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1 はじめに 
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第1産業革命                          第2次産業革命 
18世紀末、人間の労働力に代わり、工場        20世紀初頭、電力が導入され、ベルトコンベ
内に蒸気機関による動力源が導入された。       アの流れ作業で大量生産が始まった。 

第3次産業革命                        第4次産業革命 
1970年代、産業用ロボットや工作機械が        21世紀になると世界中の工場内にインター 
人間に代わって導入された。                ネットが導入される。 
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                   色々な呼び方 
 
製造業のネット化の波は、世界中に同時に押し寄せており、国、地域、企業、人により、
呼び方が異なっている。呼び方は違っていても、内容は同じ、 
 
■ ドイツ； インダストリー4.0  
      ＊かっこいいキャッチコピーにより、新しく先進的な取り組みとのイメージ・アピールに成功 
 

■ 米国GE； インダストリアル・インターネット 
    シスコシステムズ； 全てのインターネット（IoE ; Internet of Everything） 
   マイケル・ポーター； 第三次IT革命  
 

■ 中国； 中国製造2025 ・・・ 中国版インダストリー4.0  （注1） 
 

■ 日本； 国全体での呼び名はない 
    日立製作所； 共生自律分散制御システム 
    富士通； スマートなものづくり 
    三菱電機； e-F@ctory 
    日本電気； 次世代ものづくりソリューション NEC Industrial IoT 

    東芝； 次世代ものづくりソリューション Meister 
    法政大学西岡靖之教授； インダストリアル・バリューチェーン・イニシアチブ IVI 
 

その他； モノのインターネット（IoT; Internet of Things）、M2M（Machine to Machine）、   
      スマート工場（Smart Factory）、スマート製造業（Smart Manufacturing）、 
      デジタル製造業（Digital Production）、デジタル工場（Digital Factory）等 ・・・ 
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             鳥瞰図 （イメージ）   
 
各国の各企業・機関は、自らの過去の膨大な蓄積を基に、その延長線上で取り組ん
でいる。個々の分野では、各社とも世界トップクラス。だが、インダストリー4.0がカバー
する範囲は、もっと広い。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

   
 
  IoTの産業応用＝インダストリー4.0 ･･･ 本稿での定義 
 
         ドイツ        米国 
 
 
 
 
         日本 
                    中国   
   未着手分野          
             
  農業、医療介護、都市、エネルギー、運輸等 
 
   モノのインターネット（IoT; Internet of Things） 
       



                ドイツでの議論の流れ         カガーマン氏    
 
1898年、東西統一で東独を抱え込み、経済がガタガタになり、「欧州の病人」と呼ばれた。 
 

連邦政府によるマクロ改革「シュレーダー改革」、地方政府によるミクロ改革「産業クラス
ター政策」により、「独り勝ちのドイツ」と呼ばれるまで経済再生に成功。 
 

政府は、今後の経済発展の原動力となる改革を必要としていた。 
 

ドイツ最大のソフトウエア会社サップ（SAP）社は、売り上げが飽和しつつあり、次の新規分
野を必要としていたが、1社のみで対応できる分野ではなかった。 
 

同社のカガーマン会長がドイツ工学アカデミー会長に就任し、インダストリー4.0を提唱。こ
れに、シーメンス、ボッシュ、フラウンホーファー研究所、アーヘンやミュンヘンなど主要工科
大学、機械・電気・情報の業界団体などが賛同し、国家プロジェクトに採用、2011年頃、議
論がスタート。 
 

2013年4月、関係者が合意したコンセプトをレポートで公表。 
 

関係者は、外に向かって「夢でコンセプト」を語り始めた。→日本に大きな影響 
 

通信プロトコールの標準化や研究開発など具体的課題に取り組み始めた。関係者の利害
が噴出しはじめ、必ずしも一枚板ではなくなりつつある。困難に直面しはじめ、夢で語ってい
たコンセプトが、そうそううまくいかないことを悟り始める。 
 

一方、労働組合や商工会議所が参加するなど国内で理解が深まり、広がりが見られている。 
 

最近、日本との協調を呼びかけ。①通信プロトコールの標準化について、日本を自陣へ、②
困難な研究開発の共同実施者として。 



 
  アーヘン工科大学、ミュンヘン工科大学など主要工科大学 
 

 
           フラウンホーファー研究所 
 

 
    ハードウエア 
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          マスコミが作り上げたイメージ・先入観 
 
■ ドイツはインダストリー4.0を始めた。米国は、インダストリアル・インターネットを
始めた。日本のものづくりは大丈夫か？ 
 

  日本人の不安を煽って、自社の出版物を買わせようというマスコミの常套手段。   
  かっこいいキャッチコピーのプロパガンダに踊らされている。 
 

■ ドイツは一枚板でまとまり、すごいことをやっている。 
 

  2013年頃、ドイツ関係者が外国に向かって「夢で語っていたコンセプト」をそのまま、今も  
  受け売りしている。 
 

■ その程度なら既にやっている。何が新しいのだ。トヨタ生産方式とどこが違うの
か？ 
 

  新しい技術に対してアレルギーを感じ、冷静に見られない人。 
  新しい技術の本質が理解できない。20年後の最終目標を理解していない。 
 

■ 系列を破壊するのではないか？ 系列がある日本には導入出来ないのではな
いか？ 
 

   「夢のコンセプト」によれば、ドイツでもBMW、ベンツ、ポルシェ、アウデイ等の工場どうし 
  が接続されるのは20年後の予定。ドイツでも本当に実現するかどうか、わからないことを 
  前提に、日本への導入を完全否定することは愚かなこと。 



