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デジタル時代の 
工作機械ビジネス
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2 Roland Berger Digital offerings 

デジタル製品やサービスは多様に存在し、複雑性が高いため、

工作関連プレイヤーは、戦略・ポジションを定義するのに 

苦戦を強いられている。  大手プレイヤーは、豊富な経営資源

を活かし、多元的な手段・手法により、業界標準を創り出す 

ことで活路を見出そうとしている。

他方、中堅・中小であっても、潜在的な価値の源泉、顧客の

要件や懸念事項、自社の強みと弱み、適切なパートナリング

によるエコシステムの可能性など、デジタル価値提供の要諦

をおさえられれば、十分に成功に導くチャンスがある。

工作機械とデジタル技術・製品の最適な組合せ・補完関係

の構築に対する巧拙次第で、チャンスにもリスクにもなり得る。

従い、工作機械関連プレイヤーは、デジタル技術・製品の

革新性を最大限レバレッジするための戦略の再定義・具体化

を如何に迅速に進められるかが至上命題となる。

概略
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3Roland BergerDigital offerings 

「デジタル」はあくまでも手段であって、目的ではありま

せん。 複雑性が高く広範に及ぶデジタル技術を活用して、

顧客に対してどのような新たな価値をもたらすべきなのか。

顧客の現場と声にしっかり向き合い、本質的に求められて

いる潜在ニーズを把握・咀嚼することがアナログ的な従

来的手法同様に求められます。

競合・協業関係を再定義する

他業界同様、デジタル化は、工作機械と異分野の垣根

を崩し、機能融合を進展させるドライバーになっています。

工作機械関連プレイヤーが単独で顧客を囲い込むことが

難しくなると同時に、囲い込むことの弊害すら出てくること

を意味します。 CAD、IIOT、各種スタートアップなど、新

興系プレイヤーもファクトリー×デジタル化領域の顧客獲

得を虎視眈々と狙っている状況下、当該領域で成功する

ために最も有効な戦略とは、他社との競合・協業関係を

再定義することに他なりません。

高度なデジタルサービスは、技術の複雑性と顧客から

のパートナリング要請を背景に、他社との提携が求められ

る傾向が益々高まっています。 大手プレイヤーに在りが

ちな自前開発に拘っては、優れたサービス提供が難しく

なります。  

工作機械セクターにおける 

デジタル価値提供の在り方

深層ニーズ把握・咀嚼が 
デジタルサービス開発の原点

革新的な製品やサービスを顧客に提供しようとする工作

機械関連プレイヤーにとって、デジタル化は避けては通

れない重要なトピックです。 しかし、顧客側のデジタル関

連の製品・サービスに対する受容度は、個々の製造業の

特性やニーズの質・量に左右されます。 そのため、どの

デジタル製品が、顧客企業の事業・製品ポートフォリオに

対して、真の付加価値をもたらすのか、慎重に考えて、適

切な対処が求められます。

世界規模で「インダストリー 4.0」がブームとなりましたが、

初期に開発された多くの実証実験は、テスト段階を超えて

実用化まで至ることはありませんでした。デジタル技術の

潜在的な適用範囲はあまりに広範に及んでおり、且つ競

合やパートナー候補も無数に存在しています。 結果、ど

れもこれも技術・サービスを盛り込みたがる傾向が強くな

りがちであり、目指すべき事業の方向性を見失えば、自ず

と事業化の道は遠のきます。

工作機械領域におけるデジタル提供サービスは、大きく

10 タイプに分類することができます。 シンプルな工作機

械用アプリケーションから、高度なデータ分析に至るまで、

幅広い領域が存在しています。  (4 ページを参照 )Ti
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4 Roland Berger Digital offerings 

Operation field: 
デジタル提供 
サービスタイプ

Source: Roland Berger

Emerging digital services and 
products for machine tools

1Service apps 
一般的に独自のソフトウェアで
あり、マシンや主要なコンポー
ネントの状態を把握するため
のリモート・モニタリング、リモー
ト・アクセスやリモート診断を
可能にします。

2Adaptive systems 
機械パラメータのリアルタイム
調整を可能にし、接続された
機械、計測、工具のプリセッ
ティングのクローズド・ループ
を介して無駄を削減します。

