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製造業における情報技術（IT）の次世代活用
～インダストリー4.0の位置づけ～

下 﨑 千代子・辺 見 佳奈子

1.はじめに

現代日本の製造業は、多くの工程において機械に制御装置を組み込んだ自動生産が導入され

ており、ITを組み込んだ制御装置は、現代の生産ラインには欠かせないものとなってきてい

る。ビジネスにおけるデータ処理の発展は、データベースや情報通信の技術変革とともに、ネッ

トワーク化も含めて飛躍的な進展がみられるものの、製造業でのIT活用については、NCや

ロボットなどを除くと、それらの進展への貢献は一定の段階でとどまってきた。

しかし、今日、AIやクラウドシステムの整備とともに、製造業でのIT活用における進化

に関心が寄せられている。これは、ドイツで提唱されたインダストリー4.0のコンセプトが新

たな製造業の変革を目的としたものであり、ものづくり産業が日本の優位性だといわれている

今日、日本でもそうした取り組みの先陣を取る必要があるからである。

この論稿では、インダストリー4.0では、製造業のどのような変革を目指しているのかをド

イツの取り組みを参考にしながら分析するとともに、製造業における革新の歴史的展開の中で、

どのように位置づけられるのかを考察する。

2.製造業におけるふたつの進化過程

製造業の進化を分析する際、ふたつの視点がある。第1にはビジネスプロセスの視点からで、

これは受注、生産、在庫、出荷など、主たるビジネス職能から分析する。第2には製造プロセ

スを対象として、製造プロセスや各工程の製造方法の変化に着目して分析する。

まず第1の視点での変革の進化をみていこう。製造業における革新は、「製品革新」「プロセ

ス革新」「生産革新」の3種類があると松島（2015,111頁）では分類されている。ここで製

造プロセスに関するのは、「プロセス革新」「生産革新」であるので、これらを含む革新を「製

造プロセス革新」と本論稿では呼ぶこととする。

製造業における製造プロセス革新は、科学的管理法の「作業の標準化」に始まる。ここでは、

個別受注生産で、受注したものを個別に企画して生産するため、コスト削減や納期短縮には限
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界があった。つぎに、フォードの流れ作業生産システムに展開されることで計画生産による大

量見込生産が始まる。後述のとおり、ビジネスプロセス（受注・企画・生産・出荷）が根本的

に変革させられたのである。

フォードシステムは、さらにトヨタシステム（西門・下崎他,1996）に展開され、つくり過

ぎのムダを解決するため、計画生産であるが、過剰生産を防止できる需要に対応したジャスト

インタイムの生産方式を開発することとなる。これは需要対応生産と称することができる。フォー

ドやトヨタは組立加工製造業における革新であるが、プロセス型製造業（化学などの素材産業）

においても、ダイセル式生産革新（松島,2015）のように、新たな製造プロセス革新が登場し

ている。

以上の展開は、顧客の注文に見合う製品を高品質・短納期・低コストで生産するにはどのよ

うなビジネスプロセスが適切かという観点からの展開である。これを実現するには、具体的な

製造プロセスが存在しなければならない。

本稿では、人間がおこなう作業を機械に置き換えることを「機械化」、人間がおこなう判断

を制御システムに置き換えることを「自動化」とする。自動化では、機械の自動運転を制御す

るためのフィードバック制御が不可欠となる。NC、マシニングセンター、ロボットなどは単

工程 1）あるいは複数工程の自動化で、後に述べる統合制御化には至っていない。また、自動

化するためには、作業工程を監視して正確な作業状態をデジタル化し、制御システムに伝達す

るための装置（センサーなどを含む）が必要となる。さらに、各工程の標準化・同期化が進む

と、工程全体の「システム化」が生じる（寺西,1983,8頁）。そして、このシステム化された

工程全体を自動化するためには、システム全体を監視・制御する中央制御機構が必要となる。

これを「統合制御化」と称する。すなわち、製造プロセスは、機械化→自動化→システム化→

統合制御化と進展する傾向を持つ。

フォードシステムやトヨタシステムの各工程における自動制御化が進み、さらに工程全体が

システム化されて統合制御化がなされると、いわゆるファクトリー・オートメション（FA）

が可能となる。自動車のような多数の複雑な工程を有する生産プロセスをFA化するのは容易

ではなく、部分的な自動化が見受けられるにとどまるが、プロセス型での多くの生産工程では

FA化が実現している。

しかしながら、前者で述べたビジネスプロセスの展開と、後者で述べたFA化に向けた製造

プロセスの進化過程とが、どのように融合するかについての言及はこれまであまりなかったと

いえよう。現在、ドイツでインダストリー4.0が提唱され、日本においても第4次産業革命と

いうコンセプトが登場しつつある。インダストリー4.0では、製造プロセスにおける統合制御

化の発展と、それによる個別ニーズに対応可能な個別受注生産の可能性すなわちビジネスプロ

セスの改革が目指されている。ゆえに、インダストリー4.0をふたつの視点から分析すること

で、両者が統合された今後の製造業の方向を展望することが可能となろう。
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この論稿においては、上記で述べたビジネスシステムと製造プロセスのふたつの発展過程に