 インダストリー4.0システムの基本設計思想 
 
 
     「柔軟性」 「自律性」 「最適化」 「生産性」 
 
 
1 如何なる指示にも応える「柔軟性」を有する。 
 
2 機械が「自律的」に判断し、実行する。 
 
3 機械は、コスト、時間、エネルギー等を「最適化」するよう行動する。 
 
4 その結果、飛躍的な「生産性」の向上が可能になる。 
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2 インダストリー4.0導入による生産性の向上 
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インダストリー4.0が導入されると何が出来るようになるか  
  → 生産性の向上     
 
 
                   効率化、合理化 
                   無理・無駄の解消 
                   コスト削減 
                   人員削減（＊） 
  生産性の向上 
                  
                   売上高の増加 
                   新しいビジネス 
                   雇用の創出 
 
 
          「生産性の向上」が持つ様々な面 
           
（＊） 経営トップの考え方次第では、人員削減にまで至ることがある  
    → ドイツで労働組合がインダストリー4.0に対して懸念を表明してきた背景 



インターネットを使った新
しいビジネス 
 

ネット金融、ネット販売、
SNS、検索エンジン、動
画、音楽配信 ・・・・ 

パソコンがインターネット
に接続 
 
業務の効率化・合理化 
 

 

 パソコン導入 
 
 スタンドアローン型 
 

電話、コピー、ファックス
を職人技で使いこなして
業務を実行 

生産ラインに作業員が並
び、道具を職人技で使い
こなして加工組立 

 ロボット導入 
 
 スタンドアローン型 
 

ロボットがインターネット
に接続 
 
作業の効率化・合理化 
 

 

インターネットを使った新
しいビジネス 
 

単品生産、センサーによ
るデータ収集、ビッグ
データ解析 ・・・・・・ 

オフィスへのパソコン導入              工場へのロボット導入 

効率化・合理化による生産性向上  新規ビジネスによる売上増   効率化・合理化による生産性向上  新規ビジネスによる売上増 
 
                        対個人サービス                     対事業所サービス 
  
 

      オフィスへのパソコン導入と工場へのロボット導入の類似性の対比          
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アプリ次第で将来無
限のビジネス発展の
可能性 

 現    状 



ドイツの生産性の向上(1) 
 
ハノーバーメッセ2015 第9回日独経済フォーラム（2015年4月15日） 
ドイツ連邦政府経済エネルギー省ウーヴェ・べックマイヤー政務次官 
 
 ICT及びデジタル化の力を活用し産業を強くすることを目指した一連のプログラムにより、
ドイツではバリューチェーン全体の効率を高め5年間で＋18％の労働生産性向上を実現
できる。 
 

 デジタル化経済がメガトレンドとなる中、ドイツの国内企業も多くの課題を抱えている。調
査によると95％の企業がデジタル化の影響を受けると回答しているにもかかわらず、自社
が十分に備えていると回答した企業は3％に過ぎなかった。これらを解決する必要があっ
た。 
 

 インダストリー4.0を含めたスマートファクトリーやスマートホームなどさまざまな新たなビ
ジネスチャンスを創出する。関連する取り組みにより経済付加価値は2025年までに4250
億ユーロを生み出す。 
 

 ドイツ企業は積極的な投資を行っており、今後、5年間にドイツ企業の売上高の3.3％を
この領域に投資する。これは現在決まっている設備投資予算の50％以上に上る。 
 
 
＊上記発言の引用元の調査 Pwc(2015) は（注2）参照。 
＊ ICT = Information and Communication Technology （情報通信技術） 
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ドイツの生産性の向上(2) 
 
ドイツ政府は、インダストリー4.0が導入されれば、労働力が減少しても、年率
1.7％の成長が可能であるとしている。 （注2） 
 

出典）内閣府 

ドイツの2012年の人口は
8,052万人。2002年が人口
のピーク、その後、毎年約
10万人ずつ減少 
  
合計特殊出生率は2013年
1.38であり、日本（2014年
1.42）より低い 
 
 
 
労働投入寄与度はマイナス 
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出典）日本銀行総裁黒田東彦、2014年
6月23日、経済同友会会員懇談会にお
ける講演 

ほぼ0％に近い 

 日銀の推計による直近の日本の潜在成長率 

日銀の推計によれば、最近の日本の潜在成長率はほぼゼロに近い。今後とも、人口減少、
少子高齢化が進むなかで、労働投入寄与度はマイナスが続くと予想される。 
 → 実質2%を実現するには設備投資とイノベーションをドイツを超える水準に！ 

2009年以降、設備投
資の寄与度はほとん
どない。 

労働投入
寄与度は
マイナス 

2％ 



 潜在成長率を高めなければ、金融財政的手段による総需要対策のみでは、GDP
成長率は中長期的に鈍化する。 
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日本の製造業の設備投資の動向 

長期のデフレ下でのデフレマインド経営により、2009年以降、ほぼ一定額で推移。 
製造業分野の設備投資の「伸び」はほとんど見られない。 
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日本のビンテージ設備問題 

日本 

 日本の製造設備が古いことは、製造業の国際競争力劣化の要因の1つ 
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低い日本の労働生産性； 
 
2013年の日本の労働生産性
(就業者1人当たり名目付加価
値)は、73,270ドル(758万円
／購買力平価(PPP)換算)。順
位をみるとOECD加盟34カ国
中第22位で前年と変わらず、
主要先進7カ国では1994年か
ら20年連続で最下位となって
いる。 
 
