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• サーキュラーエコノミー（CE）の実現を目指し、企業間連携を伴うイニシアティブが欧州を中心に始まっている。自動車業界においては、
データ共有を通じてサプライチェーン（SC）効率化や強靭化、CO2排出量削減、事業機会創出などを目指すCatena-Xは注目に値する

• Catena-Xは、ドイツの自動車メーカー・サプライヤーや上流の素材メーカー、研究所、政府機関を中心に設立され、昨今はスタート
アップや非ドイツ系企業の参画も増えている

• まずは、Catena-Xの基本的なルールを定める議論を続けており、今後中小企業を含めた多様な企業の参画を促すための下地作りを
行っているフェーズにある

• Catena-Xが実現されることにより8つの幅広いユースケース創出が想定される

– 1. CO2 / ESG Monitoring：CO2排出量のデータが、グローバルで同じデータ形式で正しく共有・可視化される。結果、CO2排出量は見える化・削減

– 2. Circular Economy：部品「個体」毎に、製造過程・材料、使用履歴等は可視化、価値・性能評価は高精度化。正確な中古査定・リサイクル材料回収が実現

– 3. Demand / Capacity Mgt.：需要量等の情報を予測し、SC全体に繋げることでTier-Xの素材メーカーや物流まで、SCを遡って情報を共有。需給バランスを最適化

– 4. Online Control / Simulation：各工程・サプライヤーの稼働・生産実績を見える化・リアルタイム管理。SC全体のネック特定、機械配置シミュレーション等が可能

– 5. Manufacturing as a Service：生産キャパやケイパビリティがデータで繋がり、空き稼働は見える化。柔軟な生産場所の選定や生産キャパの最大稼働が実現

– 6. Modular Production：生産工程のデータ共有を通じ、モジュール生産が進行。あらゆる工場・ラインの工程が統一され、納品リードタイムや管理コストが削減

– 7. Live Quality Loops：走行中の車両・部品もデータで繋がるため、リアルタイムで品質管理も可能。迅速な修理・交換や予知保全、部品のLTV最大化に繋がる

– 8. Behavior Digital Twin：車両周りのあらゆるデータがDigital Twin化され、車道を取り巻く都市の安全性や、モビリティ・物流・人流関連サービスの利便性が向上

• 今後データは共有財となり、需要と供給の最適化、アセットの高稼働・平準稼働、全体最適化を実現する重要な手段となる

• Catena-Xはこれらを実現する「データを共有する器」であり、その器をどのように自社ビジネスに活かすかは、企業が能動的に考える
必要がある

• 重要なのは「Catena-Xの成否」ではなく、サーキュラーエコノミー実現に向かう社会のなかで、各社が何を行うかである

エグゼクティブサマリー
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欧州を中心に、サーキュラーエコノミーを見据えたサプライチェーン連携に向けた
イニシアティブが動き出した

多様な政策の概要

名称 参画プレイヤー例

BMW、Bosch、SAP、Mercedes-
Benz、VW、ZF、Microsoft、BASF、
Siemens、DLR、 Fraunhofer-
Gesellschaft、Fetch.ai、iPoint、等

制定・設立年

2021

2020

概要・狙い

• 企業間の安全なデータ転送を実現

• 自動車サプライチェーン（SC）全体
における透明性や持続可能性を
向上

• 製品の全ライフサイクルにおける
重要な環境・材料データを共有

• 循環経済（サーキュラーエコノミー）
や持続可能な消費を促進

対象地域

グローバル
（欧州中心）

欧州

対象領域

自動車

全業界横断
（まずは車載電池
からスタート）

欧州委員会DPP
(Digital Product 
Passport)

BMW、SAP、Beckhoff、Bosch、
Siemens、CISPE、Huawei、IBM、
Fujitsu、Cisco、Bigchain、Bitkom、
Accenture、Airbus、等

2019 • 欧州内外の企業の様々なクラウド
サービスを1つのデータ基盤上で
統合し、相互運用性を実現

欧州 全業界横断GAIA-X

Catena-X

サーキュラーエコノミー・産業の競争力向上に向けた主要政策

Source: Desk research

本スタディでフォーカス



6

Catena-Xは、自動車業界のサプライチェーン（SC）全体でデータ共有するための
標準作りのアライアンス

Catena-Xとは

Source: Catena-X HP, Desk research

概要 これまでの歩み

官民連携で2021年5月に設立後、参画企業数は増加を継続。
今後、参画企業の更なる拡大によるアライアンス強化を図る

Mercedes-Benz AG,
Chairman of the Board

中小企業のも含めたデータ管理の統合は、業界を革新し
デジタル化の強化に繋がって行く。
アライアンスは、ドイツと欧州の技術革新において、
主導的な地位を占めるチャンスがある

統一プラットフォームを用いた企業間の情報共有を行う、自動車
業界のアライアンス

• アライアンスを創設し、自動車SC全体におけるデータ管理の統一標準を
策定し、多様な企業の参画・活用を目指す

• BMW・Mercedes-Benz・VW・Fraunhofer・ドイツ経済エネルギー省等が
参画

Catena-Xの現状

• 10月、自動車サミット「Autogipfel」にて、メルケル首相が
「データ・スペースの利用がドイツの自動車ビジネスにおいて
最優先事項である」と発言

• 9月現在、111社が参画。今後、中小企業も含め、更なる
パートナー企業拡大を図りつつ、議論を詰めていく段階

• 5月、ドイツ経済エネルギー省・ドイツ自動車工業会・BMW・
Mercedes-Benz等によりCatena-X Automotive Networkを設立

• 11月、COP26（世界機構会議）にて、サプライチェーン上に
おけるCO2記録方法を発表

2020

2022

2021
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SC全体でデータ共有が成されることで、サーキュラーエコノミーやカーボンニュート
ラル実現と共に、産業競争力の強化にも資することが想定されている