おいて、インダストリー4.0の位置づけを明らかにすることを目的とする。とくに、インダス

トリー4.0の中核であるサイバー・フィジカル・システム（CPS）コンセプトの内容を歴史の

流れに位置づけていく。

3.ビジネスプロセスと製造プロセスの具体的展開

3.1 需要との関係から見たビジネスプロセス

ビジネスプロセスは、需要との関係から分析すると、受注生産と見込生産とで大きく異なる。

受注、企画、生産、出荷、完成品在庫の関係は以下のとおりである。

受注生産では受注したものだけを生産するから、完成品在庫を生じさせる過剰生産のリスク

はない。一方、リードタイムが長いため、出荷まで長期間を要することと生産コストが高くな

るというデメリットがある。つぎに、見込生産では企画された標準品の大量生産であるから、

リードタイムは短く低コストでの生産が可能となるが、正確な需要予測ができないと過剰生産

に陥り、完成品在庫が滞留するというデメリットが生じる。

社会の経済発展段階とともに、生産方式は受注生産から見込生産に展開してきた。しかしな

がら、市場が成熟すると、過剰在庫を防止する生産方式が望まれるようになる。要するに、需

要に対応した生産量だけを生産する方法である。これを需要対応生産と称するならば、トヨタ

生産システムは需要対応生産と位置づけることができる。

トヨタ生産システムは、計画生産を前提としたもので、生産開始は見込（計画）生産でいく

が、受注が確定するにつれて、受注データが生産プロセスにフィードバックされて受注生産に

近いものに変容していく生産方式である。この方式は、コンビニエンス・ストア・システムに

おける弁当の生産方法（矢作,1994）においてその特徴が明確に現れている。今日では、消費

財の多くの生産方式に需要対応型が採用されている。必要なものだけを生産して必要な人に届

けるビジネスシステムであり、完成品在庫は最小限となる。災害時に部品供給が滞るという事

態は、逆にこの方式の問題点が顕在化した事例といえよう。

それでは、需要対応生産方式の次の段階は、いかなる生産方式となるのであろうか。需要対

応生産は、見込生産の変形と位置づけることができるわけで、見込生産方式を新たな段階に飛

躍させたわけではない。ゆえに、次段階としては、個々の顧客の需要に対応するように商品企

画の段階から変革することであろう。要するに、受注生産方式となるが、そのデメリットであ
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る長いリードタイム、高コストの課題を解消する生産方式である。個別受注生産をITの活用

