

⼯程
設計

⽣産
準備

設計・
開発

企画・
構想

【⽣産】
⾼機能・⾼集積の超擦合せ型モジュールは3Dプリンターにより製造、その他
の汎⽤モジュールや組⽴は、従来の加⼯・組⽴⼯程により製造される。

• 従来の製造⽅式（加⼯・組⽴）と付加製造技術（3Dプリ
ンター）が組み合わされた⼯程設計
－プロトタイプ作製、複雑形状の⼩ロット品製造での導⼊は

早期に実現
ー⼈体のようにセンサー埋め込んだデバイスのような、⾼機能・

⾼集積の超付加価値デバイス（イメージはIntelのCPU）
は、加⼯・組⽴では限界。3Dプリンターが導⼊されていく

• 材料メーカーと最終品メー
カーのオープンイノベーショ
ン
－材料メーカーが、ユーザ

ニーズに⾁薄し、材料
への要求仕様を最適
化する
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〜2020年 〜2030年 〜2040年

14
15

消費者
ニーズの変化

4 ⽣産プロセスのデ
ジタル化

1
2
3

製品・
サービスの
ソフトウェア化

5
上記を
⽀える技術の進
展

関
連
す
る
外
部
環
境
変
化

戦略課題
の内容

変化の対応が迫られる対象変化するもの

戦略課題④︓製造現場のデジタル化・ソフトウェア化への対応（１／２）
 ⼤企業主導で⽣産のデジタル化が進展し、グローバルに企業間を超えた情報共有・分析・フィードバックが可能になり、中

堅・中⼩企業も⽣き残りのために対応が不可⽋になる。
 個別消費者ニーズへの対応、対応コストの削減、利⽤中（購⼊後）のニーズ変化のために製品のソフトウェア化も進展。

機械部品の点数減などへの対応が必要となる。

 ⼤企業の⽣産プロセス・系列構造（デジタル化）  Tier2,3メーカ
 部品、材料メーカ

耐久消費財（⾼額商品）において
カスタマイズが当たり前に

カスタマイズ経験が⼀般的となり、消費者の常識が変化する

あらゆる製品がカスタマイズ
される

利⽤状況やその⽇の体調に
合わせたカスタマイズが求められる

機器単位でのデジタル化・
ネットワーク化と、シミュレーション

の半⾃動化が進む

製品の電⼦化・電動化が
進展する

製品付加価値にソフトウェアが占める割合が増え、相対的にハードの占める割合が下がる

製品の⾃律性が⾼まるとともに、
それをサポートするインフラ整備が進む

製品の⾃律性をインフラが
担保。製品の低コスト化、インフラ

への付加価値移転が⽣じる

センサー技術、通信ネットワーク技術、解析技術（ビッグデータ、AI)が継続的に発達していく

ムーアの法則が延命し、コンピュータ性能は継続的に向上していく（3D積層化、新材料、量⼦コンピュータ）

企業単位でのデジタル化・
ネットワーク化と、シミュレーション

の完全⾃動化が進む

製品設計においてハードとソフトとの擦り合わせが求められる インフラ活⽤を前提とした
製品設計が求められる
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戦略課題に
対応した

ものづくりの姿

2040年のサプライチェーンの姿 2040年のエンジニアリングチェーンの姿

物流・
配送出荷出荷⽣産⽣産調達・

購買
調達・
購買受注受注

⼯程
設計

⽣産
準備

設計・
開発

企画・
構想

戦略課題④︓製造現場のデジタル化・ソフトウェア化への対応（２／２）
 ダントツ製品をベースとしたサービス、ソリューションを系列外（グローバル）に提供。
 ⼤企業レベルのIT投資、ソフトウェア技術のグローバル調達は⽣き残りの必要条件。
 中⼩企業同⼠の連携強化（⼤企業を中⼼に据えた護送船団⽅式からの脱却）。
 個々の⽣産プロセスの部分最適化から、サプライチェーンの全体最適化へ。

【全体】
Tier2,3においても、サプライチェーンデータは完全にデジタルとなり、他社とも
データ連携したマネジメント対応が必須となる。

【⽣産】
部品・部材単位での少量多品種⽣産と低
コストの両⽴のため、⽣産のスマート化、イン
テリジェント化が必須となる。

【調達・購買】
ハード製造企業でも、製品のソフトウェア化
進展により、ソフトウェア技術が不可⽋に。安
価なグローバル調達が必要となる。

• これまで⼤企業を通じて対
応してきたユーザニーズに対
し、Tier2,3が直接対応する。

• 中⼩企業同⼠が連携し⼤
企業の護送船団⽅式から
脱却（シェアオフィスなどが
連携拠点となりうる）

• 部品・部材単位で付けたセ
ンサー情報を基に、ユー
ザーの利⽤状況を随時モニ
タリング・解析し、企画・構
想、設計・開発にフィード
バックするなどの仕組み構
築を⾏う。

• ハード製造企業において
も、ソフトウェア技術が不
可⽋に。安価なグローバ
ル調達が必要となる。

• 調達したソフトウェア（例
えば汎⽤AI）は、データ
収集・蓄積・解析の繰り
返しを通じて鍛錬すること
で、他社にはマネのできな
い⾃社仕様に磨き上げる。
（⼦供のAIの鍛錬）

• データは量より質を重視し
て収集・蓄積し、知的資
産化

• 部品単位での少量多品種
⽣産とコスト低減の両⽴の
ため、⽣産現場のスマート化、
インテリジェント化は当たり前
となる。

【受注、調達・購買】
世界中の⼯場がネットワーク化されることによって、⼤企業にとっ
ても中⼩企業にとっても取引先の選択肢が増加。取引先に合
わせた提案⼒（ダントツ製品）が差別化要因となる。

【調達・購買】
共通EDIが系列内企業間だけでなく、全世
界で標準化・導⼊される。

• デジタル化に伴い、⼿作業
の単純な置換のみならず、
⼯程そのものの短縮が求め
られる。

【調達・購買】
⽣産ライン⽤ロボットの調
達、ソフトウェア開発及び
保守はSIerと協働が必須
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〜2020年 〜2030年 〜2040年

10

先進国に
おける⽣産年齢
⼈⼝の減少

⾼齢化社会の進
展

移⺠の増加

関
連
す
る
外
部
環
境
変
化

戦略課題
の内容

 労働集約型産業の企業

変化の対応が迫られる対象

 ⽣産年齢⼈⼝（⽇本では減少傾向）
 労働者の属性（年齢、国籍、性別は多様化へ）

変化するもの

戦略課題⑤︓⼈材の質・量の不⾜への対応（１／２）

先進国の⽣産年齢⼈⼝は減少

2040年には2010年と⽐べて
6700万⼈減少

先進国中⼼に⾼齢化率は増加

新興国も⾼齢化社会へ徐々に突⼊

新興国から先進国への出稼ぎ労働者の増加などにより、
製造現場の労働者のバックグラウンドは多様化

あらゆる製造現場において
労働⼒の多様化が進展

 先進国（中国含む）において少⼦化の進展に伴い、⽣産年齢⼈⼝は減少。ものづくりに従事する
労働者の確保が困難になり、⼈材獲得競争が企業間で激化する。

 ⼥性・⾼齢者・外国⼈の活⽤等による労働者の多様化への対応も必要になる。
 AIの活⽤に重点が置かれることにより、設計や製造の原理・思想などの本質を理解しているものづくりが⼈材がいなくなり

、ものづくりの進化が⽌まってしまう恐れがある。
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 AI・ロボット導⼊による省⼈化、⼥性・⾼齢者や外国⼈などの労働⼒活⽤により、⽣産年齢⼈⼝への不⾜に対応する。
 ⼀⽅、これまでの品質を過剰なまでに追求し、信頼性の⾼い製品を⽣み出してきた⽇本のものづくり精神（クラフトマンシッ

プ）は付加価値の源泉であり、サービスなど幅広い分野に⽣かすことが重要。また、クラフトマンシップを持った⼈材を継続
的・意識的に育成することが必要。

 伝統⼯芸など「残すべきものづくり技術」はAIに保存することも⼀つの解決⼿段。

戦略課題に
対応した

ものづくりの姿

2040年のサプライチェーンの姿 2040年のエンジニアリングチェーンの姿

物流・
配送出荷出荷⽣産⽣産調達・

購買
調達・
購買受注受注

⼯程
設計

⽣産
準備

設計・
開発

企画・
構想

戦略課題⑤︓⼈材の質・量の不⾜への対応（２／２）

【全体】
スマートファクトリー化を推進することでサプライチェーン全体で⽣産効率を向
上させ、労働集約型から資本集約型へ移⾏。（2020年以降加速）

• ⼯芸品など⼈間の職⼈
芸が要求されるモノ以外
では限りなくロボットによる
⽣産に切り替わる。

【⽣産】
これまで⼈の作業が必要で
あった領域にも作業ロボットを
導⼊（2020年以降加速）

【物流・配送】
⾃動運転によりトラック配送の
無⼈化。（2030年以降）

【全体】
バリアフリー、多⾔語対応など⾼齢者・外国⼈労働者が働きやすいものづくり
現場の実現（2020年以降加速）。

• 汎⽤品についてはAIがこれまでの製品利⽤データの分析にもと
づき次期製品の企画・設計を担い、R&Dの⼀部無⼈化が実
現。

• 多⾔語対応の⽣産設備、
⾃動翻訳機の活⽤により
⾔語の障壁が撤廃され、
労働者の国籍の違いによ
るミスコミュニケーションが
なくなる。

【全体】
⾼齢者の⾁体機能をサポートするカスタマイズ機器が普及（2020年以降
加速）。
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〜2020年 〜2030年 〜2040年

8 鉱物資源のひっ
迫

9 化⽯燃料のひっ
迫

13
中所得者層の⾶
躍的
拡⼤

7 材料技術の⾼度
化

関
連
す
る
外
部
環
境
変
化

戦略課題
の内容

 消費財メーカー
 部品、材料メーカー
 ⾃動⾞メーカー

変化の対応が迫られる対象

 ものづくりの材料（⻑期的には価格は上昇へ）
 新興国の汎⽤品へのニーズ（⾶躍的に増加）

変化するもの

戦略課題⑥︓資源制約・CO2フリーへの対応と成⻑市場の取り込み（１／２）
レアメタルのみならずベースメタルも枯渇のおそれがあり、エネルギー価格も⾼騰。⼀⽅でアジア・

アフリカの経済成⻑に伴う汎⽤品需要の急増に対応する必要がある。

可採可能なレアメタルの需給がひっ迫に伴う価格⾼騰により、精密機器等の製造が困難に

マテリアルインテグレーションが
進展し設計が格段に容易に

可採可能なベースメタル（銅等）の需給がひっ迫に伴う価格⾼騰により汎⽤品の製造が困難に

新興国中⼼に化⽯燃料の需要は増加し続ける

埋蔵量の限度が⾒え始め、需給ひっ迫に伴い価格が⾼騰

アジアの新興国において中間層が増加

アフリカ（サブサハラ含む）において中間層が増加

バイオ技術、⽣体模倣材料、ナノ材料技術が進展
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戦略課題に
対応した

ものづくりの姿

2040年のサプライチェーンの姿 2040年のエンジニアリングチェーンの姿

物流・
配送出荷出荷⽣産⽣産調達・

購買
調達・
購買受注受注

⼯程
設計

⽣産
準備

設計・
開発

企画・
構想

 鉱物資源の必要量減少のため、設計技術を⾼度化させ、資源制約を克服し、膨⼤な汎⽤品需要に対応。
 資源の供給元を多様化させることで、緊急時においても柔軟に対応し⽣産能⼒を維持できる”Robust & Flexible”なサ

プライチェーンを構築する。
 製品のライフサイクルを通じたCO2の最少化、⽔資源の再利⽤の徹底を通じた、中⻑期的な循環型社会の実現。

• より省資源で製造可能な
⾃動⾞を製品を設計・開
発。
（⾃動運転の実現に伴
い耐久性の要求⽔準は
低下し、資源の使⽤量は
低下）

【調達・購買、⽣産】
鉄の枯渇進⾏に伴い、CFRP（炭素繊維強
化プラスチック）などの代替材料で⾞体が製
造される。

• 化⽯燃料価格の⾼騰に
より、ガソリン⾞の需要は
低下

• ほとんどの製品開発はエコ
カー（EV,FCV）にシフト。
（2030年以降）

（⾃動⾞の例） （⾃動⾞の例）

【調達・購買】
ベースメタル(銅など）のリサイ
クル技術が確⽴し枯渇の恐れ
が無くなる。

【物流】
使⽤済み
製品の回収

【調達・購買】
レアメタルレス技術が確⽴し、
レアメタルの調達が不要に。

【全体】
予兆診断を活⽤したメンテナンスサービス
の提供により⾃動⾞の寿命伸⻑を実現。
買い替え頻度を低下させることでモノの総
量を減少。（2040年頃）

【全体】
カーシェアなどサービス普及により⾃動⾞の稼働率が向上するとともに総量は
減少。（2020年以降）

• 化⽯燃料の逼迫に対する未来への対応として、再⽣可能エ
ネルギーから作られたCO ₂フリーの⽔素活⽤が進む（2030年
以降）

【受注、調達・購買】
資源の供給源多様化に
よる”Robust & Flexible”
なサプライチェーンを構築

戦略課題⑥︓資源制約・CO2フリーへの対応と成⻑市場の取り込み（２／２）
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〜2020年 〜2030年 〜2040年

8 ⽔資源のひっ迫

9 地球環境
問題の制約強化

12 地政学的
リスクの増⼤

11 競争環境のフラッ
ト化

17 ビジネスのルール
変更の可能性

関
連
す
る
外
部
環
境
変
化

戦略課題
の内容

 海外に拠点を有する⽇本企業
 将来的に海外進出を検討している⽇本企業

変化の対応が迫られる対象

 ⽣産拠点（⽣産停⽌リスクの増⼤）
 グローバルサプライチェーン（調達リスクの増⼤）

変化するもの

戦略課題⑦︓リスクマネジメントへの対応（１／２）
 アジアなどにおける⽔資源のひっ迫により⼯業⽤⽔の使⽤量の多い産業は製造拠点の⽴地に制約を受け、地球温暖化

の深刻化により特に沿岸部で⾃然災害リスクが⾼まる。中東・アフリカにおいては、テロなどによる拠点への直接的な被害
が懸念される。

 部品単位での製造責任が求められるようになり、中⼩企業もユーザへの賠償責任などを負うリスクが⾼まる。

⽔ストレス下にある⼈⼝⽐率が40%以上になり、⽔資源確保が各地で困難に

鉄鋼、紙など⼯業⽤⽔を多⽤する産業は⽴地制約を受ける

⽔地球の平均気温は増加の⼀途を辿る

世界各地の沿岸部で洪⽔リスクが急増

ソマリアなどサブサハラ地域の国は依然情勢が不安定

多⺠族・多宗教国家のイラク・シリアなどは内紛激化

資源不⾜・宗教など対⽴の要因が
多様化し、紛争リスクが顕在化

TPPにより環太平洋地域でサプライチェーンの現地化が進展

世界のどの市場においても競争環境が均⼀になる

センサー技術の発展により部品単位でのトレーサビリティが向上 Tier2、3であってもユーザーに対して完成品の製造責任を負う
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戦略課題に
対応した

ものづくりの姿

2040年のサプライチェーンの姿 2040年のエンジニアリングチェーンの姿

物流・
配送出荷出荷⽣産⽣産調達・

購買
調達・
購買受注受注

⼯程
設計

⽣産
準備

設計・
開発

企画・
構想

 包括的なBCPを策定し、国内外で⽣産拠点及び⽣産形態（OEMなど）を分散させ、⾮常時において迅速に復旧できる
よう柔軟なサプライチェーンを構築することで⾃然災害・地域紛争リスクに備える。

 加⼯・組⽴の状況、物流の状況、製品の使⽤状況など、製品のライフサイクル全般のトレーサビリティを把握する。

【全体】
全社の包括的なBCPを策定し、危機状況下における対応事項をあらかじめ
規定し、危機発⽣時の被害を最⼩限に抑える。

• ある拠点で⽣産ラインがストップした際に、他に近い拠点でシーム
レスに⽣産が継続できるラインを構築。

【調達】
サプライヤー選
定を多様化

【⽣産】
地域リスクに応じて⽣産拠点を
分散。
パートナリング⽣産を拡⼤し、
⾃社の負うリスクの低減。

【物流】
危機発⽣時を考慮した複
数の物流ルートを想定。

• ⽔資源不⾜への対応として、製造過程における⽔利⽤量の徹底
的な削減および⽔資源の再利⽤を徹底する。
 例︓⾬⽔貯留による⼯業⽤⽔利⽤量削減、濾過装置に

よる⽔の再利⽤率向上、排⽔リサイクルによる⽔の再利⽤

【全体】
世界各地域の市場の成熟度に応じて各サプライチェーンを適材適所に配置

• ⽣産〜利⽤〜廃棄を通じたCO2排出量が最少となる製品を企
画・設計。

１

【⽣産】
⾃社内にとどまらず、他社とのブ
リッジ⽣産体制の構築。

戦略課題⑦︓リスクマネジメントへの対応（２／２）
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解決策に関する現時点での兆し︓先進事例解決策に関する現時点での兆し︓先進事例３３
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（参考）先進事例の記載内容

 各戦略課題に対応

 1⾏⽬︓戦略課題解決の⽅向性
に対応

 2⾏⽬以降︓事例の内容・意義
の簡潔なまとめ

 事例企業の取組の背景・概要・
効果について、公式HP等の情報
をもとに整理

 イメージを想起させる図表あるいは
画像を配置

 取り上げる事例数は、国内20企業・海外20企業程度。（現在作成中）
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戦略課題①︓社会のデジタル化・ソフトウェア化に伴う消費の⾼度化への対応
 「戦略課題①︓社会のデジタル化・ソフトウェア化に伴う消費の⾼度化への対応」に関連する萌芽事例としては以下を取

り上げた。

No. 萌芽企業 製品 2040年に向けて参考となるポイント

1 サトー OA機器 ⾃社製品の所在地・利⽤状況をリアルタイムに把握し、必
要な顧客に必要な時に届ける体制の構築

2 ロールス・ロイス 航空機⽤エンジン サービス化・従量課⾦のビジネスモデル実現に合わせた製品
設計

3 ハーレー・ダビットソン オートバイ カスタマイズの追加コストがゼロとなるサプライチェーンの構築

4 パーク24 駐⾞場・レンタカー ⾃社製品の所在地・利⽤状況をリアルタイムに把握し、必
要な顧客に必要な時に届ける体制の構築

5 Adidas AG スポーツ⽤品（靴） リードタイムの⼤幅短縮による付加価値の産出

6 OWNPHONES 、
NORMAL イヤフォン 各消費者にベストフィットのカスタマイズ製品の⽣産

7 テルモ 医療機器 製造業のサービス化の進展のための⼈材育成

8 Google. Inc, クラウドサービス 個別利⽤者の特性に応じたサービスを、各社製品の総動員
によって実現

9 ボッシュ ⾃動⾞部品 ⾃社拠点の包括的ネットワークによる全体最適の実現

10 Siemens FA スマートファクトリーの実現
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題①︓社会のデジタル化・ソフトウェア化に伴う消費の⾼度化への対応

「⾃社製品の所在地・利⽤状況をリアルタイムに把握し、
必要な顧客に必要な時に届ける体制の構築」

 2040年には、⼯場の24時間⾃動化⽣産の実現、消費者意識
の変化等を背景に、BtoB、BtoCのいずれにおいても、サービス提
供の即時性が重視されるようになる

 顧客の利⽤状況データを常に把握し、製品・サービスが必要とな
るタイミングを先読みして準備する体制の構築が求められる。

出所）株式会社サトーウェブページ

 OA機器の正規消耗品が安価な⾮正規品
に代替されてしまい、ビジネスモデルに綻びが
⽣じていた

 製品に使われる技術が⾼度化し、トラブル
に対応できる⼈員を即座に派遣することが
困難になった

 「遠隔監視による消耗品の需要予測」
• 製品の稼働状況を常に把握して、部品の

交換時期をあらかじめ想定し、超短納期で
の納⼊を実現

 「クラウド化による24時間体制の保守サー
ビス」
• 顧客製品の利⽤状況をクラウド上でチェック

し、トラブル時には遠隔操作でオンデマンド
対応

 消耗品を超短納期で顧客に届けること
が可能になり、競合品・代替品への乗り
換えを防⽌

 故障などトラブルが発⽣しても、ネット
ワークを通じてその場で解決し、製品の
安定した稼働を保障

(http://www.sato-sos.com/sos/)

企業名︓株式会社サトー
主要製品︓OA機器

製品を24時間監視し、
消耗品・保守サービスを超短納期で提供
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題①︓社会のデジタル化・ソフトウェア化に伴う消費の⾼度化への対応

