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調査方法

本レポート「グローバル製造業の展望2018」は、製造
業300社のCEOから得られたデータを基に作成されて
います。このデータは、2018年の年初にForbes Insight
がKPMGインターナショナルの依頼を受けて実施した、
世界11ヵ国1,300人のCEOを対象にした「グローバル
CEO調査2018」の一部です。KPMGインターナショ
ナルは、この調査データを補うため、世界各国の製造
業の経営幹部に対して一連のインタビューを実施しま
した。本レポートは、経営幹部らの経験談と、KPMG
のプロフェッショナル、および各セクター・リーダー
の見解を組み合わせることにより、今日の製造業に
とって価値あるインサイトを提供します。

序文

本調査によって、将来の成長を支える最も
重要な人材はデータサイエンティストである
ことが明らかになりました。データサイエン
ティストがデジタルトランスフォーメーション
において重要な要素であることが周知されて
いることからも、驚くような結果ではないかも
しれません。しかし、私が懸念していること
は、製造業以外のあらゆる産業も同じような
考えをもっているということです。製造業は
人材を獲得するためにグーグルやアマゾンの
ような企業とどのように競い合うべきでしょう
か。工場と組立ラインのどこに「クールで、
カッコいい」要素があるのでしょうか。

こうした話は、製造業のCEOにとって恐ろしい
見通しに思えるかもしれませんが、何ら手を
打たない（あるいは不十分である）場合には、
もっと恐ろしい事態になる可能性があります。
新しい企 業が 次々に現れ、創造的破壊 者
（disruptors）が競い合い、さまざまな産業が
混ざり合う中で、次の5 ～10 年で製造業が
どのような姿になっていくのかを捉えることは
難しくなるでしょう。

これは、製造業のCEOに、最終目的地への
計画を立てずに旅に出ましょうと言っている
のではありません。CEOは、デジタルトランス
フォーメーション戦略を構築し、それを内外の
その答えは、クールさやカッコよさでシリコン ステークホルダー、特に従業員に示す必要が
バレーを過度に意識しないことです。自社の あります。また、会社の将来ビジョンを持ち、
カルチャーに関する素晴らしい部分を否定して デジタルトランスフォーメーション戦略を実行
しまうような場合は特にそうすべきではあり する能力を備える必要があります。デジタル
ません。私は、航空宇宙メーカーで20年余り トランスフォーメーション戦略は実際的、かつ
を過ごしてきた経験から、工場の大部分は 包括的なものでなければなりません。長期
クールではなく、そして今後も決してクール 目標と短期的利益のバランスを取りながら、
にはならないという事実を認識しています。 組織全体で戦略をどのように実行していくか
しかし、そこで作られる製品、それに込め をはっきり示すものでなければなりません。
られた創造性とビジョンは間違いなくクール
本レポートでは、製造業のCEOに対するアン
です。
ケート調査、企業のリーダーへのインタビュー、
私は、製造業に新しいものを取り入れること、 変 化するサプライチェーンに関する調 査、
そしてそれがロボット、3Dプリンティング、 そしてKPMGの専門家の知見に基づいて、
高度なアナリティクス、モノのインターネット 製造業におけるデジタルトランスフォーメー
（IoT）
、クラウド、ブロックチェーンのいずれ ションの意義について、KPMGの考えを述べ
であろうとも、目の前にある最新技術を利用 ました。貴社の一層の成長と、新旧企業との
して自らを変革することを強く推奨します。 競合の回避に役立つヒントを見つけていただ
変革の道のりは長い旅になるでしょう。途中 ければ幸いです。私にとって、製造業が現在
に成功のマイルストーンや減速ゾーンがいくつ および未来において時代に適応し、繁栄して
もある道を高速で進まなければなりません。 いくことを目にすることほどクールなことは
しかし、その旅のエキサイティングなことは、 ありません。
自社が最終的にどのような組織になるかを
思い描くことにあります。一例として運輸産業 Doug Gates
で起こっている変化について考えてみましょう。 Global Sector Chair, Industrial
KPMG Global Strategy Groupに 所属する Manufacturing
Charlie Simpsonは、3 ～ 5年以内に、人々 KPMGインターナショナル
は自分の携帯電話に保存されたデータだけで、
レンタカーを借り、列車や飛行機に乗れるよう
になる月極めのモビリティ契約を購入できる
ようになると述べています。
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主な調査結果

変革へのコミットメント

製造業のCEOはリーダーシップに自信を持っているが、実行面に
ついて懸念している

― 統率する準備はできている
3分の2が「自社の経営モデルの抜本的な変革を統率する準備ができ
ている」と回答。
― 結果が見えるのが遅い
10人に7人が、デジタルトランスフォーメーションにおける時間軸に
プレッシャーを感じる場合が多いと回答。

― 取締役は早急に結果を求める
過半数が「取締役会は、デジタルトランスフォーメーションに関連
する投資回収に対して過度の期待を抱いている」と回答。

スピードの必要性

製造業のCEOは対応力に不安を抱いている

― 遅れてはならない
3分の2近くが「経営の機動性は存続に影響する重要な要素である」
と回答。

― 取り残されている？
3人に1人が「技術革新に乗り遅れないように奮闘している」ことに
同意。

出典：Global Manufacturing Outlook data from 2018 Global CEO Outlook、KPMGインターナショナル
*GEODIS 2017 Supply Chain Worldwide surveyからの抜粋
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ロボットは労働者を進化させる
組織変革に伴う多くの内部課題

― 人工知能（AI）に対する楽観主義
3分の2が「人工知能（AI）は雇用を奪う以上により多くの雇用を創出
する」と回答。

― 労働者の能力
3分の2が「将来の成長にとって最も必要とされる人材はデータサイ
エンティストである」と回答。

取引関係の深化

急拡大するエコシステムでは、より強力なパートナーシップが必要

― サプライチェーンの可視化
サプライチェーン可視化の重要性が高まっていることを認識する一方
で、完全な可視化を達成したのはわずか6％。*
― 企業パートナーシップ
3分の1以上が、今後3年間の成長目標を達成するためには戦略的
提携が最も望ましい戦略であると回答。

グローバルリスク
ナショナリズムとサイバー脅威

― 競争
新興市場が売上拡大のための最優先課題である一方で、保護主義
への回帰は成長に対する最大の脅威とみなされている。
― サイバーリスク
50％のCEOが、新しいサイバー脅威に対する準備は十分整っている
と考えているが、その比率は他の産業のCEOと比較して14ポイント
低い。
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変革への
コミットメント