によって、完成品在庫をゼロにすると同時にリードタイム短縮と低コストをも実現する生産方

式を目指すことになる。これは、すでに一部の生産（例えば、㈱セーレンのオーダーメイド

生産）において実現されているように、顧客の個々の要求に見合う製品の製造を可能とする生

産方式ということになる。

後述するインダストリー4.0を見てみると、ここでもまた効率的な生産プロセスの実現によ

り、多品種少量生産、ひいては顧客別に製品を生産することが指向されている（Promotor-

engruppeKommunikationderForschungsunionWirtschaft－ Wissenschaft&acatech－

DeutscheAkademiederTechnikwissenschaftene.V.,2013,p4）。これは本小節で議論した

需要対応生産方式の次段階と符合するものである。ゆえに、これまでの議論から、インダスト

リー4.0はビジネスシステムの新たな展開として位置づけられることが示された。

3.2 製造プロセスの発展

こうした生産方式は、どのような製造プロセスによって可能となるのであろうか。フォード

システムの中心となる流れ作業生産システムはベルトコンベアシステムに展開される。これに

はまだ制御機能が付加されておらず、自動化とはいえない。ついで、個々の工程が自動化され

工程間の移動も自動制御されると、ファクトリー・オートメーション（FA）となる（寺西,

1983,78頁）。

工程の自動制御に関しては、「フィードバックによる閉回路制御によって自動調整装置を備

え、さらに制御プログラムの可変化、すなわちコンピュータ制御が可能となることで、従来で

きなかった多様な制御が可能となってくる。そして、その結果、オートメーションが指向して

きた大量生産ではなく多品種少量生産においてオートメーションの役割が十分に発揮」（寺西,

1983,10頁）されることとなる。

このフィードバック制御のためには、工程の原状をデジタルデータ化して、そのデータを制

御装置に取り込み、プログラムによる自動制御機構が組み込まれなければならない。

しかしながら、工程ごとのコンピュータ制御がなされたとしても、全工程の自動化が進まな

いとオートメーション化が実現しないことはすでに述べたとおりである。そして、工程全体の

自動化のためには、各工程の制御機能をさらに上位制御するコンピュータ制御機能が構築され

なければならない。この上位制御を統合制御システムと呼ぶとすると、統合制御システムにお

いては、容易に工程制御用のデータを統合制御システムに送信できるプラットフォーム的な情

報ネットワークシステムがあれば容易に統合制御化ができるが、製造ラインごとにカスタマイ

ズするとなると、高コストは避けがたくなる。各工程からのデータを受け取り、工程全体を制

御するための統合制御システムをプラットフォーム化することは、後述するサイバー・フィジ

カル・システムの目的でもある。そして、これが実現できれば、工場の自動運転は理論的には
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可能となる。

統合制御システムを備えた自動生産の製造プロセスが実現すれば、多品種少量生産が可能と

なるだけではなく、個別受注生産も可能となり、さらには、複数ある工場間での生産の最適化

も可能となるであろう。

経済社会の成熟化とともに、市場の飽和化が進み、消費者のニーズを優先するビジネスプロセ

スや製造プロセスへの変革が求められている。このような顧客志向の生産方式は、最終的には

個別受注生産となるであろう。ただし、企画（デザイン）をすべての顧客のニーズに対応して

つくりあげるのではなく、複数のデザインを準備しておき、サイズは個別に適した生産をする

といったオーダーメイド方式となろう。そして、それを実現する製造方法としてサイバー・フィ

ジカル・システムを位置づけると、次世代の生産システムとは何かを予測することができる。

4.次世代の製造プロセス革新としてのインダストリー4.0

ここまで、ビジネスシステムおよび製造プロセスについて、その歴史的展開を述べてきた。

すなわち、ビジネスシステムでは個別受注生産を実現することが今後目指されており、それを

可能とする製造プロセスとしてインダストリー4.0（industrie4.0）2）の中核であるサイバー・

フィジカル・システム（CPS）が存在することを示してきた。

それでは、インダストリー4.0を製造プロセスの観点から、言い替えると、機械化・自動化・

システム化・統合制御化の4段階から分析した場合、インダストリー4.0はどのように位置づ

けられるだろうか。

それを明らかにするために、本節では、まずは4.1節でドイツにおけるインダストリー4.0の

登場について述べ、つづく4.2節ではドイツが示すインダストリー4.0の重要項目を分析する。

それにより、ドイツにおけるインダストリー4.0に関する取り組みの全体像を明らかにする。

さらに4.3節では、インダストリー4.0と呼ばれる革新を、より具体的に捉えるため、イン

ダストリー4.0の中核技術とされるサイバー・フィジカル・システムについて述べる。また、

サイバー・フィジカル・システム（CPS）とインターネット・オブ・シングス（IoT）の相違

も明確にしていく。以上より、インダストリー4.0が描く工場像が明らかとなる。

そして、最後の4.4節において、インダストリー4.0を製造プロセスの視点、すなわち機械

化・自動化・システム化・統合制御化という4段階から分析する。この分析から、インダスト

リー4.0とは生産工場の統合制御化を指しており、統合制御をおこなう中央制御システムに企

業内外のデータを取り込むことで、より効率的な生産および顧客別の個別受注生産の実現を指

向するコンセプトであることが明らかとなる。

4.1 インダストリー4.0の登場

次世代の製造プロセス革新は、さまざまな呼称を持つ。例えば、日本の政府刊行物において
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は第4次産業革命と表現される（例えば、内閣府,2016c）。他方、米国政府ではアドバンスト・