「サービス化・従量課⾦のビジネスモデル実現に
合わせた製品設計」

 2040年の社会では、⾃社独⾃の強みを持った製品に、さらに、追
加的なサービス提供を⾏う技術的基盤が整備される

 サービス化・従量課⾦のビジネスモデルへの転換を図る上では、IC
タグによる購買後の製品稼働情報管理、製品設計モジュラー化
による修理・交換容易化など、様々な⼯夫が求められる

出所）ロールス・ロイス株式会社ウェブページ

 航空機⽤エンジンは、⾼頻度で修理・交換
が求められるため、製品購買後も度々顧客
対応を⾏う必要があった

 修理・交換対応は、顧客からの連絡を受け
てから実⾏していたため、対応スピードに課
題があった

 従量課⾦制の導⼊
• 使⽤状況に応じた、従量課⾦体系を採⽤。

修理・交換サービスも、同契約内で対応

 製品の「ネットワーク化」、「モジュラー化」
• 製品にICタグを埋め込み、エンジン出⼒・

使⽤時間等の情報を⾃動収集することで、
顧客製品の異常を素早く検知

• 製品のモジュラー化を進め、修理・交換の
容易性を向上

 ⽀払総費⽤が明確になることで、顧客
満⾜度が向上し、⾃社製品シェアが向
上。また、⾃社収益を⻑期間に平準化
し、売切り型以上の収益を実現

 修理・交換の対応スピードが向上するこ
とで顧客満⾜度が向上

企業名︓ロールス・ロイス
主要製品︓航空機⽤エンジン

ICタグの活⽤、モジュラー設計の採⽤等を通じて
サービス化・従量課⾦制に適した製品設計を実現
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題①︓社会のデジタル化・ソフトウェア化に伴う消費の⾼度化への対応

「カスタマイズの追加コストがゼロとなる
サプライチェーンの構築」

 2040年には、幅広い製品分野において、顧客⼀⼈⼀⼈のニーズ
に合わせたカスタマイズが求められるようになり、カスタマイズを前提
としてものづくりの流れを構築する必要が⽣じる

 顧客のカスタマイズ要求に応える上では、サプライヤー・製品・在庫
管理情報の⼀元的管理・⾃動化は必須であり、さもなくば納期の
遅れが深刻化する

出所)ハーレーダビッドソン ジャパン株式会社ウェブページ

 顧客からのカスタマイズ要求が複雑化し、既
存の⽣産管理⽅式での対応が困難となっ
ていた

 カスタマイズ部品の多様化に伴い、⼤量の
部品在庫の発⽣が懸念されていた

 「スマートファクトリー化」
• ⽣産管理の⾃動化を進め、作業員は電

⼦端末を通じて必要な作業を⼀⽬で把握
可能に

 「発注の全⾃動化」
• 全部品のシステム管理、サプライヤーへの

⾃動発注を実現

 カスタマイズ要求に応じた⼯数・納期変
動を⾃動計算することで、リードタイムの
3週間削減に成功

 部品在庫が従来の80分の１まで減少
し、キャッシュフローが改善

⼀元化

企業名︓ハーレーダヴィッドソン
主要製品︓オートバイ

社内システムの統合管理により、
複雑なカスタマイズ要求への⾃動対応を実現

進捗管理
システム

在庫管理
システム

⽣産管理
システム

部品発注
システム

顧客データ管理
システム
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題①︓社会のデジタル化・ソフトウェア化に伴う消費の⾼度化への対応

「⾃社製品の所在地・利⽤状況をリアルタイムに把握し、
必要な顧客に必要な時に届ける体制の構築」

 2040年には、⼯場の24時間⾃動化⽣産の実現、消費者意識
の変化等を背景に、BtoB、BtoCのいずれにおいても、サービス提
供の即時性が重視されるようになる

 顧客の利⽤状況データを常に把握し、製品・サービスが必要とな
るタイミングを先読みして準備する体制の構築が求められる

出所）パーク24株式会社ウェブページ

 駐⾞場ごとに、満⾞・空⾞状況に差異があ
り、設備稼働の最適化が求められていた

 ⾦銭・余暇の活⽤先が広がったことにより、
特に都市部において、⾃動⾞の購⼊台数
が減少していた

 「全国駐⾞場オンライン管理システム」
• 駐⾞場ごとの満⾞・空⾞情報をリアルタイ

ムに集約し、トラブルへの即時対応や各種
サービスに活⽤

 「シェアビジネスの強化」
• 全国15,000か所を超える駐⾞場設備を

活かし、カーシェアリングを積極的に展開

 駐⾞場の空き状況に応じた駐⾞場価
格変動等、利⽤状況に応じたサービス
展開が可能に

 １つの⾃動⾞を数⼈で分け合うことで
初期投資を低減し、⾃動⾞利⽤ニー
ズの掘り起こしに成功

企業名︓パーク24株式会社
主要製品︓駐⾞場・⾃動⾞レンタル

駐⾞場の⼊出庫情報をリアルタイム把握し、
管理効率化やマーケティングに活⽤

(http://www.times24.co.jp/service/times/value.html)
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題①︓社会のデジタル化・ソフトウェア化に伴う消費の⾼度化への対応

「リードタイムの⼤幅短縮による付加価値の産出」
 2040年には、新興国企業の台頭によって、低価格による製品訴

求はますます困難となり、B to C製品の付加価値を⾼めるために
は、顧客ごとのカスタマイズ要求への即応の重要性が⾼まる

 製造業企業は、開発〜設計〜⽣産〜販売の各段階において超
短納期の⼯夫を⾏い、圧倒的に短いリードタイムで顧客に届ける
ためのものづくりの流れを整備することが求められる

出所)アディダス ジャパン株式会社ウェブページ、新産業構造部会会議資料

 アパレル業の宿命として、顧客ニーズと合致
しない製品の失注・売れ残りのリスクが極め
て⾼い、という問題を抱えていた

 デザイン性が重視されるアパレル関連の製
品では、流⾏を⾒てから開発・⽣産するの
では、リードタイムが⻑く、流⾏に乗り遅れて
しまっていた

 「完全⾃動スピード・ファクトリー」
• 店頭販売状況と顧客情報をオンラインでリ

アルタイムに取得・分析し、今売れる製品
を即時に⾃動⽣産

 「⽣産の国内回帰」
• 国内で⽣産し、直接顧客に届けること

で、製品輸送の時間をなくし、リードタイ
ムを⼤幅に短縮。

 失注・売れ残りの減少のみならず、⼈件
費削減にも成功

 リードタイムの削減、在庫削減に成功。
顧客のほしい時に製品を届けることが可
能になり、新たな付加価値を創出

企業名︓Adidas AG
主要製品︓スポーツ⽤品

リードタイム

製品フレキシビリティ

コスト

品質

新興国企業に対するコスト劣位を
リードタイムとフレキシビリティの改善で挽回

付加価値の源泉
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題①︓社会のデジタル化・ソフトウェア化に伴う消費の⾼度化への対応

「各消費者にベストフィットのカスタマイズ製品の⽣産」
 2040年には、⾼性能な3Dプリンターの普及により複雑な形状の

製品を効率的に個別⽣産できるようになり、汎⽤品においてもカス
タマイズ性が求められるようになる

 柔軟な⽣産体制を構築するだけでなく、⽿の形状に代表される顧
客の⾝体的特徴など、製品に関する個⼈情報を容易に収集し⽣
産に結びつける仕組みの構築がキーとなる

出所)OWNPHONES・NORMALウェブページ

 ⽿の形は個⼈間で違うものの、低価格化の
ため規格品を量産をするしかなく、必ずしも
イヤフォンの形状が顧客にマッチしていなかっ
た

 既に医療現場ではインプラントや補聴器で
3Dプリンターによる特注品⽣産が盛んだが、
⾝体データの収集を直接⾏う必要があった

 「カスタム・フィット」
• 顧客の⽿の形状データをもとに⾼性能３

Ｄプリンターで⽣産し、どんな局⾯でも外れ
ず違和感のないベストフィットを実現

 「エンジニアによる３Ｄデータの作成」
• 顧客から送られた、携帯で撮られた⽿

の動画を元に社内エンジニアが３Ｄ
データを作成

 既存の⾳質競争とは別のベクトルである
フィット性において⾼付加価値を実現し、
価格競争に陥らず⾼価格化に成功

 顧客はアプリを通じ⾃⾝の⽿の動画を
送るだけで特注品を⼿に⼊れることがで
きるため、⼿間をかけずに設計情報の伝
達が可能に

企業名︓OWNPHONES 、NORMAL
主要製品︓イヤフォン

顧客から設計情報を収集し、
顧客⼀⼈⼀⼈に合った製品を⼀品⽣産

顧客の情報

ベストフィット製品
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題①︓社会のデジタル化・ソフトウェア化に伴う消費の⾼度化への対応

「製造業のサービス化の進展のための⼈材育成」
 製造拠点がより⼈件費の安い国々へ移転していく中で、製品の

売り切り型ビジネスのみでは⼗分な収益性を維持できない企業が
出現する。

 メーカーが継続的な収益獲得構造を構築する上では、⾃社の技
術⼒を最⼤限に活かした形で、アフターサービスをも充実させること
が効果的となる。

出所)テルモ株式会社ウェブページ

 医療現場は⾼度化と効率化が進み、それ
に伴い医療事故も頻発。そのため、臨床の
現状に合わせたトレーニングのニーズが⾼
まっていた

 「医療従業者への研修実施」
• 最先端医療シミュレーション施設メディカル

プラネックスを設⽴。病院と同等の設備や
最新のシミュレーション機器を備え、⾃社製
品の使⽤⽅法習熟のみならず全般的な技
術向上を⽀援

 2002年の設⽴以後、のべ10万⼈を超
える医療関係者が来訪。医療研修の
みならず、顧客ニーズを取り⼊れた製品
開発にも貢献。

企業名︓テルモ株式会社
主要製品︓医療機器

⾃社製品を活⽤した研修に取り組み、
顧客の技術や満⾜度を向上

（http://www.terumo.co.jp/recruit/graduate/sp/tmp_hos01.html）
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題①︓社会のデジタル化・ソフトウェア化に伴う消費の⾼度化への対応

「個別利⽤者の特性に応じたサービスを、
各社製品の総動員によって実現」

 2040年には、モノとモノがインターネットを通じて繋がっていることが
当たり前となり、他社製品との連携の重要性が⾼まる。

 複数社連携を図るに当たっては、ハブになるような中⼼的デバイス
・ソフトウェアを先駆けて開発することで、構想全体のイニシアチブを
発揮できる。

出所)Nestウェブページ

 従来のサーモスタット（温度調節器）は温
度や時間などを逐⼀設定する必要があり、
その⾯倒さから有効に管理されていないこと
が多かった

 スマートハウス構想を実現する上では、他
社製品との連携が不可⽋であった

 「Nest Thermostat」
• 様々なセンサーを備え、居住者の⾏動

パターンや好みを学習し、⾃動的に温
度調整を⾏うサーモスタットを開発

 「Nest開発者プログラム(API)」
• Googleによる買収の後、Nest製品との連

携が可能なオープンプラットフォームを構築

 スマートハウス構想の先駆けとして、⾼い
評価を獲得。

※スマートホームに注⽬していたGoogleに
より2014年買収

 Nest製品がハブとなり、
Whirllpool,Logitech,Benzなど多く
の他社製品との連携を実現し、デファク
ト・スタンダードを確⽴

企業名︓Google Inc.（Nest Labs）
主要製品︓家庭⽤機器(サーモスタット・⽕災報知器等)

（https://developer.nest.com/documentation/cloud/about/）

オープン・プラットフォームをいち早く構築し、
他社を巻き込んだスマートハウス構想を推進
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取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題①︓社会のデジタル化・ソフトウェア化に伴う消費の⾼度化への対応

「⾃社拠点の包括的ネットワークによる全体最適の実現」

 2040年には、先進国全般において⽣産年齢⼈⼝が急減し、新
興国の⼈件費コストの優位はより際⽴ったものとなる

 先進国の製造業は、各⽣産拠点の⽣産性・フレキシビリティを向
上させることはもちろん、⽣産拠点間のデータをリアルタイムで共有
し、全社規模で経済・範囲の経済を追及することが事業存続上
の絶対条件となる

出所）ボッシュ株式会社ウェブページ、新構造部会会議資料

 コスト優位を持つ新興国⼯場に対抗するた
め、国内⼯場は⽣産性をより⼀層向上さ
せる必要があった

 各⽣産拠点単体での⽣産性向上は、限
界に近づいていた

 「ラインのフレキシビリティ化」
• サプライヤーへの電⼦デバイス配布や、部品

のICチップ管理により、同⼀ラインで200種
類以上の製品組⽴を実現

 「IoTスイート」
• ⾃社の⽣産拠点をすべてネットワークで

連携させることで全体最適を追求。収
集データを分析し、クラウドやオープンプ
ラットフォームも活⽤することで、臨機応
変な⽣産体制を構築

 各⼯場の⽣産性・フレキシビリティが⼤
幅に向上。低コスト型の新興国⼯場と
は異なる強みを獲得

 ⾼い製品フレキシビリティを持つ各⼯場
がネットワーク化することで、需要に即し
た⽣産を全体最適で実現することが可
能に。⽣産性は最⼤30%向上（⾒込
み）

企業名︓ボッシュ株式会社
主要製品︓⾃動⾞部品

ネットワーク技術の活⽤により、
複数拠点間での⽣産最適を追求
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先進
事例

⼯場内でデータを収集し、ネットワーク
を構築することで⾃律的な⼯場を実現

戦略課題①︓社会のデジタル化・ソフトウェア化に伴う消費の⾼度化への対応

「スマートファクトリーの実現」
 新興国の台頭による市場や顧客の拡⼤でニーズが多様化する⼀

⽅、⼈件費が更に⾼騰し⼀層の省⼈化が求められる。そのため、
作業員に依存せずラインの柔軟性を確保したり、作業員の学習
や作業の効率化を志向する必要がある。

 ITを⼗分に活⽤することで、柔軟性の⾼い⽣産⽅式や、効率的
な量産⽅式の⽴ち上げを実現することができ、製品の多様化と⽣
産の効率化の双⽅を同時に追求できる。

出所）シーメンス株式会社HP

 従来の⽣産チェーンは⻑期的かつ固定的
な関係となっており、重要と連動した⽣産
量の変動に柔軟に対応することができてい
なかった

 製品開発は企画・設計など各部⾨の順次
プロセスにより進⾏しており、部分最適でし
かなく、全体のパフォーマンスは⾼くなかった

 ⽣産プロセスを改善するためには現実の世
界で試⾏錯誤を⾏うしかなく、効率的に最
適化を追求できなかった

 「⽣産のネットワーク化」
• PLM等とオートメーションの統合、特殊リソース

や物流サービスなどのダイナミックな意思決定
 「製品設計と⽣産設計の統合」

• ⼯場内の各種機器にセンサーやタグを取り付け、
収集したデータを分析して⼯場のパフォーマンス
を⾃⼰最適化

 「サイバー・フィジカルシステム」
• ⼯場内の各種機器にセンサーやタグを取り付け、

収集したデータを分析して⼯場のパフォーマンス
を⾃⼰最適化

 ジャストインタイムの決定に基づいた、製
造オペレーション管理による柔軟性の⾼
い⽣産体制を実現

 全体最適となることで、並⾏プロセスが
可能となり企画から⽣産までの時間が
短縮

 製造⼯程が現在の状況に応じて⾃律
的に最適化される

企業名︓Siemens, AG.
主要製品︓FA

出所）シーメンス社ウェブ公開資料
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戦略課題②︓擦り合わせ・カイゼンの終焉への対応
 「戦略課題②︓擦り合わせ・カイゼンの終焉への対応」に関連する萌芽事例としては以下を取り上げた。

No. 萌芽企業 製品 2040年に向けて参考となるポイント

1 テスラモーターズ 電気⾃動⾞ デザイン、使い勝⼿、アフターサービス等製品のトータルとして
の差別化（ソフトによるアプローチ）

2 ダイハツ ⾃動⾞ デザイン、使い勝⼿、アフターサービス等製品のトータルとして
の差別化（拠点網によるアプローチ）

3 デンソー ⾃動⾞部品 国内ものづくり⼈材の集中的育成とグローバル派遣

4 グローリー 事務⽤機器 超多品種をデジタル技術・ロボット技術のフル活⽤で圧倒的
に低コスト⽣産

5 プリファード・ネットワー
クス(PFN) ITソリューション 機械学習・ディープラーニングの活⽤

6 トヨタ⾃動⾞ ⾃動⾞ ⼤学と連携した⼈⼯知能開発の促進
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2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題②︓擦り合わせ・カイゼンの終焉への対応

「デザイン、使い勝⼿、アフターサービス等製品のトータルと
しての差別化」

 技術の発展により、製品の耐久性が⾼まり、機能の更新といった
アフターサービスで顧客満⾜度を上げることの重要性が⾼まる

 新技術の開発競争が激化するため、技術開発後すぐに市場に投
⼊する必要が⽣じる。そのため、ソフトウェアのアップデートによって、
新技術の精度・安全性を⾼めることが不可⽋になる

出所）テスラモーターズジャパン株式会社ウェブページ

 環境対策・⾃動運転という新たな⾵潮の
中で、他社より⼀刻でも早く新技術を投⼊
し、顧客へのプレゼンスを保つ必要があった

 ⾃動⾞の技術⼒が⼤幅に向上した⼀⽅で、
修理に⾼度な専⾨性が必要とされるように
なり、⼗分な技術を持った⼈員が不⾜した

 「ソフトウェアによるアップデート」
• 新技術をすぐさま市場に投⼊し、精度や

安全性をアップデートによって向上させてい
く

 「AIによる製品の⾃⼰メンテナンス」
• ブレーキの利き具合など、ほとんどの問題を

AIが発⾒・解決し、常に製品を新⾞同様
の状態に維持する

 製品の開発リードタイムを⼤幅に短縮
化し、新技術を他社に先駆けて市場に
投⼊し、先⾏者の利益を獲得

 ⾃動メンテナンスによって、ほとんどの問
題をAIが解決し、顧客の煩わしさを軽
減し、顧客満⾜度が向上

≫アップデートにより環境技術などが⽇々進化

企業名︓テスラモーターズ
主要製品︓⾃動⾞

ソフトウェアによるアップデートで、燃費や
運転サポートの性能が向上し、快適な⾛りを実現



43

取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント
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先進
事例

戦略課題②︓擦り合わせ・カイゼンの終焉への対応

「デザイン、使い勝⼿、アフターサービス等製品
のトータルとしての差別化」

 2040年には、⽣産データのデジタル化・製品のモジュール化の潮
流がますます浸透し、製造現場における暗黙知の価値は極めて
⼩さなものとなる

 調査に基づくユーザー視点での製品開発、購⼊後の各種サービス
の充実等により、製造に限らないトータルの優位性を構築していく
ことが求められる

出所）ダイハツ⼯業株式会社ウェブページ

 他企業と技術⼒の⾯での差別化が困難と
なり、機能⾯やデザイン⾯など他の特徴で
の差別化が必要となった

 製品の差別化が困難な中、⾃社の製品を
⻑く使ってもらうことで資⾦回収をするために、
販売後の利⽤を継続的にサポートする必
要が⾼まった

 「種類別に網羅された製品開発」
• ターゲット顧客に応じて、様々な機能・デザ

インの製品を開発（男性、⼥性向けまた主
婦の買物⽤、家族での移動⽤等）

 「アフターサービスのパック化」
• ニーズに合わせたアフターサービスパックを、製

品販売時に提⽰
• ⻑期間にわたるこまめなサービスをリーズナブ

ルに全国で提供

 あらゆる消費者のニーズを汲んだ商品の
開発により軽⾃動⾞業界でトップを⾛る
業績を実現

 サポートも含めた製品の販売が可能と
なり、販売後の消費者とのコミュニケー
ション機会が増加

※2007年3⽉期〜2014年3⽉期まで軽⾃
動⾞販売シェアが国内第１位

企業名︓ダイハツ⼯業株式会社
主要製品︓⾃動⾞

様々なニーズを汲んだ多種類の製品を提供し、
販売後もサポート

多様な
アフターサービス
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先進
事例

戦略課題②︓擦り合わせ・カイゼンの終焉への対応

「国内ものづくり⼈材の集中的育成とグローバル派遣」
 2040年には、新興ものづくり諸国の技術⼒が先進国⽔準に⾼ま

り、グローバルな⽣産・調達・販売が基本となる。また、他社との差
別化のためには、画期的イノベーションの実現が必須となる

 将来のものづくり⼈材には、グローバルに働く⽂化・習慣的感覚を
⾝に着け、また、設計開発やマーケティングに関する豊富な知識も
習得していることが求められる

出所）株式会社 デンソーウェブページ

 企業の⼤規模化等を理由に分業が進んで
おり、視野の画⼀化がイノベーションを阻害
する懸念が⽣じていた

 海外進出を志向するものの、赴任社員が
現地とのコミュニケーションに消極的であり、
閉鎖的な⽇本⼈コミュニティを形成してし
まっていた

 「ハイタレント研修」
• 新たな価値創造⼒を持つ⼈材を育成する

ため、多数のプロジェクトを実施。例えば
MOT研修では、技術者によるグローバル対
応⼒、マネジメント⼒獲得が⽬的とされた

 「出向社員や拠点⻑の役割の明⽂化」
• デンソーの理念やノウハウを全世界で共有す

るため、出向社員や海外拠点の社⻑の資
質・役割を明⽂化した

 開発技術者が⾃⾝でマーケティングなど
を学ぶことで、外部環境に対応し、内
部資源を活⽤した開発が可能になった

 出向社員の役割が「海外⼈材の育成」
と明⽂されることで、海外拠点の⼈材と
理念やノウハウを共有し、競争優位の
グローバル化が進んだ

企業名︓株式会社 デンソー
主要製品︓⾃動⾞部品

集中教育で世界に通⽤するT型⼈材を育成

(http://www.ieice.org/ess/eegp/130321_1.pdf)
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出所）グローリー株式会社 HP