就業1時間当たりでみた日本
の労働生産性は41.3ドル
(4,272円)。英国(46.6ドル)や
アイスランド(43.8ドル)とほぼ
同水準であった。OECD加盟
34カ国の中では第20位となっ
ている。 
 
出典）日本の生産性の動向2014年版 
          から抜粋,  日本生産性本部 
   



        製造業と非製造業の生産性（TFP）の推移 

製造業のTFPは、1990年頃以降、伸びが鈍化している。非製造業のTFPは伸びが少ない。 

過去の延長線 

出典）経済財政白書2015 



日本企業によるICT投資の主目的は、通常業務の合理化・コスト削減  
 → 10年前の調査と同じ、時代とともに変わらず 
 

これでは、従業員の前向きな協力が得られず、労働組合からも反発  
 → 日本では、ICT投資が企業の業績に反映しない背景 
 

＊ 国際IT財団（IFIT）は、2014年、615社の日本企業を対象に、ICTの利活用に関する調査を実施。 
    IFIT ; International Foundation for Information Technology 
 

 出典） 
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極めて少ないが、CIOを置くようなICT投資に理解のある企業では、ICT投資を、ROE拡
大、海外進出、新規事業など売上増の手段として活用 → 従業員が積極的に協力 
 

IFITは、日本企業でなかなかICT投資が進まない、又はICT投資が企業業績に反映しな
い理由として、通常言われている「人材不足」説を否定。 
 

真の理由は、経営トップの理解のなさ、日本企業のICT戦略の欠如にあるとしている。 
 

 ＊ CIO = Chief Information Officer 最高情報責任者 
 

 出典） 
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 他の調査においても、同様の傾向が示されている。 

出典）産業構造審議会新産業構造
部会（第1回）配付資料2015年9月
17日 



プレスリリース  平成25年10月9日  一般社団法人 電子情報技術産業協会 
 

「ITを活用した経営に対する日米企業の相違分析」調査結果の公表について 
JEITAが日米企業の「非IT部門」を対象にIT投資の意識調査を実施 
     ～ ITに対する期待や投資傾向の差が明らかに！ ～ 
 
調査概要：日米の民間企業に、ITに対する意識調査を実施  時期：2013年6月～7月 
企業規模：グローバルで従業員数が300人以上 
産業分野：医療、教育、政府／地方自治体、情報サービスを除く全業種 
（1）アンケート調査 
回 答 者：経営者、およびIT部門以外（事業部、営業、マーケティング、経営企画）のマネージャー職以上。 
形  式：Webアンケート   回 答 数：日本／216社、米国／194社 
（2）ヒヤリング調査 
取材対象：アンケート調査に協力を頂いた方を対象  形式：直接取材 取材数：日本／5社、米国／2社 
 

IT/情報システム
投資の重要性 



出所）澤谷由里子,東京工科大学大学院アントレプレナー専攻教授 



IT予算の増減見通し 

新規ソリューションの導入状
況（「聞いたことがない/あま
りよく知らない」の割合） 

「クラウド」「ビッグデータ」
という言葉を聞いたことも
ない人が半数もいる 



出典）労働経済白書2015 



出典）平成１２年度世界経済白書 －ＩＴ時代の労働市場と世界経済－ 平成１２年１２月 経済企画庁 
 

かつての米国の 
生産性の向上 
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米国に再び、
ニューエコノミー
の時代が到来す
るのか？ 



3 ドイツの国家目標及び最近の動向 
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ドイツは日本と同様、製造業を主力産業とし、人口減少・少子高齢化が進行。1989年に
東西統一、西独に比べて生産性が約1/3の東独2千万人を抱え込む。西独マルクの約
10％の価値しかなかった東独マルクを等価交換。景気が大きく落ち込み、「欧州の病人
（Sick man of Europe）」と呼ばれた。だが今やユーロ圏で最強の経済力、「欧州経済
のエンジン」「独り勝ちのドイツ」と呼ばれるまでに経済再生に成功。 
 

製造業、特に中小企業の輸出振興に取り組み、輸出主導による経済成長が定着。   
＊内需は、人口減少・少子高齢化の影響で極めて弱い。 
 

 欧州主要国の実質GDPの推移                   ドイツの需要項目別のGDP 
                         出典）ニッセイ基礎研究所 

    ドイツ                                輸出 
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        欧州主要国の失業率の推移                  欧州主要国の若年層及び全体の失業率 
          出典）ニッセイ基礎研究所                            出典）通商白書2013 
 
 

 ドイツ 

 

 失業率は、欧州先進国のなかでも極めて低い。特に若年失業率の低さが際立って 
 いる。ほぼ完全雇用を実現（失業率、2012年5.3％）したことは「ドイツの奇跡」と呼 
 ばれている。 
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ドイツでは、国内生産が増加したが、製造業での国内雇用がほぼ維持され（生産性上昇分
が輸出に回ったと推察）、かつ製造業以外での雇用が増えたため総雇用が増加。   
 一方、 日本は製造業での雇用減少分を製造業以外で吸収できていない。 

製造業の業種別生産
額（名目）の推移 
出典）通商白書2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
業種別の就業者数の
推移 
出典）通商白書2012 

  日本                        ドイツ 
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 2013年のモノの貿易総額は世界第3位の貿易大国。 
 