マニュファクチャリング（AdvancedManufacturing）と表現されている（例えば、Executive

OfficeofthePresidentPresident・sCouncilofAdvisorsonScienceandTechnology,2012）。

また、米国のゼネラルモーターズはインダストリアル・インターネット（IndustrialInternet）

という語を使用している（EvansandAnnunziata,2012）。

同様に、ドイツ政府を中心に使用されているのがインダストリー4.0（Industrie4.0）であ

る。ドイツ政府は日本政府よりも早期に取り組みを開始しており、日本政府の現在の動向とも

類似する点が多い（辺見,2016）。したがって、以下ではドイツの政策としてのインダストリー

4.0の登場およびその動向について述べていく。

ドイツにおいても、インダストリー4.0は第4次産業革命とも呼ばれる。これは、第1次産

業革命を水蒸気エネルギーの発明、第2次を電気エネルギーによる大量生産の発明、第3次を

製造へのエレクトロニクスとICTの導入とし、その次の産業革命をインダストリー4.0とし

ている（DieBundesregierung,2012,p52）。すなわち、インダストリー4.0を産業全体に関

わる巨大な変革であると捉えているのである3）。

それでは、このコンセプトはどのようにして登場してきたのだろうか。まず、2006年に

ドイツの研究教育省（Bundesministerium f�rBildungundForschung）は国全体の科学

技術政策について示した「ハイテク戦略（DieHightech-Strategief�rDeutschland）」

（Bundesministeriumf�rBildungundForschung,2006）を提出した。2010年には、その後

継として「ハイテク戦略2020（Ideen.Innovation.WachstumHightech-Strategie2020f�r

Deutschland）」（Bundesministeriumf�rBildungundForschung,2010）が発表された。

2012年には、ドイツ政府から「ハイテク戦略2020」で示された目標を達成するための具体

的な施策を明らかにした「ハイテク戦略行動計画（BerichtderBundesregierungZukunfts-

projektederHightech-Strategie（HTS-Aktionsplan））」（DieBundesregierung,2012）が公

表された。この「ハイテク戦略行動計画」において10の未来プロジェクトが示された。

その未来プロジェクトは、①CO2ニュートラルでエネルギー効率の良い気候順応型都市、

②石油に代わる再生燃料（主に、バイオエネルギー）、③スマートなエネルギー供給への変革

（風力の利用など）、④オーダーメイド医療による病気の効果的な治療、⑤目的に適った予防と

食生活による健康増進、⑥高齢者の自立的な生活、⑦持続可能な移動手段、⑧経済のためのイ

ンターネットベースサービス、⑨インダストリー4.0、⑩デジタル上での安全なアイデンティ

ティー管理、という10のプロジェクトである（DieBundesregierung,2012,pp.37）。つま

り、未来プロジェクトの9番目としてインダストリー4.0は登場したのである。

しかし、ドイツでインダストリー4.0の取り組みが開始されたのは2012年ではなく、2011

年である。例えば、ドイツ教育研究省により設置された産業-科学連盟（Forschungsunion

Wirtschaft－ Wissenschaft）は2011年初めに取り組みを始めている（Promotorengruppe
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KommunikationderForschungsunionWirtschaft－ Wissenschaft&acatech－Deutsche

AkademiederTechnikwissenschaftene.V.,2013,p69（以下、報告書（2013）と表記））。

また2011年に、政府への助言も行うNPOである研究機関のアカテック（acatech－Deutsche

AkademiederTechnikwissenschaften）から発行された報告書（acatech－NationalAcademy

ofScienceandEngineering,2011）において、インダストリー4.0が登場している。さらに、

2011年4月のハノーバーメッセではインダストリー4.0に関する発表があった（HANNOVER

MESSE,2016）。

したがって、インダストリー4.0というコンセプトが当初からドイツ政府に主導されたもの

であったことは明らかである。また、ドイツ国内において、2011年にはすでにインダストリー

4.0の取り組みが開始されていたといえる。

その後、2013年には、上記の産業 科学連盟およびアカテックが、共著で報告書（2013）を

提出した。この報告書（2013）では、インダストリー4.0の目的と実現に向けた課題が明らか

にされた。それでは次小節では、2013年の報告書で示されたインダストリー4.0の目的と課

題についてみていこう。

4.2 インダスリー4.0の目的と重要項目

まず、2013年の報告書によると、インダストリー4.0の目的はデュアル戦略である（報告

書,2013,pp.2630）。デュアル戦略とは次の2点を指す。1点目は製造業を強化することで

ある。これは大企業と中小企業の両方に対してインダストリー4.0と呼ばれる製造プロセス革

新を促進することを指す。それにより、大企業と中小企業の間で効率的に知識や技術を移転で

きる環境を創出する（報告書,2013,p27）。

2点目は生産システムの輸出国となることである。これは、インダストリー4.0という新し

い生産技術およびそれに付随する設備やソフトフェアを輸出し、ドイツがグローバルな生産設

備・生産システム市場においてリーディング国になるという意味である（報告書,2013,p27）。

ドイツ政府および関係者は上記の2つを目的として、インダストリー4.0を実現しようとし

ている。本稿のふたつの視点から述べるならば、1点目では製造プロセスを変革することによ

り、ビジネスプロセスの新たな展開、すなわち需要対応生産の次段階に導びこうとする。すな

わち、1点目は顧客のニーズを満たす個別受注生産型の製造プロセスを可能にすることで、ド

イツ製造業全体の収益性を向上させる方向を示している。

他方、2点目は製造プロセスそのものを輸出するという方向であるが、それらの製造プロセ

スは顧客の個別ニーズに対応できるものである必要がある。ゆえに、実際には1点目と2点目

はどちらもビジネスプロセスおよび製造プロセスの革新という共通の方向性を持つといえる。

それでは、インダストリー4.0の実現に向けて解決すべき課題には何があるだろうか。2013

年の報告書では、課題として、優先的に開発が必要とされる5つの分野と8つのエリアが特定
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された。