 円⾼や少⼦化など将来課題に対して、ロ
ボット技術を利⽤した解決策を模索

 「ロボットと融合した⽣産ライン」
• セル⽣産⽅式でヒトが⾏っていた作業を、

川⽥⼯業製ヒト型双腕ロボット
「NEXTAGE」によって完全コピー

 ヒト型ロボットによるフレキシブルな⾃動
組⽴ラインにより、将来の完全⾃動化
⼯場の可能性を提⽰

※2012年に、川⽥⼯業とともに、「第5回
ロボット⼤賞『次世代産業特別賞』」を受
賞

戦略課題②︓擦り合わせ・カイゼンの終焉への対応

「超多品種をデジタル技術・ロボット技術の
フル活⽤で圧倒的に低コスト⽣産」

 2040年には、組⽴・⽣産⼯程のほぼ完全な⾃動化/ロボット化が
実現し、⽣産リードタイムは⼤幅に短縮される

 製造業企業は、⾃動化／ロボット化すべき業務の優先順位を正
しく理解し、早期から⾃動化／ロボット化に着⼿しなければ、⼤き
なコスト劣位を背負うことになる

企業名︓グローリー株式会社
主要製品︓業務⽤機器

双腕ロボットの活⽤により
完全⾃動化の可能性

グローリー
株式会社

⾃動化に向けた
システム構築

川⽥⼯業
（NEXTAGE）
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先進
事例

機械学習・ディープラーニングを活⽤し、
IoTを実現

出所）株式会社Preferred Networksホームページ

 「パナソニックとの協業」
• パナソニックの持つ最先端のハードウェア技

術と、PFNが持つ機械学習・ディープラーニ
ング技術の融合を⽬指す

 「ファナックとの協業」
• ⼯作機械やロボット等の更なる⾼度なイン

テリジェント化を⽬指し、PFNの持つ技術の
上記機械への応⽤を⽬指す

 ⾃動⾞分野への応⽤や、デジタルAV機
器の⾼度化が期待されている

 ⼯作機器やロボットが⾃律的に学習・
協調・修正を⾏うようになり、最適化さ
れた⽌まらない⼯場の実現が期待され
ている

戦略課題②︓擦り合わせ・カイゼンの終焉への対応

「機械学習・ディープラーニングの活⽤」
 これまで⼈⼯知能はサイバー空間での適⽤が進んできたものの、フ

ィジカルなモノづくりの現場での製造機器への適⽤までは⾄ってい
ない。

 メーカーは、⾃社保有技術をIT企業と結集し、⼈⼯知能の産業
応⽤を積極的に先導することで、他社に先駆けて、⼈⼯知能応
⽤のメリットを享受することが出来る。

企業名︓株式会社プリファード・ネットワークス(PFN)
主要製品︓ITソリューション

 ⾃動⾞の先進運転システムや、監視カメラ
の⾼度化を⽬指すためにはカメラやセンサー
の⾼度化が必須であり、その技術向上に機
械学習・ディープラーニングが注⽬された

 IoTが注⽬されているものの、データ量が⾶
躍的に増⼤したため、集めた⼤量のデータを
どのようにリアルタイム処理するのかが⼤きな
課題となりつつあった

(https://preferred.jp/wp-content/uploads/2014/10/aboutPFN_J.pdf）
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先進
事例

有⼒⼤学等と連携した、
効率的な⼈⼯知能の共同開発の実現

出所）トヨタ⾃動⾞株式会社ホームページ

 トヨタは⾃動運転技術等に関わる⼈⼯知
能・ロボティクス・ビッグデータ等の⾼度な要
素技術を有していた。これらの技術を他産
業に応⽤することが期待され、⼈⼯知能研
究開発の⼀層の強化が求められた。

 「⽶トップ⼤学との連携研究センター設⽴」
• ⽶マサチューセッツ⼯科⼤学および⽶スタン

フォード⼤学それぞれと連携研究センターを
設⽴。今後5年間で合計約5千万ドルを
投じ⼈⼯知能に関する研究を加速

• (2016年1⽉時点で年内を⽬途に⽇本の
⼤学とも提携する⽅針が明らかにされた)

 近い時期に成果を期待することは難しい
が、将来的には本連携研究の成果を⾃
動⾞の安全性向上のみならず、ロボッ
ト・情報サービスなど将来の製品開発に
幅広く応⽤していく予定

戦略課題②︓擦り合わせ・カイゼンの終焉への対応

「⼤学と連携した⼈⼯知能開発の促進」
 2040年には、⼈⼯知能が急速に発達し、殆どの製品の多くの操

作が⼈⼯知能により代替されるようになる。
 製品に搭載される⼈⼯知能の性能も競争⼒の⼀つになり、技術

⾰新の要となるため、メーカーであっても⼈⼯知能の開発に積極
的に取り組んでいく必要がある。

企業名︓トヨタ⾃動⾞株式会社
主要製品︓⾃動⾞

トヨタ

有⼒⼤学

他メーカー
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戦略課題③︓材料・加⼯技術のイノベーションの取り込み
 「戦略課題③︓材料・加⼯技術のイノベーションの取り込み」に関連する萌芽事例としては以下を取り上げた。

No. 萌芽企業 製品 2040年に向けて参考となるポイント

1 MORITA トランペット⽤ミュート 3Dプリンタを活⽤した⾼付加価値の実現

2 パナソニック 家電（掃除機） 新素材を活⽤し性能とデザインを⾶躍的に向上

3 有限会社渕野陶⼟、
株式会社⼭忠 陶⼟ 材料メーカと最終品メーカのオープンイノベーションの進展

4 ⼗六銀⾏ ⾦融商品 外部ネットワークを活⽤したサプライヤーの選定
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

3Dプリント技術ならではの⾼機能で、
世界中の顧客に訴求

出所）株式会社MORITAホームページ

 消⾳性を維持しつつ、⾳程の狂いの少なさ
や抵抗の⼩ささなど良い吹奏感を実現する
ミュートが存在しなかった

 既存の⾼性能なミュートは⾊のバリエーション
が少なく、幅広い顧客のニーズに応えきれて
いなかった

 「スペック性能の向上」
• 試作改良が容易に短いサイクルで出来

るため、多くの試作を重ねスペック向上
を図ると共に、既存のブロー成型では実
現不可能であった⼆重構造を採⽤

 「豊富なカラーバリエーション」
• 3Dプリンタによる製造・素材がプラスチッ

クであることを⽣かし、豊富なカラーバリ
エーションを取り揃える

 消⾳機能だけでなく、吹奏感にも優れた
ハイスペックなミュートが低コストで実現。
「悪い吹き⽅をした際に⾳⾊で気づきや
すい」という想定外の特性も⽣まれ、世
界各国のプロ奏者からも⾼い評価を得
る

 中⾼⽣など若い年齢層の奏者から、プ
ロの奏者まで幅広いユーザーから⽀持を
得るに⾄る

戦略課題③︓材料・加⼯技術のイノベーションの取り込み

「3Dプリンタを活⽤した⾼付加価値の実現」
 2040年には、3Dプリンターを⽤いた製造が⼀般的になり、その

対象は⽇⽤品に留まらず最終的には⾞など⼤型製品の部品に
も及び、⾼いカスタマイズ性が実現できるようになる

 ⾼いカスタマイズ性で優位を築くには、単なる外装デコレーション
に留まらず、3Dプリンタの特性を⽣かし、利⽤者にとって製品の
性能が向上するような設計をする仕組みが肝要となる

企業名︓株式会社MORITA
主要製品︓トランペット⽤ミュート

ハイファッション ハイスペック

≫外装のバリエーションに留まらない付加価値を3Dプリントで実現
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

新素材の採⽤により
性能とデザイン性を⾶躍的に向上

出所）パナソニック株式会社ホームページ

 シニア世代に対するニーズ調査を⾏ったとこ
ろ、掃除機が重たくなると、掃除が億劫にな
るという意⾒があった

 従来のモーター・コードリール・紙パックの配
置ではデッドスペースが多く発⽣し、サイズが
⼤きくなってしまっていた

 「独⾃の先端素材PPFRPの採⽤」
• パナソニック独⾃の素材の、軽さと強度

を両⽴したポリプロピレン繊維強化プラ
スチックを掃除機の素材に初めて採⽤

 「ストレートレイアウト構造の採⽤」
• 左記構造部品の配置を縦⼀列に変更

することで、余分なスペースを削減

 他の部材の⼩型・軽量化も併せ、本体
質量を従来品に⽐べ約半分の２キロに
すると共に、製品の⼩型化も達成

 機能を変更することなく本体の幅を約
2/3に削減することに成功。デザイン性
も向上した

戦略課題③︓材料・加⼯技術のイノベーションの取り込み

「新素材を活⽤し性能とデザインを⾶躍的に向上」
 2040年には、新興国の開発・製造技術が向上し、製品性能・デ

ザインの競争が世界的に激化する
 製品の差別化を⾏うためには、既存製品の改良を進めるだけでな

く、新素材・新技術の活⽤や部品レイアウトの変更などを通じて性
能・デザイン性の⾶躍的向上を図る必要がある

企業名︓パナソニック株式会社
主要製品︓アプライアンス

(http://panasonic.jp/soji/p_pack/mc_jp510g/)
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題③︓材料・加⼯技術のイノベーションの取り込み

「材料メーカと最終品メーカのオープンイノベーションの進展」
 企業間競争の加速する2040年には、個社の保有する材料・加

⼯技術を結集したイノベーションの創出が、従前以上に重要とな
る

 サプライヤー企業は最終品企業の要求通りに開発・⽣産を⾏うだ
けでは不⾜となり、⾃社保有技術の応⽤によって最終消費者のニ
ーズにどのように応えることができるかを、最終品メーカを巻き込み
ながら主体的に模索していく必要がある

出所）平成21年度 九州沖縄公設試&産総研企業化know-how事例集

 陶磁器製⾷器市場は平成2年度頃をピー
クに縮⼩傾向が続いており、個社では状況
の打破が難しい状況にあった

 「県と企業連携体による共同研究」
• 佐賀県窯業技術センターの掛け声のもと、

製⼟業者・陶磁器卸売業者・製造業者が
各⾃の技術・アイディアを結集

 通常は陶磁器に⽤いない素材を利⽤し
て、軽量強化磁器⽤陶器の開発に成
功。脆くて壊れやすいという陶磁器の弱
点を克服した新製品によって、新規市
場を創出した

渕野陶⼟

製品化

新たな市場

技術

新素材

新製品

新連携事業
認定

ニーズ

企業名︓有限会社渕野陶⼟、株式会社⼭忠
主要製品︓陶⼟

素材メーカー、最終メーカー、公的機関の連携により
新しい商品と市場を創出

佐賀県陶業
技術センター 丸忠 国家

市場

商品
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題③︓材料・加⼯技術のイノベーションの取り込み

「外部ネットワークを活⽤したサプライヤーの選定」
 企業間競争の加速する2040年には、個社の保有する材料・加

⼯技術を結集したイノベーションの創出が、今まで以上に重要とな
る

 最終品メーカー・サプライヤー企業はともに、第三者の「⽬利き」の
活⽤や、ビジネスマッチングコミュニティへの参加など、取引先企業
の探索⼿段を幅広く準備しておくことが求められる。

出所）⼗六銀⾏ ＨＰ

 ⼩規模なサプライヤーはホームページの開設
率が低く、認知度が低いケースが⾒られた

 東海地⽅のサプライヤーは系列ごとの縦のつ
ながりは強かったが、横のつながりは弱かった

 「買い⼿のニーズを提⽰する形の⾒本市」
• 従来の⾒本市と異なり、買い⼿がニーズを

提⽰し、⼗六銀⾏が関連するサプライヤー
に提⽰する逆⾒本市形式を採⽤

 「同業社間の連携」
• 逆⾒本市の開催によって、サプライヤー間の

認知・連携を強化

 買い⼿企業、サプライヤー企業の双⽅に
とって、効率的なマッチングが実現。また、
逆⾒本市の運営を通じて、⾏員の⽬利
き⼒が向上し、⾮⾦融部⾨の強みの醸
成につながった

 サプライヤー間の情報共有等、地域内
の横の連携が強まった

企業名︓⼗六銀⾏
主要製品︓⾦融商品

銀⾏が仲介となって、BtoBの需給マッチングを図ることで、
効率的な取引パートナー探索を実現
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戦略課題④︓製造現場のデジタル化・ソフトウェア化への対応
 「戦略課題④︓製造現場のデジタル化・ソフトウェア化への対応」に関連する萌芽事例としては以下を取り上げた。

No. 萌芽企業 製品 2040年に向けて参考となるポイント

1 ⼩松製作所 建設機械 ダントツ製品をベースとしたサービス、ソリューションの提供
（⼤企業の事例だが、究極的には中⼩もこれを⽬指すべき）

2 ⽇産⾃動⾞ ⾃動⾞ ソフトウェア技術のグローバル調達
（⼤企業の事例だが、究極的には中⼩もこれを⽬指すべき）

3 デンソー ⾃動⾞部品 グローバルかつリアルタイムでの情報連結

4 YKK AP 住宅⽤商品、ビル⽤
商品

ユーザーの製品使い様を起点とした製品設計、
サプライチェーン構築

5 ⼩島プレス ⾃動⾞部品 ヒト・モノ・カネの総合的なIT化

6 菊池⻭⾞ 航空機⽤部品 作成中

7 由紀精密 加⼯機械 作成中
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題④︓製造現場のデジタル化・ソフトウェア化への対応

「ダントツ製品をベースとしたサービス、ソリューションの提供」
 競合プレーヤーが今⽇以上に世界中に広がる2040年には、顧客

の要求通りに製品性能を向上させるだけでは、競合との差別化が
困難となる

 表⾯下に隠れた顧客の真のニーズを⾒抜き、⾃社製品の強みを
⽣かした新規サービスを打ち出すことが、収益機会拡⼤と持続的
競争優位確⽴のカギとなる

 中⼩企業も将来的にはこのレベルの取組みが求められる。

出所）⼩松製作所ウェブページ

 平均点主義の開発体制が根付いており、他社
との明確な差別化が困難だった

 導⼊先現場では、⾼い⼈件費と労働⼒不⾜
が問題化していた

 導⼊先現場での施⼯に際しては、⼈⼒での測
量・検測の繰り返しに⻑い時間と労⼒がかかっ
ていた

 「ダントツ製品の開発」
• 必ず勝つ要素／負けてもよい要素を、開発

の早期段階から明確化・徹底することで、個
性的な製品・技術を開発

 「機械の⾒える化」
• ICT製品の稼働状況を独⾃システムで収集・

分析し、製品購⼊後のメンテナンス・買替え
まで⼀貫して⽀援

 「施⼯の⾒える化」
• 完成図⾯3Dデータと施⼯現場3D測量情報

をもとに、⾃動制御建機を⽤いた最適施⼯
計画を提案

 他社の追従を数年は許さない個性的な
製品が多数誕⽣

 優れたICT建機を持つコマツならではの
サービスで、導⼊先現場の要員を削減

 最適化された計画に基づき、導⼊先の施
⼯期間・コストを⼤幅に削減

ダントツ
製品

機械の
⾒える化

施⼯の
⾒える化

膨⼤なデータを分析し、顧客よりも顧客を
よく知ることで⼤きな付加価値を創出

≫⾃社製品の強みを⽣かして、顧客の潜在ニーズにアプローチ
企業名︓株式会社 ⼩松製作所
主要製品︓建設機械
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題④︓製造現場のデジタル化・ソフトウェア化への対応

「ソフトウェア技術のグローバル調達」
 2040年には⼤企業主導で⽣産のデジタル化が進展することで、グ

ローバルな情報共有・分析・フィードバックが更に容易となり、世界
各地のソフトウェア技術者とのバーチャル協業体制が出現する

 国内企業は既存の協業体制を全⾯的に⾒直し、海外のソフトウ
ェア企業・技術者の利⽤可能性を早期に検討することが求められ
る

 中⼩企業も将来的にはこのレベルの取組みが求められる。

出所）⽇産⾃動⾞株式会社ウェブページ

 ソフトウェア開発の⽐重が⾼まる⼀⽅で、⽇
本では能⼒⾯でも⼈数⾯でも⼈材不⾜が
深刻化していた

 ソフトウェア技術の急速な進展に伴い、⾃
社単独のソフトウェア開発では、新商品を
迅速に投⼊することが困難となっていた

 「優秀なソフトウェア⼈材の獲得」
• IT企業、⼤学が集積するシリコンバレーに研

究拠点を開設
• 先進都市で、ソフトウェア⼈材をリクルート

 「海外企業との技術開発協⼒」
• EV⾃動⾞の普及のため、充電技術をGEと

共同研究
• ⾃動運転技術でNASAの研究センターなど

と共同研究

 優秀な技術者の確保に成功し、⾃動
運転などの先進技術研究が進展

 相互の得意領域を組み合わせることで、
ソフトウェア開発のスピードが向上

≫優秀なソフトウェア⼈材の確保
企業名︓⽇産⾃動⾞株式会社
主要製品︓⾃動⾞

世界各地のソフトウェア技術者との
共同体制を構築

≫海外企業との技術開発協⼒
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

国内外⼯場のノウハウを相互に伝えあい、
全⼯場が同時に競争⼒を強化

出所）株式会社デンソーホームページ

 円⾼や原料コスト上昇のトレンドを受けて、
コスト競争⼒を今まで以上に⾼める必要が
あった

 ⽇本の⾃動⾞市場は頭打ちになりつつあり、
今後も拡⼤を続ける海外市場への供給⼒
を⾼める必要があった

 「国内⼯場のダントツ⼯場化」
• ⽣産ラインの⾼速・⾼稼働化、コンパク

トな独⾃設備の開発、物流・検査のス
リム化等の施策を実施

 「海外⼯場のダントツ⼯場化」
• 世界130⼯場、2,500⽣産ライン、15

万設備をリアルタイムで接続し、⽣産情
報等を共有

 国内⼯場において、競合他社に負けな
いダントツの原価を実現

 海外⼯場においても、他⼯場との間で
知恵や⼯夫のやり取りを活性化させるこ
とで、⾶躍的な⽣産効率化を企図

戦略課題④︓製造現場のデジタル化・ソフトウェア化への対応

「グローバルかつリアルタイムでの情報連結」
 2040年には、海外メーカの製造現場も⾼度化するため、⽇本

メーカは、海外⾃社⼯場の競争⼒の強化にこれまで以上に注
⼒しなければならない。

 国内⼯場の競争⼒を極限まで⾼めることはもちろん、国内外の
情報をリアルタイムで共有することにより、世界中の⼯場の競争
⼒を同時に底上げしていくことが重要となる。

企業名︓株式会社デンソー
主要製品︓⾃動⾞部品

⽣産情報・ノウハウ
を共有

国内⼯場

海外⼯場 海外⼯場
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題④︓製造現場のデジタル化・ソフトウェア化への対応