狙い

Catena-Xが行う取組み

• 既に、欧州ではCO2排出量に関する規制も施行。企業横断的にCO2排出量を見える化し、産業
全体で協力し、グローバルでの共通課題であるCO2削減を推進

CO2排出量の見える化・削減3

自動車産業全体としての新たな事業機会創出1
• 自動車SC上のあらゆるデータが共有・見える化され、データを活用した様々な事業機会も創出。
データが企業間で共有され、企業間コラボレーションも従前より容易になり、産業全体が活性化

Catena-X創設の狙い

Catena-Xの現状

自動車SC全体におけるデータ
管理の統一標準を策定

統一標準に即し、多様な企業が、
共通P/F内でSC上のあらゆる
データを共有

結果、SC上のデータが全て
繋がり、SCの透明性・トレーサ
ビリティが従前より向上

Source: Catena-X HP, Desk research

直近では規制施行も相まって、CO2関連にフォーカスが当たっているが、Catena-X実現による効果は極めて幅広く、影響力は大きい

• 自動車SCをデータで繋ぐことで、SC上におけるボトルネック特定が容易かつ正確になり、生産
活動を効率化・稼働を最大化

• また、感染症や貿易摩擦等、影響力の大きいマクロトレンド到来時にも、SCをデータで繋ぎ、
SCがストップしないように需給を調整し、

自動車SCの効率化・強靭化2
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na 募集・選定中

主要参画企業（抜粋）

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン

主要なドイツプレイヤーが、自動車SC関連問わず、システム系や公的機関も含め、多数参画。
更に、Circularise等のスタートアップや、デンソー・Microsoft等の非ドイツ系大企業の参画も見られる

公
的

機
関

各プレイヤーの役割

• 自動車SC関連の各企業はカーボンフッ
トプリントや製品の設計、原料の成分、
材料の調達方法等の情報などを記入

役割は各プレイヤーの専門領域を
基に分担

• ソフトウェア企業や政府研究所は、
GAIA-X上でのプラットフォーム構築や、
トレーサビリティ・ブロックチェーン等の
専門的な技術サポートを提供

• 政府機関は、技術や資金面での
サポートを提供

• 製品が法律を遵守しているか、簡易的
に判断することが可能

技
術
支
援

その実現に向け、ドイツの自動車産業に関わる産官学が取組みに参画
近年はスタートアップも参画している

Catena-Xにおけるプレイヤーと役割

Source: Catena-X HP, Desk research

Catena-Xの現状

鉱山・精錬所・
素材メーカー

サプライヤー OEM エンドユーザー リサイクル業者

• BASF • Bosch

• ZF

• DENSO

• BMW
Mercedes-Benz

• VW

• Ford

• Deutsche Telekom

• BigchainDB

• Siemens

• iPoint
（ソフトウェアプロバイダー
（独））

• Circularise
（トレーサビリティ関連
スタートアップ（蘭））

• Riddle&Code
（ブロックチェーン関連
スタートアップ（墺））

• Fetch.ai

• SAP

• Microsoft

• Fraunhofer-
Gesellschaft（フラウン
ホーファー研究機構）

• DLR（ドイツ航空宇宙
センター）

• 連邦経済
エネルギー省
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データ共有のデメリットはあるが、それ以上のメリットが期待される
そして、この”協調領域”に参画しないリスクも想定しているのではないか

参画のメリット

Source: Expert interview

ACEA 
Former Smart Mobility Director

実際、VWやBosch等の大企業は、本当はデータを公開したがらないと聞いている。
しかしながら、生産性向上や交渉の一元化等のメリットがデメリットを上回ると考え、参画を決めている。

Catena-X参画に伴う主要メリット・デメリット

Catena-Xの現状

参画のデメリット

• 自社のデータを整備・開示する必要
• Catena-Xへの参画に消極的な
サプライヤーへの説得が必要

• データ整備に追加工数・リソースが
必要

メリットがデメリットを超える

• 標準化を通じ、生産性が向上
• 個別サプライヤーとのやり取り・交渉なしに、
サプライチェーンを見える化・透明性を担保する
ことが可能

• ITシステムへの追加投資を削減
• 標準化された資料により、欧州政府・当局との
交渉が容易に（特に、環境規制）

• パートナーとのビジネスチャンスの維持・拡大
（特に、サプライヤーが参画する場合）
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時間軸としては、2021年のキックオフを皮切りに、2022年~2023年にかけ、β版の
テストを実行する段取り

Catena-Xの現状

Catena-Xのロードマップ1)

Source: Catena-X HP

Association

Developing
Environment

Operating
Environment

Selected
Highlights

2021 2022 2023 2024

Duration: 2022/8/21 – 2023/7/24

Expected market entry phase

Start of Automotive
Alliance (6 Partners)

Foundational meeting

Start of 
BMWK-funded 

consortium 
(28 partners)

Start of standardization process

Start of certification / governance body

Press release Bundeskartellamt

Operating model - whitepaper

Network of Networks

IAA Network of Networks - demonstrator

COP26 HMI 2022 COP27

Roll-out of SDKs Foundation for new entrants & developing opportunities

Phase 1
Build network foundation and transfer 
concept

Phase 2
Validate: connect to 

1,000 users

Phase 3
Expand: global footprint & 

sectoral

Start beta test environment (104 partners)

1) Preliminary Planning Assumption – Subject to Change Status 06/2022

GAIA-X Summit
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まず、皆がベネフィットを得られる基本ルールの設計からスタート
そのうえで、中小企業含めた多様な企業の参画を促す予定