デジタル技術は製造業に膨大な成長・変革の機会をもた
らすものの、それを十分活用している製造業は少ない。

95%
95%のCEOが、

テクノロジー
による破壊
（disruption）
は
脅威ではなく
機会であると
回答。
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本レポート「グローバル製造業の展望」第8版
では、製造業の経営幹部に対するアンケート
調査とインタビュー、そしてKPMGのメンバー
ファームの知見から、包括的なデジタルトラ
ンスフォーメーション戦略の構築にすぐにでも
取り掛かる必要があることがわかります。世界
の製造業は今、根底から破壊されつつあり、
産 業の境界線が曖昧になりつつあります。
第4次産業革命が参入障壁を劇的に変化させ、
多くの企業を、そして全産業さえも作り変えて
しまうことが予想されます。しかし、KPMG
グローバルCEO調査における回答者の95％は
これを「脅威ではなく、機会」と捉えています。
そしてKPMGもそう考えています。

、先進
データアナリティクス、人工知能（AI）
ロボティクス、拡張現実 (AR)などを中心と
した根本的変化をもたらす技術が、モノの
インターネット（IoT）のコネクティビティ能力
と組み合わさると、大きな利益がもたらされ
ます。しかし、KPMGの最新のグローバル
調査の対象となった製造業300社のCEOは、
投資家から早く結果を出すよう圧力をかけら
れているものの、それを短期間に実現する
ことを期待していません。デジタルトランス

フォーメーションは明らかに長期的な取組み
です。CEOが担わなければならない最重要
タスクは、組織を統率しながら、忍耐強く
あるようステークホルダーを説得することです。
これは、現在のビジネスモデル・戦略の下では
達成できない次元にまで成長を高めることが
できます。

Doug Gates, Global Chair of KPMG � s
Industrial Manufacturing Sectorは次のよう

に述べています。
「製造業では、デジタルトラ
ンスフォーメーションの展開スピードにばら
つきがあります。一部の製造業はうまく組織
化してすぐにその世界に飛び込みました。一部
の製造業は技術投資に潤沢な資金を投じて
いるものの、まだその成果が現れていない
状況です。そして、多くの製造業はいまだに
何をすべきか、どこから始めるべきかについて
苦慮しています。最初に取り組むべきことは、
長 期的な戦 略とロードマップの策 定です。
相互接続やデータ・情報への広範なアクセス
によってもたらされる新たなビジネス機会を
捉える事業基盤を築く一方、まずは当面の
目標値を達成するという段階から始めてくだ
さい」
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しかし、これは、企業が重大な変化を経験
する際に起こりうるインパクトをCEOと組織
が乗り切ることができるということを示して
いると判断してよいのでしょうか。それとも、
内外のステークホルダーに向けた強さの誇示
に過ぎないのでしょうか。過半数のCEOが
「取締役会はデジタルトランスフォーメーション
に関連する投資回収に対して過度な期待を
抱いている」と述べており、投資の価値を
すぐに実証するようステークホルダーから圧力
をかけられていることが明らかです。4分の3
近くのCEOが「デジタルトランスフォーメー
ションにおいて進歩を遂げる時間軸にプレッ
シャーを感じる場合が多い」と述べていること
からも、多くのCEOが、戦略策定から実行に
至る針路を維持することに苦労しているのも
KPMGの調査では、かなりの数のCEOが、 不思議ではありません。
組織を作り直すプロセスに責任を持ち、組織
が目指すべき姿をビジョンとして定める準備が 「こうしたプレッシャーがあるため、デジタル
あると回答しています。ほぼ3分の2のCEOが、 トランスフォーメーションの計画に早期に達成
「競争力を維持するため、自社の経営モデル 可能な目標とマイルストーンの設定が不可欠
を転換するにあたって、その初めから終わり なのです。先見の明があることも重要ですが、
まで組織を統率する心構えができている」と 誰でも取 締役会や市場が活発 化した時に
提示できる何らかの成果を確保したいと思う
回答しています。
でしょう」と、 K PMG 米 国 で Industrial
ManufacturingのNational Sector Leader
を務めるBrian Hecklerは述べています。
実際、製造業の未来は相互接続性とデータ
への広範なアクセスにかかっているという人も
います。MicrosoftのManufacturing Industry
のBusiness Development Director、Chris
「IoT、
Harries氏は次のように述べています。
AI、MR（混合現実）などの新技術の確立に
よって、すべての製造業がデジタルトランス
フォーメーションを利用できるようになります。
機器を接続し、オペレーションの隅々をさらに
微細なレベルで監視することで、会社の製品、
業務、顧客に関して新たな次元の洞察を得る
ことができます。こうした洞察から、より予測
的、より積極的、そして製造業を再定義する
ような、新たなサービスが生まれる可能性が
あります。
」
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内外のステーク
ホルダーからの
プレッシャーに
対応するためにも、
デジタルトランス
フォーメーションの
計画に早期に
達成可能な目標と
マイルストーンの設定
が不可欠なのです
Brian Heckler
National Sector Leader for
Industrial Manufacturing
KPMG米国
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「デジタルトランスフォーメーションを計画する
上で重要なことは、それが生み出す価値の
特定と追求です。新規市場を開拓したり、
製品やサービスの段階的な進化を牽引したり
する上で、デジタルトランスフォーメーション
はどのように適用できるでしょうか。一番の
勝者は、新たなコスト削減手段としてデジタル
技術を取り入れる人々ではなく、価値ある製品
やサービスを生み出すためにデジタル技術を
戦略的に利用する人たちでしょう」と、KPMG
Advisory in the USのIndustrial Manufacturing
Strategy Practice LeaderであるTom Mayor
は述べています。

実際、デジタルトランスフォーメーション以上
に戦略的なものはありません。なぜなら、
多くの企業で、デジタルトランスフォーメー
ションは自社のビジネスモデルやオペレー
ティングモデルの �再考� を意味するからです。
経営幹部は、短期的な収益改善を可能にする
費用対効果に優れた従来のやり方とビジネス
モデルの変更を迫り、長期にわたる収益成長
を牽引する大胆な方策との間で難しいバランス
を取らなければなりません。