「ユーザーの製品使い様を起点とした製品設計、
サプライチェーン構築」

 急速な経済成⻑に伴い、新興国の消費者要求が⾼度化する２
０４０年には、画⼀的な製品ではもはや新興国の消費者への
⼗分な訴求⼒を維持できなくなる

 個別消費者ニーズを満たすものづくりを、先進国のみならず、新興
国向けに本格展開しなければ、⼗分な市場規模を押さえることが
困難となる

出所）YKK AP株式会社ウェブページ

 ライフスタイル・⽣活環境の多様化によって、
複雑化するニーズをいかにウォッチするかが
重要となっていた

 商品のニーズの多様化のため、変化する
ニーズにいち早く応じる製造体制を整備す
る必要があった

 「価値検証センター」
• ⾃社研究拠点において、実環境検証に基

づいて消費者ニーズを深堀
• 開発段階における、製品の評価・改良サイ

クルを明確化

 「ニーズ変化に柔軟に応える製造体制」
• 新素材の開発から製造設備の設計まで、グ

ループで⼀貫して担当することで、ニーズが
変化した際の対応速度を向上

 消費者の潜在的ニーズをいちはやく把
握することが可能になり、品質、機能、
性能に優れた数々の商品を開発

 ニーズの変化に対応した⽣産ラインの
早急な構築が可能に

企業名︓YKK AP株式会社
主要製品︓住宅⽤商品、ビル⽤商品

消費者ニーズの変化に柔軟に応える
ものづくりの流れを整備

ニーズ

開発・改良

ニーズ

製造
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

業界共通EDIの導⼊を通じて、
ＩｏＭ(Internet of Money)を実現

出所）⼩島プレス⼯業株式会社ホームページ

 ⽣産現場に⽐べて、経理処理の効率化が
遅れていた

 ⼯場内・間で物流のムダ・ロスが多数発⽣し
ていた

 「⾦融EDI連携」
• 業界共通EDIの導⼊により、発注側・

受注側の双⽅が、外部の共通データセ
ンター経由で情報共有可能に

 「究極の⼀個流し」
• 顧客との情報共有を推し進め、必要な

時に必要なだけ⽣産し、出荷する体制
を整備

 経理業務が平準化・効率化されたこと
で、企業間の連携を強化

 ムダ・ロスが極⼩化され、リードタイム短
縮、少⼈化、⼯場のクリーン化に貢献

戦略課題④︓製造現場のデジタル化・ソフトウェア化への対応

「ヒト・モノ・カネの総合的なIT化」
 2040年には、製造現場におけるIT導⼊は当然のものとなり、企

業内部だけの活動最適化では、差別化不能になる。

 上下流のプレーヤーと受発注情報を迅速にやり取りして、⽣産
調整を図ることにより、企業間を含めて活動の最適化を図ること
が重要となる。

企業名︓⼩島プレス⼯業株式会社
主要製品︓⾃動⾞部品

≫Industry4.0の中で軽視されていた⾦流に着⽬、強化

ヒト モノ カネ

独Industry4.0の検討領域

⼩島版Industry4.0の検討領域
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題④︓製造現場のデジタル化・ソフトウェア化への対応

「ダントツ技術を基に、グローバルに事業展開」
 2040年には、中⼩企業と⾔えども、世界中の同業企業との競

争が不可避となるため、各社がダントツ技術の徹底的な磨き込
みが必須となる

 公的企画や海外展⽰会など、とりうる⼿段をすべて利⽤し、グロ
ーバルにダントツ技術をアピールすることで、ダントツ技術を最も
⾼付加価値化する事業との遭遇確率を⾼めることが出来る

企業名︓菊池⻭⾞
主要製品︓航空機部品

出所）菊池⻭⾞ホームページ、JETROホームページ

 航空・宇宙分野に可能性を感じ、既存の
⾃動⾞・産業機械分野からの事業拡張を
企図していた

 既存の営業活動では、海外の⼀流顧客と
接点を持つことが出来なかった

 「JISQ9100規格の取得」
• 航空・宇宙分野の品質管理規格を国

内⻭⾞メーカとして初めて取得し、技術
の信頼性を顧客にアピール

 「海外展⽰会への積極的な参加」
• 海外展⽰会への出展を重ね、航空機

部品の軽量化に貢献する⾼精度加⼯
技術を海外⼀流顧客にアピール

 公的な品質保証を後ろ盾に、新規顧
客への積極的に技術アピールを開始

 仏航空機エンジンメーカとの直接取引を
実現。専⽤⼯場を設⽴し、⼈員を拡⼤
して同事業へ注⼒

ダントツ技術のグローバル展開によって、
海外⼤規模案件を獲得

≫優良顧客が国内にいるとは限らない。

ダントツ技術を積極的に売り込み
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2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題④︓製造現場のデジタル化・ソフトウェア化への対応

「ダントツ技術を基に、グローバルに事業展開」
 2040年には、グローバルに企業間を超えた情報共有が容易と

なり、中⼩企業と⾔えども、世界中に顧客を持つことが当然とな
る

 ⾃社のダントツ技術を社内で明確に共有し、ダントツ技術を最
も評価してくれる顧客を世界中から探し出すことにより、⻑期的
な事業成⻑が可能となる

企業名︓由紀精密
主要製品︓精密部品

出所）由紀精密ホームページ、関東経済産業局「中⼩企業成功事例研究」

 電機業界依存の経営に⽢んじており、⾃社
の強みも不明瞭であった。

 ITバブル崩壊後、会社存続のために、⾼付
加価値事業への転換が求められていた

 「ダントツ技術の他業種展開」
• ⾃社の強みを「製品の信頼性」として再

定義し、最も強みが⽣かせる業界を虚
⼼坦懐に摸索

 「ダントツ技術のグローバル展開」
• 徹底的に磨き上げた⾃社技術を、⾃ら

海外展⽰会で⼀流企業向けに積極ア
ピール

 航空・宇宙分野の顧客に、信頼性の⾼
い製品を多数納⼊し、新たな収益源へ
と成⻑

 海外の⼀流企業向けの⾼付加価値事
業が拡⼤。由紀精密の技術の国内での
評価向上という⼆次効果も有り

⾃社のダントツ技術を最も評価してくれる
顧客を世界中のあらゆる業種から探索

≫中⼩企業といえども、潜在顧客は世界中に存在
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戦略課題⑤︓⼈材の質・量の不⾜への対応
 「戦略課題⑤︓⼈材の質・量の不⾜への対応」に関連する萌芽事例としては以下を取り上げた。

No. 萌芽企業 製品 2040年に向けて参考となるポイント

1 富⼠通YFC ITソリューション ⾼齢者、外国⼈、⼥性の⻑期的視点での活⽤

2 東芝 半導体 世界トップのAI、ロボット活⽤による⾃動化

3 VIZIO 液晶テレビ ファブレスに移⾏する企業の増加

4 ファナック 産業⽤ロボット ⼈とロボットの協働

5 Rethink Robotics 産業⽤ロボット ⼈間による単純反復作業のゼロ化

6 セキュリティ・キャンプ実
施協議会 － ITおたくの徹底活⽤（次世代IT⼈材の発掘基盤を整備）

7 Intuitive Surgical, 
Inc. ⼿術⽤ロボット ロボット利⽤技術のトレーニング
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題⑤︓⼈材の質・量の不⾜への対応

「⾼齢者、外国⼈、⼥性の⻑期的視点での活⽤」
 2040年には、⾼齢者や外国⼈、⼥性への注⽬が集まり、彼らに

合わせて、柔軟なワークスタイルを認めた労働環境を提供できなけ
れば、事業を継続することができない

 テレワークやバーチャルオフィス、ワークシェアリングといった施策を導
⼊し、柔軟なワークスタイルを提供することで、多様な⼈材の確保
が可能となる

出所）株式会社 富⼠通ワイエフシーウェブページ

 結婚や妊娠、⼦育てを理由に会社を離れ
る⼥性社員が多く、経験を積んだ社員の流
出に繋がっていた

 制度としてテレワークを導⼊したものの、申
請者数があまり伸びず、退職者数や従業
員の満⾜度に変化が表れなかった

 「育児休業・育児短時間勤務の導⼊」
• 特に⼥性の労働⼒を確保することを⽬的に、

柔軟な勤務を認めた

 「幹部社員によるテレワーク実施」
• トップダウンで幹部社員からテレワークを実

施することで、⼥性を中⼼に社員の60%が
利⽤

 テレワークの導⼊をきっかけに、働きやす
い環境構築が進展

 結婚などを理由とした退職者がゼロと
なったほか、⼥性の幹部社員が誕⽣す
るなど、多様な⼈材登⽤への機運が⾼
まった（売上や利益への悪影響なし）

企業名︓株式会社 富⼠通ワイエフシー
主要製品︓ITソリューション

テレワークをはじめとする柔軟な
ワークスタイルを導⼊し、⼥性⼈材を積極的に活⽤
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2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題⑤︓⼈材の質・量の不⾜への対応

「世界トップのAI、ロボット活⽤による⾃動化」
 先進国を中⼼に、⽣産年齢⼈⼝の減少に伴い労働者の賃⾦が

上昇するため、⽣産設備のほとんどを⾃動化しなければ、新興国
企業に対抗出来なくなる

 全⾃動化⼯場は巨額の初期投資を伴うのみならず、適切な改
善活動を⾏わなければ、ランニングコストも⾼⽌まりしてしまう。全
⾃動化⼯場においても、機械毎の個性を⾒極め、⽣産・検査⼯
程で得たビッグデータを活⽤しての改善活動を継続することが重要
となる。

出所）株式会社 東芝ウェブページ

 情報の秘匿性・R&Dとの緊密性という観
点から、国内⽣産を志向していたが、⼀⽅
で、新興国に対して⾼額な⼈件費の問題
を抱えていた

 停⽌頻度やメンテンンス頻度など、機械毎
に個性が存在するため、全⾃動化⼯場に
おいても、改善活動の必要性は残存してお
り、従来のヒトを対象とした改善活動とは異
なるノウハウが必要となった

 「⼯場の全⾃動化」
• ⼯場を全⾃動化することで、⼈員を⼤幅に

削減

 「⼯場のネットワーク化」
• ⼯場の設備をネットワークで接続し、利⽤

状況ビッグデータから製品の品質や⽣産⼯
程を統計的に分析し、持続的な改善活動
に活⽤

 製造の全⾃動化で、⽣産コストに占め
る⼈件費を数％へ低減し、価格競争
⼒を向上

 ⼤量のデータを取得・分析することで、
全⾃動⼯場の改善活動を迅速・的確
に実現

企業名︓株式会社 東芝
主要製品︓半導体

⼯場の全⾃動化・ネットワーク化によって、
改善活動すらも統計解析を利⽤した情報ベースへ移⾏
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2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題⑤︓⼈材の質・量の不⾜への対応

「ファブレスに移⾏する企業の増加」
 韓国など、資本の⼤規模投下を得意とする地域を中⼼に、巨⼤

EMSが急伸し、IoT技術や⼈⼯知能技術を取り込んで効率化し
ていく。そのため、2040年には、⼩規模な⽣産設備・⼈員しか持
たない企業の⼤半は、ファブレスへの移⾏を余儀なくされる

 顧客ニーズの多様化、製品ライフサイクルの短命化を受け、ファブ
レス企業にとって、迅速・正確なマーケティング分析に基づく製品
設計はますます重要となる。

出所）VISIO, Inc.

 新興国の⼯場を中⼼に⽣産⼯程の⾃動
化・巨⼤化が急速に進展し、⼩規模な⼈
員・設備の⼯場には対抗不可能な状況と
なっていた

 多様化・⾼度化していくニーズに即した製
品を開発するためには、⾼度なマーケティン
グが極めて重要となっていた

 「⾃社⼯場からの脱却」
• 圧倒的な⽣産能⼒を持つEMSに⽣産を

⼀任し、⾃社は少⼈数でマーケティングと設
計のみに注⼒

 「マーケティングと設計の統合化」
• ビッグデータを活⽤したマーケティング分析か

ら得られる⽰唆を、設計にも反映

 製品の⽣産を全⾯的に委託することで、
固定資産を持つ必要がなくなり、市場
変動へのリスクをヘッジできる

 マーケティング・設計に特化することで、
少⼈数による情報集約型へと移⾏し、
利益率が数倍に上昇

企業名︓VIZIO, Inc.
主要製品︓液晶テレビ

ファブレス化し、ビッグデータマーケティングに基づく
液晶テレビの設計開発に注⼒することで利益率を改善

マーケティング・開発

⽣産 外注を活⽤



65

取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

⼩型で安全な産業⽤ロボットを開発、
ロボットと⼈間の合同作業を実現

戦略課題⑤︓⼈材の質・量の不⾜への対応

「⼈とロボットの協働」
 グローバル競争が激化し⼈件費が⾼騰する中、⽣産性の向上や

、更なる効率化が要求される。従来よりも広範囲でロボットを活⽤
しなければ⽣き残れなくなる

 機械化が困難と考えられていたプロセスにもロボットを導⼊し⼀層
の効率化を志向するため、ロボットの⼩型化や安全の確保が鍵と
なる

出所）ファナック株式会社HP

 従来の産業⽤ロボットは⼤型で危険を伴う
ため、安全柵で⼈から隔離する必要があり、
機械化できる⼯程が限られていた

 「協働ロボット CR-35 iA開発」
• 安全柵なしで⼈とロボットが領域を共有し

て作業できる、安全で⼩型な産業⽤ロボッ
トを開発

 重量物の搬送や部品の組み付けなど、
⼈のみで⾏う必要があった作業を効率
化でき、省⼈化が可能となった。軽量で
容易に移設できるため、素早い⽣産体
制の組み替えも実現

企業名︓ファナック株式会社
主要製品︓産業⽤ロボット

（http://www.fanuc.co.jp/ja/product/catalog/pdf/robot/RCR-35iA(J)_01.pdf/）
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2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題⑤︓⼈材の質・量の不⾜への対応

「⼈間による単純反復作業のゼロ化」
 2040年には、⼈材の質・量の不⾜が深刻化するため、単純作業

についてはロボットで代替し、⼈間は付加価値の⾼い業務に注⼒
するという分業構造が確⽴する

 製造企業は、現場作業員の優れたノウハウをロボットに正確に移
転することはもちろん、ノウハウを⼀層⾼度化していくための⼯夫に
も継続的に取り組まなければならない

出所）Rethink Robotics社ウェブページ

 従来の産業⽤ロボットは、⾼度なプログラミ
ングを要することが多く、ティーチングに係る
導⼊ハードルが⾼かった

 従来の産業⽤ロボットは、導⼊要件として、
⾼出⼒電源や安全柵の確保が必須であっ
た

 「ダイレクトティーチング」
• 実際にアームを掴み動かすだけで、複

雑な動作をロボットに教え込ませること
が可能

 「簡単なインテグレーション」
• 専⽤の電源設備を必要とせず、また衝

突時の衝撃緩和やセンサーによる衝突
防⽌機能を備えるため、幅広い環境に
導⼊可能

 プログラミング技能を有さない現場作業
者から、ロボットへの技能移転が進展

 導⼊要件が簡素化されたことで、ヒトと
の協働の幅が⼤きく拡⼤

企業名︓Rethink Robotics
主要製品︓産業⽤ロボット ≫ヒト型産業⽤ロボットBaxter

(
(http://www.rethinkrobotics.com/jp/applications-industries/）

現場作業者からノウハウ移転されたロボットが
ヒトと同じ作業場で協働
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

社会に埋もれた「ITオタク」に光を当て、
最先端IT⼈材へと育成

戦略課題⑤︓⼈材の質・量の不⾜への対応

「ITオタクの徹底的活⽤」
 2040年には、⾼度なITがあらゆる産業活動に浸透するが、その⼀

⽅でサイバー犯罪の脅威が増すため対策を講じる必要がある
 IT⼈材の確保に際しては、社会の中で孤⽴した「ITオタク」のコミュ

ニティの形成、評価システムの整備を通じて、埋もれた⼈的資源
を最⼤限活⽤することが重要となる

出所）セキュリティ・キャンプ実施協議会ウェブページ

 ITを活⽤してグローバルに活動できる⾼度
IT⼈材育成が社会的要請に

 ITやセキュリティ関連の⾼度な知識・技能
を有する若者たちが存在する⼀⽅で、彼ら
を社会的に評価し活⽤する枠組みの⽋如
が指摘されていた

 「セキュリティ・キャンプ」
• 若者にサイバーセキュリティ及びプログラミン

グに関する⾼度な教育を合宿形式で実施

 「セキュリティキャンプ・フォーラム」
• セキュリティ・キャンプ修了⽣同⼠の交流や

意⾒交換・修了⽣と産業界の交流機会を
⽬的とし、修了⽣の活躍⽀援を⾏う

 若年層の優秀なサイバーセキュリティ⼈
材の早期発掘と育成を⾏い、発⾜以
後500名以上の⼈材を輩出

 修了⽣同⼠・修了⽣と講師の間につな
がりが⽣まれ、これをさらに活性化させる
ため本年度から新たにセキュリティキャン
プ・アワードを実施。

企業名︓セキュリティ・キャンプ実施協議会
主要製品︓－ ≫ITオタクのコミュニティを設け、共に学び、競い合う環境を⽤意

（2014年の様子：http://www.ipa.go.jp/jinzai/camp/2015/maejisseki.html#section4）
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

ロボット活⽤により、⾼度な医療を
術者・患者ともに低負担で実現

出所）Intuitive Surgical, Inc.ホームページ

 腹腔鏡下⼿術を⽀援するために、テレロボッ
ト⽀援技術による画期的なアプローチが待
望されていた

 テレロボット⽀援技術を術者が習得するため
のトレーニング施設の充実が求められた

 「⾼解像度3D画像と緻密な操作性」
• ズーム対応3D内視鏡カメラ、40種類

以上の鉗⼦、⼿振れ防⽌等の諸機能
を搭載した⼿術⽀援ロボットを開発

 「トレーニングセンターの設置」
• 諸外国の⼤学・病院と連携して、⾃社

製ロボットを⽤いた外科⼿術の技術向
上の場を提供

 術者に負担を強いない形で、複雑な⼿
術のロボット⽀援を実現した。また、傷
跡・出⾎量を減らすことで、患者の負担
をも低減

 術者の製品理解・技術向上が進み、医
療機関への円滑な導⼊に貢献

戦略課題⑤︓⼈材の質・量の不⾜への対応

「ロボット利⽤技術のトレーニング」
 2040年には、医療をはじめとする⾼度な技能領域においても、

⼈材の質・量の不⾜が顕在化する。

 ロボットは、⽐較的単純な施術を代⾏することで⼈材の量不⾜
に貢献する。⼀⽅で、複雑・⾼度な施術においては、ロボットは
あくまで術者の⽀援に留まるため、ロボット利⽤技術のトレーニン
グ環境整備が重要となる。

企業名︓ Intuitive Surgical, Inc.
主要製品︓⼿術ロボット ≫⼿術⽀援ロボット”da Vinci”により、複雑な腹腔鏡下⼿術を⽀援

（http://www.intuitivesurgical.com/jp/pdf/ISGK_PressRelease_20140702.pdf?1457873131664）
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戦略課題⑥︓成⻑市場の取り込みに向けた各種課題への対応（①資源制約、CO2フリー）
 「戦略課題⑥︓成⻑市場の取り込みに向けた各種課題への対応（①資源制約、CO2フリー）」に関連する萌芽事例と

しては以下を取り上げた。

No. 萌芽企業 製品 2040年に向けて参考となるポイント

1 BMW ⾃動⾞ あらゆる製品の樹脂・炭素繊維使⽤⽐率が⾶躍的に増加

2 VICTREX, Inc. ⾼機能樹脂 ⾼機能樹脂の⼀般化

3 IKEA 家具 安定供給のための原材料・エネルギーの⾃社⽣産

4 RENAULT, Inc ⾃動⾞ 資源制約を考えた製品設計

5 住友化学 化学製品 資源の代替による需要への対応

6 トヨタ⾃動⾞ ⾃動⾞ ⽣産⼯程における再⽣可能エネルギーの使⽤拡⼤
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題⑥︓成⻑市場の取り込みに向けた各種課題への対応（①資源制約、CO2フリー）

「あらゆる製品の樹脂・炭素繊維使⽤⽐率
が⾶躍的に増加」

 2040年には、レアメタルやベースメタルなどの資源が枯渇する⼀⽅
で、新興国では製品需要の拡⼤傾向が持続する

 炭素繊維の本格的な安価量産の実現は、資源制約打開の⼀つ
の解となる。製造業企業には、各種代替材の技術動向、ベースメ
タル・レアメタルのリサイクル技術動向を注視し、将来重要となる素
材を的確に⾒定めることが求められる