     モノの貿易総額；1位中国4.2兆ドル、2位米国3.9兆ドル、3位ドイツ2.6兆ドル、4位日本1.5兆ドル 
     サービスの貿易総額；1位米国1.1兆ドル、2位ドイツ0.6兆ドル、3位中国0.5兆ドル、6位日本0.3兆ドル 
 

 輸出品目はドイツが強い国際競争力を有する工業製品。輸出先はBRICS。 
    2014年は貿易黒字2.17億€と過去最大（輸出11.3億€、輸入9.16億€）。自動車は生産の3/4が輸出。 
 

 全輸出額に占める中小企業の割合は約20％（日本は約3％） 
 

  EU域内向け輸出は減少、中小企業はBRICSまで出かけていって果敢に市場開拓 

      ドイツの輸出入の対GDP比の推移               主要国におけるGDP当たりの輸出額 
       出典）ニッセイ基礎研究所                        出典）通商白書2013  

 日本の4倍 輸出 
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     出典）通商白書2012、ニッセイ基礎研究所 
 
    ドイツの輸出相手国地域の変化（2000→13年）                                                                                                         

 
 
 
 

BRICS向けは増加 

ＥＵ向けは減少 

 
 
 
 
 

 主要各国の輸出及び対外投資における中小企業の  
  割合     出典）通商白書2012 
 
 
 
           各国の中小企業の定義 
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  国家財政を見ると、「シュレーダー改革」で法人税を20％引き下げて企業を身軽にし、 
  所得税を引き下げて消費を喚起。その後、一時期、財政赤字が膨らんだが、順調な経 
  済発展の結果、税収が増え、2012年以降は財政黒字を継続。2015年に財政均衡を 
  実現し、赤字国債発行を46年ぶりに停止。 

        ドイツの一般政府歳出入の推移           ドイツの一般政府財政収支の推移及び内訳 
                        出典）ニッセイ基礎研究所 
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中小企業は、大企業を凌ぐペースで成長、付加価値及び雇用者数の双方で大きく成 
長。失業率低下に貢献したのも中小企業。このためドイツにおいて中小企業は国の経済
の屋台骨を支えるという意味を込めて「ミッテルシュタンド（Mittelstand）」と呼ばれてい
る。 
 

中小企業の特徴は、①外国指向が強い「隠れたチャンピオン」が圧倒的に多いこと、 
②それが大都市に集中せずに全国各地に点在していること、③そのROAが大きいこと、
④Family owned company （家族経営、同族経営）が95％と多いこと。 

欧州各国の中小企業の付加価値と雇用の増減率（2008→2012年）           隠れたチャンピオンの数 
縦軸；付加価値の変化率  横軸；雇用者数の変化率  出典）ニッセイ基礎研究所 

ドイツ 

ドイツ 

       隠れたチャンピオン＝Hidden Champion 
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  ドイツ人は日本人より労働時間が20％短いが、生産性は日本人より17％高い。 
    1人当たり平均年間総実労働時間（就業者）は、ドイツ1,397時間、日本1,745時間、 
    1人当たりGPDはドイツ41,231ドル、日本35,203ドル（2012年OECD統計）。 
 

  ドイツは、先進国の中で、雇用者数と賃金の双方とも伸び続けている唯一の国。 
   2014年賃金は対前年比+3.2%と2010年以降最大の伸び。 
 

出典）IKB経済研究所 
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インダストリー4.0を推進しているドイツの国家目標 ； 
 
1 ユーロ経済圏を守るべき立場にある 
  ギリシャ等経済力が弱い国、移民・難民への資金援助を行うには、ドイツが財政 
  的な資金力を有することが絶対条件。 
 

2 景気が減速すれば、移民が職を奪っているとしてデモが頻繁に発生する 
 

3 人口減少・少子高齢化により潜在成長率に占める労働投入寄与度がマイナス。 
  このため、設備投資とイノベーションで成長を続けないといけない。 
 

4 少子化により熟練技能をもったマイスターが減少。早く彼らの有する技能を機械 
  に伝承しなければならない。 
 

5 再生可能エネルギーの拡大により、電力価格が上昇している 
 

6 コストが安い旧東欧諸国に製造業が移転する圧力がある 
  シュレーダーが政権を失ってでも守ったドイツの製造業 
 

7 アジア諸国の台頭がドイツの地位を脅かしつつある 
 

8 米国の製造業が国内回帰し、本格的な競争力強化に取り組みつつある。 
 
 → ドイツ経済を支えるのは「自動車、機械、電機及び中小企業の輸出」 
   その国際競争力を今後とも維持向上させ続けなければならない「宿命」にある。  
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  現在実施中のIndustrie4.0の主要な研究開発プロジェクト 
 
サイプロス（SyproS）  2012年9月～2015年9月 所管；教育研究省  
予算；560万€ 
概要；スマート工場に関連したCPSの運用方式及びツールの開発提供 
参加企業、研究機関、大学の数；21 
 
カパフレクシー（Kapaflexcy）  2012年9月～2015年9月 所管；教育研究省  
予算；270万€ 
概要；自律生産システムの実現 
参加企業、研究機関、大学の数；10 
 
プロセンス（Prosense）  2012年9月～2015年9月 所管；教育研究省  
予算；308万€ 
概要；人工知能システムとインテリジェントセンサーに基づいた生産マネッジメントの実現 
参加企業、研究機関、大学の数；9 
 
オートノミク（Autonomik for Industrie4.0）  2013年～2017年 所管；教育研究省  
予算；1億€ 
概要；3-D、ロボット、自律制御システムの実現等10～14のプロジェクトを予定 
参加企業、研究機関、大学の数；未定 