2015年には、インダストリー4.0実現のために2013年4月に発足した組織であるプラット

フォーム・インダストリー4.0（Plattform Industrie4.0）から、報告書が出ている。この報

告書では、上記の2013年の報告書で示された課題が再編成され、明確な枠組みとして示され

た（Plattform Industrie4.0,2015,p15）。それが図1の枠組みである。したがって、以下で

は図1について説明していく。

上記の枠組みの中で、1）生産システムとのネットワークおよび垂直統合、2）ライフサイク

ル全体に関わる一貫したエンジニアリング、3）価値創造ネットワーク内の水平統合の3点は、

インダストリー4.0の具体的な構成要素といえる。したがってこの3点は後の4.4節にて詳述

する。

そして、上記の3点を実現するために必要な課題として、4）新しい働き方のための社会イ

ンフラの構築、5）製造に関する技術の継続的開発が必要であるとみる。

まず、4）と5）のふたつの重要項目について説明していこう。4）はインダストリー4.0が

実現した際の働き方の変化に対応できるように社会インフラを構築するという意味である。具

体的には、工場で労働者が使用しやすい機器を開発すること、およびインダストリー4.0がス
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図1 インダストリー4.0の核心をなす重要項目
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ムーズに導入されるよう労働者にインダストリー4.0の説明をおこなうことや新たな働き方を

提案することを指している（PlattformIndustrie4.0,2015,pp.2932）。さらに、工場労働

は働く場所が工場に固定されるのがこれまでの考え方であるが、テレワークなど離れた場所で

の労働の可能性もあると指摘される（尾木,2015）。

つぎに、5）は分野に関わらず必要とされる共通の技術について開発を継続することを意味

している。例えば、4.3節にて詳述するサイバー・フィジカル・システムや、その実現に不可

欠なセンサー技術の継続的開発などがこれに当たる（PlattformIndustrie4.0,2015,p3238）。

さらに、5つの重要項目に関わる前提条件として、Ⅰ共通仕様・標準化・規格化、Ⅱ安全な

ネットワークシステムの構築、Ⅲ法的環境の整備がある。

まず、Ⅰ共通仕様・標準化・規格化について述べる。後に詳述するが、インダストリー4.0

では製品や生産設備にセンサーを組み入れることで、企業内外の多種類のデータを収集し、そ

のデータを基に意思決定を自動的におこなうことを目指している。すなわち、意思決定の自動

化による自動生産がインダストリー4.0の究極の姿といえよう。

企業内の職能別のシステムおよび他社システムからデータを取得するためは、それぞれのシ

ステムが相互に通信可能となるようなネットワークの構築が必要となる。したがって、まずは

これらのシステムが互換性をもつための規格、すなわち共通仕様（リファレンスアーキテクチャ）

を定める必要がある。これがインダストリー4.0実現に不可欠な1点目の前提条件であり、ド

イツでは現在、RAMI4.0という共通仕様（リファレンスアーキテクチャ）が開発されている

（PlattformIndustrie4.0,2015,p16,pp.4069）。

つぎに2点目の前提条件に関して、上記のようにシステム間を接合することによる便益を強

調するためには、ネットワークの安全性の確保がインダストリー4.0実現の要件となる。ゆえ

に、2点目のⅡ安全なネットワークシステムの構築は、インダストリー4.0の前提条件となる

（PlattformIndustrie4.0,2015,p16,pp.7193）。

最後に、3点目のⅢ法的環境の整備に関して、インダストリー4.0の実現に向けて、新たな

法的環境を整備する必要は明らかであろう。例えば、インダストリー4.0では生産に関するデー

タはデジタル上で管理されるが、それらのデータの保護や取扱いについての法律を整備する必

要がある（PlattformIndustrie4.0,2015,p16）。

先述のように、インダストリー4.0は、上記で説明した図1に示された枠組みに沿って進捗

している。本小節では、図1について、インダストリー4.0の5つの重要項目のうち2つの重

要項目および5つの重要項目に関わる3つの前提条件をみてきた。

つぎに、残る3つの重要項目の内容を明らかにし、インダストリー4.0と呼ばれる革新につ

いて議論していく。しかしその前に、インダストリー4.0が描く工場像をより具体的に捉えて

いく必要があるだろう。ゆえに、次小節ではインダストリー4.0において、工場に導入される

中核技術であるサイバー・フィジカル・システムについてみていく。
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4.3 サイバー・フィジカル・システム（Cyber-PhysicalSystem:CPS）