出所）BMWi HP

 アルミより軽く鉄より硬いことからカーボンファ
イバーは「夢の素材」として注⽬されてきた

 カーボンファイバーは⽣産コストが⾼く、⽣産
台数の限られる⾼級⾞の板材などに⽤いら
れてきた

 社会的に持続可能な社会の実現に向けて
の機運が⾼まっている

 「カーボンファイバーの研究開発」
• SGLオートモーティブ・カーボン・ファイバーズ

社と共同研究を実施

 「量産⾞として初の試み」
• 業界として初めて量産⾞のパッセンジャーセ

ルにカーボンファイバーを採⽤

 「カーボンファイバー樹脂の再利⽤」
• カーボン・ファイバー加⼯およびそのリサイク

ル処理を実施

 カーボンファイバー強化樹脂による⾞両
重量の軽量化によって⾼性能リチウムイ
オンバッテリーの積載が可能になった

 初の量産仕様の実現により競合他社へ
の優位性を確保

 サステナビリティの達成によって製品ライ
フサイクルの⽬標値を達成し、第三者
機関TÜV SÜD の認証を獲得

≫カーボンファイバー製強化樹脂パッセンジャーセルの採⽤
企業名︓BMW
主要製品︓⾃動⾞

量産⾞に炭素繊維製部材を採⽤し、
軽量化とサステナビリティ確保に成功
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題⑥︓成⻑市場の取り込みに向けた各種課題への対応（①資源制約、CO2フリー）

「⾼機能樹脂の⼀般化」
 資源制約のため、多くの資源の価格が上昇。B to C製品において

は、資源の代替を⾏わなければ汎⽤需要をまかなえなくなる
 ボディのみならず、エンジンやトランスミッション、ブレーキなどの基幹

部品においても代替資源を⽤いることで、現在よりも低価格で製
品の⽣産が可能になる

出所）VICTREX, Inc,ウェブページ

 将来的な資源不⾜に対応するため、開発
に時間がかかる代替資源を現時点から準
備しておく必要があった

 鉄など従来の資源では、改善活動によるコ
スト低下や研究開発による機能向上に限
界があった

 「PEEK樹脂による基幹部品の代替」
• 樹脂素材の⾼機能化により、⾼い安

全性で基幹部品を代替

 「⾰新的な機能向上」
• 代替資源の採⽤により、既存資源で

成しえなかった、機能の向上が可能に

 ブレーキ部品などに採⽤され、2億⼈以
上が使⽤するほど普及

 PEEK樹脂により、ノイズが50％低減。
同時に製造の省⼯程化で、バルブ・コー
ンの80％のコスト削減が可能に

企業名︓VICTREX, Inc.
主要製品︓⾼機能樹脂

⾼機能樹脂による資源代替により、
資源調達リスクをヘッジ

エンジン

ブレーキ
ボディ

トランスミッション

≫ボディのみならず、エンジンなど基幹部品にも⾼機能樹脂が⼀般化

ボディ
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2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題⑥︓成⻑市場の取り込みに向けた各種課題への対応（①資源制約、CO2フリー）

「安定供給のための原材料・エネルギーの⾃社⽣産」

 ⼈⼝と共に需要が急増し、資源・エネルギーが枯渇。原材料不⾜
やコストの増加につながり、既存のエネルギー・原材料依存の企業
は存続が危ぶまれる

 植林といった原材料の⽣産や再⽣可能エネルギーへの移⾏で、
将来的なリスクをマネジメントし、先進的な企業としてのブランドイ
メージを構築

出所）IKEA, inc ウェブページ

 家具という製品の特性上、森林資源の枯
渇は将来的な企業への危機である上、森
林資源の再利⽤には⻑い年⽉を要するた
め、早いうちからの対応が必要だった

 化⽯燃料の枯渇が注⽬される中、⻑期的
な経営のため次世代エネルギーへの移⾏が
求められていた

 「森林資源の維持」
• 森林管理の基準を設け、違法伐採の材

料の使⽤から脱却。また、⾃社の使⽤量
以上の植林をする⽅針を採⽤

 「再⽣可能エネルギーへの移⾏」
• 太陽光発電と⾵⼒発電に15億ユーロを投

資し、店舗や⼯場に太陽光パネルを設置

 イケアを中⼼とする企業群により、3500
万ヘクタール分森林を増加させ、将来
的な森林資源の枯渇に対応

 2020年までに完全に再⽣可能エネル
ギーへ移⾏。先進的な環境対策により
ブランドイメージ向上

企業名︓IKEA Inc.
主要製品︓家具

原材料・エネルギーを⾃社⽣産へ移⾏し、価格の変動・
コスト向上のリスクをヘッジ

原材料

エネルギー
企業
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題⑥︓成⻑市場の取り込みに向けた各種課題への対応（①資源制約、CO2フリー）

「資源制約を考えた製品設計」

 ⼈⼝増加による資源需要が供給に追い付かず、資源不⾜・価格
上昇が起こる。そのため、⾃動⾞など多量の⾦属資源を使う製品
は既存の設計思想を維持できなくなる

 省資源や環境保全を考えた設計思想によって、資源制約から脱
却し、低コストで製品を⽣産することができる

出所）RENAULT, inc ウェブページ

 資源価格の向上・資源のリサイクルへの社
会的注⽬から、EUの廃⾞指令に沿った製
品設計が必要不可⽋に

 ⼤量の資源・化学物質を使⽤し、批判され
がちな⾃動⾞産業において、社会的な環
境保全活動が求められていた

 「リサイクルのための設計思想」
• 部品分解や再⽣利⽤可能素材の使

⽤、リサイクル済みプラスチックの採⽤な
どリサイクルを重視した設計を⾏う

 「環境保全のための設計思想」
• 物質データシートによる環境への影響の

把握や排⽔プラントの保有により、持続
的な保護運動を展開

 主⼒⾞種において重量⽐95%のリサイ
クル率を達成

 9年で⽔消費量を52％削減し、有害
物質も半減させ、EUにおけるブランドイ
メージを向上

企業名︓RENAULT, Inc
主要製品︓⾃動⾞

リサイクルを踏まえた設計により、
資源の使⽤量を⼤幅に削減
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題⑥︓成⻑市場の取り込みに向けた各種課題への対応（①資源制約、CO2フリー）

「資源の代替による需要への対応」
 新興国を中⼼に⼈⼝が増加し、⾦属資源は特に需要過多となる

。そのため、⾦属資源を⼤量に使⽤する従来の⾃動⾞などの製
品は⾼コスト・⾼価格になってしまう。

 低コスト・低価格で製品を供給するためには、鉄など⾦属資源を
化学製品などで代替し、軽量化にも取り組むことが必要不可⽋に
なる

出所）住友化学株式会社 ウェブページ、スズキ株式会社ウェブページ

 鉄など⾦属資源は、埋蔵量に限界があり、
将来的な汎⽤需要に応えるため、安価で
⼤量に⼊⼿できる代替資源を開発する必
要があった

 燃費の規制が世界的に厳格化している上、
航続距離に問題があるEVの普及のために
は⾞体の軽量化が不可⽋だった

 「⾃動⾞⽤ポリプロピレンの開発」
• ⾦属資源に劣らない耐久性・加⼯性を

持つポリプロピレンを開発

 「⾞体軽量化による省エネルギー」
• ⾦属資源からポリプロピレンに代替を進

めることで、⾦属資源

 バックドアやエンジンカバーなど鉄から樹
脂への移⾏が進⾏

 ⾞体の軽量化により燃費の劇的な向
上が⾒込まれる上、優れた成形性から
⽣産⼯程におけるエネルギー使⽤量の
削減が可能に

企業名︓住友化学株式会社
主要製品︓化学製品

資源の代替により、圧倒的な低コスト・
省エネルギーを実現

(http://www.sumitomo-chem.co.jp/csr/process_product/products.html)
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

出所）トヨタ株式会社 HP

 ⾃動⾞⾛⾏時におけるCO2排出量削減の
みならず、ライフサイクル全体でのCO2削減
を追求する機運が⾼まっていた

 ⽔資源の節約・リサイクルへの意識の⾼まり
を受け、⾃動⾞メーカーとしての貢献可能
性を模索していた

 「ライフサイクルCO2ゼロチャレンジ」
• リサイクル材の使⽤、⾞両解体まで考慮し

た設計、⼯場における再⽣可能エネルギー
の使⽤により、⽣産〜廃棄を包括した
CO2削減を提唱

 「⽔資源インパクト最⼩化チャレンジ」
• ⾬⽔貯留による⼯業⽤⽔利⽤量削減、ろ

過装置による⽔の再利⽤率向上、排⽔リ
サイクルによる⽔の再利⽤を推進

 ライフサイクル全体でのCO2排出量を削
減することで、エネルギー使⽤量の節約、
企業イメージの向上、将来的な環境税
対応

 地域社会に密着して環境問題に対応
することで、ブランド⼒向上。将来的な
⽔資源の価格上昇への適応能⼒を蓄
積

戦略課題⑥︓成⻑市場の取り込みに向けた各種課題への対応（ ①資源制約、CO2フリー）

「⽣産⼯程における再⽣可能エネルギーの使⽤拡⼤」

 環境汚染に対する規制が強化され、⽯油価格も上昇、製品の
利⽤時のみならず、製品の⽣産・廃棄においてもCO2を極⼒排
出しないことが先進国はもちろん、新興国でも求められるようにな
る

 世界の⼈⼝が急増し、⽔の需要が⼤幅に増加。これまで⽔など
注⽬されなかった資源の使⽤量削減・リサイクルをすることが製造
業の義務に

企業名︓トヨタ⾃動⾞株式会社
主要製品︓⾃動⾞

⽣産から廃棄に⾄るまで、製品のライフサイクルを
通した環境対策を志向

(http://www.toyota.co.jp/jpn/sustainability/environment/challenge2050/)
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戦略課題⑥︓成⻑市場の取り込みに向けた各種課題への対応（②リスクマネジメント）
 「戦略課題⑥︓成⻑市場の取り込みに向けた各種課題への対応（②リスクマネジメント）」に関連する萌芽事例として

は以下を取り上げた。

No. 萌芽企業 製品 2040年に向けて参考となるポイント

1 キヤノン カメラ ⽣産の先進国回帰および国内での分散⽣産

2 ルネサスエレクトロニク
ス ⾞載マイコン マルチファブ化による⾃然災害・地域紛争リスクへの対応

3 村⽥製作所 電⼦部品 ⼤規模市場に全機能を隣接させ、現地ニーズを捕捉

4 松本精機 ⾃動⾞部品 企業共同体でのリスク負担

5 本⽥技研⼯業 ⾃動⾞ 包括的なBCPの全企業における策定

6 ⽇本電⼦⼯業 ⽔晶振動⼦ 多⾯的なBCPによる早期復旧の実現

7 エクセディ ⾃動⾞部品 資本提携による複数拠点からの安定調達
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題⑥︓成⻑市場の取り込みに向けた各種課題への対応（②リスクマネジメント）

「⽣産の先進国回帰および国内での分散⽣産」
 2040年に向けてグローバル⽣産体制を構築する上では、反⽇運

動といった政治的リスクや、技術流出といった知財リスクへの対応
が求められる。

 新興国における賃⾦が新興国⽔準に接近すると、⾼い技術⼒が
求められる先進的な製品、また、国内需要が中⼼の製品につい
ては、⽣産の国内回帰が⾒られるようになる

出所)キヤノン株式会社ウェブページ

 以前より技術流出といった地政学的なリス
クへの対応が求められていた上、円安の進
⾏により逆輸⼊のコストが増⼤

 国内外の⼈件費の差は縮んだものの、未だ
に顕在。そのため、国内で⽣産しながらもコ
ストダウンを⾏う必要があった

 「国内⽣産への回帰」
• 国内⽣産を4割から6割にシフトさせると同

時に、技術流出の防⽌のため新製品は原
則国内で⽣産する⽅針を採⽤

 「⾃動化・内製化によるコストダウン」
• 国内⼯場において⼯場設備の⾃動化、部

品の内製化を進めることで、国内⽣産のコ
ストダウンを志向

 先進的な技術を保護した上で、国内の
優秀な⼈材を確保。また、⽣産拠点を
国内外に持つことで、為替の変動を吸
収

 機械化・内製化を進めることで、⽣産
性の向上・材料費の削減が可能になり、
⼈件費のコスト劣位を緩和

企業名︓キヤノン株式会社
主要製品︓カメラ

⽣産拠点を国内に戻し、
機械化・内製化でコストダウン

設備⾃動化
部品内製化

↓
コストダウン
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題⑥︓成⻑市場の取り込みに向けた各種課題への対応（②リスクマネジメント）

「マルチファブ化による⾃然災害・地域紛争リスクへの対応」
 災害などの地域リスクをヘッジするためには、⾃社の製品を分散して

⽣産することが不可⽋である
 ⾃社製品の分散⽣産の実現にあたっては、パートナリング⽣産

(OEM)による外部への委託を活⽤することで、投資額を抑えてのリ
スクヘッジが可能となる

出所）ルネサスエレクトロニクス株式会社ウェブページ

 東⽇本⼤震災によって、那珂⼯場が打撃
を受け、操業停⽌に陥ってしまったことが契
機となり、ステークホルダーよりリスク・マネジ
メントが要求された

 同社の製品は世界シェア4割と⾮常に⼤き
く、ほとんどを那珂⼯場で⽣産しており、操
業停⽌が世界の⾃動⾞メーカーへ⼤きな
影響を与えることになった

 「BCPの全⾯強化」
• BCPを全⾯的に⾒直し、顧客への安定供

給を最優先としたものに改善。⽣産⾯以
外で、在庫情報開⽰や代替品選別のガ
イドラインを作成

 「⽣産のマルチファブ化」
• 製品を安定的に⽣産するため、国内の別

⼯場や外部のファウンドリを活⽤し、ファブ
ネットワークを構築

 在庫保有情報の開⽰や、⾃社製品の
代替品の提案によって、⾃社製品とい
う枠組みを超えて、顧客の安定供給を
⽀援

 マルチファブ化により、⼀つの地域が災
害などで打撃を受けても、他の⼯場が
バッファとなり顧客に⾃社製品を安定し
て供給可能に

企業名︓ルネサスエレクトロニクス株式会社
主要製品︓⾞載マイコン

BCP強化とマルチファブ化により、
地域リスクに臨機応変に対応
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題⑥︓成⻑市場の取り込みに向けた各種課題への対応（②リスクマネジメント）

「⼤規模市場に全機能を隣接させ、現地ニーズを捕捉」
 2040年には、貿易の⾃由化が極限まで進展し、製造業⼤企業

は、すべての⼤規模市場を競争の場とするようになる
 需要の取りこぼしを避ける上では、①⼤規模市場周辺にものづく

りの全機能を配備し、現地ニーズへの感度・対応速度を⾼める、
②海外進出成功拠点を新たなマザー⼯場として次なる海外進出
を補助する、といった取り組みが参考となる

出所）株式会社 村⽥製作所ウェブページ

 海外でのニーズの取りこぼしを避けるため、
積極的な海外進出を志向していた

 ⽣産性重視の観点や、現地賃⾦向上リス
クの観点から、海外における⾃社のコスト優
位追及には懐疑的だった

 「⼤規模市場に向けた海外進出」
• 海外の⼤規模需要を取りこぼさないように、

需要がある北⽶や東南アジアには積極的
に進出し、⽣産技術を移転

 「マザー⼯場における研修」
• 国内のマザー⼯場で⽇本の技術を教え込

み、海外⽣産拠点を⽇本レベルの改善活
動が可能なレベルにまで育成

 海外拠点のみでバリューチェーン全体を
カバーすることで、現地のニーズの予測
精度が格段に向上し、競争⼒を獲得

 ⽇本並みの⽣産性を海外拠点で実現
するとともに、成⻑した海外拠点は、他
の海外拠点の育成を担当

企業名︓株式会社 村⽥製作所
主要製品︓電⼦部品

マザー⼯場から技術移転した海外⼯場が、
現地でのノウハウを糧に、新たなマザー⼯場へと成⻑

マザー⼯場

新規⼯場 先進海外拠点

技術・知識
の共有
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題⑥︓成⻑市場の取り込みに向けた各種課題への対応（②リスクマネジメント）

「企業共同体でのリスク負担」
 地震などの災害が起こった際、中⼩企業は公的な補助を受けら

れる可能性が低い上、⼤企業からの⽀援対象から漏れることも多
く、災害が事業採算の悪化・廃業に直結する

 親会社・公的機関依存のリスク・マネジメントを⾏うのではなく、地
域的なコミュニティや遠隔地の同様な中⼩企業との協⼒によって、
独⾃のリスク・マネジメントを確⽴することが重要となる

出所）⽇本政策⾦融公庫 総合研究所『震災を契機としたリスク対策への取り組み』

 新潟県中越地震において、公的な補助は
⼤企業・中堅企業優先に⾏われ、中⼩企
業の事業継続が困難であった

 中⼩企業は地域コミュニティとの結び付きが
強いため、中⼩企業の経営危機は地域社
会の活⼒・存続へ⼤きな影響を及ぼし得る

 「遠隔地企業との提携」
• 遠隔地の中⼩企業と提携するため、プラッ

トフォームを構築し、連携を取ることで地域
リスクに対応

 「地域コミュニティの形成」
• セミナー等を通じて地域コミュニティを形成

し、地域の中⼩企業同⼠での助け合いを
促進

 遠隔地の企業と提携し、地域リスクを
ヘッジ。また、交流を深めることでノウハ
ウを共有し、互いのものづくり改善策の
議論が可能に

 東⽇本⼤震災において、被災した中⼩
企業に、町⼯場から提供された⼯作機
械をマッチングして提供。また、事業継
続のための場所を提供

地域コミュニティ

企業名︓松本精機株式会社
主要製品︓⾃動⾞部品

公的機関・⼤企業に依存しきるのでなく、地域や
中⼩企業間の相互扶助を通じて災害リスクに対処

地域コミュニティ
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題⑥︓成⻑市場の取り込みに向けた各種課題への対応（②リスクマネジメント）

「包括的なBCPの全企業における策定」
 地震や津波といった環境・⾃然災害の地域リスクをマネジメントし

、どんな状況でも製品を顧客に安定的に供給し、関連企業全体
で事業を継続する体制の構築が求められる

 安定した製品の供給、あるいは部品や設備の調達のため、調達
先を複数化してのリスクヘッジや2次、3次サプライヤーまでの管理
が必要となる

出所）本⽥技研⼯業株式会社ウェブページ

 東⽇本⼤震災に起因するサプライチェーン
の分断で、部品の調達先が操業を停⽌。
安定した製品の⽣産が途絶えるリスクが浮
上した

 1次サプライヤーだけでなく、2次・3次サプラ
イヤーの操業停⽌が全体のサプライチェーン
を崩してしまうことが懸念された

 「調達先の複数化」
• 調達先が1社である部素材をリストアップ・

更新し、複数化のために取引先と交渉

 「復旧⽀援体制の構築」
• 部品の調達先が早期復旧するため、電源

などインフラ関係の⽀援や2次、3次サプラ
イヤー管理の⼿助けを実施

 調達先を複数化することで、1社の事
業継続が困難となっても、最終製品の
⽣産を持続できる

 リスクヘッジを⾏うだけでなく、災害からの
早期復旧を予め計画することで、サプラ
イチェーン全体の迅速な復元が可能に

企業名︓本⽥技研⼯業株式会社
主要製品︓⾃動⾞

2次・3次サプライヤーを含めた
全関連企業でリスク・マネジメント
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取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題⑥︓成⻑市場の取り込みに向けた各種課題への対応（②リスクマネジメント）

「多⾯的なBCPによる早期復旧の実現」
 グローバル化の進展に伴う競争の激化や、情勢不安定、資源枯

渇など様々なリスクが増⼤する中で、より効果的な対策の実施が
求められる

 ⽣産拠点や仕⼊先の分散のみならず、製造設備のノウハウも蓄
積する等、事前に多⾯的な対策を講じておくことで、早期復旧が
可能となり、想定外の事態にも対応しやすくなることを⽰唆してい
る

出所）⽇本電波⼯業株式会社ウェブページ

 ⽣産拠点が⼀箇所に集中してしまうと、有
事に⽣産が完全に停滞してしまうリスクが
あった

 サプライヤーの数や地域が限定的なことによ
るサプライチェーンの脆弱性が懸念された

 製造装置が故障した際、製造装置メー
カー無しで修理できず復旧が遅れた

 「⽣産のマルチ拠点体制」
• 国内・海外に複数の⽣産拠点を敷く

 「部材のマルチソース体制」
• 複数のサプライヤー・拠点から部材を調

達

 「製造マシンの⾃社開発体制」
• ⾃社製の製造マシンを開発、セッティング

やメンテナンスも実施

 東⽇本⼤震災発⽣時、宮城県に位
置する⽣産拠点以外、地震による被
害がなく⽣産を継続

 震災によるサプライチェーン⼨断の影響
を最⼩限に留めた

 マシンのメンテナンス等が容易になりライ
ンの早期復旧を実現

企業名︓⽇本電⼦⼯業株式会社
主要製品︓⽔晶振動⼦

対策を複合的に実施し盤⽯な体制を築く

⽣産
多⾓化

仕⼊れ
多⾓化

設備
内製化

盤石な体制



83

取組みのイメージ

2040年に向けて参考となるポイント

取組みの効果取組みの概要取組みの概要取組みの背景取組みの背景

先進
事例

戦略課題⑥︓成⻑市場の取り込みに向けた各種課題への対応（②リスクマネジメント）

出所）株式会社エクセディウェブページ

企業名︓株式会社エクセディ
主要製品︓⾃動⾞部品

「資本提携による複数拠点からの安定調達」
 震災や節電など調達リスクに対応するため、特に基幹部品の安定

調達が求められる

 基幹部品を複数拠点から調達できるよう、調達先と資本提携を
することで内部化や技術移転を進めるなど、サプライヤーとの協⼒
関係を深める必要がある

 「基幹部品の複数拠点⽣産」
• クロイドンと資本提携を結び、岡⼭県にあ

るエクセディの⼯場に専⽤設備の導⼊や
技術指導を通じてサプライヤーから技術移
転を進め、⾃社⽣産を実現

 ⾃社とサプライヤーの東⻄2拠点で安
定調達を実現。開発や⽣産⾯でも協
⼒関係が深化

※2011年の資本提携後出資⽐率が引
き上げられ、2013年１⽉にクロイドンはエ
クセディ福島へ改称

 基幹部品の⼤⼿サプライヤークロイドンの主
⼒⼯場が福島第⼀原⼦⼒発電所80km
圏内に⽴地しており、震災後海外取引先
から事業継続リスクの改善を求める声があ
がった