「デジタルトランスフォーメー
ション責任者」
Fernando Gonzalez 氏
CEMEX社 CEO

メキシコに本社を置く世界的な建築資材会社CEMEX社は、デジタルの活用を通じて
未来を捉えることを決断しました。顧客がデジタルスピードでのサービスを期待する
セクターにおいては、重要な課題を解決する上で協調的なイノベーションが不可欠です。
CEMEX社は、この戦略としてCEMEX Goと呼ばれる顧客対面式のプラットフォームを
開発しました。顧客は複数のデバイスでこのプラットフォームにアクセスし、発注や発送
の追跡が行えます。

CEOのFernando Gonzalez氏は、このプラットフォームが顧客体験を変えていると言い

ます。
「ほぼすべてのことをアプリで行えれば、顧客はいつでも発注を変更し、それに
対する回答を即座に受け取ることができます。
」

CEMEX Goは、顧客体験を向上させるだけでなく、非常に有益で膨大なデータを共有

可能な形で提供しています。
「今や私たちは商取引に関する情報を大量に保有しています。
顧客に対し、当社の従来の製品やサービスに加えて非常に価値あるデータを提供できる
ようになったことで、私たちのセクターが変わる大きな可能性があります」とGonzalez氏
は述べています。

Gonzalez氏によると、CEMEX社は現在、デザイン思考やユーザー体験などの分野で
デジタルの専門知識を持つ人材を400人余り雇用しています。彼らは同社を、デジタル
トランスフォーメーションがトップダウンで主導されている会社だと見ています。Gonzalez
氏は、
「私自身が、デジタルトランスフォーメーション責任者として、その役割を果たして
います」と述べています。

行動を起こす

― リーダーは、長期目標を視野に入れ
つつ、短期的な期待を満たさなけれ
ばなりません。最終目標に合わせて
段階的なマイルストーンを設 定し、
それを達成することに注力する必要
があります。
― ロードマップは、新たな機会への道筋
をつけることに焦点を合わせつつ、
広 範囲かつ将 来に恒るものである
必要があります。
― 従来考えもしなかった領域で、新たな
価値を解き放つ方法としてデジタル
トランスフォーメーションを捉える
必要があります。
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経営トップの声：

2017年、Gonzalez氏はオープンイノベーションとコーポレートベンチャーキャピタルで
あるCEMEX Venturesを設立しました。設立目的は、建設業界が抱えている重要な
課題を解決する新技術の開発に、スタートアップ企業、起業家、大学、その他のステーク
ホルダーを参加させることです。

Gonzalez氏は、イノベーションユニットのような構造にすることにより、スタートアップ

企業と大企業間の関係を阻害している文化的なコミュニケーション上の課題を回避
できると考えています。
「私がこの種の独立した自律的な部門を作った主な理由の1つが
それです。スタートアップ企業は、当社に在籍する4万人の社員と取引する必要はありま
せん。そのことを考えただけでも悪夢でしょう。CEMEX Venturesは少人数のスタッフ
で構成された集団です。そのため、スタートアップ企業は、当社と取引する仕組みを
簡略化することができます」

Gonzalez氏は、CEMEX Venturesが、CEMEX社とそのイノベーションパートナー双方に
とって有益な分野に特化することを望んでいます。
「主な課題は、私たちの組織に役立つ
イノベーションを発見することですが、それはスタートアップ企業自身にも役立つイノベー
ションであると私は考えています。双方に一致する分野が生まれるとき、素晴らしいイノ
ベーションが生まれます。
」

© 2018 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

スピードの必要性

製造業のCEOの大多数は、デジタルトランスフォーメーション
による利益が実現するには最大で3年を要することを認識
しており、速やかに計画を立て、機敏に動く必要があると
考えている。

製造業のCEOの3分の2近くが「経営の機動 新規投資を避けることは、誤った技術に賭ける
性は企業の存続に影響する重要な要素である」 ことと同じくらい危険であることは紛れもない
事実です。自動車と航空宇宙・防衛（A&D）
という見解に賛同しています。
産業の経営幹部は、破壊的企業が自社の
しかし、
「言うは易く、行うは難し」です。3分 事業にどれほどの影響を与えるか、そして
の1以上のCEOが、製造分野における技術 従 来の産業セクター間の境界がどれほど無く
イノベーションの速度に遅れないように奮闘 なっているかを知りたければ、テスラ社と
していることを認めています。また、約半数が、 スペース 社に関するイーロン・マスクの取組み
X
技術投資の大半が戦略的な投資であると回答 を見るだけで十分です。
KPMG英国のKPMG
しています。しかし、誤った技術を選択した
Global Strategy Groupに所属するパートナー
場合、時間と資金の両面で多大な損失を被る の
Charlie Simpsonは、最近では、産業セク
可能性があります。
ターの境界に関連したコンサルティング業務
近代化に必要な要素として、技術も欠くことは に多くの時間を費やしています。Simpsonに
できません。米国に本社を置くソフトウェア企 よれば、3 ～ 5年以内に、人々は自分の携帯
業、PTCの社長兼CEOのJim Heppelmann氏 電話に保存される月極めのモビリティ契約を
1
「レン
は次のように述べています。
「IoTも拡張現実 購入できるようになるということです 。
タカーでもカーシェアリングサービスでも、
も製造業のデジタルトランスフォーメーション
を推進する最先端技術の1つです。オペレー 自分が乗り込む車両にあなたの携帯電話の
ション管理を向上させ、競争優位を高めよう デジタル環境をドッキングさせるだけです。
としているデジタル化途上にある企業、中で そして、デジタルトラベルな体験としてバス、
も複雑な製造工程やオペレーションプロセス 列車、飛行機とも統合されることになります。
を持つ企業は、デジタル技術への投資が必要 このような運輸サービスの最たるアグリゲー
ターは、従来の企業ではなく、テクノロジー
です。
」
企業、銀行、通信事業者、あるいは全く知ら
れていない新規参入者かもしれません。
」

レンタカーでも
カーシェアリング
サービスでも、
自分が乗り込む
車両にあなたの
携帯電話の
デジタル環境を
ドッキングさせる
だけです
Charlie Simpson
Partner, KPMG Global
Strategy Group
KPMG英国