通信プロトコールの標準化 
 
ユースケースのロードマップ 
Roard map of Use Case 
 
        ↓ 
 
ドイツ国内での標準化作業は、
現在、ユースケース策定の段
階にある。 
 
 
2015年11月18，19日、ベル
リンで開催されるドイツITサ
ミットでユースケースの成果
が発表されると聞いている。 
 
 
 



今後の 

現在はこの
段階 
 
今後、取り
組むべき課
題は2～8
もある 





4 生産性向上のメカニズム 効率化・合理化 
 
  現在、考えられている中でも代表的な事例 
 

   将来の様々な可能性については、現在の知見では予測困難 
 

1 



■ 富士通のケース 

■ 三菱電機のケース 

出典）松枝準他（2015） 

出典）岩本晃一（2015） 

出典）岩本晃一（2015） 2 



4-1 リアルタイムの判断と指示による経営の 
   スピードアップ 
   工場の「見える化」による効率化・最適化 
    
     

3 



                   協力工場  系列工場    海外工場 
 
 
 
 
 
 
                                                  国内工場 
 
個人用途 
 
 
 
 
                                   将来 
            
                                                    
                              現在                 工作機械 
 
 
        支店 営業所 
                              本社           ロボット  
 
             工場内の機械設備等がインターネットに接続される                                4 



IoT ; Internet of Things  
あらゆる機械がインターネットに接続してコミュニケーションする状態 

   スマート情報端末                             スマート工場 
 
 
 
 
                                   スマートビル 
 
 
スマートグリッド  
 
 
 
 スマート家電                                 スマート自動車 

  スマート工場 



外部と通信 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         OS  
 
     内部を制御 
     
     スマート化 

インターネットと接続し、コミュニケーションする 

スマート化＝機械の中にマイクロコンピュータが内蔵され、    
         機械を制御するとともに外部と通信できる状態 

今後、世界中であら
ゆる機械にCPU, 
OSが組み込まれる 
→ 膨大な市場 



      Person       Person    

     Person        Person     
                                                      
           Machine            Machine   

コミュニケーションの変化 
 
上 ； 現在  P2P 
下 ； 将来  P2P,  P2M,  M2P, M2M 

7 



          出典）フラウンホーファーIAO       機械どおしがおしゃべりを始める 8 



     外国にある機械ともおしゃべりを始める           出典）フラウンホーファーIAO 



   人間と機械がおしゃべりを始める。      
10 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=14bgn70dl/EXP=1437387536;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVHE5d2NEeUFDY1VvcVpZNnRVUEs1TnJ6R0x2Xy1QRk9Tb3JreUs2NkJNM3JhbFZVbzZYZnU1ck5KdARwA2FXNWtkWE4wY21sbE5DNHcEcG9zAzM4NQRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--/**http%3a//www.lesechos.fr/medias/2015/04/15/1111618_a-hanovre-lindustrie-4-0-sort-des-laboratoires-web-tete-0219103047.jpg


社長は世界中、どこにいても工場のデータを見ることができる 



 
社長は、世界中どこにいても自分の情報通信端末から、まるで自分が工
場の中にいるが如く、ライブカメラで状況を見ながら、工場内の各機械設
備にアクセスし、あらゆるデータをリアルタイムで確認でき、その場で判断
し、直ちに部下に指示を出すことができる。 
 
これまで、1週間に1回、部下から紙の資料で説明を受けて指示を出して
いたが、今後は自ら直接現データを見ながら、リアルタイムで判断し、指
示を出すことができる。 
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工場の生産ラインの各所に設置されたセンサー、計測機器、ライブカメラなどが、工場内
に張り巡らされたネットワークに接続される。 



   部品材料        製造工程        検査試験        梱包発送  
   受け容れ         機械           機器           機械 
   管理機械 

   管理制御サーバー 

インターネットへ 

計測機器 センサー ライブカメラ 

   工場内ネットワークが、サーバーを介して、インターネットに接続される。 



本社    経営層 
      （意志決定） 
 
 
     中間管理職 
                          
                           
                         インターネット 
        職員 
 
総務部、営業部、開発部・・・ 
 
 
 
        工場                 

  垂直統合 インターネットを介して社長のタブレッ
ト端末と、工場内のセンサー、計測器、
ライブカメラが直結する。 

事務管理部門
から常に工場
内を透かして
見ることが可
能 
 
→「工場の見 
  える化」 



   オムロン株式会社草津工場にて、ものづくりビッグデータ分析の実証実験を開始 
    ビッグデータ分析による、多品種少量生産の高効率化を実現 
 

  PRESS RELEASE （導入事例）  2014年4月22日 富士通株式会社 

事例 生産ラインには、よく見ると、機械が遊んでいる空き時間がある。そこに、別
の製品を流すことで、同一の時間内に、より多くの生産が可能になる。 







 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



20 出典）日立製作所 

工場の「見える化」により生産性を向上させる取組事例 
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工場内を「見える化」するだけでなく、工場から得られるデータを解析して将来を予測
することが可能。更に進んで、経営者に対して、取るべき判断を助言。 

