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IVI法人化記念シンポジウム

－第4次産業革命「ものづくりのこれから」がはじまる! －

日時：6月17日（金） 13:00～17:00
場所：東京ビックサイト 会議棟１階レセプションホール

主催：インダストリアル・バリューチェーン・イニシアチブ



Agenda

• ３つのトレンド要因

• 究極のつながるものづくりの到来

• 技術的な課題は必ず解決する

• 2045年のものづくりの世界
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はじめに・・・

■製造業のものづくりが大きく変化しつつある。
ドイツ：第4次産業革命
米 国：産業のインターネット化

■ものづくり先端技術を有する日本でも議論を開始
●ロボット革命イニシアチブ
●インダストリアル・バリューチェーン・イニシアチブ

■2015年はIoT元年
産業のインターネット化議論は世界中に飛び火



はじめに・・・

■起こりうる可能性を
客観的に積上げ、
見えてくる姿を共有し、
対策につなげるための
基軸と位置づけたい。

■IVIホワイトペーパでは、
楽観的にも、悲観的にも
なることなく、メガトレンドを
正しく把握し、製造業の
未来を予測する。

■つながる世界の出現により、これまでにない新たなサービスが
次々と生まれる環境が整いつつあるのか？？

出展：http://blog.seesaa.jp/



ものづくりの変化を読み解くキーワード・・・

■日本の製造業は、デジタル化、ネットワーク化の取り組みを
1980年代から確実に積み上げてきた。

■ものづくりメガトレンドは・・・
新たな時代に向けて大きく変わろうとしている。

■自然法則が支配するハードウェア技術が中心だった時代から、
制度体系や論理体系が支配するソフトウェア技術が
競争優位を決定づける時代となりつつある。

■当時の工場は、自動化を進めるなかで要素技術を蓄積し、
その一方で、機械では越えられない品質の作りこみを、
職人の巧みな技術によって極める方法も会得した。

正しそうに聞こえるが、重大な見落としもある！

ルールの変化を読み解くキーワードは３つ



デジタル化・オープン化・サービス化

■日本の製造業は、デジタル化、ネットワーク化の取り組みを1980
年代から確実に積み上げてきた。

■ものづくりメガトレンドは、新たな時代に向けて大きく変わろうと
している。

■自然法則が支配するハードウェア技術が中心だった時代から、制
度体系や論理体系が支配するソフトウェア技術が競争優位を決定
づける時代となりつつある。

■当時の工場は、自動化を進めるなかで要素技術を蓄積し、その一
方で、機械では越えられない品質の作りこみを、職人の巧みな技術に
よって極める方法も会得した。

正しそうに聞こえるが、重大な見落としもある！

ルールの変化を読み解くキーワードは３つ

出展：日立製作所「2018中期経営計画」



1) デジタル化

■デジタル化により、伝達スピード、蓄積の規模、
そして加工の精度が飛躍的に高まる

■IoTが従来のデジタル機器と比べて特徴的といえるのは、
センサーと通信機能（＝つながる事を前提とした機器）

■機器同士の通信機能にはネットワーク効果が働く

■ネットワーク効果とは・・・
通信機能により付加価値を高められる製品は、一定規模に達した
途端、瞬く間にその普及規模が膨れ上がる（携帯電話の普及等）

製造業のメガトレンド

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化

ｵｰﾌﾟﾝ化

ｻｰﾋﾞｽ化



2) オープン化

■オープン＆クローズ戦略：マーケットを広げる
ことで、技術の経済価値を高める戦略。

■ものづくりの現場がクローズ体質であるのは、
生産プロセスやノウハウが模倣されやすく、
権利の主張が難しいため。

製造業のメガトレンド

■ITにおけるソフトウェアの世界は、既にオープン化に移行しているため、
ソフトウェア中心となるIoT時代には大きな方向転換が必要。

■内部のしくみは隠蔽しつつ、外部とのインタフェースの部分について
オープン化する“つながるものづくり”の「競争」と「協調」の枠組みを
自社内部に取り込んでおく

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化

ｵｰﾌﾟﾝ化

ｻｰﾋﾞｽ化



3) サービス化

■サービス業へのシフト：新興国の工業化に
対応する企業戦略（生き残るための意思決定）

■サービス業のほうが差別化がしやすい。且つ
デジタル化、つながる化による付加価値が比較にならないほど高い

■製品の利用のタイミングごとに収益機会が増大するビジネスモデル
情報を活用することで、更なる収益モデルへの移行が可能

■IT企業だけではサービスを差別化しにくくなりつつある。
モノを介したサービスの仕組みをIoTで再構築する企業が、
次のステージでルール上有利なポジションを得ることができる

製造業のメガトレンド

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化

ｵｰﾌﾟﾝ化

ｻｰﾋﾞｽ化
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究極のつながるものづくりの到来（１）

■究極のIoT工場：すべてのものづくり挙動がデジタル化され、
それらのデータをネットワーク化することで、サイバーな世界のモデルと
フィジカルな世界にある現実を一対一に対応させることができる
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(a) 実現が困難なCPS（統制型）

先行投資
が必要

究極のつながるものづくりの到来（２）

■IoTのレベルに対する
付加価値とコストのバランスが
IoT推進の鍵

■コストと付加価値が逆転する
境界点で、IoT化は止まる

■つながる相手がIoT化されて
いなければ、ネットワーク効果が
得られない

■工場や企業をこえてIoTでつながる世界は、実現しないのか・・・
（究極のIoT工場は想像できるが、そこに至るパスを想像できない）

【問】 果たして、究極のIoT工場
は実現可能なのか？



究極のつながるものづくりの到来（３）

【答】全ての製造業が究極のIoTの
世界に向かう方法は存在する

日本のものづくり力発揮①！

【対策①】
■単位当たりのコストの低減

【対策②】
■CPS境界点の移動

■低価格デバイス等でIoT化のコストを下げる。
①必要なハード・ソフトをモジュール化し、組合せて活用
②モジュールは繰り返し使い、組合せを変えて適用範囲を拡大
⇒インターフェイスを合せこんでいく：『つながるものづくり』の真骨頂