2.   統一標準の設定 3.   中小企業の参画促進1.   ガバナンス（基本ルールの設計）

現在の議論の焦点

CO2排出量の算出方法に係る
基準やデータの範囲など、
明確な標準を構築

参画者が準拠すべきルールの構築、プラットフォームとしての
位置づけを議論

信頼と標準が構築されたのち、
中小企業の参画を増やす

現在の参画者との信頼関係の構築狙い 参画者間で公平な
比較ができるような
標準を作成

狙い 中小企業を中心に、
不参画企業にも参画
してもらい、ルールを
国際的な場に拡張

狙い

議論のポイント

• アクセス権の範囲
• メンバー、サポーター、モデレーター、出資者の役割と責任
• プラットフォームの維持期間・方法
• 収益化の方法
• データ開示の粒度感
• データ管理者の役割
• 情報提供者の選定
• ルールを監督する機関の選定、など

Catena-Xで行われている議論の全体像

Source: Expert interview

Catena-Xの現状
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なお、GAIA-Xの遅れに加え、データ品質の維持やデータ秘匿性の合意形成に時間
を要しているとみられる

Catena-Xの現状

Catena-X遅延の背景（RB理解）

ハードル

GAIA-Xの
ロードマップの遅れ

• GAIA-X中核サービス「連合サービス」の計画ずれの影響で、Catena-Xの市場展開が当初の2021年から2022年
内予定に持ち越され、現在でも未発表

•非欧州系プレイヤーの参画に対して、GAIA-Xの標準化への影響について意見が対立し、議論が膠着。実際、
設立メンバーの仏クラウドプロバイダは脱退を発表に至る

データ品質 • 参画者間のデータ比較は、前提条件や計算の出発点などが異なる場合があり、同一の品質ではなく、単純に
数値を比較することはできない

–例：リサイクル材、グリーン電力（証書の購入も含む）、CO2の算出方法など

• 故に、データ品質を担保したシステム構築に難航しているのがプロジェクト遅延の背景にあるのではないか

データ秘匿性 • CEを実現するためのデータを開示しつつ、機密データの秘匿性を担保する手法の策定が困難

• Catena-Xのメンバーが拡大する一方で、全参画者の合意形成に時間を要し、データの秘匿性を考慮した
システム開発が遅延している可能性

Source: Expert interview, Desk research
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また、今後は「中小企業の巻込み」「上流プレイヤーの参画」等が重点検討領域と
して挙げられる

Catena-Xの現状

今後のハードル・解決方向性

解決の方向性ハードル

中小企業の
巻込み

上流プレイヤー
の参画

• メガプレーヤーが参画しているものの、中小含
めた業界内の全てのサプライヤー参画が困難

• TierXサプライヤーは、自社のプロセスや再生
可能エネルギーの量、リサイクル材の割合な
どを完全に把握しておらず、データ不足が発
生し得る

• 自動車バリューチェーンの上流、特に素材
メーカーを中心にCatena-Xに参画する上での
期待値が自動車OEMやサプライヤーと異なる

– 例えば、金属事業者にとっては自動車業界
は一つの対面業界に過ぎず、自動車業界向
けのみにデータを成形・用意することが手間
になり得る

•バリューチェーン上の位置にかかわらず、素材・化学メーカー
も議論へ巻き込むことで各プレイヤーが合意可能なデータの
粒度を設定

•大企業のクリティカルマスを形成し、 IT投資などのコストや管
理の手間を削減し得る中小企業が参画しやすい環境を整備

•準拠すべき明確な標準を提供し、サプライヤーを教育

–中小企業がローデータ（どのプロセス・場所・どのような材料
を使用しているか等）をCatena-Xに入力する手順を簡略化

–その後、Catena-Xのプラットフォーム上で詳細は自動で計算
される仕組みを提供

Source: Expert interview, Desk research



B. Catena-Xが実現し得る将来
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Catena-Xは多様なユースケースを実現するベースになり得る
喫緊は①CO2削減と②サーキュラーエコノミーへの貢献

Catena-Xがもたらすユースケース

Source: Catena-X HP

Mobility
Partner

Recycling
Partner

Logistics
Partner

Finance
Partner

Production
Partner

Supplier
Network

R&D 
Partner

MaaS1)

CO2 / ESG Monitoring

CE (=Circular Economy)

Demand / Capacity Mgt.

Online Control / Simulation

Modular Production

Live Quality Loops

Behavior Digital Twin

Traceability

Business Partner Management

Production
IoT Partner

Digital Services
Vehicle

Distribution
Partner

Service
Partner

Foundation

Catena-Xが実現し得る将来

Traceability・Business Partner Managementが下支えとなり、①~⑧まで、多様な事業機会が創出されていく

1

2

3

4

5 6

7

8

1) ここでは、Manufacturing as a Serviceの略称
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Modular 
Production

Live Quality
Loops

各ケースは相互に連関。①②は規制強化によりマスト対応だが、他ユースケース
も新たな事業機会と捉えられる

社会的価値を起点としたユースケース毎の関係性整理（RB理解）

MaaS (=Manufacturing as a Service)

Behavior Digital Twin

既に、①②関連
のいくつかの
法制度・規制に
対し、足許で
対応がマスト

マスト対応では
ないが、③~⑧は、
自動車メーカー
にとっての事業
機会（新たな
チャンス）となる

CO2 / ESG Monitoring1

CE (=Circular Economy)2

5

6

7

8

生産工程・部品の
モジュール化は
セットで進み、
リサイクル・
リユースが容易に

従来よりも
LTVが最大化
（長寿命化）
され、
廃棄量減

生産設備の
稼働効率化や
生産機能
外部化により、
生産設備は
スリム化。
メンテに係る
電力・CO2削減

需要予測に伴い、
作り過ぎが減り、
廃棄量減

サーキュラーエコノミー実現の結果、CO2排出量減

左記同様、
移動最適化
の結果、
CO2・排ガス
の排出量減

車両制御に
より、移動が
最適化（=移動
のムダ減少）
結果、部品・
車両の消耗が
抑えられ、
廃棄量減

需要予測は、
生産キャパ・設備
シェアや融通に
寄与

生産デジタル化に
伴い、投入量
最適化・不良品減
により廃棄量減

モジュール生産×MaaS
（工程売り）も加速

リペアパーツもモジュール化
で生産効率化・取換も容易に

Demand /
Capacity Mgt.