1 htttps://home.kpmg.com/uk/eb/home/insights/2017/04/mobility-2030.html
© 2018 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
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創造的破壊（ディスラプション）に対して備える
1つの方法は、競合他社がどのように行動
する可能性があるか、競合他社がどの技術に
投資するかを把握することです。ビジネスの
やり方に新たなイメージを与えている世界中
のスタートアップ企業を追跡することも重要
です。一方、今後3年間において、市場の劇的
な変化を監視する方法を改善する必要がある
と考えている製造業のCEOは5人中2人にとど
まっています。また、ディスラプションを探知
し、イノベーションを推進するプロセスへの
投資を増やす計画を立てているCEOも約半数
にすぎません。ディスラプションは驚くべき
速さで進行しているため、それに気付かずに
不意を突かれることは市場からの撤退勧告
を意味します。

行動を起こす

― デジタルトランスフォーメーションは
複雑であるため、経営幹部は十分に
計画を立てて、素早く動かなければ
なりません。

経営トップの声：
より深い、
長期的な関係を求めて

Miles Roberts氏
DS Smith社、Group Chief Executive

Miles Roberts氏は、世界最大のダンボール会社の1つ、DS Smith社のGroup Chief
Executiveです。DS Smith社は、消費者のライフスタイルの変化と世界中で見られる

電子商取引の急速な成長の恩恵を享受しています。

最先端

オンライン商取引には不意を突かれました。成長することは認識していましたが、これ
ほどまで巨大になるとは思いませんでした。オンライン商取引がどこまで進展するのか、
私たちは引き続き予測を行っています。あなたも中国を始めとするアジアに行ってみれば、
5 年後の英国の状況が分かるでしょう。ヨーロッパでは今、消費者向け商品の10%
がインターネット上で購入されています。この購入率はどこまで伸びるのでしょうか。
20%、30%、40%、それとも50%でしょうか。中国では、特に男性の場合、特定の
カテゴリーでは70%に達していると指摘する人もいます。人々の生活の変化により、
私たちが過去に検討すらしなかった領域に足を踏み入れ、これまでとは異なる品質・
種類のパッケージングが求められるという点において、当社の事業に多大な影響を与える
でしょう。住宅の開発業者らは、
「何のためにキッチンが必要なのだろうか？食料はすべて
運んでもらっているし、注文から配達まで30分しかかからないのに」と自問自答する買い
手のために、キッチンを装備しないマンションを建てるようになってきています。本当に
面白い領域だと思いますし、当社はその最前線に立ちたいと考えています。

正しいことをする

― 技術がデジタルトランスフォーメー
ションを支えていますが、急いで飛び
込まないよう注意しましょう。計画
がなければ、多くを費やしてもほと
んど何も得られない恐れがあります。

今後、より多くの法律が制定されるでしょう。世論からそれを感じ取ることができ、
当社が気を配らなければならないのはこの点です。必要であれば、法律がまだ制定され
ていなくても、正しいことをしたいと考えています。当社は規模拡大にとどまるのでは
なく、今よりも優れた会社にならなければなりません。顧客の目から見て、より優れた
会社になるという意味です。そうすることにより、顧客は、当社のことを責任感のある
会社、そしてさらに大きな会社になる資格があると考えてくださるでしょう。私たちが
現在取り組んでいるのは、こうしたことに他なりません。

― ディスラプションの監視を怠らない
ようにしてください。マーケットリー
ダーであっても、自己満足と欺瞞が
最大の盲点になります。

当社はサプライヤーと深く長期的な関係を構築しており、常により多くの価値を求めて
います。しかし、その価値は価格だけではありません。その価値とはイノベーションで
あり、両者がどのように向上していけるかということです。サプライチェーンとの関係性
も変えなければなりません。より深い信頼がなければなりません。当社は、サプライヤー
の皆さまに対して、
「どれだけ当社の役に立っていただけるのですか」とは言いません。
「当社が貴社に依頼しているフィールドにおいて、貴社はどれだけ優れた会社になること
ができますか」と尋ねるようしています。こうした関係性は今後のトレンドになるでしょう。
正しい方法で業務に取り組んでいる正しい企業にとって、それが機会を生み出すことに
なると私は考えています。

― デジタルトランスフォーメーションに
よって参入障壁が下がっているため、
既存の競合他社だけに注意を向ける
ことがないようにしてください。従来
とは異なる企業が脅威をもたらすこと
が少なくありません。
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より強いサプライチェーン
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ロボットは
労働者を進化させる
AIの推進派は、高度なデータアナリティクスの利用は意思

決定の改善、ビジネスサービスに対する新しい視点の導入、
収益成長の新たな機会の開拓に役立つと述べます。しかし、
そうなるためには、CEOが共通して抱く疑念を取り払わな
ければなりません。
製造業のCEOのほぼ半数が、予測モデルや
予測的アナリティクスの利用を増やすことは
ないと回答しています。彼らは、ビジネストレ
ンドを予測するデータアナリティクスの能力に
懐疑的で、2人に1人が予測的アナリティクス
の精度を低く見ています。

予測的アナリティクスを超えるAIは、誰もが
同意するように、デジタルトランスフォーメー
ションにおいて重要な技術です。41％のCEO
は、今後3年間に予想されるAI活用の最大の
効果はデータアナリティクス機能とデータ
ガバナンスの強化であろうと考えています
（下図参照）
。これは最終的に収益成長率を
高める可能性があります。

AIがもたらす効果

今後3年間に予想されるAI活用の最大の効果は何でしょうか。

41% 41% 31%

データガバナンス
の向上

データアナリティクス
能力の向上

営業コスト
の削減

デジタルトランス
フォーメーション戦略が
組織全体を
網羅しない限り、
デジタルトランス
フォーメーションの
十分な利益が
実現する可能性は
低いと言えます
Doug Gates
Global Sector Chair,
Industrial Manufacturing
KPMGインターナショナル

出典：Global Manufacturing Outlook data from 2018 Global CEO Outlook, KPMGインターナショナル
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変革の成功は
結局、人が
すべてです
Erich Gampenrieder
Global Head of Operations
Advisory
KPMGドイツ
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AIの活用はコスト削減に重きを置くべきだと
考えているCEOは3人に1人未満であるという