仕⼊先との資本提携により、
安定調達を実現し協⼒関係を構築

資本提携

技術提供
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2040年のものづくりの姿と競争⼒強化の⽅向性2040年のものづくりの姿と競争⼒強化の⽅向性４４
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2040年のものづくりの姿と競争⼒強化の⽅向性︓A）最⼤の変化と対応
 2040年のものづくりは、「つながる」ことが現在と最も異なる点である。
つながった結果として、「製品の在り⽅」、「企業競争⼒の源泉」、「ものづくりの産業構造」が⼤きく変化する。
その変化に対応するために、ものづくり企業は「⼈」、「技術」、「戦略」にこれまで以上に投資を⾏う必要がある。

 全ての製品はネットワーク化
 企業は利⽤者の同意が得られれば常に利

⽤者とつながっていることができる
 つながったが故に、企業は⾼度化・多様化

する利⽤者ニーズに常に応えなければなら
なくなる

製品を通じて企業と利⽤者がつながる

《2040年のものづくりの姿》

 製品・⽣産⼯程のモジュール化が進展し、
発注〜設計〜⽣産は極⼒リアルタイムで⾃
動に⾏われるようになる

 いくつかのグループには分かれると考えられる
が、多くのものづくり企業の様々な情報がリ
アルタイムに相互接続する

 取引先から必要とされるデータを接続できな
い企業はビジネスの⼟台に上がれない

サプライチェーンとエンジニアリングチェーン
がリアルタイムにつながる

 製品利⽤のライフサイクルで最⾼の価値を
利⽤者に提供できる製品設計

 ソフトウェアで機能の⼤半を実現

製品の在り⽅

《ものづくりにおける⼤きな変化》

 グローバルに優位性を持つ製品や加⼯技
術、⽣産能⼒のみが競争⼒の源泉となる
（対応⼒、関係性等の優先度は下がる）

企業競争⼒の源泉

 現在の系列・グループはより⼤規模に集約、
⼀部は解放に向かう

 ピラミッド型から砂時計型へと転換する

ものづくりの産業構造

 ソフトウェア（IT、AI等）技術者に重点的
に投資を⾏うようになる

 ⼈材調達はグローバルに⾏う

⼈への投資

《ものづくり企業の投資対象》

 材料メーカ、機械メーカと連携し、研究開
発をオープンに⾏った上で、オンリーワンの技
術を獲得する

技術への投資

 ⼤企業は変化を先取りし、⾃ら業界を動か
し、リードする戦略を構築

 中⼩企業も中⻑期の戦略が不可⽋

戦略への投資
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2040年のものづくりの姿と競争⼒強化の⽅向性︓2040年のものづくりのイメージ
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2040年のものづくりの姿と競争⼒強化の⽅向性︓B）つながるチェーンの姿
 2040年のものづくりは、サプライチェーン、エンジニアリングチェーンがリアルタイムにつながる世界となる。
効率化を実現する技術はAIやロボットを活⽤し、⽐較的安価に取りそろえることができるようになる。
結果、ものづくり企業の競争⼒の源泉は、データ活⽤を前提とした上で、設計開発能⼒とそれに対応した⽣産技術に⽴ち戻る。

サプライチェーンとエンジニア
リングチェーンのつながり

 製品設計、製造⼯程のモジュール化が究極的に進み、顧客からの発注と製品設計（カスタ
マイズ設計）および⽣産開始まではリアルタイムかつ⾃動に⾏われる

 カスタマイス製品以外でも設計と⽣産はリアルタイムにつながり・変化し続ける

サプライ
チェーンの
未来の姿

Who  調達・購買はAIによる最適化が進展する
 ⽣産は全⼯程が⾃動化され、⽣産現場に残る⼈はオペレータのみとなる

When  受注と同時に⽣産が開始される
 グローバルのすべての拠点が同時並⾏に必要な業務を開始する

Where  製品供給に必要な拠点がAIにより⾃動的に選択される

What  繋がった消費者のデマンドを200%満たすダントツ製品
 機能の⼤半がソフトウェアで定義されたモノ

How

 受注〜調達・購買は安価な汎⽤AIソフトを活⽤
 物流はグローバルな数社のサードパーティが担う
 ソフトとハードの摺合せや最新技術の活⽤により各企業がオンリーワンの競争⼒のある⽣産

⼯程をグローバルに提供するようになる

エンジニアリングチェーンの
未来の姿

 ベース設計が共有・標準化されることで、多数の企業・個⼈が企画に参加
 ⼯程設計はAIが⾃動で実施し、⼤幅な改善は⼈が実施
 機能開発はリアルタイム・試⾏錯誤にユーザーとつながりながら⾏われる
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2040年のものづくりの姿と競争⼒強化の⽅向性︓C）ものづくり企業の変⾰戦略
 2040年にグローバル競争⼒を有するためには、多くの企業が実現しなければならない基盤としての要件、競合他社との競

争に勝つための差別化の要件、差別化を事業として成⽴させるための収益化の要件を実現することが求められる。
差別化の源泉は、ダントツ製品（およびそれを継続的に⽣み出す能⼒）。ダントツ製品はユーザーと使われ⽅に対するデー

タを取得・活⽤・理解した上で、⾃社だけが持つ加⼯等⽣産技術や材料を活⽤してニーズを満たすことで⽣み出される。

マスカスタマイズを⼤量⽣産と同様のコストで⾏うことは
競争の前提条件

サプライチェーン、エンジニアリングチェーンの完全
デジタル化を進め、⾃社／他社の⽣産設備を最適活⽤

 グローバルなビジネス展開は前提条件
 デジタル技術の進展により、多様な収益モデルが可能に

なり、製造業もバリューチェーンを考えた最適なビジネス
モデルを設計すべき（サービス展開は⼀つの⼿段）

基盤

（競争に参加する
ための前提条件︓

差別化要因にはならない）

差別化
（競争⼒の源泉）

収益化

《実現⽅法》《必要要件》

 ユーザと、使われ⽅についての質の⾼いデータを確保・
活⽤し、性能・デザイン・使い勝⼿にリアルタイムに反映。

 独⾃の加⼯・材料等の技術を徹底的に磨きこみ、それを
⽣かした製品・サービスを設計

 ⽇本⼈の強みを⽣かし、ハード・ソフト・AIを最適に擦合わせ

最⼤限利潤を
獲得できる

ビジネスモデル

性能、デザイン、
使い勝⼿で他社よりも

⼀桁異なる
ダントツ製品

マスカスタマイズを
安価に実現できる

グローバル⽣産体制

デジタル技術・ロボティクス・AI技術がものづくりの基盤
技術となり、使いこなせる⼈材確保が不可⽋

⽇本国内における⼈材育成と、グローバルな⼈材獲得を
同時並⾏に進めるべき

デジタル技術・
ロボティクス・AI技術が

わかる・使える
⼈材確保
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2040年のものづくりの姿と競争⼒強化の⽅向性︓D）中堅・中⼩企業の変⾰戦略
部品・部材を製造する中堅・中⼩企業にターゲットを当てると、2040年に向けては市場等の変化に加えて、主な顧客で

ある⼤企業の⼤きな変化に対応しなければならない。
競争環境が変化した結果、淘汰される企業と成⻑する企業の明暗がくっきりと分かれる。
ものづくり企業として⽣産に関わるには、競争⼒の源泉である製品を深化させ、グローバルに売り込むことが求められる。

 すべての企業の製品・能⼒がデジタル化
され、グローバルに共有化される

 世界の中から最適な企業が選ばれる

情報のグローバル化

 マスカスタマイズは当たり前の世界となり、
⼤規模OEM（受託製造企業）は、
あらゆる加⼯・組⽴を⾼いレベルで実現

 世界唯⼀の技術・ノウハウを持つ企業のみ
が選ばれる

ものづくりのカスタマイズ化

 ⼤企業の⽣産・企業設備はすべてデジタル
化、製品も⼤半はソフトウェア化

 中⼩企業も同等の企業データ・⽣産データ
・製品そのもののネットワーク化が必要

⼤企業・製品のデジタル化

《外部環境変化》

10社に
1社

《現在の中堅・中⼩企業の
2040年の企業形態》

Case 2

独⾃の技術が⽣かせるニッチ
市場を開拓し、グローバルに

⾼利益体制を実現

Case 4

転業もしくは、廃業
（Case1 企業への統合含む）

Case 3

個客対象のカスタマイズ
装飾品メーカとして⽣き残り

《Case 1企業となるための要件》

 ⼒のある企業は世界中から選ばれ、
成⻑できる時代となるため、躊躇
せずに世界とビジネスを⾏うべき

 世界中から選ばれるダントツの
製品・サービスを作り続け、磨き
続けることのみが製造を担う
ものづくり企業として、⽣き残り・
成⻑する道

 業界をリードし⾼い利益を獲得して
いる企業（インテグレート企業）と
事業を⾏うことで、⾃社も⾼利益を
実現

 IT投資、ソフトウェア⼈材投資は
⼤企業と同じレベル（売上⽐）で
⾏うべき

Case 1

ダントツ技術・製品を基に
グローバルに事業展開し、
現在の10〜100倍に成⻑

10社に
9社
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企画・構想
設計・開発
組⽴製造

2040年のものづくりの姿と競争⼒強化の⽅向性︓E）ものづくりの産業構造変化
 2040年のものづくり産業のTier構造は、少数のメーカーを頂点とするピラミッド型から、多数のプロダクトデザイナー・少数の

汎⽤品製造メーカー・多数のカスタマイズ品製造メーカーから構成される砂時計型に変わる。
※汎⽤モジュール系から順に、既存の系列構造は解体へと向かう。

少数の⼤⼿メーカーが、企画・構想、設計・開発、
組⽴製造まで幅広く担っている

部品製造は多数のサプライヤーが⽀えている

⼱はプレーヤー数を表す

部品製造（Tier1）

部品・原料製造（Tier2~）

企画・構想（・設計）※1

部品製造※2

組⽴製造

設計・開発

個客対応のカスタマイズ品製造※3

（装飾品等製造するMaker’s）

《ピラミッド型（現在）》 《砂時計型（2040年）》変化

※1︓オープン化された基本設計技術をベースに、多数のプロダクト
デザイナーが企画・構想・詳細設計を⾏う

※2︓⼤部分の部品製造は、少数の超巨⼤サプライヤーに収斂
される（産業規模は増⼤するが、企業数は激減）

※3︓⼀⽅、付属的なカスタマイズ装飾品等は多様な消費者
ニーズを捉えた多数のMaker’sが担う

変化①
基本設計のオープン化

多数のプロダクトデザイナーの登場

変化②
製造・加⼯技術のデジタル化・汎⽤化

部品製造メーカの集約化

変化③
装飾品インターフェースの標準化

カスタマイズ品製造メーカーの台頭
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2040年のものづくりの姿と競争⼒強化の⽅向性︓E）産業別の⽅向性検討
 2040年に向けた変化と対応の⽅向性は、産業によって異なる側⾯も存在する。
東海地⽅では、「TOKAI VISION のアクションプラン 」を策定し、⾃動⾞関連産業、航空機産業、ヘルスケア産業、環境

産業の4産業を戦略産業とし、未来に向けた強化の⽅向性を描いている。
アクションプランで描かれた戦略実現のために、各産業⻑期の未来も視野に⼊れた取り組みを進めることが求められる。

⾃動⾞関連産業 航空機産業 ヘルスケア産業 環境産業

東海地域の
現状※

• 輸送⽤機械の出荷額は全国の4割
強、⾃動⾞部品は6割強

• 世界をリードする⽣産技術⼒

• 三⼤重⼯メーカが⽴地
• ⽣産額は全国の約5割、⽇本随⼀

の集積
• MRJの製造本格化

• 医療機器の⽣産額は全国の約
25％、医薬品や約19％

• 医療現場の多様なニーズにこたえる
技術⼒

• 多様なモノづくり産業を⽀える環境
対策技術が集積

• 優れた技術の海外移転に取り組む
PRI

強化の
⽅向性※

• 次世代の⾃動⾞関連技術の開発
や⽣産技術の⾼度化推進

• 世界屈指の製造拠点であり続ける
ため、中堅・中⼩企業の集積を最⼤
限⽣かす

• 「アジアNo.1クラスター」を形成し、
世界三⼤拠点の⼀つに

• 設計・開発、製造・販売、保守管理
までの⼀貫体制を構築

• 新製品が次々と⽣まれるような改良
型医療・介護・福祉機器の開発製
造拠点

• 健康管理・疾病予防サービスや地
域の包括的⽀援・サービス提供

• 環境対策技術を結集した設備・シス
テムの⾼付加価値化等による販路
開拓や海外マーケット開拓を通じた
環境ビジネスの創出・拡⼤

2040年に
向けた強化の

課題

 ⾃動運転、EV、シェアリングな
ど市場環境の⼤きな変化の可
能性

 ⽇本国内にエンジン・機体メー
カ（インテグレータ）が存在し
ない可能性

 ⼤⼿医療メーカが不⾜し、グ
ローバルにおける存在感が薄い

 グローバルなマーケットの動向・
成⻑性が不明確

課題克服
成⻑戦略

 消費者の⾃動⾞の使い⽅を
部品に⾄るまで詳細に把握し、
機能・サービスに反映

 IoT化し、何よりも（スマホより
も）便利な道具に昇華させる

 部品・部材メーカは製品を磨
き、グローバルにビジネスを展
開する

 材料・部品・部材メーカは海
外インテグレータとのビジネスを
積極的に進める（開発段階
からの関与を⽬指す）

 加⼯技術、材料技術の磨きこ
みを⾏い、世界に売り込みをか
ける

 医者向けのカスタマイズ、患者
向けのカスタマイズの使い分け
を実現するための最適な⽣産
プロセス・体制の構築

 技術を持つ企業と医療業界の
ノウハウを持つ企業とのオープ
ンイノベーションを推進し、早期
に事業化

 継続的に技術向上を図り、他
国を環境技術でリードし続け、
グローバルに次々と製品・サー
ビス展開を⾏う（他国と⼀桁
異なる環境浄化機能）

 CO2対策、低汚染環境浄化
等の技術を深化させ、サービス
事業化

※「TOKAI VISION のアクションプラン」の記載内容。同ブランでは、愛知・岐⾩・三重・静岡・⻑野が検討対象
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2040年に向けた外部環境変化（詳細）2040年に向けた外部環境変化（詳細）参考参考
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１－１ 技術の変化
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技術⾰新
技術⾰新は、後続のキャッチアップを容易とする等、競争環境の変化を促し、東海地⽅の製造産業に制約／脅威をもた

らす。⼀⽅、AI・加⼯・材料技術の⾰新を取り込み、機会に繋げていく必要がある。

外部環境変化
項⽬ No. トレンド 将来予測 ものづくりへの影響

技術

1 ⾃律化 ⼈⼯知能、センシング、通信技術等の発達により⾃動⾛⾏が可能
となるなど、モノの⾃律化が進展する。

＜ハードからソフトへの付加価値移転＞
• 電⼦化・電動化によってメカトロニクスの電⼦制御ソフトウェ

アの重要性が増す。また、⾃動⾛⾏化によって周辺認識、
⾳声認識等の各種ソフトウェアが必要となる。

• 競争領域はソフトウェアにシフトし、ハードのコモディティ化が
進む。

2 電⼦化・電動
化

⾃動⾞の電装化や電動化に代表されるように、動⼒の電動化、制
御の電⼦化が加速する。機械部品が電⼦部品に置き換わっていく。

3 モジュール化
電装化は電⼦機器と同様にモジュール化をもたらす。⾃動⾞メー
カー各社も部品共有化によるコストダウンを狙い、モジュール化設計
を推し進める。

＜擦り合わせ技術の完全デジタル化＞
• 電⼦化・電動化、モジュール化の進展、設計・⽣産プロセス

のデジタル化は、⽇本の⾃動⾞メーカーが系列を形成して
培ってきた擦り合せ技術のデジタル化をもたらし、誰でも簡
単にQCDRを向上させることができるようになる。

4 デジタル化
IoTやIndustry4.0といった取り組みにより、サプライチェーンおよび
エンジニアリングチェーンのすべての情報がデジタル化され分析可能
になる。同時にネットワーク速度・演算速度はボトルネックではない
レベルに⾼速化する。

＜AI・ロボットへの依存＞
• AI・ロボットの導⼊は、コストメリットだけでなく、⽣産プロセス

の効率化、製品開発の⾼度化をもたらす。
• ⽣産プロセス全般において、AI・ロボットへの依存度が⾼

まっていく。
5

⼈⼯知能
（AI）の技
術⾰新・普及

AI技術が⾰新的に進化し、安価なアプリケーションが開発されるこ
とで誰でも簡単に利⽤できるようになる。論理解のある問題につい
てはすべてAIで解くことができる。

6 ⽣産技術の
⾰新

Additive Manufacturing（3Dプリンタ）、超精密レーザー加
⼯、⼯具の⾼強度化、ロボットの⾼機能・多機能化 等 加⼯技
術が⾶躍的に進展する

＜加⼯⼯程超効率化、⼩規模メーカーの勃興＞
• 加⼯⼯程の超効率化が進む。3Dプリンタ等によりものづくり

のハードルが下がり、⼩規模メーカーが勃興するなど、ものづ
くり分散化が進む。

＜材料イノベーションによる⾰新的製品の登場＞
• これまで実現できなかった製品性能が可能になる。⼀⽅材

料が製品性能を⼤きく規定するようになる。
7 材料技術の

⾼度化
⽣体模倣材料、ナノ材料などが急速に進展。また、三次元構造解
析など解析技術の⾼度化により、これまで実現できなかった製品設
計が可能になる。
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１．⾃律化
 2040年、完全⾃動運転⾞は新⾞販売の⼀定割合を占めるようになる。
⼀⽅、⾃動化レベルの低い条件付き⾃動運転⾞や⾃動運転機能なしの⾃動⾞市場も依然⼤きい。

⾃動化
レベル ⽇本における定義 NHTSAの定義 2025年

（約1.1億台）
2030年

（約1.2億
台）

2035年
（約1.3億台）

（レベル0） 運転⽀援なし ⾃動化領域ゼロ

レベル1
加速・操舵・制動のいず
れかをシス テムが⾏う状
態

1つの初歩的な運転作
業の⾃動化

レベル2
加速・操舵・制動のうち
複数の操作 をシステムが
⾏う状態

2つ以上の初歩的な作
業の⾃動化

レベル3
加速・操舵・制動を全て
システムが ⾏い、システ
ムが要請したときはド ライ
バーが対応する状態

周囲の状況をすべて監
視しての⾃動化

レベル4
加速・操舵・制動を全て
ドライバー以 外が⾏い、
ドライバーが全く関与し
ない状態

完全⾃動運転、
⾃律運転

0.5%
60万台

Boston Consulting Group 矢野経済研究所

10%
1,200万台

2,350万台

3,155万台

980万台

70万台

3,442万台

1,989万台

362万台

0万台

12%
1,390万台

15%
1,840万台

【表︓⾃動運転⾞の⾃動化レベル別の年間新⾞販売台数（各社予測、パーセントは新⾞販売台数に占める割合）】

※日本の定義とNHTSAの定義は完全一
致しないが、便宜上同一レベルに記載

9%
1,180万台

IHS Automotive

1%未満
23万台

約1億台
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２．電⼦化・電動化
⾃動⾞の電⼦化・電動化、さらには⾃動運転化によって、付加価値が機械・構造部品から電⼦部品やソフトウェアに移