サイバー・フィジカル・システムとは2006年に米国国立科学財団（NationalScienceFoun-

dation:NSF）で提唱された概念である。そこでは「CPSはコンピュータと現実世界の統合で

ある。埋め込まれたコンピュータとネットワークが、現実の世界を監視し、コントロールする。

それは通常、現実のプロセスがコンピュータに影響をあたえ、その逆も然りであるフィードバッ

クのループを用いて行われる（Lee,2006,p1）。」と述べられている。

上記のLee（2006）では、サイバー・フィジカル・システムとはデジタル（サイバー）世界

と現実（フィジカル）世界の統合であると示されている。それでは、デジタル世界と現実世界

の統合とは何を指しているのだろうか。本稿ではサイバー・フィジカル・システムを用いた製

造プロセスの革新に焦点を当てるため、以下では生産工場の例で説明する。

まず、現実世界の工場に設置された個々の工程の製造機械にセンサーを組み入れる。それによ

り、統合制御システムが工場内の生産工程に関するデータを取得することが可能となる。すな

わち、ここでは工場内でどの機械がどれだけ動き、製品がどれだけ加工されたのかという状況

がデータ化され、リアルタイムで原状復元（大阪市立大学商学部編,2003年,139140頁）され

る。この際、多くの場合、機械ごとに制御装置を装備しており、その機械で発生したデータを

収集している。したがって、それらの制御装置のデータが統合制御システムに送信されるという

プロセスをたどる。この際、各機械がひとつの工程を構成し、さらに複数の工程がひとつのライ

ンを構成することが多く、機械ごとのデータは複数の制御装置を経て段階的に送信されていく。

つまり、サイバー・フィジカル・システムは個別の製造機械を制御するだけではない。製造

機械すべてにセンサーを組み入れ、生産工程全体の動きをデジタルデータとして収集する。そ

れにより、先に述べた統合制御システム内で現実の生産工程がデジタル表示される。さらに、

各生産工程のデータがリアルタイムで更新されることで、現実の製造状況が統合制御システム

上で原状復元されるのである。このように、現実の生産状況とデジタル上の生産データで現れ

る状況が完全に同期している状態を、デジタル世界と現実世界の統合、すなわちサイバー・フィ

ジカル・システムという言葉で表している。

ゆえに、簡潔に述べるならば、サイバー・フィジカル・システムとは生産工程全体の統合制

御化を備えたFA化を指すものといえよう。ここでは、生産工程全体が自動的に最適化される

ため、生産効率が飛躍的に向上するとともに、多品種少量生産（マス・カスタマイゼーション）、

さらには顧客別の個別受注生産が可能となる（報告書,2013,p4;寺西,1983,10頁）。

ここまでインダストリー4.0の中核技術とされるサイバー・フィジカル・システムについて

明らかにしてきたが、類似した概念としてインターネット・オブ・シングス（Internetof

Things:IoT）がある。モノにセンサーを組み入れることでデータを収集するという意味では、

IoTとCPSは類似した概念である。それでは、両者はどう違うのだろうか。その相違を明ら

かにすることで、サイバー・フィジカル・システム概念をよりクリアに捉えていく。
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まず、IoTは1999年にケヴィン・アシュトンによって提唱された概念である。P&Gでマネ