3
Online Control 
/ Simulation

4

オンラインシミュ
レーションにより、
生産自体の付加
価値増

Catena-Xが実現し得る将来
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各ユースケースが実現することで、自動車のSCや企業の戦い方に変化が生じる

Catena-Xによる
ユースケース

• SC全体を通じ、生産工程・輸送時・販売後等に
おけるCO2排出量トレーシングと削減

• 部品「個体」ごとの使用履歴・修理履歴に基づき、
適切に価値・性能を評価

• 価値・性能評価に基づき、車両・部品のLTV最大化

• 中古品の査定・材料回収が加速

• 需要量変化を定量的に予測可能に

• 需要データをSC側に接続し稼働を調整。逆に、
供給キャパ制約を需要のコントロールへと反映
（＝需給バランスを最適化）

• 各工程や各サプライヤーの稼働状況や生産実績
をリアルタイムで把握・管理し、ボトルネックを改善

• SC全体としての生産性向上に向けたサプライヤー
分担や生産プロセス・機械配置をシミュレーション

• 自社内・自社取引先だけではなく、グローバルの
OEM・サプライヤーが協力し、CO2を削減

• （以上の前提として、市場に対する納得感・信頼感
ある数値の共有が必要）

• 車両・部品販売に留まらず、廃車・回収までOEM・
サプライヤーとして関与。回収時に素材を取出し、
生産時に再利用（特に、レアメタル等、希少資源）

• サプライヤーは、従来取切れていなかった仕事を
受注可能（＝最大稼働を達成）

• （逆に、需要予測を適切に伝えられないOEMは
サプライヤーから敬遠される可能性）

• OEM・サプライヤーは、調達・生産計画のクイック
な再策定が可能

• 高度な調達・生産シミュレーションにより、生産
効率を最大化

自動車業界のサービス／戦い方の変化（1/2）

Catena-Xが実現し得る将来

ユースケースが
差す内容

SC全体における
CO2排出量データ
の統一と共有

部品「個体」ごとのト
レーサビリティ向上

需要予測をSC全体
へ共有

SC全体／個別の工
場単位での
生産計画シミュレー
ション

CO2 / ESG

Monitoring

CE

(=Circular 

Economy)

Demand / 

Capacity Mgt.

Online Control / 

Simulation

1

2

3

4

自動車SCの変化
（＝SCで新たに生まれる／付加価値が増す機能やサービス）

企業としての戦い方の変化
（＝企業として新たにできること／留意すべきこと）
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MaaS

(=Manufacturing 

as a Service)

Modular 

Production

Live Quality

Loops

Behavior

Digital Twin

（続き）
各ユースケースが実現することで、自動車のSCや企業の戦い方に変化が生じる

Catena-Xによる
ユースケース

• 量的な生産キャパ／質的な生産ケイパビリティが
企業横断的に共有・見える化

• 生産を切り出し、空き稼働を持つ企業に生産割り
振りを行うマッチングが登場／高精度・広範囲化

• 生産工程がモジュール化され、全ての工場・ライン
の工程が統一化。SC組換えもダイナミックに進む

• 組立工程が短縮化され、顧客への出荷リード
タイムも減少

• リアルタイムの品質管理に基づくリペアパーツの
自動お届け／予知保全サービス

• 車両事故・破損時、内部の部品を取出し、
寿命いっぱいまでの使い切り（LTV最大化）

• 車両や部品搭載センサーを通じ、車両周りの
あらゆる異常検知、安全な都市を実現

• 渋滞予測・コントロールも可能になり、特に、
モビリティ・物流サービスの利便性が向上

• OEMは需給変動品の柔軟な生産場所選定が可能

• サプライヤーは生産キャパの最大稼働が可能

• （以上の前提として生産キャパ・ケイパビリティの
見える化・共有が必要）

• OEM・サプライヤーは、他社へ「工程売り」が可能

• 共通モジュール化に伴い、管理コストも削減

• 製品バリエーションを増やしやすく、開発~ローンチ
の期間も短縮

• OEM・サプライヤーとしては、アフターサービスが
従来以上に事業機会に

• 上記に伴い、車両・部品販売後にMaaSプレイ
ヤー・ディーラー等と連携も加速

• OEM・サプライヤーは車両・部品をデータ取得し、
都市へと繋ぐ媒体とし、データを用いて事業機会
を創出

5

6

7

8

自動車業界のサービス／戦い方の変化（2/2）

Catena-Xが実現し得る将来

ユースケースが
差す内容

工程単位で生産機
能の切り出し・サー
ビス化

生産工程の
モジュール化

車両・部品のリアル
タイムの品質管理・
コントロール
（生産時、販売後
双方を含む）

車両を通じた都市
のデータ収集・
仮想空間での
シミュレーション

自動車SCの変化
（＝SCで新たに生まれる／付加価値が増す機能やサービス）

企業としての戦い方の変化
（＝企業として新たにできること／留意すべきこと）
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CO2排出量のデータが、グローバルで同じデータ形式でTier Xまで正しく共有される
ことで、CO2排出量削減に繋がっていく