で最も早く強化することができるかを理解し
ようとしているようです。
」松下は、
「企業は、
結果に少し驚きました。ほんの数年前までは より多くのカスタマーサービスをオンラインに
コスト削減に重点を置くCEOの割合が高かっ 移行するなど、顧客に関することがデジタル
たことを考えると、非常に良い変 化です。 化を最も行いやすいため、そこから着手する
多くのCEOは明らかに、AIによるデータ活用 ことが多いようです。問題はデジタル化した
の可能性をコスト削減ツールではなく、成長 営業部門と残りの部門との整合性をどう図る
かを十分考えていない場合がよくあるという
エンジンとみなしています。
点です。製造業は、バリューチェーンのすべて
組織が AIや予測的アナリティクスのような の段階でデジタル化の影響を熟慮する必要が
ツールに適 応するには時間を要しますが、 あります」と述べています。
たとえ適応したとしても、人の判断、経験、
直 感 が 重 要な役 割を果たし続けることに 第4次 産 業革命におけるデジタルトランス
変わりはありません。実際のところ、
「デジ フォーメーションを実現するには、会社の
タルトランスフォーメーション戦略が組織全体 トップから社員までマインドセットを根本的
を網羅しない限り、その十分な利益が実現す に変えることが必要です。KPMGドイツで
る可能性は低いと言えます。それゆえ、バック Global Head of Operations Advisory
オフィス、工場の作業現場、そしてサプライ を務めるErich Gampenriederは、
「変革の成
チェーンにまで新技術が導入され、利用される 功は結局、人がすべてです。トレーニング
ことが必然となります。この変革の範囲の と導入を含め、人への投資を行い、新しい技
広さと複雑さゆえに多くの課題が生じるの 術や手法を取り入れるマインドセットをつくる
です」とDoug Gatesは述べています。
必要があります。これらの要件は技術を確立
することよりも重要です。人々が変革に期待感
KPMGジャパンで製造セクター統括パート を抱かなければ、変革は成功しないでしょう」
ナーを務める松下修によると、
「製造業は、 と語っています。
バリューチェーンのどの部分をデジタル技術

© 2018 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the
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ロボットが人間に取って代わることはない

人工知能（AI）があなたの会社の従業員に最も影響を与えると考えられることは何ですか。

64%

36%

人工知能（AI）の導
入によって奪われる
雇用よりも創出され
る雇用の方が多い

人工知能（AI）の導
入によって創出される
雇用よりも奪われる
雇用の方が多い

出典：Global Manufacturing Outlook data from 2018 Global CEO Outlook, KPMGインターナショナル

成功する製造業は、人工知能（AI）と人間の
知能を最も効果的に融合させることができる
製造業でしょう。イーロン・マスクが2018年
4月に「テスラの工場での行き過ぎた自動化は
誤りであった…人間が過小評価されている」2
とツイートした時、彼はこの点に気付いていた
ようです。AIなどのデジタル技術は何百万
もの雇用を奪うことになるという懸念がマス
メディアにおいて頻繁に示されているにもかか
わらず、製造業のCEOは、少なくとも中期
的には、もう少し楽観的な見方をしています
（上記の図を参照）
。

電子商取引の興隆から、人間と経済は無限に
創造的であるという確証を得ています。技術
がもたらす雇用危機に関して未知のものに
対するリスクは常に存 在します。しかし、
最終的には、これらの新技術が成長を後押し
し、新たな産業群が一体となって出現します。
」

ただし、労働者がロボットにはできない新しい
仕事に転職しようとする場合、広範囲にわたる
再訓練を受ける必要があります。KPMG米国
で the IoT Practiceで Managing Directorを
務めるGreg Corlisは次のように述べています。
「組織は雇用者の能力を一新し、デジタル
「全く トランスフォーメーションを通じて導入された
CEOたちは楽観的過ぎるのでしょうか。
新しい役割を雇用者に教えなければならない
そんなことはありません」とKPMGのTom
「私たちは、産業革命、 でしょう。多くの組織がこのことに苦慮して
Mayorは述べています。
います。
」
農業革命、そして最近ではインターネットと

製造業はデジタル化戦略を加速させる上で
必要となる人材を惹きつけるのに苦労するでしょう
David Neely
Managing Director of KPMG� s Digital Enablement Practice
KPMG米国

2 https://twitter.com/elonmusk/status/984882630947753984
© 2018 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the
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デジタルトランスフォーメーションを推進する
ためには、新技術を使いこなせるスキルを
持った人材が必要です。組織の成長を支える
ために最も重要と思われる人材を9つのスキル
にまとめてCEOに質問したところ、データサイ
エンティストの需要が最も高くなるという結果
になりました。この意見は、他の産業にも
共 通しています。KPMG米 国 のManaging
Director of KPMG� s Digital Enablement
PracticeであるDavid Neelyは次のように
述べています。
「製造業はデジタル化戦略を
加速させる上で必要となる人材を惹きつける
のに苦労するでしょう。しかし、先手を打つ
ことで、スキルを有し、かつエキサイティング
なキャリアパスを探している人材の獲得競争
にうまく対応できるはずです。
」

経営トップの声：
過剰性能はもう必要ない

腰塚 國博氏
コニカミノルタ、最高技術責任者

腰塚國博氏は、日本を拠点とする画像技術のグローバル企業、コニカミノルタの最高
技術責任者です。同社はCEOが率先して、ビジネスモデルを根本的に変えることに取
り組んでいます。

積極的なディスラプター

私たちは、当社のデジタルトランスフォーメーションと顧客のデジタルトランスフォー
メーションという2つの視点から考えています。前者に関しては、マレーシアでデジタル
技術を活用した製造オペレーションの変革に取り組んでいます。後者については、顧客
の変革を支援するため、デジタル製造ソリューションを提供しています。また、当社の
オフィスサービス事業についても変革を実施しています。これは、当社がプラットフォーム
を開発し、サードパーティ開発者が当社の顧客に対し直接アプリケーションを提供する
ことができるというものであり、当社のビジネスモデルの根本的な転換を意味します。

顧客との関係強化

行動を起こす

― 組織のリーダーは、予測モデルや
予 測的アナリティクスにもっと適応
する必要があります。それは人間の
判断を補完するものであって、それに
取って代わるものではありません。