5最適化 Apps 
主にソフトウェアとセンサー
で構成され、機械性能の 
最適化を促します。 また、 
スマート HMI経由でアクセス
することも可能です。 6Digitally enabled  

business model 
"Pay per Use "などの新しい 
技術的・商業的なフォーマット
を指し、IIOTと機械の接続性
を活用してビジネス・モデル
を実現します。

3Smart Human-Machine 
Interfaces (HMI) 
マシンハンドリングを強化し、
ヒトと機械の最適化に向けた
アプリなど、プラットフォーム
を提供します。 4MES software 

自社機とサードパーティ機を
横断的に、生産現場と資産
管理をつなぎ、顧客のリソース・
プランニング・システムとの
統合を行います。

7水平統合 
CAxソフトウェアは、設計、 
計画、シミュレーション、加工
に至るまでのプロセス・サプ
ライチェーン全体をシームレス
にデジタル統合しています。 9Edge analytics 

分散化された各種機械レベル
で収集されたビッグデータを
解析し、複雑な切削加工など
でもリアルタイムに最適化を 
実現にするための技術です。10Intralogistics solutions 

無人搬送車（AGV）とナビゲー
ション技術をベースに構築さ
れた、複数の工程間でフレ 
キシブルな自動化をサポート
する技術です。8Cloud analytics 

予知保全（CBM）など、複雑
な分析の基礎とした、ビッグ
データを背景に経済的価値
を産み出すための技術です。

Basic

Advanced：HMI、パフォーマンスアプリ、従量課金

Fully fledged：End-to-endソフトウェア、分析技術、自動化
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競争ポジショニング、 
3 つの選択肢

優れたデジタル価値の提供に向けて、工作機械関連 
プレイヤーが採るべきポジションは、大きく 3 つ存在します。

まず、1 つ目は 「ペース・メーカー (Pacemakers)」
です。 デジタル領域の製品・サービス開発を強力

に推進し、括弧たる業界ポジションを確立するため

のビジョン・専門知識・資金力を十分に有する大

手企業に適した戦略です。 この戦い方では、社内

での独自開発に留まらず、M&Aやパートナーシップ

（特に CAx ソフトウェアと IIOT プラット・フォーム）も

積極的に活用しながら、幅広い多元的なデジタル

価値提供を行います。

「フォロワー (followers)」は、工作機械周辺サー

ビスに注力する、中堅企業に多く見られるポジショ

ンです。 サービス領域は、サービス・アプリから、

デジタル化されたビジネスモデルまで多岐にわ

たりますが、先進的な価値提供まで踏み込むこと

は稀です。迅速に成果を出しやすい「模倣的な」

製品・サービスで、デジタル化の波に乗ろうと目

論むことが通例です。

工作機械業界は、構造的に寡占度の低いフラグ

メントな構造であるため、中堅・中小を中心とした

「後発組 (latecomers)」ポジションが過半を占めま

す。このポジションにある企業も、デジタルサービス・

アプリや顧客のデジタル・エコシステムと連携する

サービス提供を画策していますが、モノ売り発想か

らの脱却が難しく、ハードウェアに主眼を置いてい

る例が大半です。結果として、デジタルサービスの

提供範囲は狭く、例えば最先端の HMIのような価

値提供には至らず、必要最低限のデジタル対応を

行っているのが実態です。

パワーゲームから 
価値起点の戦い方へ

大手を中心としたペース・メーカーが、工作機械領域の

デジタル化を席巻する中、果たしてフォロワーや後発組に

も巻き返すチャンスはあるのでしょうか。

当該領域のデジタル化は、提供サービスごとのケイパビ

リティが大きく相違し、対面顧客の多様さ故のニーズ差異

から、カスタム対応がカギを握ります。 実際、デジタル提

供サービスごとに実装時に求められる座組みは異なります。

得意産業が異なっている CAxソフトウェアベンダーが典

型的ですが、どの顧客産業をターゲットにするかによっても、

最適なパートナリングは変わってきます。

更に言えば、主要顧客が対面する事業特性を起点とし

て考える必要もあります。同じ自動車 OEMであっても、大

規模生産を行う大手にとっては、カスタマイズ製品をつく

るのに、今ある機械を無理やり使いこなすよりも、デジタル

化の提案をしてもらったほうが、双方の利益拡大につなが

りやすくなります。 他方、中堅であれば、保有機械を使い

倒す提案の方が投資対効果に優れるのが通例です。 顧

客企業のデジタル化に対するニーズやスタンスと保有デ

ジタルケイパビリティも踏まえて、ソリューション開発・提供

の在り方を模索していくことが鍵と言えるでしょう。すなわち、

工作機械関連プレイヤーが、デジタル領域で、どのような事

業ドメインを定義するか次第で、巻き込むべきプレイヤーが

大きく左右されるということです。  (6 ページを参照 )