出典）富士通 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=121or3gdd/EXP=1443526737;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUTM4MV9CMjZIZVV5TWo0N1JPbzhpZk9CS3liemlrVGNyLXk4b2pTUnJQem1VbUNXU1ltcjNWcVBvBHADU1c5VUlDRGxyNHpsbzZ2cGdKby0EcG9zAzQ5BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/**http%3a//pr.fujitsu.com/jp/news/2015/09/15a.jpg
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事例     CC-Link ファミリー    出典）三菱電機 
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事例  「獺祭」支えるＩＴの技  匠を捨て、匠の技を生かす    
       日本経済新聞 2015年9月14日 
 
 
 獺祭が今、大変な人気だ。獺祭は大吟醸酒のみで、最高級品は720ミリリットルで3万円を超える。
高額商品であっても品薄で、直販では2カ月待ちの状態だ。 
 

 2014年4月に来日した米国のバラク・オバマ大統領に安倍晋三首相がプレゼントしたのも、この獺
祭。米国やフランスなどにも輸出しており、パリの一流レストランのソムリエにも絶賛される。旭酒造
の売上高は2014年9月期で49億円だが、前期に比べ26％も伸びた。 
 

「我々は過疎の集落で酒造りを営む山口県内で4番手の酒蔵だった。地元にとどまり他の酒蔵と同じ
ことをやっていてはジリ貧になる。大吟醸酒に特化し広い市場を求めて東京や海外に出て行くのは
必然だった」と旭酒造の桜井博志社長は話す。 
 

 だが、どうやって国内外の多くの人を魅了する日本酒を造り得たのか。「実は経営危機の時に杜氏
（とうじ）に逃げられてね。社員だけで酒造りに挑むしかなかった」と桜井社長は打ち明ける。 
 

 酒造りは従来、酒蔵とは独立した杜氏の指揮の下で行われる。旭酒造も同様だったが、1999年に
新規事業に失敗、杜氏に去られた。それ以前から、酒造りのノウハウが杜氏の頭の中にブラックボッ
クス化されていることに疑問を抱いていた桜井社長は、ここで大胆な改革に踏み切る。 
 

 象徴が検査室だ。酒造りの全行程で詳細なデータを取り、検査室のパソコンに蓄積して分析するこ
とで、酒造りの最適解を見つけ出してきた。日本酒は、米を麹で糖化させる工程などを経て「もろみ」
にして、それを酵母で発酵させて造る。 
 



24 

 例えばもろみの発酵は、山なりの理想の発酵曲線（「BMD曲線」と呼び発酵日数と糖度などの
関係を示す）に、可能な限り近づける必要がある。そのための微妙な温度管理や水の追加タイミ
ングなどについてデータを活用して知見を積み上げた。 
 

 当初はデータ量も少なく、分かることは限られていたが、一番安価な獺祭は初年度から、杜氏
の指揮下で造っていたときよりも品質が良くなったという。「ある意味、杜氏は手抜きの天才。
我々は理屈で詰めていくしか道がなかったから、どうしたら良い酒が造れるかを徹底的に追求し
た」と桜井社長は話す。 
 

 獺祭を造る現場は伝統の酒蔵のイメージとは異なり、近代的な工場そのものだ。伝統の酒蔵
では冬場にしか仕込みができないが、ここでは室温が一定に保たれ獺祭を1.8リットルの一升瓶
換算で年間150万本も量産する。 
 

 品質にばらつきがないことも獺祭の特徴だ。杜氏の勘に頼った酒造りでは、年により品質にば
らつきが出るが、データで管理された獺祭にはそれがない。品評会に出す酒は、他の酒蔵なら
市販品と別に造るが、旭酒造は市販のものをそのまま出すという。 
 

 そんな桜井社長の悩みは、原料となる米、山田錦の不足。山田錦は栽培が難しいとされ、農
家が敬遠するのだ。そこで、農業向けクラウド「Akisai」の事業の立ち上げを目指す富士通と協
業して、山田錦の確保に乗り出した。山田錦を生産する農業法人などがAkisaiに蓄積した生育
データなどを分析することで生産量を増やし、全量を旭酒造が買い取るというもの。旭酒造で成
功したデータ活用は、農業にも適用できるとみる。 
 
（日経コンピュータ 木村岳史） ［日経コンピュータ2015年２月19日号の記事を基に再構成］ 
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PRESS RELEASE 2014年8月4日 旭酒造株式会社 富士通株式会社 
 

旭酒造と富士通 食・農クラウド「Akisai」を活用した酒造好適米の栽培技術の見える
化を開始 日本酒「獺祭」の原料となる「山田錦」の安定的な調達を目指して 
 
旭酒造では、「獺祭」の製造に酒造好適米として高い評価を博している「山田錦」を使用し
ていますが、「獺祭」の販売量増加に対し、「山田錦」の生産者が限られていることから、近
年、「獺祭」の必要量に合った安定的な調達ができなくなっています。加えて、「山田錦」は、
倒伏しやすい、収量が安定しないなどの栽培面での難しさがあり、生産者が増えにくい状
況となっています。 
 

このような課題への対策として、「山田錦」の契約栽培農家を増やすため全国各地で勉強
会を開催してきた旭酒造と、2012年より「Akisai」を提供してきた富士通は、「山田錦」の生
産量増加と新規生産者でも安定した栽培・収穫を実現するための取り組みを開始しました。 
 

「山田錦」栽培田の様子         環境情報を蓄積するマルチセンシングネットワーク 



2014年4月より、富士通は旭酒造と連携のもと、「山田錦」を生産する山口県内の2生産者
に「Akisai」の農業生産管理SaaSとマルチセンシングネットワークを導入し、2生産者は
「山田錦」の栽培作業実績情報の収集・蓄積と見える化を開始しました。 
 