― 製 造 業は、デジタル時代の人材を
惹きつけるため懸命に取り組む必要
があります。データサイエンティスト
は全産業を通じて最も必要とされて
います。

― デジタル化は従 業 員 全 体にとって
多くの機会を生み出しますが、企業
のリーダーは、従業員の不安を和ら
げるためにコミュニケーションを取り、
デジタル化のメリットを明らかにしな
ければなりません。
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当社は、顧客の問題を把握してソリューションを開発できる、技術的バックグラウンド
を持つ新世代の事業開発者を養成しています。例えば、日本の高齢者介護施設にモニタ
リングソリューションを提供しているQOL（Quality of Life）事業部の事業開発者は、
これまで高齢者介護施設を50ヵ所以上訪問し、介護職員の働き方を調査してきました。
そして、高齢者の健康状態のモニタリングに伴う過度な業務量を減らすことが、業務上
の重要な課題であることを突き止めました。そこで、スマートフォンなどのデジタル技術
を活用して介護職員の業務の流れを変えるソリューションを設計しました。

デジタルトランスフォーメーション製品

デジタルトランスフォーメーション製品の一例に、特定のがんに関係するタンパク質の
数量を可視化できる当社のHigh Sensitivity Tissue Testing技術があります。当社では、
正常細胞とがん細胞を区別するため、がん患者の組織標本に画像解析とディープラー
ニングを用います。その後、がんの種類の正確な診断を目的として、がん細胞上の特定
のタンパク質の数量を数値化するために分子イメージングと分子アナリティクスを用い
ます。こうした技術によって、病理学者はがんの種類をより正確に診断することが可能
になります。

機能水準の最適化

当社の製品がどのように使用されているか正確なデータを持ち合わせていなかったため、
当社はかつて製品に過剰な機能を持たせていました。現在、当社の製品には、顧客が
どのように製品を使用しているかを記録する機器を顧客の許可を得て搭載しているため、
データの収集・分析を実施することが可能です。こうしたデータにより、顧客にとって
本当に重要な機能は何かを、当社は事実に基づいて判断できるようになりました。
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取引関係の深化

デジタルトランスフォーメーションに伴うコネクティビティ
（接続性）の高まりにより、グローバル企業は再定義されよう
としています。CEOたちは、真のグローバル企業になるため、
サプライヤー、製造企業、顧客の密接な結びつきによって
もたらされる機会を足掛かりにしようとしています。
製造業の幹部たちは、世界中のあらゆる地域
へ拡 大するにつれ 、増え 続けるサプライ
チェーンの複雑さを管理するために、デジ
タル・コネクティビティが必要であることを
理 解しています。 この デ ジタルサプライ
チェーンのネットワークには、複雑な戦略的
提携が必要となるでしょう。今後3年間の成長
目標 達成に最も欠かせない要素は複雑な
戦略的提携であると、3分の1のCEOが考え
ています。

しかし、提携には課題が伴います。調査に
参加したCEOは、サードパーティから価値を
引き出す際の最大の障害はデータを安全に
共有することの難しさにあると述べています。
そのため、どの企業と提携するか難しい選択
を迫られています。

例えば、航空宇宙・防衛産業では、プライム
メーカーがサプライヤーに対して、以前より
厳しい業務基準、コンプライアンスを要求
しています。
「従来は企業がプライムメーカー
に接近してその能力を提示し、エコシステム
の一部になる前に関係構築の期間がありま
した」とKPMGオーストラリアのOperations
Advisoryのパートナー、Mike Kalmsは述べ
ています。
「今では、プライムメーカーと話を
する前に高度な事業体制を整備しておく必要
があります。企業は、サイバー対策やERPの
完成度、統合運用できるシステムを備えて
いるかといった質問を受けるでしょう。この

レベルの完成度は、プライムメーカーのみ
ならず、政府も要求しています。
」

強度の弱いサプライチェーンは、より弾力性
があり、かつ多次元のサプライヤー、顧客、
およびビジネスパートナーによるネットワーク
に置き換 えられつ つあります。 サプライ
チェーンイノベーションの例は欧 州で見る
ことができます。
「Vodafone Procurement
Companyはルクセンブルグに本社を置く
サプライチェーン管理会社であり通信プロバ
イダーの子会社です。同社は先進的なコグ
ニティブ・ツールを活用することで、戦 略
的調達を自動化するデジタル調達プラット
フォームを構築しました。
」 KPMGドイツ
のManagement Consultingのパートナー、
Michael Pleugerはこのように述べています。
「同社は先進的サービス、大幅なコスト削減
と効率性向上を、ボーダーフォンのグロー
バル・エコシステムとビジネスパートナーに
提供しています。
」

今では、
プライムメーカー
と話をする前に
高度な
事業体制を
整備しておく
必要があります
Mike Kalms
Operations Advisory
KPMGオーストラリア

OEMメーカーがサプライヤーに対してより

機 敏 な対応を求めているため、サプライ
チェーンの透明性を高めることが一層重要に
なっています。サプライチェーン専門家による
グローバル調査によると、 2017年時点で、
重要な戦略的優先事項の項目において「サプ
ライチェーンの可視化」が3位に浮上しました3。
しかしこの目標をすでに達成したと考えている
回答者は、全体の6パーセントに過ぎません。

3 GEODIS 2017 Supply Chain Worldwide survey。17ヵ国のサプライチェーン専門家600人以上
がこの調査に参加しました。
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透明性を求めているのはOEMメーカーだけで
はありません。規制当局もこの動きに加わっ
ています。例えば、欧州の自動車メーカーと
そのサプライヤーは、2016年10月に新たに
一連の規格を発表することにより、自動車
サプライチェーンにおけるさまざまな評価・
認証システムの調整を図ることになった4、と
KPMGのErich Gampenreiderは指摘してい
ます。Gampenreiderは「EUのすべての自動
車メーカーは、全メーカーが部品の出所と
製造方法を把握できるよう、すべての自動車
部品を監視する体制を確保することに合意
した」と述べています。
こうした傾向により、企業は相互依存の度合
いを一層強めています。デジタル接続性は
組織同士が互いにより強く依存することを
可能にし、エコシステムの発展を加速させて
います。しかしながら、グローバルなビジネス
ネットワークの発達によってリスク環境が変化
したため、次節で考察するように、企業は
外部衝撃に対して脆弱になっています。

経営トップの声：
真に可視化された
サプライチェーン

Kelly Bysouth氏
Adient社、Vice President of Global
Procurement and Supply Chain
米国に本社を置くAdient社は、34ヵ国にある238カ所の工場から、毎年、2,500万台
を超える自動車のシートと部品を供給しています。在庫を最小限に抑え、顧客に2時間
以内に出荷するため、ジャスト・イン・タイム（JIT）システムを採用しています。