自社・取引先の一部の
CO2排出量に関する
情報共有

国、または事業規模に
応じてCO2関連データ
取得可能な濃淡に差分
が発生

CO2排出量の算出方法
がSC全体で統一されず、
削減方針が立てづらい

ユースケース①：CO2 / ESG Monitoring

Catena-Xが実現し得る将来 1 CO2 / ESG Monitoring

Tier Xまで
広がり、原材料・
輸送・配送等の

SC上流のScope 3が
可視化される

自動車の販売に
際して発生する

CO2排出量も視野に

• 自社内だけでなく、SC全体におけるCO2削減のボトルネックを迅速に
把握し、OEM/サプライヤーが協力し、効率的な打ち手を実施可能

• 一方、企業として、市場に対してSC全体を通じて情報を開示し、
納得感・信頼感ある数値を共有することも必要に

生産工程に係る情報は
各社でクローズド

これまで・現状 Catena-Xが訪れた世界

✓ 生産工程に係る情報が
企業横断的に集約

✓
Tier 2

OEM
可視化・共有

Tier 1

: CO2排出量

消費者

Dealer

車両製造
工程排出量

12530kg

New
Model

物流

SC全体の排出量データ
が同じ計算方法・同じ
データ形式で繋がり、
削減に向けた検討が進む

✓

国や企業規模による
データ取得可能濃淡の
違いを乗り越え、
グローバルでCO2関連
データが繋がる

✓

Tier XまでCO2の排出量が
見えることで、SC全体の
CO2が可視化

✓

✓

✓

✓

Tier X ・・・

・・・

・・・

・・・
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部品「個体」ごとに、製造過程や含有材料、使用・修理履歴が可視化されることで
価値・性能評価の精度が向上し、正確な中古査定やリサイクル材料の回収が実現

使用・修復履歴等は
可視化されておらず、
断片情報のみで価値
や性能評価を実施

部品・車両の修理や
交換は事後対応が主
であり、LTVの最大化
は限定的

メーカーにとって車両
のライフサイクルは
新車販売・消耗品交換・
補修が主軸

ユースケース②：CE(=Circular Economy)

部品「個体」ごとに、製造
過程や含有材料、使用・
修理履歴が可視化される

価値・性能評価の精度向上
に伴い、部品交換を最適な
タイミングで行い、寿命まで
使い切ることでLTVを最大化

部品・車両単位の使用履歴
等に基づき、中古の正しい
査定や材料回収が実現

Catena-Xが実現し得る将来

材料リサイクル 製品・部品

回収・分別・輸送 製品販売・輸送

2 CE(=Circular Economy)

これまで・現状 Catena-Xが訪れた世界

✓

✓

✓

✓

✓

✓

リサイクルを
前提とした設計

販売に留まらず、
廃車・回収まで
OEMとして車両
と「繋がる」

部品「個体」ごとの
使用履歴・修理履歴
に基づいた適切な
価値・性能評価

再生資源を
企業の資産
として捉える

原材料

使用

• OEM・サプライヤーにとっては自らが売った車両・部品は、資源として
生産時に再利用することが可能

製造リサイクル
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（参考）Renaultは、使用済み自動車から85%の材料を回収できるように新たな
製品のデザイン・設計の標準を構築

Renaultにおけるデザインの再定義

Source: Renault, The Ellen MacArthur Foundation

• Renault のELVリサイクルのためのプラットフォーム・ネット
ワーク「Innovative CAR REcycling」を使用

• Renaultは、メンテナンスのフィードバックと ELV分析に
基づき、車両の再生産とリサイクルを促進するための
材料選択や組立手順などに関する設計の標準を開発

Renaultの新生産車に占める
リサイクル材重量の平均割合

ELVから回収できる
リサイクル材の平均割合

• Renaultは、リバースロジスティクス機能を活用して、現地の
自動車産業で以下の原材料を維持することを試みている

銅鋼鉄 繊維プラスチック

36% 85%

業界全体のパートナーネットワークとの連携

ポリプロピレン（PP）のリサイクル例

ELVの収集

• フランスの350拠点の解体
センターネットワークを保有
(-30万台/年)

車両解体

• INDRAは効率的な
解体プロセスを確立

• ボーリングPP部品
(バンパー、ホイールアーチ) 
(15kg /台解体)

コンパウンド＆
ペレット押出

• バッチ品質管理
• 収納
• バージンPPで調整された特性

複数のパートナー: シュレッダー
＆洗浄

• 不要物質の管理
• 分類
• 収納

ELV: 使用済み自動車

自動車の
使用

自動車メーカーへ

輸送

輸送

使用済み自動車（ELV）のCEの確立

Catena-Xが実現し得る将来 2 CE(=Circular Economy)
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（参考）加えて、古い部品を使用可能な部品に変換するための再生産物流ネット
ワークの構築まで進めている

Renault「Choisy-Le-Roi Plant」での再生産

Source: Renault, The Ellen MacArthur Foundation

Renaultのリバースロジスティクスにて回収された古い部品1)は... …再生産され、オペレーション・環境の節約につながる

1) 再生産部品には、インジェクションポンプ（1989年～）、ギアボックス（2003年～）、インジェクター（2010年～）、ターボコンプレッサー（2013年～）等が含まれる

• 原材料の埋立地を転用し、資源の回収
と再利用を最大化

100%

• 従業員数 -全体的なプロセスは資本
集約度が低く、人的労働力を必要とする

325人

• 新たに部品を生産する過程に比べ、
Renaultのオペレーションでは以下の資源が節約可能：

エネルギー

-80%

水資源

-88%

化学物質

-92%

• 再生産により、品質水準を維持したまま
30～50％のコスト削減が可能

Catena-Xが実現し得る将来 2 CE(=Circular Economy)

スペア部品の
地域倉庫

再生産
業者

コア部品の回収・
仕分センター

第1次
ネットワーク

第3次
ネットワーク

第2次
ネットワーク

再生産
スペア部品

古い部品

Renault



23

需要量予測とサプライチェーン（供給）のデータを繋げることで、Tier-Xまでさかの
ぼって必要供給量をあらかじめ理解することで、需給バランスを適正化

需要量等の把握が
不正確（個社・販売店毎
に感覚で把握する等）

ユースケース③：Demand / Capacity Mgt.

Catena-Xが実現し得る将来 3 Demand / Capacity Mgt.