作業実績情報の収集； 日々の作業実績（いつ、どの圃場で、どのような作業を行ったか）
や、使用した農薬・肥料・資材のほか、草丈・茎数などの稲の生育状況、収穫時の収穫
量・品質などをパソコン、スマートフォン、タブレットなどのデバイスで記録します。 
 

環境情報の収集； 圃場にセンサーを設置し、気温・湿度・土壌温度・土壌水分・電気伝導
度を1時間ごとに自動で収集し記録します。また、定点カメラにより、毎日正午に生育の様
子を撮影します。 
 

現在、圃場では稲が順調に育ち、今秋（10月頃）には収穫時期を迎えます。収穫後には、
蓄積情報を分析し、以下のように活用していきます。 
・栽培成績（収穫量、品質）の良かった作業実績を参考に、栽培暦（栽培の手引き）を作成。 
・従来、把握が難しかった生産過程全体にかかるコストを作業実績から算出。 
・農薬・肥料の使用実績情報から、生産履歴（トレーサビリティ）情報を作成し、安全性の
担保とする。 
 
 



 
                                                    旭酒造及び山田錦のシステム                       
      水田 

太陽光パネル  
 
 
 
 
携帯電話 
 
 
 
 
 センサー 

                      ネットワーク 
 
 
 
 
       センサー ライブカメラ 計測器                                            

     サーバー             パソコン 

中小企業どうしがコンソーシアムを
形成することで、大手メーカーのシ
ステムほどではないが、簡易型シス
テムを構築し、受注を目成すことも
可能 

■ 中小企業のビジネスチャンス 
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 導入事例 福島県檜枝岐村 
 安心して暮らせる村を目指してクラウドベースのセキュアカメラを導入 
 
緑深い山々に囲まれる人口600人余りの檜枝岐村は、住民の高齢化および過疎化という
課題を抱えています。若者のUターンやIターンを促すなど人口増加を図る施策が重要な
のはもちろんのこと、お年寄りが安心して暮らせる環境づくりも急務となっていました。 
 

尾瀬国立公園に向かう観光客や登山客がハイシーズンには多く訪れる一方で、同村には
警察官が常駐していないこともあって、「住民が安心して暮らしていける村づくりを進める
には『自主防犯力』を高める必要がありました」と、檜枝岐村総務課の星満さまは話します。 
 

そこで着目したのがセキュリティカメラです。カメラの存在は防犯などの抑止力になるとと
もに、何かが起こったときの早期解決も期待されるからです。2013年3月に、NTTPCの
「セキュアカメラ」13台が、村道沿いや歌舞伎伝承館「千葉之家」などに増設されました。 
 

増設から数か月が経過した時点ではとくに問題となるような事案は発生していないそうで
すが、村民からはカメラがあることで安心できるという声もあり、導入の目的としていた「安
心して暮らしていける村づくり」には一定の効果が出ていると評価できるでしょう。 
 

運用管理面においては、NTTPCの『セキュアカメラクラウドサービス』にはなんらかのトラ
ブルで映像が消失（ブラックアウト）したときにアラートメールを自動的に発報する仕組み
があるため、映像の状況を役場の担当者が定期的にチェックする必要がないことも導入
効果のひとつとなっています。 
 

また、『セキュアカメラクラウドサービス』の「人数カウント」機能を使って、歌舞伎伝承館
「千葉之家」の来場者数のカウントも始めています。 



檜枝岐村役場： 
福島県南会津郡檜枝岐村字下ノ原880 
 







4-2 人に代わってセンサーで遠方を監視、人の負 
   担軽減とコスト削減 
   監視しながらデータを蓄積・解析し、将来を予 
   測、備える 
     
 
    ＊現在、世の中でIoT/M2Mビジネスと呼ばれているものの大部分が、これ。 
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パソコンで監視 

工場内だけでなく、人の訪問が困難な遠くの地
にセンサーやライブカメラ等を設置し、遠隔で
監視 → 人の負担軽減、コスト削減 

   クラウド・サービス 
   ビッグデータ蓄積・解析 
    
 中小企業のビジネスチャンス 

 
 
ライブカメラ 
 
 
 
 
          通信回線 
 
 
 
 
 
 
 
 
センサー 
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出典）日立製作所 

          遠隔監視の事例 



          遠隔監視の事例 

出典）NEC 



出典）富士通 

          遠隔監視の事例 
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遠隔監視による機器の保守(1)                        出典）富士通 
機械の稼動状況を常に把握することで、保守サービスを効率化するとともに、 
故障・消耗品切れによる機械停止から生じる損害発生を防止する。 
 



遠隔監視による機器の保守(2)                         出典）富士通 
過去履歴などを共有化することで、現地でのトラブルへの対応を迅速化・効率化 
 



色々な機械にセンサーを組み込み、遠隔で監視できる。      出典）富士通 



インフラにセンサーを組み込み、遠隔で監視できる。      出典）日立製作所 



事例 和歌山県和歌山市  イノシシの罠からの捕獲を知らせるメール 
     出典）NTTPCコミュニケーションズ・ホームページ 
 
 
■ 被害は年間700万 住民の生活も脅かすイノシシ 
 
和歌山県和歌山市では、イノシシによる獣害に長年悩まされてきた。収穫前の畑が荒らさ
れるなど、2012年には市内で700万円近い被害が発生した。 
 
「被害を食い止めるために、捕獲と防護の両面から対策を行ってきました。田畑や民家のあ
るエリアにイノシシが入り込まないよう柵で仕切り、その一方で猟友会の協力を得て捕獲を
進めました。しかし、平野部に現れるイノシシを捕獲するのは容易ではありません」（ 和歌山
市まちづくり局産業部農林水産課農林・鳥獣害対策班主査（獣医師）寺尾文孝氏） 
 