IoTのレベル
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究極のつながるものづくりの到来（４）

日本のものづくり力発揮②！

■そこそこの範囲でネットワーク効果が引き出せるしくみを採用する。
①既存データとIoT利活用の新データの組合せで価値を創出
②現場視点のボトムアップで自律分散型のシステム
③カイゼンによる段階的な自己変容可能なシステム
⇒これまで実現できなかった全体最適の視点で効果を出す

IVIのDNA ～行動規範と思考プロセス～

■一年間の活動を通じて以下のようなDNAができつつある・・・
①「やってみてから考える」・・・・・・・・・答えのない世界
②「答えは現場が知っている」・・・・・・現場情報は付加価値の源泉
③「意見を持てば仲間が増える」・・・・ぶれない哲学と継続的発信
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技術的な課題は必ず解決する（１）

“つながるものづくり”の今後のメガトレンドを予測するために、技術課題
に関係する非常に重要な包括キーワードは３つ

①セキュリティ ②トレーサビリティ ③ライアビリティ

それぞれの課題が解決するまで、仮に10年ずつ合計で30年間必要と
すれば、最終的に2045年に究極のIoT社会が到来する。

2045年までの技術ロードマップ

2015年 2025年 2035年 2045年

信頼

安心
責任トレーサビリティ

ライアビリティ

セキュリティ



技術的な課題は必ず解決する（2）

・IoT化を阻む最大要因：技術・ノウハウ流出のダメージは計り知れない。

・明確な課題がある以上、技術は必ずそれを解決する力をもっている

１）セキュリティ（～2025年）暗号化・鍵生成

２）トレーサビリティ（～2035年）送り主・経路の保証

・個々のデータのトレーサビリティが高い信頼性のもと提供されることで、
データを介したビジネスが一気に活性化する

・価値あるデータは、知識あるいは財として、取引可能

・データの信頼性が自己責任ではビジネスは大きくなりようがない。

３）ライアビリティ（～2045年）改ざんの判定

・情報やデータに対する品質保証のしくみを制度として組み込む

・最終的な品質不良などの損害を、関係したすべての構成主体が
担うことが結果的にデータの信頼性を増す仕組みとなる。

信頼

安心

責任
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２０４５年のものづくりの世界（１）

■デジタルでつながる社会を３つに分類すると・・・
B2C：消費者にサービスを提供するためのプラットフォーム
C2C：提供されたサービスの質や価値を高めるために

消費者同士をつなげるプラットフォーム
B2B：ビジネスの主体同士をつなぐプラットフォーム（IVIの検討対象）

■サプライチェーン・エンジニアリングチェーンの企業間連携で、
モノ・人・金・情報・エネルギーがつながる究極のIoT世界では・・・

■モノの移動、人の移動を伴わない限り、
場所や規模の制約はゼロになる。

■価値ある情報を生み出す能力、価値ある情報をつなげる能力など、
知的生産性が重視され、企業の競争力の源泉となり、
都市vs地方・大企業vs中小企業のパワーバランスが変化する。



２０４５年のものづくりの世界（２）

■大企業 ：サプライチェーン・エンジニアリングチェーンの源流にシフト
中小企業：変化が激しく、多様性への対応が求められる下流にシフト

■成熟化した社会では、多様化した要求に個別に対応するために、
社会全体でマス・カスタマイゼーションを実現する構造となる。

■サービス業の世界では、
はじめから最終消費者に
対面してサービスを提供
する小規模店舗から、
大手に金が流れる。
製造業のお金の流れと逆

誰がリーダとなるのか？

フランチャイズ・チェーン店化
ll

IoTプラットフォーム化

大量生産の時代

大企業

中小企業

お金の流れ

モノづくり

個別化、多様化の時代

中小企業

大企業

お金の流れ

モノを介したサービス

中小企業は
大手からお
金をもらう

中小企業は
多様なニーズ
に対応する

2045年



２０４５年のものづくりの世界（３）

■製造業のサービス化が進むと・・・
製造業がサービス業の業態に近づく

■中小企業は
ニッチなマーケットを発掘、製品やサービスを企画、
大手の製造サービス企業に発注、
消費者・顧客に対してきめ細かい個別対応

■大手企業は
汎用的なコンポーネント(機能部品やデバイス)を提供、
或いはプラットフォームを提供し、広範囲で収益確保



２０４５年のものづくりの世界（４）

■人がものづくり現場の中心で自動化を先導し、
アプリケーションを開発

■巨大な一つのサイバー空間ではなく
混沌としたサイバーミニ空間の連合体

■モノづくりは工場の枠を超え、消費される
場所をめがけてあらゆる場所に展開

■超分散化されたものづくり現場をIoTが
つなぎ、人が支え、人によって進化を遂げる
サイバーフィジカルなシステムへと継続的発展



ホワイトペーパ（続編）

本日公開！！

WP01: IoTメガトレンド2045 【プレゼン実施】

WP02: 現場学のためのシステム理論

WP03: ゆるやかな標準による新たな連携

WP04: つながる工場の業務シナリオ

WP05: シナリオ記述のためのメタモデル

WP06: ものづくりのプラットフォーム
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ご清聴ありがとうございました
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