これまで・現状 Catena-Xが訪れた世界

✓ 感染症や経済混乱等、
マクロトレンドがもたらす
需要量変化を定量的に
正確に予測可能に

✓

自社内の生産計画など
を限定的にSCに接続

✓ 予測した需要データを
SC側に接続できるように

✓

上記とは逆に、供給側の
制約を需要コントロール
に活用

✓

Tier 2

需給最適化

Tier 1

物流

Tier X ・・・

・・・

・・・

・・・

OEM

: 需要予測

完成車の需要予測から、
Tier-Xの素材メーカーや
物流まで、SCを遡り情報
を共有、需給を最適化

✓ • サプライヤーにとっては、需要予測に基づき稼働を調整し、
従来取切れていなかった仕事を受注可能（＝最大稼働を達成）

• 逆に、需要予測を適切に伝えられないOEMはサプライヤーから敬遠
される可能性

供給量
データ

需要量
データ

資源枯渇

！

供給キャパ

世界経済の
混乱

感染症蔓延等
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各社・各工程の稼働・生産状況をリアルタイムかつ俯瞰的に把握。
SC全体のボトルネックの即時特定や、生産性向上への俯瞰的打ち手を検討可能

ユースケース④：Online Control / Simulation

Catena-Xが実現し得る将来 4 Online Control / Simulation

OEM・サプライヤーの
生産状況・受発注・進捗
管理などは順次確認。
かつ、リアルタイムでの
俯瞰的把握は困難

各OEM・サプライヤー
が個別で生産計画・
在庫管理・機械・設備
を管理

各工程や各サプライヤー
の稼働状況や生産実績
情報をリアルタイム管理

上記に伴い、SC全体に
おけるボトルネックを
即座に特定し、改善施策
を実行可能

SC全体を俯瞰的に管理し、
全体として生産性を向上
させるためのサプライヤー
分担や生産プロセス・機械
配置をシミュレーション

• 一時的な稼働率の上昇に伴い、逼迫して
いる生産拠点・サプライヤーを特定
（＝ボトルネックを特定）

Tier X

・・・

・・・

・・・

Tier 2 OEM可視化・共有Tier 1

物流

・・・

:稼働状況 :再策定されたモノの流れ

これまで・現状 Catena-Xが訪れた世界

✓ ✓

✓ ✓
・・・
Tier X Tier 2 OEMTier 1

OEMTier 1Tier 2

・・・
Tier X

サプライヤー分担・
機械配置等を
高度にシミュレーション

• OEM・サプライヤーにとっては、同一製品を別企業から調達し、
生産を行う調達・生産計画のクイックな再策定が可能

• 高度な調達・生産シミュレーションにより、生産効率を最大化

✓
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Manufacturing as a Serviceにより、各社・工場・機械のケイパビリティとキャパシティ
が共有されることで、最適な生産場所の選定と、稼働向上をもたらす

ユースケース⑤：MaaS（=Manufacturing as a Service）

5 MaaS (=Manufacturing as a Service)Catena-Xが実現し得る将来

デマンドに対し、
自らのキャパを
フル活用させるため、
積極的に提案

空き稼働に基づき
最適なサプライヤー
に発注

XX工場
空き

対応可能

求める
ケイパ

XX％

XX XX

XX XX

XX XX

XX％

XX XX

XX XX
XX XX

XX％

XX XX

XX XX
XX XX XX％

XX XX

XX XX
XX XX

XX％

XX XX

XX XX
XX XX

XX％

XX XX

XX XX
XX XX

XX％

XX XX

XX XX
XX XX

XX％

XX XX

XX XX
XX XX

自動車業界
以外の企業
（産業機械等、
互換性がある
業界）にも提案

企業横断的にキャ
パ・ケイパがデータ
でつながる
（そのために、
キャパ・ケイパビリ
ティをオープンに
する必要がある）

・
・
・

これまで・現状 Catena-Xが訪れた世界

自社・取引先の一部以外
の製造設備のキャパ・
ケイパビリティに係る
情報はクローズド

上記の結果、稼働状況・
空き稼働は見えず、
生産は自社・既存取引先
で完結

工場・ライン、物流の量的／
質的なキャパ・ケイパビリティ
が企業横断的に見える化

生産自体がサービスとなり、
自社・既存取引先以外の
生産を担うことが増える

✓ ✓

✓✓

• OEMとしては、需給変動がある製品の柔軟な生産場所選定が可能に

• サプライヤーにとっては、自らの生産キャパをフル活用可能

需要量と必要なケイパビリ
ティ（質）に基づき、それを
多様な企業の空き稼働へ
と割り振り

✓



26

生産工程がモジュール化。
どの車両モデルも同じ工程になり、企業や工場を超えた工程管理がシンプルに

生産工程は細分化され、
かつ工場・ライン毎にばら
つきも存在

製造する車両モデル毎にラ
インが異なることもあり、生
産ラインへの投資が大きい

ユースケース⑥：Modular Production

6 Modular ProductionCatena-Xが実現し得る将来

自社・取引先の一部以外
の生産工程に係る情報
はクローズド

生産工程に係る情報が企業
横断的に見える化

・
・
・

Tier-2

Tier-1

Tier-2

Tier-1

これまで・現状 Catena-Xが訪れた世界

✓ ✓

✓ 車両モデルを超えて共通ライ
ンを使うため、生産設備効率
が高まる

✓

✓ 生産工程のモジュール化が
進み、全ての工場・ラインの
工程が統一。工程単位のSC
組換えもダイナミックに進行

✓

OEM ①

共通工程の
"モジュール"
で生産
（作るモデル
によっては
不要工程を
skip）

Model Z

Module a

Module b

Module c

Module d

Module e

Module f

・・・

Model Y

Module a

Module b

Module c

Module d

Module e

Module f

・・・

Model X

Module a

Module b

Module c

Module d

Module e

Module f

・・・

・・・

OEM ②
Model W

Module a

Module b

Module c

Module d

Module e

Module f

・・・

1 2

共通モジュールの
ため、稼働状況
に応じ、他社へ
「工程売り」

・
・
・

• OEM・サプライヤーとしては、モジュール化に伴い、管理コスト削減。
また、製品種類を増やしやすく、開発～ローンチの期間も短縮
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B