イノシシ捕獲に使われる大型の罠は、それ自体が高価なもの。猟師はできるだけ効率的に
獲物を捕らえられる場所を選び、山間部に仕掛けるのが一般的だ。 
 
「目撃情報に応じて10ほどの罠を市内に設置していますが、それぞれの場所が離れている
ので効率よく見回るのが大変でした。中には片道30分ほどかかる場所もあり、誘い入れる
ための餌の補給と罠の確認だけで日が暮れてしまいます」（寺尾氏） 
 



■  イノシシの罠の作動を遠隔で監視可能な「みまわり楽太郎」を導入 
 
2013年3月に2台の「みまわり楽太郎」を導入し、4月から本格的に利用を開始した。設置
自体は非常に簡単で、杭を立てて「みまわり楽太郎」本体を取り付け、罠の扉とセンサー
を紐で結ぶだけ。罠が作動すれば自動的に電源が入り、あらかじめ設定されている5つま
でのメールアドレスにメールが発信される。 
 
「罠にかかったイノシシは逃げようとして暴れるため、罠が壊されたり、付近の住民の生
活が脅かされる恐れがあります。「みまわり楽太郎」を使い始めてからは罠の作動がメー
ルでわかるので、時間を置かずに対処でき、そうしたリスクは最小限になりました」（寺尾
氏）  
 
効果は絶大で、「みまわり楽太郎」の設置から数日後に5頭のイノシシが一気に捕獲され
たのを皮切りに、次々にイノシシが捕獲され、いずれも罠の作動をいち早く知ることができ
た効果を実感した和歌山市では、2013年12月には2台のみまわり楽太郎を追加導入、
罠の監視体制を強化している。 
 
「10台ほどの罠を2人体制で見回っていますが、罠にかかる確率の高い場所を選んで「み
まわり楽太郎」を設置することで、日々の作業負担がかなり軽くなりました。その分、獣害
対策のもう一方の柱である防護にも時間を取れるようになり、対策はぐっと前進しました」
（寺尾氏） 
 



設置は簡単！電線・電源も不要！ 
 

「みまわり楽太郎」は電池式なので電源不要、通信も無線な
ので電線も不要、設置は難しい工事は必要ありません。 
また、電源スイッチが無いことで、電源の入れ忘れや、近所
の住民の方によるいたずらで電源を切られる心配もありま
せん。 
 



事例 大豊機工株式会社  現地に赴かなくても検針可能な水道メーター 
     出典）NTTPCコミュニケーションズ・ホームページ 
 
 
■ 100年変わらなかった水道メーターをM2Mとクラウドで革新 
 
日本で水道メーターが生産され始めて、約100年。基本的構造にほとんど変化はない。これ
を打破すべく立ち上がったのが、大豊機工株式会社だ。「資源の節約が叫ばれ、電力のス
マートグリッド構想などIT活用の取り組みが進んでいますが、水道は立ち遅れていると感じ
ていました。そこで、次世代水道メーター開発に着手しました」 (代表取締役社長 田中剛氏) 
 
大豊機工が目を付けたのが、携帯電話網を使ったM2Mだ。M2Mとクラウドを組み合わせ、
どこからでも確認できる水道のスマートメーター化を実現したい。「そもそも水道メーターは
過酷な環境に設置されているので、検針に行くのも大変。M2Mのメリットを活かしやすい分
野なのです」 (代表取締役社長 田中剛氏) 
 
マンションなど集合住宅では、セキュリティ強化のため気軽に出入りもできないケースも増
えている。現地に出向かずに済むというだけでも大きなメリットになるという。「検針に回らず
にすめば人件費も削減できます。特に人口密度の低い地域では検針の労力が大きく、その
効果は高くなるでしょう。」 
また、水道利用量データを活用することで、たとえば独居世帯において一定期間水道利用
がなかった場合、離れた場所に暮す家族にアラートを発信するなど、「見守り機能」を加える
ことも考えているという。 
 



人口密度の低い地方で検針コストが大幅ダウンに。 
 

検針するメーターが隣接しているほど一軒あたりの単価が安く、離れているほど高くなり
ます。人口密度の高い都会と比べ、人口密度の低い地方では2倍～コストがかかります。 
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   ■ 中小企業のビジネスチャンス 

ドイツの産業用カメラメーカーIDS社のカメラが日立産業制御ソリューションズの 画像
処理認識技術デモシステムに採用  
 
IDS株式会社  2015.05.13 プレス発表 

データを収集するセンサー、ライ
ブカメラ等システムの端末機器
は、中小企業の大きな活躍の場 

https://www.atpress.ne.jp/news/company/19939/
https://www.atpress.ne.jp/news/company/19939/


出典）日刊工業新聞 
 2015年10月6日 



【岩本所感】 
 
「1個のセンサーと1個のメールを飛ばせる携帯電話」からインダストリー4.0は可能 
 

 → これだけで大幅な売上高増による大きな飛躍が可能 
 

投資額は数十万円から 
 

ただし、「1個のセンサーと1個の携帯」を用いて何をするか 
 

 → 自社で考えなければならない。 
 

出典）jean_victor_balin 
出典）日立金属 
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