ジャーとして働いていたアシュトン氏は、店舗で人気商品の口紅が品切れとなっていることを

発見する。調査を進めるにつれ、バーコードによる在庫管理では、ヒトがひとつずつスキャン

するため、ミスが多発することが明らかとなってきた。アシュトン氏は、それを改善するため

にRFID（Radio-FrequencyIDentification）4）を用いて、在庫管理をより正確に行う方法を

考案する。このコンセプトがIoTと名付けられた（Ashton,2015,pp.27）。

RFIDでは電波を用いて自動的にデータを読み取ることができるため、バーコードのように

ひとつずつ読み取り作業をする必要がなく、製品が積み重なった状態であっても、何がどれだ

けあるのかを読み取ることができる。その上、ひとつひとつの製品にRFIDタグを取りつけ

ることで、品種別管理ではなく個別管理が可能となり、在庫管理の精度が向上する（坂村,

2016）。すなわち、ここではIoTとはRFIDを用いた在庫管理を指す言葉であった。

しかし、現在ではその意味は拡大し、あらゆるモノをネットワークにつなげる構想を指す言

葉となっている（例えば、村井,2015,31頁）。ここでは、在庫管理という意味は薄れ、日常

のモノに関するデジタルデータをネットワークを通して収集する仕組みであることが強調され

る。例えば、使用者の生活に関するデータと気象情報を分析することで、使用者の帰宅時刻に

合わせて室内の温度を調節するエアコンはIoTの一例である。また、コマツのコムトラツク

のデータ収集システムもIoTの代表例となる（坂根,2015,222頁）。

IoTのモノに関するデータを収集するという特徴を考えれば、センサーを通して製品のデータ

を収集するサイバー・フィジカル・システムと重複する部分をもつ概念ではある。しかし、IoT

は元々、RFIDを用いた在庫管理の精緻化を指し、現在はさらに広範囲に、日用品を含むあらゆ

るモノのデータを収集する構想を指す。他方、サイバー・フィジカル・システムとは現実の製造

工程とデジタル上の製造工程の同期化による、生産工程全体の自動最適化を目指すものである。

ゆえに、製造プロセス革新に関しては、あらゆるモノを視野に入れたIoTではなく、あく

まで生産工程における革新を指すサイバー・フィジカル・システムを用いる方が適切である5）。

したがって、インダストリー4.0を最も簡潔に表現するならば、その中核は生産工程へのサイ

バー・フィジカル・システムの導入と捉えることができる。

4.4 インダストリー4.0による製造工程の統合制御化

それでは、製造工程へのサイバー・フィジカル・システムの導入、すなわちインダストリー

4.0は、製造プロセスにどのような変化を生み出すだろうか。結論を先取るならば、インダス

トリー4.0は本論稿でのひとつの視点である製造プロセスの発展段階からみると、機械化・自

動化・システム化・統合制御化の4段階のうち、統合制御化の段階と位置づけられることが明

らかとなる。

ここでは、インダストリー4.0によって生み出されるとされる変化、すなわちPlattform
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Industrie4.0（2015）で示されたインダストリー4.0の重要項目のうち、残された3点を詳述

していく必要があろう。それは1）生産システムとのネットワークおよび垂直統合、2）ライ

フサイクル全体に関わる一貫したエンジニアリング、3）価値創造ネットワーク内の水平統合

の3点である。

まず、1点目は生産システムとのネットワークおよび垂直統合である。これは、企業内の異

なる階層のITシステムが統合されていることを指す。異なる階層とは実際に工場で機能する

センサー、制御システム、生産管理システム、事業計画までを指している（報告書,2013,

p30;PlattformIndustrie4.0,2015,pp.2629）。それにより、製造現場のデータを単に生産

工程の制御だけではなく、生産管理や事業計画まで活用することを目指している。

これは企業内の情報システムの統合を意味する。サイバー・フィジカル・システムが導入さ

れた生産工程においては、生産工程全体が自動最適化される。つぎに、工場全体が統合された

中央制御システムにより制御されるようになる。さらに、企業内の他の情報システム（例えば、

販売管理システム）が工場全体の情報システムと統合されることにより、自動的に最適な生産

量が予測されるとともに確定し、生産が開始あるいは調整される。

生産工程に関わる複数の情報システムがひとつの統合情報システムに統合され、一元管理さ

れることを統合制御化とするならば、これは企業内で垂直方向に、すなわち意思決定も含めた

統合制御化を拡大しているといえよう。それでは、インダストリー4.0は企業内だけの統合制

御化を目指しているのかというと、そうではない。

つぎに、2点目のライフサイクル全体に関わる一貫したエンジニアリングがある。ライフサ

イクル全体とは、製品の生産から使用終了後の解体もしくはリサイクルまでを指す。したがっ

て、2点目はライフサイクル全体を通じた製品のデータを統合化された情報システムに取り込

むことを意味する（報告書,2013,p2829;PlattformIndustrie4.0,2015,pp.2326）。

これはIoTが想定するような、日常のあらゆるモノが管理されるという意味ではない。生

産工程において、製品のデータを企業内に存在するときだけではなく、企業外においても収集

するという意味である。従来使用されてきた言葉でいうならば、これはトレーサビリティシス

テムと類似した内容といえる。

言い替えると、製品が何時どこで生産、在庫、販売され、どのように運搬され、何時どこで

使用され、故障もしくはリサイクルされるのかというデータを収集し、そのデータを統合的な

情報システムに取り込むことで、製品改革や製造プロセス改革に活用する。すなわち、2点目

は製品の個別データを統合情報システムに取り込もうとするものである。

ここまで、1点目は企業内で用いるシステムの統合のために、そして2点目は製品のライフ

サイクル全体のデータの統合情報システムへの統合のために、統合制御化を進展させることを

述べてきた。それでは、3点目はどのようにして統合制御化を進展させるものであろうか。

3点目の価値創造ネットワーク内の水平統合は、生産から販売、そしてアフターケアまでを
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実行するために情報システムを統合するという意味である。そのためには、企業内だけではな