B

B

！

！！

事故時にバッテリー等の
部品を取出し、再利用に回す

故障の予兆を掴み、
車両へと通知

破損時にリペアパーツ
を自動で提供

販売後も含めた車両・部品の品質管理の結果、迅速な修理・交換や、ビッグデータ
に基づく正確な予知保全、部品のLTV最大化も実現

生産過程におけるデータ
を用いた品質管理が一定
程度普及

故障時、ドライバー自身
が連絡し、一定の時間
をかけて修理。
ダウンタイムも一定発生

車両事故／破損等の際
は、車両ごとそのまま
廃棄

ユースケース⑦：Live Quality Loops

生産過程に限らず、
走行中の車両・部品まで、
リアルタイムで品質管理・
コントロール可能

故障時に適切なリペアパーツ
が迅速・自動で届く／
予知保全も可能になり、
ダウンタイム減

車両事故／破損等の際、
内部の部品を取出し、寿命
いっぱいまで使い切ること
も可能

7 Live Quality LoopsCatena-Xが実現し得る将来

• 特にOEMとしては、MaaSプレイヤー・ディーラー等と連携した
アフターサービスが従来以上に重要性を増す

モデル毎の一般的な部品の寿命をインプットすると共に、ビッグデータとして
実際の個別車両ごとのデータ蓄積により、故障予測の精度はさらに高度化

これまで・現状 Catena-Xが訪れた世界

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓
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これまで・現状 Catena-Xが訪れた世界

災害検知

犯罪検知

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

リ
ア
ル

渋滞の
予測・コント
ロール

物流の
定時到着

災害予測
犯罪
情報

• OEM・サプライヤーは車両・部品をデータ取得媒体とし、
データを用いて新たな事業機会を創出可能

✓ ✓タイヤのセンサーを通じ
た路面状況取得等、
異常検知のスコープは
一部

渋滞状況が読めず、
渋滞が発生

渋滞の結果、宅配が遅
延する等、車道を取り巻
く関連サービスにも障害
が発生

車両・部品搭載センサーを
通じ、車両周りのあらゆる
異常検知により、安全な
都市を実現
（車道の路面状況に限らず、
災害、公道における犯罪等）

安全な都市実現に留まら
ず、車両データを通じた、
渋滞予測・コントロールに
より、移動の快適性を向上

ひいては、物流の定時
到着等、道路を取り巻く
関連サービスもより
高度化・利便性が向上

✓ ✓

✓ ✓

車両周りのデータがDigital Twin化されると、都市の安全性担保や渋滞予測は
もとより、道路に関連するあらゆるサービスの利便性まで向上する可能性

ユースケース⑧：Behavior Digital Twin

8 Behavior Digital TwinCatena-Xが実現し得る将来

Catena-X

車道の路面状況検知
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（参考）富士通は、車両データの関係性処理を通じ、渋滞案内サービスを既に展開。
将来的には、サービスの種類・質ともに益々拡大するのではないか

富士通におけるモビリティ×デジタルツインサービス

"Digital Twin Utilizer"概要

車両・信号等の各データやその関係性をリアルタイムに処理することで、運転のサポートや
車両の故障予防に限らず、一部、渋滞案内も展開

将来の世界（Catena-X実現後）

• 今後は、車両周りのあらゆるデータ
が蓄積・共有がグローバルで進ん
でいく

• 結果、既に一部リリースされている
渋滞案内に限らず、多様な関連
サービスが出現する見立て

• また、データの蓄積が進むほど、
解析も高精度になり、サービスの質
もより高度化するのでは

Source: Fujitsu HP

8 Behavior Digital TwinCatena-Xが実現し得る将来

道路
車 車車

車の状態変化をウォッチし
故障を予防保守

複数の車の状態から
道路状況を算出

• 自動運転診断

• 危険地点配信

• 渋滞マップ
配信

• 故障予防保守

• 運転
アシスタント

各種サービスデ
ジ
タ
ル
世
界

実
世
界
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（参考）Catena-Xにより、車両・部品と都市を繋げ、データのやり取りが進むと、
多様なステークホルダーへの価値提供が可能になり、事業の広がりも描ける