転する。さらに、⾃動⾞産業が移動サービス産業化すると、⾃動⾞外のインフラ等にも付加価値が発⽣する。

出所︓各種資料より三菱総合研究所作成

【変化要因の凡例】
○：付加価値押し上げ
●：付加価値押し下げ

電⼦化・電動化 ⾃動運転化

○メカトロニクス制御に必要な各
種ソフトウェアの搭載

○モータ、インバータ、電池 等の
搭載

●エンジン、トランスミッション、油
圧装置 等の不要化
○⾞体・⾻格の軽量化

○⾃動運転に必要な各種ソフト
ウェア（⾃動ブレーキ／⾃動操舵
、周辺認識、⾳声認識 等）の搭
載

○各種センサー（ミリ波、⾚外線、
画像、遠⾚外線）の搭載

○ディスプレー／ＨＵＤの⾼度化

●⾞載カーナビの不要化（スマー
トフォンによる代替）

●⾞体・⾻格の簡素化

○⾃動運転に必要な各種インフラ
機能提供（ICT、電⼒ 等）
○配⾞サービス等の新たなモビリ
ティサービス提供

機械・構造
部品

電⼦部品

機械・構造
部品

電⼦部品

ソフトウェア

ソフトウェア

⾃
動
⾞
本
体

インフラ／
サービス

⾃
動
⾞
外

2015年
（ガソリン⾞）

2040年
（電気・⾃動運転⾞）

【図︓電⼦化・電動化および⾃動運転化に伴う、付加価値割合の変化イメージ】

部品コスト⽐︓
3割

部品コスト⽐︓
7割

部品コスト⽐︓
7割

部品コスト⽐︓
3割

開発⼯数︓
１千万ステップ
（200⼈で5年以上）

開発⼯数︓
１億ステップ以上
（2000⼈で5年以上）

（注）部品コスト⽐、ソフトウェア開発⼯数は中国経済産業局「⾃動⾞関連技術の最近の動向」より
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３．モジュール化 １／２
⾃動⾞メーカー各社はモジュール化（⾞種間の部品共有化・共通化）の設計コンセプトを発表している。
モジュール化の進展によって、部品やインタフェースの標準化が進み、擦り合わせの必要性が薄まる。完成⾞メーカー－サプ

ライヤー間の結びつきが弱まることで、従来型の系列構造が崩壊する。

出所︓各社ホームページ

●フォルクスワーゲン「MQB （モジュラー・トランスバース・マトリックス）構想」 ●⽇産⾃動⾞「コモン・モジュール・ファミリー」

●トヨタ⾃動⾞「トヨタ・ニュー・グローバル・アーキテクチャー」●BMW「Modular Strategy」
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３．モジュール化 ２／２
モジュール化の進展は、かつてパソコン等の電⼦機器で⽣じたときと同様に⽔平分業化を加速させていく。

パソコンで⽣じた⽔平分業化

出所）⽇経テクノロジーonline 「電⼦⽴国はなぜ凋落したか」 http://techon.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20131225/324813/?P=3

コンピュータ市場は従来は垂直統合
型で、⾃社で販売〜ソフト・ハード
製造まで全てを⾏っていた。

モジュール化設計思想が広まるととも
にインタフェースの標準化がなされ、
各社は特定の階層に経営資源を投
⼊して選択と集中を⾏った。

⽔平分業化が進展し、階層間のネ
ットワークで最適なサプライチェーンが
組まれるようになった。（各社、最適
な調達先をグローバルに選定できる
ようになった）
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４．デジタル化
スマートファクトリーは、⼯場間で、デザインからメンテナンスにいたる製造プロセスの情報の流れをITでつなぎ、QCDR 

(Quality, Cost, Delivery, Resource)を⼤幅に向上させる。
 ドイツが進めるIndustrie4.0は標準化を軸にスマートファクトリーを先導し、ドイツ製造業の復権を⽬指している。
シーメンスは、スマートファクトリーのソフトウェア上のプラットフォームを構築し、⽣産者⽀援ビジネス展開を企図している。今

後、製造装置とソフトウェアさえ購⼊すれば、誰でもスマートファクトリーを利⽤することができるようになる可能性がある。

【図︓スマートファクトリ・つながる⼯場の概念図】

⾃社⼯場内のIT-FA連携や標準化された⽣産モジュールの活⽤によって、⽣産の
QCDRを⼤幅に向上させる。

出所︓Smartfactory-KL Prof. Zuhlkeプレゼン資料より

スマートファクトリで⽣産されたスマートプロダクトは、いつ製造されて、どのようなパラメー
タで⾃分を加⼯し、どこに納⼊すべきかなど能動的に製造プロセスを⽀援する。デザイン
からメンテナンスに⾄る様々な⽣産のリソースにおいて、材料、エネルギー、情報の流れを
IT でつなぐ。
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５．⼈⼯知能（AI）の技術⾰新・普及
 AI技術が⾰新的に進化し、安価なアプリケーションが開発されることで誰でも簡単に利⽤できるようになる。論理解のある

問題についてはすべてAIで解くことができる。
⼀⽅、ものづくりカイゼンの着眼点など、「問題の設定」「仮説構築」などは⼈間の役割に残される。

(出所）東京⼤学 松尾豊准教授 RIETIセミナー資料

⼤⼈のAI ⼦供のAI

特
徴

• ビッグデータから⼈
⼯知能へという持
続的イノベーション

• 特徴量の設計を
⼈間が⾏う

• ディープラーニング
を突破⼝とする破
壊的イノベーション

• 特徴量の設計を
AIが⾏う

相
性

• 販売、マーケティン
グと相性が良い

• 認識、運動を伴う
産業（農業、建
設、製造業 等）
と相性が良い

• センサやアクチュ
エータが必要

機
会

• Google、
Facebook、
Amazon等が強く、
⽇本企業は逆転
が難しい

• 製造業と関連が
深く、⽇本企業に
チャンスが⼤きい

(出所）東京⼤学 松尾豊准教授 産業構造審議会資料

【ＡＩの類型】【ＡＩ技術の発展と社会への影響】
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６．⽣産技術の⾰新︓①加⼯技術の⾰新
 Additive Manufacturing（3Dプリンタ）、超精密レーザー加⼯、⼯具の⾼強度化、ロボットの⾼機能・多機能化 等

加⼯技術が⾶躍的に進展する
特に、3Dプリンタ技術の⾰新によって、組⽴・加⼯では製造が不可能な微細・複雑・マルチ材料の作り込みが可能となる

。センサーや駆動部を埋め込んだ、⼈体以上の⾼機能・⾼集積なデバイスが作製できるようになる
加⼯技術の改良 Additive Manufacturing（3Dプリンタ）の⾰新

●⽇本は精緻な加⼯技術を強みとしてきた
●さらに加⼯技術の、微細・⾼精度化、⾼能率化が進む

●3Dプリンター技術の⾰新によって、組⽴・加⼯では不可能であった、
機能化・集積化が可能になる

出所︓MSTC加⼯技術ロードマップ 出所︓SIP/⾰新設計⽣産技術公開シンポジウム「イノベーションソサエティを活⽤した中部発⾰新的機器
製造技術の研究開発」⽇本機械学会、名古屋⼤学、福井⼤学、ファイン・バイオメディカル

（名古屋⼤学 秦誠⼀教授ご提供）

蜘蛛の⽷の⼈⼯⼤量⽣産
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７．⽣産技術の⾰新︓②材料関連技術の⾰新
⽣体模倣材料、ナノ材料などが急速に進展。また、三次元構造解析など解析技術の⾼度化により、これまで実現できな

かった製品設計が可能になる。

バイオミメティクス 三次元構造解析 マテリアル・インフォマティクス
●⽣体の構造や組成に着想を得て、こ
れまでになかったような新しい機能を発
現させたり、従来の機能をはるかに凌駕
させるような技術

●従来⼆次元であった解析技術が、三
次元でも可能となってきている
●三次元構造解析技術により、これま
で経験則も交え試⾏錯誤的に⾏ってい
た材料設計が分⼦レベルで完全に制御
可能となり、新素材開発が⼀新する

●新材料が⾰新的製品を⽀えてきた
（LED、Li-ion電池、CFRP、ｸﾞﾗﾌｪﾝ
等）
●ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝに代表される
材料シミュレーション技術によって、研究
開発リードタイムが⼤幅短縮できる

出所︓Spiber社 出所︓三井化学分析センター 出所︓⽶MGI

蜘蛛の⽷の⼈⼯⼤量⽣産 ナノスケール三次元イメージング 研究開発リードタイムの⼤幅短縮を狙う⽶国
Materials Genome Initiative
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１－２ 資源制約の変化
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資源制約
 このまま資源制約が厳しくなると、2040年では従来通りのものづくりは困難になる。

外部環境変化

項⽬ No. トレンド 将来予測 ものづくりへの影響

資源制約

8 資源調達リス
クの顕在化

化⽯燃料（特に原油）、ベースメタル（銅、鉛、亜鉛等）、⽔資
源は⻑期的に枯渇する⾒込みが明確となり、価格の急変動、供
給の急激な絞り込みなどのリスクが顕在化する。⼀⽅で資源を保
有するものの影響⼒は現在以上に強くなる。

• 原材料の⾼騰、もしくは原材料そのものが⼊⼿困難となり従
来通りの部品製造が不可能になることが懸念される。

• 各国政府はEV・FCVの普及策を加速させる。（先進国は温
暖化対策、新興国においては⾼騰するガソリン価格への対策
として）

• 代替燃料を使⽤した低公害⾃動⾞の開発・実⽤化も求めら
れる。

• ⼯場では燃料の調達価格が⾼くなり、製造コストの増加が予
想される。

• 化学、鉄鋼など⼯業⽤⽔の使⽤量の多い産業は製造拠点
の⽴地に制約を受ける。

9
地球環境問
題の制約強
化

温暖化の進展により、異常気象等のリスクが⾼まる。温暖化対策
のための政策的制約も現在よりも⾶躍的に強くなる。新興国の環
境悪化は国際的な調整のもとに回復傾向となる。上記に伴い
BCP対策の必要性がこれまで以上に⾼まる。

• 洪⽔などの異常気象の被害を企業が受けるリスクが⾼まり、
危機管理の対応に迫られる。

• 地球温暖化などに対する国際的な規制の強化への対応が
求められる。

10 労働者資源
のひっ迫

労働者資源のひっ迫︓⼈材不⾜（先進国全般において（中
国含む）少⼦化の進展に伴い、労働者⼈⼝が激減する。その
結果、ものづくりの担い⼿確保が困難になるだけでなく、運送の
担い⼿も不⾜し、物流のひっ迫も⽣じる。同時に、⼥性・⾼齢者
活⽤や移⺠の活⽤等による労働者の多様化への対応も必要に
なる）

• ものづくりに従事する労働者の確保が困難になり、⼈材獲得
競争が企業間で激化する。
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８.資源調達リスクの顕在化 ①鉱物資源のひっ迫(1/2）
 2100年ではほとんどの鉱物資源は枯渇。2040年時点で資源の利⽤⾃体は可能だが需給は現在以上にひっ迫し、⼀部

資源については価格が⾼騰し安定供給が困難になっている。
⼀⽅、鉄は低品質の鉄鉱⽯の活⽤により2040年時点ではまだ枯渇していない。

累積資源需要量

埋蔵量

リサイクルによる
必要供給量

出所︓独⽴⾏政法⼈ 物質・材料研究機構 原⽥幸明「国際資源の本質的課題」

2100年までの鉱物資源の需要と供給
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８.資源調達リスクの顕在化 ①鉱物資源のひっ迫(2/2）
2100年までの鉱物資源の需要と供給

出所︓独⽴⾏政法⼈ 物質・材料研究機構 原⽥幸明「国際資源の本質的課題」
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８.資源調達リスクの顕在化 ③⾃動⾞産業への影響
⾃動⾞にはレアメタル、ベースメタルが豊富に使⽤されている。
鉱物資源の枯渇が⽣じると、⾃動⾞部品の多くは製造が困難になる。

出所︓資源エネルギー庁「鉱物資源をめぐる現状と課題」

2050年までに枯渇が予想
される鉱物資源
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８.資源調達リスクの顕在化 ④化⽯燃料（1/5）
世界の化⽯燃料の消費量は⼀貫して増加傾向にあり、今後も新興国の経済成⻑を背景に増加しつづけると予測されて

いる。

出所︓BP “Energy Outlook 2035 summary”

【世界のエネルギー消費量の推移（エネルギー源別、⼀次エネルギー）】
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８.資源調達リスクの顕在化 ④化⽯燃料（2/5）
部⾨別では輸送⽤のみならず発電、産業においても消費量の増加は著しい。

【世界のエネルギー消費量の推移（部⾨別）】

出所：BP “Energy Outlook 2035 summary”
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８.資源調達リスクの顕在化 ④化⽯燃料（3/5）
⼀⽅で、⽯油の可採年数は2012年時点で52.9年と⾒込まれており、今後需給の逼迫は避けられない状況となっている。

出所︓資源エネルギー庁（BP「Statistical Review of World Energy 2013」をもとに作成）

【世界の原油確認埋蔵量（2012年末）】



111

８.資源調達リスクの顕在化 ④化⽯燃料（4/5）
シェール⾰命以後、天然ガスは⾮在来型（シェールガス）などを含めると推定埋蔵量は2011年時点で230年分であり、

2040年時点で需給がひっ迫する可能性は低い。
⽯炭の可採埋蔵量は8609億トンであり、可採年数は現状109年と⾒込まれている。

出所︓⽇本ガス協会

【世界の天然ガス推定埋蔵量（2011年）】

出所︓資源エネルギー庁

【世界の⽯炭推定埋蔵量（2013年）】
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８.資源調達リスクの顕在化 ④化⽯燃料（5/5）
ガソリン価格の決定要因である原油価格は、⾜元では下落しているものの、現在よりも需給のひっ迫が予想される2040

年においては原油価格のさらなる上昇が予想される。

出所︓⽶国EIA “Annual Energy Outlook 2015”
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８.資源調達リスクの顕在化 ⑤⽔資源
世界の⽔の使⽤量は急増している。
アジア、欧⽶先進国など⼈⼝が多い国を中⼼に⽔への需要は⾼まっていく。

出所︓国⼟交通省

※⽔利⽤量は⼯業⽤⽔、農業⽤⽔、⽣活⽤⽔を含む
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9. 地球環境問題の制約強化 ①今後の予測
地球温暖化は今後も進⾏し続け、地球全体の気温は上昇するとIPCCは予測している。
 IPCC第 5 次評価報告書によれば、2016〜2035年における世界平均地上気温は1986〜2005年の同平均値よりも0.3

〜0.7℃⾼いとされている。

出所︓IPCC 第5次評価報告書
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9. 地球環境問題の制約強化 ②洪⽔リスクの増⼤
地球温暖化の進⾏による気温の上昇、⽔⾯の上昇は世界各国で異常気象の発⽣、⽣態系の破壊などのリスクが⾼まる。
ものづくりに対しては、⽣産拠点が集中している沿岸部において世界各地で洪⽔の危険性が⾼まっており、緊急時への危機

管理体制構築が求められる。
また、気温拡⼤により⽣物媒介感染症の拡⼤も予想され、⼈材の健康リスクも⾼まる。

出所︓環境省「IPCC 第5次評価報告書の概要」
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9. 地球環境問題の制約強化 ③規制の強化
地球温暖化の進⾏に伴い、温室効果ガスの排出規制もより厳格化することが予想される。
 2015年12⽉のCOP21においてパリ協定が合意され、「産業⾰命前から平均気温上昇を2℃未満に抑える」⽬標に対し

て途上国含む世界各国が取り組むこととされた。
今後、産業部⾨に対する省エネの要求も⼀段と⾼まると思われる。

【2020年以降の温暖化対策の国別⽬標案】

出所︓WWF JapanをもとにMRI作成

国名 概要
EU ・2030年までに、1990年⽐で、温室効果ガス排出量を国内で少なく

とも40％削減する。
アメリカ ・2025年までに、2005年⽐で、温室効果ガス排出量を26〜28％削減

する。28％削減へ向けて最⼤限の努⼒をする。
ロシア ・2030年までに、1990年の、70〜75％に抑制する（※90年⽐20〜

25％削減）ということが、⻑期的な指標になりうる。
カナダ ・2030年までに、2005年⽐で、温室効果ガス排出量を30％削減す

る。
中国 ・2030年ごろにCO2排出量がピークを迎えることを達成し、より早

期にピークを迎えるように最⼤限の努⼒を⾏う。
・2030年までに、2005年⽐で、GDP当たりのCO2排出量を、60〜
65％削減する。

韓国 ・2030年までに、BAU⽐で、温室効果ガス排出量を37％削減する。

⽇本 ・2030年までに、2013年⽐で、温室効果ガス排出量を26％削減する
（2005年⽐では、25.4％削減）。

ドイツ ・2020年までに、1990年⽐で、40％削減し、2050年までに80％〜
95％削減する⽬標を設定している。

【パリ協定の概要】

出所︓国⽴環境研究所
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9. 地球環境問題の制約強化 ④地震リスク
世界各国において地震リスクは今後も顕在。グローバルサプライチェーンの構築によって地震リスクへの脆弱性が⾼まるおそ

れがある。
特に⽇本は南海トラフをはじめ2040年までに⼤規模な地震に⾒舞われるリスクが⾼い。

出所︓⽂部科学省
地震調査研究推進本部事務局「全国地震動予測地図２０１４年版」

【世界の地震発⽣分布図】
（1977年1⽉から2012年12⽉までに発⽣したマグニチュード5以上の地震）

【2014年から今後 30 年間 に 震度 6 弱以上の
揺れに⾒舞われる確率の分布図】
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10. 労働資源のひっ迫（1/3）
少⼦化に伴い先進国の労働⼈⼝（15〜64歳の⽣産年齢⼈⼝）は2040年には2010年と⽐べて約6千700万⼈減少

する。
ものづくりに従事する労働者の確保が困難になり、難⺠・移⺠含めた⼈材獲得競争が企業間及び国家間で激化する。
途上国においても65歳以上の⾼齢者の⼈⼝⽐率が⾼まり、先進国同様⾼齢社会への対応が求められるようになる。

【先進国の年齢別⼈⼝の推移】

出所︓United Nations, World Population Prospects, the 2015 Revision

【途上国の年齢別⼈⼝の推移】
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10. 労働資源のひっ迫（2/3）
⽇本では物流の⼈⼿不⾜が既に顕在化。Eコマース市場の拡⼤及び⽣産年齢⼈⼝の減少によって、物流のひっ迫の深

刻化が予想される。
⼀⽅で、物流向け⾃動運転トラック、物流⽤ドローンの開発も進められており、⼈⼿不⾜の解消だけでなく、物流業界が

⼤きく変わる可能性がある。
 スマートファクトリーの⼀部として⼯場の受発注と連動し、物流リードタイムの⼤幅な削減等

出所︓国⼟交通省総合政策局物流政策課「労働⼒不⾜問題について」

【トラック運送業界の⼈⼿不⾜感】 【⾃動運転トラック（ダイムラー「Freightliner Inspiration」）】

出所︓ダイムラー【物流⽤ドローン（Amazon）】

出所︓Amazon
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10. 労働資源のひっ迫（3/3）
  ⾼齢化の進展とともに、加齢によるユーザの⾁体的制約を解決する製品カスタマイズへの社会的要請が強まる。

体⼒の低下により、
⻑時間の農作業が困難に

傾斜⾯での作業が多く、
既製農具が使い⾟い

【農業機械のカスタマイズ例①】
• 農業機械の座席を、利⽤者の⾝体形状に

⾃動フィット
• ⾝体の不⾃由な機能を補うオプションパー

ツを任意に追加

【農業機械のカスタマイズ例②】
• 傾斜地で農業機械を利⽤するため、初期

装備のタイヤを四⾜歩⾏ユニットに換装
• 傾斜地での機械姿勢安定のため、ジャイロ

センサモジュールを追加取り付け

ユーザの⾁体の状況、使⽤の場⾯に応じて適切なカスタマイズを実施
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１－３ 政治・国際情勢の変化



122

政治・国際情勢の変化
ＴＰＰのような多国間経済連携は今後も進み、⾃由貿易のさらなる加速による競争環境のフラット化が⽣じる。
地政学的リスクは今後も顕在し、将来の政治リスクは「分からないもの」としての対策が必要になる。

外部環境変化

項⽬ No. トレンド 将来予測 ものづくりへの影響

政治・
国際情

勢

11 競争環境の
フラット化

TPPをはじめとする多国間FTAによる広域経済連携は今後も
加速し、いくつかの地域に分かれた⾃由貿易圏が成⽴する。

• 多国間経済連携により関税撤廃、投資環境が均⼀化
することに伴い、国境をまたいだ企業活動は今後も活発
になり、サプライチェーンの現地化がこれまで以上に進展
する。