「以前は、要求仕様は下請から孫請けへと下っていかざるをえませんでした。垂直統合
された当社の下請企業だけでなく、当社のサプライヤーと原材料のサプライヤーにも
下りていきました。さらに悪いことに、プロセス全体が同時に動き出すわけではないた
め、スケジュールとタイミングに時間差が生じ、取締役会に多くの好ましくないデータが
報告されていました。
」 Adient社でVice President of Global Procurement and Supply
Chainを務めるKelly Bysouth氏はこのように語っています。

このモデルを改善するためAdient社は、生産を同期させ、無駄を避けるために、統合
型デマンド＆サプライ・プランニングと呼ばれるプロセスを開発しました。
「これにより、
顧客の要求と当社が全サプライヤーに伝えるシグナルとのつながりが一層はっきり見える
ようになりました。現在は、エコシステムを作り上げ、サプライチェーン全体を体系的
に結び付けることで、より正確な情報を提供できるようにしています」とBysouth氏は
述べています。
例えば、これまでAdient社は契約した生産目標を超える可能性のある数量のシートの
注文を受注していました。そして、こうした注文は、社内の誰もがミスマッチに気づか
ないまま、ERPシステムを通じて自動的にサプライヤーに転送されていました。

行動を起こす

― 透明性を高め、複雑さを増すサプラ
イチェーンをより良く管理するために
は、デジタル・コネクティビティの
強化が必要不可欠です。

「以前は、こうした注文をサプライヤーに流し、彼らから『それは無理です』という回答
が返ってくるまで待っていました」とBysouth氏は言います。新しいシステムでは、ソフト
ウェアがそのようなミスマッチに警告を出すため、シート需給の修正措置が可能です。
以前は、マネージャーは顧客の発注見通しを基に12週先までしか予想できませんでした
が、現在では2年先まで予想することが可能です。

― コネクティビティはリスクを伴います。
サプライヤーやビジネスパートナー
との信頼できるネットワークを構築
することが重要になります。

Bysouth氏とそのチームは、コンセプトについて事前の売り込みを十分に行い、その
結果を金額で示しました。その結果は、このパイロットプログラムを全社展開するメリット
に反対することが難しいほどでした。Adient社は、現在、欧州で80ヵ所以上に工場を
構えてこのシステムを展開しています。サプライチェーンの統合と体系化が進むと、可視
性と効率性が高まります。JITでさえ改善することが可能なのです。

― 成長は 戦 略 的 提 携に負うところが
大きいため、提携先としてどの企業
が重要かを判断しなければなりま
せん。

Adient社は、北米の工場のうち5ヵ所で新しいプランニングシステムの試験プログラム
を実施したところ、6 ～ 7ヵ月以内に、特別輸送費の削減、陳腐化予防、販売費および
一般管理費の効率化を実現できました。

4 ISO/TS 16949 http://www.aiag.org/quality/iatf16949/iatf-16949-2016
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グローバルリスク

デジタルトランスフォーメーションが十分でなかった場合、
製造業はグローバル・エコシステムが拡張・深化するに
つれて新たなリスクに直面します。その中で最も注目すべき
は、地政学的な不確実性とサイバー攻撃の脅威となります。
まず、製造業が事業のグローバル化を進める
と、地政学的な逆風に遭遇します。世界の
一部の政府は、声高に国家主義を主張する
ようになり、その結果として貿易摩擦が生じ
ます。今回の調査の中で、自社の成長に最も
脅威をもたらすリスクは何か、との質問に
対し、過半数のCEOが保護主義への回帰を
挙げており、サイバーセキュリティリスクと
破壊的技術に関するリスクを大きく上回り
ました。KPMG英国でHead of Industrial
Manufacturingを務めるStephen Cooperは

次のように述べています。
「地政学的状況の
変化は、必ずしもグローバルな拡大に歯止め
をかけるものではありませんが、それによって
企業が 投 資戦 略を慎 重に検 討するように
なったことは間違いありません。特に、企業
が需要の増加を見込んでいる地域（例えば、
中産階級が増加するアジア）での事業拡大は
前提とすべきです。制裁やBrexitなど、予想
ができない、急速に進行するイベントに対処
できるように、安全を確保し柔軟性を保つ
能力が重要です。
」

2つのリスク

自社の成長にとってどちらのリスクが最大の脅威となりますか。
複数の脅威の中から以下の回答を選択した製造業の比率

55%
保護主義
への回帰

地政学的状況の
変化によって
企業が投資戦略を
慎重に検討する
ようになったことは
間違いありません
Stephen Cooper
Head of Industrial
Manufacturing
KPMG英国

37%

サイバーセキュリティ
リスク

出典：Global Manufacturing Outlook data from 2018 Global CEO Outlook, KPMGインターナショナル
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オペレーション技術
の進歩はSoT
（Sensornet of things）
を作り上げ、そこでは
オペレーションに
かかわる決定を
人間に頼ることなく
行うことができる

リスク一覧の最上位に位置しているわけでは
ありませんが、CEOはグローバル・エコシス
テムのコネクティビティ（接続性）が高まると、
会社がサイバー脅威に対してさらに脆弱に
なり、レディネスを高める必要があることを
理解しています。
「オペレーション技術の進歩
は、SoT（Sensornet of things）を作り上げ、
そこではオペレーションにかかわる決定を
人間に頼ることなく行うことができます。」

KPMG英国でGovernment and Healthcare
の Global Head of Digital Transformation
for Infrastructureを務めるMike Stoneはこの

ように述べています。
「これによって新しい
攻撃形態にさらされることになり、CEOは
インダストリー 4.0とデジタルトランスフォー
メーションの明るい見通しにワクワクさせら
れるのと同じくらい、悩まされるはずです。
」

サイバーギャップ

自社は将来のサイバー攻撃に対してどれだけ十分な備えができていますか。
少なくとも「準備ができている」と答えた回答者の比率

Mike Stone
Global Head of Digital
Transformation for
Infrastructure, Government
and Healthcare
KPMG英国