乗っている人（移動したい人）

積荷（物を運んで欲しい人、荷主）

モビリティを保有する個人

サービサー／物流会社（／鉄道会社）

道路整備を行う地方自治体

エネルギー供給者（ガソリン・電気・水素）

道路を歩く歩行者

地域の住民

地域の事業者

モビリティーメーカー

サプライヤー

販売店

自動車保険

ドライバー

メンテナンス

車両・部品

ユーザー

オーナー

インフラ
提供

周囲の
ヒト

モビリティの
供給者

安心の
供給者

ストレスなく運転できる 等

渋滞への遭遇が減り、クルマでの移動時間が短縮される 等

荷物の到着時間が正確にわかり、ピンポイントの時間に受取れる 等

保有しているクルマを活用することへのストレスが減り、ドライブ頻度が増加 等

単位時間内での1台あたり移動距離を高めることで、台当たり生産性を向上 等

交通量の平準化により、インフラ整備に費やすコストを最小化できる 等

スタンドの設置数・場所、ガソリン・電気の供給量を最適化する参考となる 等

渋滞解消による排気ガス量低下で安心して歩くことが出来る 等

賑わいが生まれる場所が能動的に作られ、街に活気が出る等

賑わいが生まれる場所が能動的に作られ、商売を行うきっかけを生む等

クルマ移動の快適度が上がり、購買を後押し 等

上記理由により、自動車部品需要も増加の可能性あり 等

移動の楽しさを訴求しうることができる 等

渋滞中の注意散漫から生じる事故が減少することで保険料の引き下げが可能等

渋滞解消により急停止・急発進が減少し、メンテナンス頻度減少等

8 Behavior Digital TwinCatena-Xが実現し得る将来

車両・部品と都市・生活者の接続による提供価値の幅出し

C
a
te

n
a

-X

を
介
し
、
車
両
・部
品
と
都
市
・生
活
者
が
繋
が
る



C. 今から構えておくべきこと
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Catena-Xは、サプライチェーン全体を俯瞰した全体最適をもたらす

Catena-XによるSCの全体最適実現

日系自動車メーカーのとるべき方向性

需要と供給の一致・最適化

Point

各プレイヤー独自のスキル
を活かす水平分業

アセットの高稼働・平準稼働

全体最適を作り出す
オーケストレーター

地産地消の循環

鉱山・精錬所・
素材メーカー

サプライヤー OEM

供給 需要

需要と供給
が一致、
最適化

車両ユーザー

リサイクルメーカー 資源回収業者

オーケストレーター Catena-X

• 在庫不足・過剰
なし

• 各社独自のSkill

• 高稼働・平準化

SCの「全体最適」が実現し、
資源がスムーズに循環
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動脈から静脈も含めたサプライチェーンのデータは共有財となり、企業には
マインドチェンジが求められるようになる

日系自動車メーカーに求められるマインドチェンジ

これまで・現状 Catena-Xが訪れた世界

日系自動車メーカーのとるべき方向性

データの
位置づけ

• 企業ごとの固有資産 • 企業間で連携し合う、共有財
（秘匿性が担保されることは前提）

デ
ー
タ

データに
よる価値

• データを持つことが価値 • データの使い方が価値

OEMの
位置づけ

• 製品を顧客に買ってもらう・使ってもらう • 製品を顧客に買ってもらい・使ってもらい、
回収する

ものづくり
の仕方

• お客様のためのものづくりを行う • お客様と作り手がwin-winになるものづくりを
行う

サプライ
ヤーの
位置づけ

• OEMの求めることを実現する • 強みを磨き上げ、選ばれるサプライヤーに
なる

戦
い
方
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Catena-Xは新しいサプライチェーンを作る「データを共有する器」に過ぎない。
その器をどのように使うのか、企業は能動的に考える必要がある

Catena-Xが示す日系自動車プレイヤーにとっての意味合い

日系自動車メーカーのとるべき方向性

Catena-Xは将来の世界そのものでは
ない

✓

Catena-Xは将来の世界を実現するた
めの、「データを共有する器」に過ぎな
い

✓

実現できることが広がる中で、具体的
にビジネスを作っていくのは各企業に
委ねられている

✓

サーキュラーエコノミーは社会からの
要請である。よって、自社が先んじて
取組むのか、他社が先に行くのかは
これからの各社の取組み次第

✓

供給 需要
需要と供給
が一致、
最適化

Catena-X

鉱山・精錬所・
素材メーカー

サプライヤー OEM 車両ユーザー

リサイクルメーカー 資源回収業者

オーケストレーター

• 在庫不足・過剰
なし

• 各社独自のSkill

• 高稼働・平準化

SCの「全体最適」が実現し、
資源がスムーズに循環
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Catena-Xに対し、OEM／メガ・大手サプライヤー／中小サプライヤー、
それぞれの立場毎にアクションが考えられる

OEM メガ・大手サプライヤ― 中小サプライヤー

Catena-Xを踏まえた日系メーカーにとってのアクション（例示）

日系自動車メーカーのとるべき方向性

サーキュラーエコノミーへの対応した、
リサイクルしやすい商品設計

E

SCとの繋がりを利用し、これまで取引
の無かった顧客にも選ばれるべく、
自社の強みの再認識と言語化

SCが繋がり、新興メーカーによる
業界参入に対抗するための、
負けない企画力・価値創出

B

F

J

特定OEM・モデルのためのカスタマイ
ズラインから、汎用ラインへの転換

Catena-X対応の前提となる基本的な
デジタル化への着手

優れた上流（サプライヤー）の取合い
になる可能性に備え、エンドユーザー
目線の企画力による需要確保（需要
があればサプライヤーも付いてくる）

A I

SCの最適・柔軟活用のための、開発
するクルマの構造の標準化と商品競
争力の両立

C
部品毎の情報トレースや予知メンテ等、
「部品×データ」サービスをサプライ
ヤーとして提案

G

EOLをむかえたクルマを回収し素材と
して再活用する体制作り

D

H

HW・SWのみならず、データ形式や作
り方含めたモジュール化を先んじて構
築し、複数OEMへ提案



36

重要なのは「Catena-Xの成否」ではない
いずれにしろ社会がサーキュラーエコノミーにむけて進むということである

構えておくべきこと

Catena-Xの実現に向けて、ハードルも多く、懐疑
的な見方は一定存在する

I cannot see that Catena-X will be common method in few years,

so that cannot decide how to act for Catena-X as of now

Europe OEM

I cannot deny the possibility that Catena-X will be next global standards in 

Automotive field, however they cover too much concepts. First, they need 

to decide how to collect data, which fields to be prioritized, how to allocate 

resources, etc. It takes time for sure

Europe OEM

社会の要請を踏まえると、仮にCatena-Xでは
ないとしても、時間軸は前後しても、
同じような方向（サーキュラーエコノミー）に進む
のではないか

よって、
重要なのはCatena-Xの成否ではなく
サーキュラーエコノミー実現に向けた構えを今
から持っておくべきではないか

日系自動車メーカーのとるべき方向性
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ご質問、ミーティングのお申込みについては
下記までご連絡下さい

株式会社ローランド・ベルガー

シニアパートナー

田村 誠一
seiichi.tamura@rolandberger.com

プリンシパル

株式会社ローランド・ベルガー

山本 和一
waichi.yamamoto@rolandberger.com
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