• ⼀⽅、あらゆる市場において外国企業・現地企業との競
争が激化する。

12 地政学的リ
スクの増⼤

中国をはじめとする新興国の成⻑により既存の国際政治のパ
ワーバランスは変化している。
中東・アフリカの情勢は依然不安定。紛争リスクは増⼤しており、
要因も資源・⽔・宗教などが絡み、対⽴軸が多様化している。

• 特に政治不安が著しい中東・アフリカにおいて、拠点への
直接的な被害や、市場からの撤退を余儀なくされる状
況が懸念される。

• 危機管理への対応が今後もより求められるようになる。
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11. 競争環境のフラット化 ①多国間経済連携の加速
 TPPをはじめとする多国間FTAによる広域経済連携は今後も加速し、複数の地域に分割された⾃由貿易圏が成⽴して

いく。

【世界の主な広域経済連携の状況】

出所︓ 内閣府 「包括的経済連携の現状について（平成23年11⽉）」

EU
（欧州連合）

ＳＡＣＵ
（南部アフリカ関税同盟）

ＧＣＣ
（湾岸協⼒理事会）

メルコスール
（南⽶南部共同市場）

ＮＡＦＴＡ
（北⽶⾃由貿易協定）

ＴＰＰ
（環太平洋パートナーシップ）

ＣＥＰＥＡ
（ＡＳＥＡＮ＋６）

ＡＴＩＧＡ
（ＡＳＥＡＮ物品貿易協定）

ＥＡＦＴＡ
（ＡＳＥＡＮ＋３）

■⾚線︓⾃由貿易協定（ＦＴＡ）等（協定参加国間で関税の削減・撤廃等、貿易を⾃由化）
■⻘線︓関税同盟（参加国間で貿易を⾃由化することに加え、第三国に対する関税を共通化）
■緑線︓欧州連合（関税同盟に加え、資本・⼈等の移動の⾃由、経済政策の調整、通貨統合、共通外
交政策等も進めている。）
■⾚破線︓ＥＡＦＴＡ、ＣＥＰＥＡ、ＴＰＰ（ＦＴＡの⼀種）
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11. 競争環境のフラット化 ②市場競争の激化
多国間経済連携による関税の撤廃、投資環境の均⼀化が⾃由貿易圏内における競争環境のフラット化を⽣じさせる。
 例として、TPPによって中⼩企業の繊維メーカーが東南アジアに進出し、現地企業と提携しつつ北⽶などの先進国マーケットに輸出すること

が想定される。（下図参照）
市場に応じたサプライチェーン構築が容易になる⼀⽅、外国企業・現地企業との競争激化も予想される。

出所︓⾸相官邸「環太平洋パートナーシップ (ＴＰＰ ) 協定の⼤筋合意について」2015年10⽉16⽇

【TPPによる中⼩企業の海外展開イメージ】
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12. 地政学的リスクの増⼤ ①現在の紛争状況
中東・アフリカを中⼼に現在も武⼒紛争は多数⽣じており、国際情勢は不安定な状態が続いている。

出所︓Google 世界の紛争マップ

アルジェリア内戦

⻄サハラ紛争

スーダン内戦
ソマリア内戦

ミンダナオ紛争

カシミール紛争

チェチェン紛争

イラク戦争、クルド⼈問題

アフガニスタン内戦

タジキスタン紛争

パレスチナ紛争戦

ISIL

【現在の世界の紛争地図】



126 出所︓⽶国国家情報会議編 「2030年世界はこう変わる」

サハラ砂漠以南アフリカ ラテンアメリカ ロシア 中東 南アジア 東アジア 欧州

現状

爆発する若年人口、中間所得
者層の拡大、急速な都市化の
影響で、同地域の国々は転換
期を迎える。資源不足が深刻
化する地域もある。

過去10年間に経済成長を実現
した地域は多いが、その豊か
さの分配は不十分。

オイルマネーに頼った経済体
質は脆弱。他分野の産業育成
は進んでいない。急激に進む
高齢化は労働力不足につなが
る。

常に緊張状態にある地域があ
り、軍事衝突にも発展すること
もある。こうした緊張下でも経
済発展を維持している地域も
ある。

パキスタンやアフガニスタンで
は、経済の破綻状態が続き、
大量の若年層が失業し、エネ
ルギー不足が深刻化してい
る。インドでは、収入や教育の
格差、インフラ不足が課題。

中国の経済的、軍事的な台頭
で、近隣諸国との対立関係が
深まる。

GDPや技術力、貿易量など
で、その存在感は依然として
大きい。

今後の動向

社会基盤の脆弱な国々が多い
が、経済成長や最新技術の恩
恵で安定を見せ始める国も登
場する。コンゴやソマリア、サ
ヘル地帯（サハラ砂漠の南
縁に東西に広がる地域）が
最も不安定な地域として残
る。

GDPが年率4%で成長、中間所
得者層が膨らむ。女性やマイノ
リティー集団の政治参加も進
む。教育や医療サービスなども
広まる。

外国からの投資を積極的に受
け付け、海外に輸出できる製
品を生産する産業の育成が必
要。

「アラブの春」の原動力となった
若者人口は徐々に減り、熟年
化に向かう。シェールオイルな
どの新型資源の登場に伴い、
中東はオイルマネーに頼った
経済政策の見直しを迫られる。

①インドが成長エンジンとなっ
て地域が安定する、②イスラム
教の影響が強まる、③パキス
タンとアフガニスタンが国家とし
て破綻する、という３つのシナ
リオが考えられる。専門家が
①の最善シナリオの確率は低
いとみる。

多くの国が中国との経済関係
を深める一方で、安全保障面
では米国依存を強める。

経済のためにはより強い”統
合”を目指した方が有利だが、
各国民の合意を得るのは難し
い。

不安定要因

ポピュリズムに後押しされた
政権や政治腐敗などがはび
こると、アフリカは経済成長
の機会を失う可能性があ
る。

高成長を維持するためには、
世界経済が成長し、ラテンアメ
リカの労働力や資源を必要とし
続ける必要がある。また、各国
は教育水準や統治力を向上さ
せて、経済成長の波に乗り遅
れないように努力する必要が
ある。

生活水準が低下すると、国民
の間でより国粋主義的な活動
が盛んになる恐れがある。

①イランの核兵器開発、②サ
ウジアラビア王家の没落、③エ
ジプトのイスラム原理主義政
権、④多民族・多宗派国家
のイラクやシリアで内紛激
化。

パキスタンが支援したテロがイ
ンドで再発すれば、両国の関
係は悪化する。パキスタンとイ
ンドの間で不信感が強いまま
では、隣国アフガニスタンの治
安安定で協力するのは難し
い。

中国が今後どのくらい欧米型
のルールに配慮し、軍事情報
を公開していくのかに事態は
大きく左右される。特に、中国
の経済成長が想定通りに進ま
なかった場合、近隣諸国に対
してより攻撃的な姿勢を見せる
可能性が高い。

EUを"1つの国"にする連邦制
の動きは進まない。だが、EUを
分割する動きにもならない。

12. 地政学的リスクの増⼤ ②地域別の地政学的リスク
中国をはじめとする新興国の成⻑により、2040年の国際政治のパワーバランスは変化しており、現時点での予測は不可

能。
⼀⽅で中東・アフリカの情勢は依然不安定であることは予想される。紛争の要因も資源・⽔・宗教などが絡み、対⽴軸が

多様化することで紛争リスクは増⼤する。

【⽶国国家情報会議による地域別の地政学的リスク】
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１－４ 消費者ニーズの変化
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消費者ニーズの変化
マクロトレンドの変化が、先進国／新興国の消費者ニーズを変質させる。

外部環境変化
項⽬ No. トレンド 将来予測 ものづくりへの影響

消費者
ニーズ

13
中所得者層
の⾶躍的拡
⼤

新興国の経済発展に伴い、中所得
者層が拡⼤する。

• 新興国を中⼼に、汎⽤品需要が急速に拡⼤する。
• 「安かろう、悪かろう」の製品では、新興国ユーザの⼼を捉えることはまずますできなくなる。

必要な機能要件を満たした上で、適正価格の製品、あるいはさらに⾼い付加価値を訴
求できる製品が選好される。

14
⾼所得者層
の消費⾏動
の変質

総労働時間の短縮に伴い、消費⾏
動の機会が増加する。また、製品・
サービスのカスタマイズ性向上や価値
観の多様化により、製品選択の幅が
拡⼤する。さらに、eコマースの⾰新等
により購買⽅法の選択の幅が拡⼤す
る。

• 先進国は汎⽤品ニーズは満たされ、より多様な消費が⾏われる。これまでとは異なる競合
軸で製品をとらえる必要が⽣じる。マスカスタマイゼーション、サービス重視もこれまで以上
に強まる。

• 必要な機能を絞り込んだ汎⽤モジュールを消費者の価値観に合わせてカスタマイズする仕
組みが必要となる。また、製品を迅速に消費者に届ける仕組みづくりが必要になる。

• 製品発売後も、ユーザー満⾜度を向上させるソフトウェアアップデートを打ち出し続けること
が⼀般的になる。

• マーケティングと⽣産のつながりが強くなり、広告・宣伝の内部化が求められるようになる。
• リースや従量課⾦制など、製品・サービスの特性に応じた消費形態を柔軟に適⽤すること

が求められるようになる

15

消費者デマ
ンドに対応
するための
製品のネッ
トワーク化

すべての製品はネットワーク接続し、
それを活⽤した製品設計が求められ
る。

• あらゆる製品へセンサ・IDタグを搭載し、管理する設計が求められる。
• 製品の遠隔操作、機能更新、修理要否判定などが、当然のものとして求められるように

なる。
• 製品のトレーサビリティも完全に求められるようになる。

16
デジタル・カ
スタマイズ
マーケティン
グの究極化

望む消費者においては、全ての保有
物・利⽤物、使⽤状況、購買履歴
がデジタル化・共有化される
全ての消費⾏動において、当該デー
タを⽤いたリコメンドがなされる
ECと実店舗の区別はなくなる

• 現時点では各企業に閉じた消費者データが2040年では原則共有されるようになり、メー
カは当該データの⾃由な利活⽤（費⽤は発⽣）が可能になる

• 製品開発プロセスや受発注〜⽣産までのプロセスが⼤きく変⾰する
• EC活⽤によって、メーカーがユーザのニーズや購買情報を取得することが容易となり、これ

らを⽣かした製品開発が求められるようになる。
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13.  中所得者層の⾶躍的拡⼤
中所得国を中⼼に⼈⼝が急増し、1⼈当たりGDPも上昇
⇒2040年まで市場拡⼤は継続し、汎⽤品に対するニーズが爆発的に増⼤する。
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（2015〜2040年、年率）

出所）国連「World Population Prospects 2015」よりMRI作成

91.6億人

※低〜⾼所得国の定義は、国連銀⾏の定義に準ずる。
• 低所得国︓2014年⼀⼈当たりGNI 1,045USドル以下
• 中所得国︓ 〃 1,046USドル以上12,735USドル以下
• ⾼所得国︓ 〃 12,736USドル以上

推計

【2040年までの⼈⼝増加（低・中・⾼所得国別）】 【低・中所得地域の⼀⼈当たり実質GDP】
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14. ⾼所得者層の消費⾏動の変質
⾼所得国を中⼼に、製品の選択機会・選択の幅が広がり、従来以上に多様な製品が出現する。
⼀⽅で、製品の急速な多様化の中で、消費者は次第に⾃らのニーズを明確に把握することが困難となり、価値観を共有

する他者からのサジェスチョンの重要性が⾼まる。

消費機会の増加 消費の選択の幅の拡⼤

【就業外時間の増加】
 業務効率化
 勤務形態の多様化
 ワークライフバランスの検討

製品選択の幅の拡⼤ 購買⽅法選択の幅の拡⼤

【製品のカスタマイズ性向上】
 マス・カスタマイゼーション
 消費者ニーズに応じた

ソフトウェアアップデート

【消費選択の最適化】
 ⼤企業の画⼀的なマーケティング

論理の終焉
 リアル／バーチャルの無数のコミュ

ニティにおける、価値観共有と消費
サジェスチョン

【所有形態の多様化】
 レンタル
 リース
 シェアリング

【⽀払形態の多様化】
 従量課⾦制
 アフターサービスのパッケージ化

【消費ルートの多様化】
 リアル店舗
 eコマース
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14. ⾼所得者層の消費⾏動の変質
先進国の年間実労働時間は総じて減少傾向。
業務効率化、勤務形態多様化に伴い、今後も減少傾向は継続する。
⇒就業外時間の増加によって、消費⾏動の選択機会が増加する。
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14. ⾼所得者層の消費⾏動の変質
多様なワークスタイルの実現により、出勤⽇においても、まとまった時間の確保が容易になる。
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14. ⾼所得者層の消費⾏動の変質
ソフトウェアアップデートの⾃由度向上やマスカスタマイゼーションの実現により、個別消費者ニーズとのフィッティング機会が

増加する。

2015年2015年 2040年2040年

購⼊時

購⼊後

部分的な仕様選択
• 限定的なモジュールの組み合わせ
• 表⾯的な単純加⼯、外付けパーツ

（例）
• 時計のネーム⼊れ
• スマートフォンのカバー選び
• ⾃動⾞のカスタムパーツ（ダイハツ・コペン等）

部分的な更新・補修
• 外付けパーツの換装
• ソフトウェアアップデートによる機能更新・追加
• 購⼊後のメンテナンスサービス

（例）
• スマートフォンのカバー選び
• スマートフォンのアプリ追加
• サービスセンターでの修理対応

より自由な更新・補修
• 形状・質感の自由な変更
• 利用状況に応じた自動アップデート適用
• 製品の自動補修

（例）
• 音声認識でデバイスの形状・質感が変化
• 利用の癖に合わせたインターフェースパターン自動適用
• 自己修復素材によるキズ・汚れの自動補修

より⾃由な仕様選択
• 次世代素材を⽤いた無段階（連続的）な質感・

デザイン選択
• 簡易設計ツールによるユーザー独⾃のデザイン

（例）
• ⾃動⾞形状のmm単位の設定、⾊調の微調整
• 外装デザインのセルフ設計

【期待されるキー技術】
メタマテリアル・⾃⼰修復素材・モー
フィング等

【個別消費者ニーズとのフィッティング（購⼊時／購⼊後）】
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14. ⾼所得者層を中⼼とした消費⾏動の変質
 リアル／バーチャルの無数のコミュニティにおいて価値観共有が進み、⼤企業の画⼀的なマーケティング論理が通⽤しなくな

る。
消費者⾃⾝が選択したコミュニティ内で、価値観共有と消費サジェスチョンが⾏われる。これにより、消費選択が最適化さ

れる。

特
徴

• 消費者は、⼤企業に強制された価値
観の下で、盲⽬的な消費選択を実施。

• リアル／バーチャルに形成された無
数のコミュニティにおいて、リーダー
の価値観に沿った消費選択を実
施。

• リアル世界にいくつかの価値観が並存
しており、消費者は⾃らが共感する価
値観の下で、消費選択を実施。

背
景

• ⼤企業によるトレンド操作
• マーケティング⼿法の盲信

• 予測マーケティング等による個⼈管
理への反発

• 様々なコミュニティの萌芽
• マーケティング⼿法の未成熟

具
体
イ
メ
ー
ジ

• 業界がファッションの「トレンド」を決定
し、消費者は与えられたトレンド情報を
もとに消費選択を実施。

• Youtube上で⼈気を博した個⼈
の価値観に同調した⼈々が、同質
的な消費選択を実施。

• ヒッピー、コンティネンタル、ロックンロー
ル等、消費者は系統別に共有された
価値観のもとに消費選択を実施。

〜1980s
画⼀的な価値観の強制

2020s〜
新たな価値観の台頭

1990s〜2010s
複数の価値観の共存
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15. 消費者デマンドに対応するための製品のネットワーク化
安価かつ⾼性能のセンサー・IDタグの爆発的普及が進む。
⇒すべての製品はネットワーク接続し、それを活⽤した製品設計が求められる。

【“connected”な製品が当たり前】

出所）Janusz Bryzek(2013) ” Roadmap for the Trillion Sensor Universe”

電化製品のネットワーク化電化製品のネットワーク化11

⾮電化製品のネットワーク化⾮電化製品のネットワーク化22

消費者のネットワーク化消費者のネットワーク化33

• 外出先からの家電操作は、当たり前の要件となる。
• 製品メンテナンスの要否を⾃動判定し、定期的にメーカーに情報送信を⾏う。

⇒メンテナンスは、申告するものではなく、メーカーから知らされるものとなる。
• ⾃動⾞⾛⾏位置を共有し、渋滞を⾃動回避できるようになる。

（※通信機能、⼩型バッテリ・発電デバイス等の搭載は前提となる）

• 消耗品の使⽤状況を⾃動送信し、⾃動補充・従量課⾦するサービスが⽣まれる。
• 「窃盗」がなくなる。
• トレーサビリティ情報の記録されていない⽣鮮⾷品は敬遠される。

• 消費者の膨⼤な⾏動データを利⽤した、様々なサービスが出現する。
• 個⼈の⽣活習慣データを蓄積することで、病気の早期発⾒が可能となる。
• 親しい⼈々の状況を常にシェアできるようになる。
• 「迷⼦」がいなくなる。

ビジネス拡⼤の⽅向性

出所）Business Insider, URL:http://www.businessinsider.com/how-the-internet-of-things-market-will-grow-2014-10
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16.デジタル・カスタマイズマーケティングの究極化
 2040年には、望む消費者においては、全ての保有物・利⽤物、使⽤状況、購買履歴がデジタル化・共有化されることが

想定される。
その結果として、全ての消費⾏動において、当該データを⽤いたリコメンドがなされる。

富⼠通のデジタルマーケティングソリューション コンセプト

出所）富⼠通HP︓http://www.fujitsu.com/jp/solutions/business-technology/intelligent-data-services/digitalmarketing/concept/

現在では、各⼩売業のオムニチャネル化
が進展し、左記の富⼠通が提案してい
るような個社に閉じたデジタルマーケティ
ングが展開されている。

今後は、GoogleやFacebookの連動広
告のようにより広範なデータを活⽤したマ
ーケティングが可能となる。

全てのアカウントが紐づけられることにより
、望む消費者は⾃らの全データがオープ
ンとなり、データをベースとした⾮常に利
便性の⾼い消費が可能になる。

メーカも当該データを活⽤した直接のマ
ーケティング、製品開発が可能となる。



137

17.ビジネスのルール変更の可能性
製造業ビジネスを取り巻くルールや仕組み（社会構造、法制度、⾦融、知財等）が変更され、ビジネスモデルに多⼤な

影響を及ぼす可能性がある。

ルール変更の可能性 ルール変更の概要 ビジネスモデルへの影響

所有権の変化

• モノの管理可能性の拡⼤により、特に所有権の考え⽅が変化する。「誰が
何を持っているのか」を規定するのが困難になる。

• 例えば、⼟地所有権について、誰かの家に他の誰かのセンサが取り付けられ
ている場合、⼟地・家・センサーは誰が所有するのかが争点になる。⼟地の
遠隔随時管理が普及すると、取得時効をはじめとする現⾏の⼟地制度は
変更を余儀なくされる。

• リース、レンタル、割賦等の境界
線が曖昧に。ユーザは選択肢が
広がる

• あらゆるもの（⼯場、装置、製
品、部品）の所有が株式のよう
に％で分割できるようになる

⾦融の仕組み変化

• ⾦融・保険サービスの社会インフラとしての役割は、社会の⼤変化の中で⾮
常に重要なものとなる。⾦融・保険業は、グローバルなテスト、ビッグデータの
活⽤等への取組みを加速していくことが求められる。

• 例えば、フォードの乗⽤⾞が普及したのは、⼤量⽣産の⽬途が付いたからだ
けではなく、⽉賦払いと保険が導⼊されたからと⾔われている。

• 部品単位でトレーサビリティ。
Tier1~2まで製造物責任を問わ
れる。損害保険サービスが発達

• 融資審査におけるAI活⽤。中⼩
企業は資⾦調達が容易に

• コストベースでなく提供価値ベー
スでの収益分配が部品単位で
⾏われる

知財のオープン化
• 知財を所有するという概念が薄まっていく。⽇本企業は知財を⾃前で抱え

込んでしまい、他社にライセンスするという意識が薄かった。
• 例えば、中国等の新興国で知財侵害が摘発できるようになり、積極的に知

財の流動化・共有化を図り、マネタイズするようになっていく。

• 知財ライセンス、売買の活発化
• 知財を収益源とする（ファブレ

ス）企業の増加

制度・社会構造の変化
• 国⺠国家の概念が喪失あるいは異質になる可能性がある。
• 例えば、国籍やパスポートに関する考え⽅も変化すると、移⺠問題も変質

する。

• 雇⽤がよりグローバル化
• 外資系企業による⽇本企業の

M&Aへの嫌悪感が希薄化し、
活発化