局地戦で勝ち抜くチャンスは十分に存在し、その勝利を

糸口に、段階的な発展シナリオを描くことが十分に可能と

いうことを意図します。 デジタル化は当初、総じて大手に

有利な方向に進んでいましたが、企業間協業のハードル

が低下したこともあり、中堅・中小でも、デジタル価値を産

み出して、成長を遂げる土台は整っているといえるでしょう。
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Many players are trying to stake their 
claim in different parts of the market

サービス 
ラインアップ

プレイヤーの 
カバレッジ

1
Service 

apps

2
Adaptive 
systems

3
Smart 
HMI

4
MES 
apps

5
最適化
Apps

6
Digitally  
enabled  

bus.models

7
水平統合

8
Cloud 

analytics 

9
Edge 

analytics

10
Intra- 

logistics 
solutions

Source: Roland Berger

プレイヤーのランドスケープ

デジタル・ 
サービスにおける 
ターゲットポジション 

と戦略とは？

工作機械 
OEM

マシン・　　　 
コントロール 
OEM

周辺機器 
OEM 
（ツーリング、 
計測、...

ファクトリー・ 
オート 
メーション・　　　 
プレーヤー

CAx 
ソフトウェア・　 
サプライヤー

ＩＩＯＴ 
プラット 
フォーム 
事業者

アプリ・ 
プログラマー 
＆スタート 
アップ

デジタル・サービスにおける戦略のために
考慮すべき重要な側面

事業特性

 > 顧客構造

 > 顧客の製造プロセスに 
おけるポジショニング

A 自社のケイパビリティ

 > 企業規模

 > デジタル化対応能力

 > 投資能力

B

実装 
アプローチ

自前開発

協業 
（もしくは買収）

提供範囲選択的 高付加価値
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デジタル化が進む製造現場において、革新的なデジタ

ル製品・サービスの特性を踏まえたパートナリング、顧客

のバリューチェーンにおける位置づけ・リソースの充実度

など、複雑化した変数をコントロールし、提供価値を高め

得る自社のポジションを如何に確立できるかが、工作機

械関連プレイヤーの次なる事業発展の分水嶺となります。

未だ黎明期にあるデジタル化時代の工作機械ビジネス

は、優勝劣敗の構図は固まっていません。最も重要なのは、

今すぐ具体的な検討・アクションを起こせるかにかかって

います。

パワーゲームから 
価値勝負への転換へ
これまで論じてきたように、当該領域での成功は、企業規模だけで決まるものではなく、「フォロワー」

「後発組」ポジションであっても、十分にチャンスがあるということが、欧州先行事例もから立証できます。

会社

 > 多軸旋盤スピンドルと 5軸研削盤

 >  規模：約 1億ユーロの収益、従業員 600人

デジタル・サービス

 > SACS (Schütte Integrated Cutting Software) は、以下
の機能を備えています。

 – MES機能（機械監視、生産指示管理、工具管理、 
エネルギー管理など）

 – 水平ソフトウェア（NCプログラミング、シミュレーション）

 > オンマシン、オンPC、インクラウド、OPC-UAベースの通信

パートナー

Predix

会社

 > 多機能複合マシニング・センター

 > 規模：約 1億 3,000万ユーロの収益、従業員 500人

デジタル・サービス

 > ソフトウェア提供

 – リモート・サービス

 – 水平ソフトウェア (プログラミング、シミュレーション )
 – 加工アプリ (保護、サイクル、ツール・モニター )
 – MES 機能 (監視、アラート )

 > デジタル "pay-per-use" モデル

パートナー

Sandvik Coromant | MindSphere

会社

 > 多軸マシニング・センター

 > 規模：約 4億ユーロの収益、1,000人の従業員

デジタル・サービス

 > ライフ・データ、特徴

 – MESとサービス機能（監視、エネルギー管理、リモート
診断など）

 – マテリアル・フロー・シミュレーションと工場計画サービス

 > オンプレミス、インクラウド

パートナー

Predix | T&G | MindSphere

Source: Roland Berger
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