く企業外の関連企業のデータを統合することができるプラットフォームの作成が重要となる。

これにより、収集されるデータは一企業を超えて大きくなるため、より最適な意思決定が行わ

れる（報告書,2013,p28;PlattformIndustrie4.0,2015,pp.1922）。これは従来サプライ・

チェーン・マネジメントという言葉で示されていた。

インダストリー4.0では全ての情報を他社と共有するわけではなく、効率的な生産に関する

部分のデータのみを共有するプラットフォームの構築を目指している。したがって、3点目は、

プラットフォーム構築による他社とのデータ共有、すなわち水平方向への統合制御化の進展を

指している。

さて、ここまでインダストリー4.0における具体的な革新の内容を表す3点を分析してきた。

その結果、1点目は企業内の垂直方向、すなわち意思決定の自動化への展開、2点目は製品の

ライフサイクル全体の管理、そして3点目は企業間の情報システムの統合となる水平方向への

統合制御化を指すことが明らかとなった。すなわち、本小節の分析から、インダストリー4.0

とは具体的には生産工程へのサイバー・フィジカル・システムの導入だけではなく、上記の

3つの方向への統合制御化を指すコンセプトであることが明らかとなったのである。

5 おわりに

本論稿では、ふたつの視点から製造業における進化過程を分析し、インダストリー4.0の位

置づけを考察した。ふたつの視点とは、ビジネスプロセス視点と製造プロセス視点であった。

第1のビジネスプロセス視点から、インダストリー4.0では需要対応生産の次段階を指向し

ていることが明らかとなった。インダストリー4.0では顧客のニーズに適した製品、ひいては

顧客別にカスタマイズされた製品の生産が目指される（報告書,2013,p4）。これは受注生産

の柔軟性と見込生産の生産効率を両立させるという意味で、需要対応生産よりさらに進化した

ものと位置づけられる。

それでは、そのような新たなビジネスプロセスを実現するための製造プロセス革新はという

と、それは第2の製造プロセス視点で分析される。第2の視点からは、機械化→自動化→シス

テム化→統合制御化という進化過程において、インダストリー4.0は統合制御化の段階にある

ことが明らかとなった。ここでは、インダストリー4.0の3つの重要項目を分析することで、

インダストリー4.0とは企業内における意思決定自動化の方向、製品ライフサイクルの全体管

理の方向、企業間のシステム統合という3つの方向における統合制御化を目指すコンセプトで

あることが示された。

まとめると、本稿は製造業を分析するふたつの視点から、インダストリー4.0が製造業の新

たな展開と位置づけられることを解明したものである。

（この論文の1.2.3は下﨑、4は辺見が執筆した）
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注

1）工程とは複数の機械作業および手作業からなる一連の作業の固まりを意味する場合もあるが、本論稿

では、1工程に 1作業しかないという前提で、以下、工程を述べている。

2）原則として、英語・ドイツ語の概念は邦訳し、カッコ内に原語を記すこととする。

3）第 4次産業革命は、その基盤となる新たな基礎技術が存在しない。そうなると、第 3次までの産業革

命とは根本的な前提が異なることになる。第 4次革命の基盤技術は何かを検討する余地が残されている。

4）RFIDは「モノに個別 IDを割り当て、電波を当てるエネルギーで ICを作動させ、固有 IDをアンテ

ナから発信させて読み取る（村井, 2015, 30頁）」技術である。例えば、公共機関を利用する際に用い

る ICカード型乗車券に使用されている。

5）CPS自体は製造業だけのために作られたシステムではない点に留意されたい。例えば、自動車にセン

サーを取り付けることで動きを管理し、交通渋滞を解消するという応用例もある。
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New Innovations with Utilizing ICT in

Manufacturing lndustries
What is lndustry 4.0?

Chiyoko Shimozaki and Kanako Henmi

Summary

In this study, we try to clarify the concept of Industry 4.0 with two perspec-

tives and describe the concept in terms of historical developments in the manu-

facturing industries. The two perspectives mean analyses with business process

and with manufacturing process.

The former analyzes the process of receiving orders, producing, transporting,

and delivering. The latter pays attention to the process of manufacturing. In this

paper, we focus on the latter.

Our result is that Industry 4.0 can be recognized as a creation of new business

processes with revolutionary utilization of ICT in manufacturing industries.
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