
Tangible"。 Industrial IoT (IIoT、産業用 IoT)は、いよいよ現実

的成果が求められるステージに突入したことを物語っている。

企業経営者や業界専門家への 40超のインタビューによれば、

IIoTのユースケースは、統合デジタルソリューションへと急速な進

化を遂げつつある。ネットワーク化から監視、最適化、予測、自動

制御へと高機能化が進むとともに、その制御範囲も、製品単位か

らシステム、工場全体、企業全体へ拡がる。 A 1

とはいえ、統合デジタルソリューションの先頭を走る工作機械

メーカーですら、その実態の多くは、既存のコア事業からの収益

が支配的で、IIoTは試験的な付加サービスに過ぎず、必ずしも

収益の柱と位置付けてはいない。

そんな中、より野心的な会社も現れつつある。独 Siemensと協
働する独 Hellerの Heller4Industry、独 Porscheと独 Schulerの
合弁企業 Smart Press Shopなどは、新たなデジタル事業モデル

MaaSに取り組んでいる。 MaaSといえば、一般には Mobility as a 
Serviceを指すが、ここでは Manufacturing as a Serviceを意味す

る。その最終形は未だ流動的だが、様々な領域の IIoTを統合す

るサービスを形成すべく、今後、機械製造設備メーカー、大手シ

ステム事業者、ソフトウェア企業の三者協働が進んでいくだろう。

急成長を続ける産業用 IoT市場

製造業、中でも組立 （ディスクリート）産業における IoT市場規

模は、2022年までにグローバルで 5兆円に達するといわれる。

2016年から 2022年までの年平均成長率は実に 25.1％。

この急成長市場に対し、(1)工作機械メーカーは、ハードウェア

製造業者からデジタルソリューションプロバイダーへと全力で舵

をきっている。 (2)クラウドベースの IoT基盤 MindSphereをもつ

独 Siemensのような大手システム事業者も参入、(3)Watson擁

する米 IBM、Azure擁する米 Microsoftといったソフトウェア企業

も、ERPや SCMと製造現場システムとの連携を武器に参入姿勢

を強めている。いずれも、AI、VR、5G通信といった先端技術を、

商品・サービスに組み込む研究に余念がない。

概念から実体へ - Make DX Tangible -
毎年ドイツで開催される「ハノーバー・ メッセ 2019」。 出展企

業 6,500社、来場者 215,000人に達する、世界最大のこの産

業専門展示会は、2011年に「Industrie 4.0」コンセプトが発表さ

れた場であり、以降、その進捗度を確認する場として存在感を増

している。 2019年のテーマは "Make Digital Transformation 
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受託製造を超えて

MaaS(Manufacturing as a Service)は、製造業の事業モデル

の変遷に鑑みて自然な進化形だ。一回限りの製品販売（売り切り）

モデルは、製品レンタルサービス、アフターサービスといったサー

ビスモデルへと進化してきた。 そして今、製品製造という行為そ

のものがサービス化されつつある。超高速インターネット通信、安

価なクラウド基盤、センサリング技術とアクチュエーターの進化な

どにより、この動きは今後ますます加速、従来の受託製造サービ

スの域を遥かに超え、企業のグローバルサプライチェーンを抜本

的に変革していくだろう。

MaaSの提供価値の一つはクラウド上の製造基盤共有にある。

顧客企業は、IIoTを介して製造機能提供機能 （OEM）と即時に

コミュニケーションでき、グローバルに分散した製造プロセスの進

捗常時監視も可能となる。

データ駆動型 MaaSの誕生

MaaSの進展は、顧客企業と OEM各々のコアコンピタンスへ

の注力を加速する。 顧客企業は製品開発やマーケティングに、

OEMは資材・部品調達の最適化、工作機械の調整やメンテナ

ンス効率化に集中できる。 OEMにとって、多くの顧客企業からの

受注は工作機械の稼働率向上をもたらす。 顧客企業単独では

到達しえない膨大なデータを蓄積できる。そのデータ分析を通し

て、製造効率や製造品質を最適化するパラメーターを把握でき、

遠隔操作やメンテナンス予測といった新たな事業を生み出すこと

も可能になる。いわば、データ駆動型 MaaSだ。

実際、Siemens, Heller, Schuler, Bühler といった企業は、

IIoTの試験フェーズを終え、"Make Digital Transformation 
Tangible"、具体的成果創出に向けたデータ駆動型 MaaSに本

腰を入れ始めた。

IIoTプラットフォーム構築に向けて

工作機械メーカーにとって、IIoTプラットフォーム立上げの鍵

は、（1）単一機能（例：調達）に特化せず、顧客企業にとっての

ワンストップ性を追求するとともに、既存顧客との関係性深化にの

み注力することなく、顧客基盤の徹底拡大を図ること、（2）データ

駆動型事業モデルを提供できるデジタルマインドセット、具体的

には、顧客起点思考やトライアル &エラーを受け入れるとともに、

知的財産の取り扱いなど、企業間協業促進に向けた実務レベル

での障害を取り除くこと、（3）共通インタフェースの標準化 （例：

UMATI(Universal MAchine Tool Interface)）を促進するととも

に、通常 10年超という製品ライフサイクルの長い工作機械業界

の特徴を踏まえたレトロフィット（新しい製品と古い製品を融合して

機能向上させること）を可能にすること、が挙げられる。

現在、世界には凡そ 450 の IIoTプラットフォームがあると言わ

れる。 これらのプラットフォームは今後相互連携を強め、クロスベ

ンダーの統合プラットフォームに進化し、レイヤー構造化が進む

だろう。 製造業におけるデータ駆動型 B2Bシェアリング経済に

乗り遅れることのないよう、日本の製造業各社にも、向こう10年間

を見据えた行動を期待したい。 A 2

ローランド・ベルガーはドイツ、ミュンヘンに本社を置き、ヨーロッパを代表する戦略立案とその実行支援に特化した経営コンサ

ルティング・ファームです。1967年の創立以来、成長を続け、現在2,400名を超えるスタッフと共に、世界35カ国52事務所を構え

るまでに至りました。日本では1991年に設立以来、日本企業に加え、政府機関など数多くのクライアントとの長期的な信頼関係

を構築してまいりました。近年では、日本型イノベーションである「和ノベーション®」を提唱し、日本企業の改革を進めています。

株式会社 ローランド・ベルガー

広報担当：  西野、岡田

〒107-6023　 東京都港区赤坂1-12-32　
 アーク森ビル23階
電話  03-3587-6660（代表） 
ファックス  03-3587-6670
e-mail: strategy@jp.rolandberger.com
https://rolandberger.tokyo

ABOUT US

PUBLISHER執筆者紹介

This publication has been prepared for general guidance only. The reader should not act according to any information provided in this publication without receiving specifi c 
professional advice. Roland Berger GmbH shall not be liable for any damages resulting from any use of the information contained in the publication.

© 2019 ROLAND BERGER GMBH. ALL RIGHTS RESERVED.

シニアパートナー

田村  誠一　Seiichi Tamura
seiichi.tamura@rolandberger.com

外資系コンサルティング会社において、各種戦略立案、及び、業界の枠を超えた新

事業領域の創出と立上げを数多く手がけた後、企業再生支援機構に転じ、自らの

投融資先企業3社のハンズオン再生に取り組む。

更に、JVCケンウッドの代表取締役副社長として、中期ビジョンの立案と遂行を

主導、事業買収・売却を統括、日本電産の専務執行役員として、海外被買収事業

のPMIと成長加速に取り組んだ後、ローランド・ベルガーに参画。