製造業

49% 63%

47% 59%

当社は新たなサイバー脅威を
発見する準備ができている

当社は戦略的オペレーションで
サイバー攻撃の影響を
食い止める準備ができている

その他すべて

出典：Global Manufacturing Outlook data from 2018 Global CEO Outlook, KPMGインターナショナル

製造業のCEOの多くがこのリスクを認識して
います。CEOの2人に1人が、サイバー攻撃の
犠 牲になることは今 や、
「もし」ではなく
「いつ」という状 況にあると述べています。
それにもかかわらず、製造業のCEOは、他の
産業のCEOと比較して、サイバーセキュリティ
リスクに対処する自社の能力をあまり信頼
していないという結果が出ています（上記の
図を参照）
。
「技術の変化とともに、抜け穴が
増えるため、サイバーリスクは大問題です」と、
Aluminium Bahrain社のCEO、Tim Murray氏
は言います。
「私たちはモノを制御する生産
システムを保有しています。もしそれが不正
侵入されたり、動かなくなったりしたら、言
うまでもなく当社に大きな影響が生じるで
しょう。
」
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しかし、サイバー脅威に屈したままデジタル
トランスフォーメーションを完了できるはずが
ありません。Stoneによると、これらの脅威を
緩和する方法が次々に登場しています。例え
ば、2019 年に到来する5Gチップは、二重
暗号化と作業量への軽微な影響によってSoT
（Sensornet of things）の保護に役立ちます。
これに加えて、製造業は、サードパーティ
サプライヤーが「サイバー攻撃に対するロバ
スト（頑強）性」を備えているかの確認を求め
ています。Stoneは「自社がセキュリティ侵害
に遭遇しないという保証はありません⸺
サイバーは、結局、軍拡競争なのです。しかし、
それは各当事者のプロセスがロバスト（頑強）
であることを確認することになるでしょう」と
続けます。

© 2018 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

外部の脅威と機会がどのようなものであれ、
デジタルトランスフォーメーションは自社の
弾力性を低下させるのではなく、高めると
考えられます。人材とプロセスを変革させる
長い道のりを歩んできた企業は、スピードと
機動性を伴いながらグローバルな複雑さの
中を進んでいくことができるでしょう。

経営トップの声：
かつてないほど
つながった世界

Andrew Reynolds Smith氏
Smiths Group、Chief Executive
Officer
英国に本社を置くSmiths Groupは、FTSE100種総合株価指数を構成する多角経営の
製造会社で、複合的ソリューションを顧客に提供しています。CEOのAndrew Reynolds
Smith氏は、複合的ソリューションを顧客に提供するためにはサプライヤーとビジネス
パートナーを含めた革新的エコシステムが必要だと述べます。

コネクティビティ（接続性）の高まり

企業は今、猛烈なスピードで収斂しています。世界中でスピードが速まり、コネクティビ
ティが高まっていますが、その勢いはパーセンテージで表せるものではなく、桁違いで
あることを私たちは十分承知しています。これにより、これまでのものとは大きく異なる
ビジネスモデルが生まれています。Smiths Groupは、病院で使用される輸液ポンプ技術
のリーダーです。当社では、それをさらに前に進めて、輸液ポンプの販売だけでなく、
電子カルテとリンクさせ、データセキュリティ上の問題をすべて管理する安全なコネク
ティッドソリューションを販売しています。

顧客への影響

行動を起こす

― 地政学的状況の急速な変化を常に
把握し、自社が予期せぬ政治・経済
の動きに不意を突かれないようにしま
しょう。

― データセキュリティが、サイバー専門
家だけでなく全員の課題となるような
最高の組 織文化を築くことにより、
サイバー攻 撃への懸 念を克 服しま
しょう。

― デジタルで接続された企業内のサイ
バーリスク軽減に役立つ新しい技術
について調査しましょう。

当社の顧客への提案は他社とは大きく異なります。当社は自社外の技術や能力を結集
して総合的なソリューションを作り上げています。顧客は変化し続けており、世界は
かつてないほど繋がるようになってきています。したがって当社のビジネスは、完全に
グローバルでなければならず、それと同時に、さまざまな顧客のニーズも理解しなけれ
ばなりません。私にとってはグローバルかローカルかは関係ありません。顧客が世界の
どこにいようとも、常に、顧客に寄り添うことが大切です。ただし、親近感をもたらす
ような方法でこれを実行していきます。なぜなら、それこそが当社に持続的成長をもた
らしてくれるからです。

拡大とレジリエンス

Smiths Groupのアジェンダの中心は間違いなく成長ですが、さらに重要なのは、持続

的成長でなければならないという点です。私の考えでは、持続的成長にかかわる課題が
3つあります。第一に、R&Dに効果的に資金を投じ、より効果的に実際の販売につな
げることで、常に業界他社よりも革新的な製品・サービスを顧客に提供できるように
することです。第二に、より革新的な製品を、スケジュール通り、より迅速に、適正な
品質で提供すること。これらは実際の競争上の差別化要因であり、当社は他社よりも
優れたものの設計、製造、販売に注力しています。最後は当社の社員です。リーダー
シップ育成プランは、実際にわれわれの計画に魂を吹き込んでくれる人材を生み出し
ます。
「当社が病院、空港などの非常に重要な場所におけるデータセキュリティの基準
である」と言えることが、当社の将来価値の重要な箇所を占めるのです。
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結論：可能性に満ちた未来

今回の調査結果とKPMGが持つ製造業に関する知見から、デジタルトランスフォーメー
ションは、業界のビジネスモデルに広範な影響を与え、製造業のオペレーションに大きな
変化を確実にもたらすものであることが明らかになりました。
この結果から導き出される5つのポイント：

1

約束を実現するための計画の策定

経営幹部は、変革を進めるにあたり、自社が何を達成しようと
計画しているのかについて長期ビジョンを策定し、意欲的で達成
可能な目標と進捗状況を確認するためのマイルストーンを設定
する必要があります。これを実行するには、長期的な経営目標
とステークホルダーの短期期待のバランスを取らなければなら
ないでしょう。
「投資家は早急に結果を求める傾向があります。
しかし、企業が戦略ビジョンに向かって進んでいることを各マイル
ストーンで示すことができれば、企業の戦略と実行を信頼しや
すくなります」とHecklerは述べています。

3

ロボットによる将来の労働力の再定義

製造業はデジタル化の影響をようやく理解し始めたばかりです
が、デジタル化はすでに将来の労働力を定義し直しています。
「私が話をした製造業のほぼすべてが、デジタルトランスフォー
メーションがもたらす利益を認識していますが、現在の労働力に
対する影響と、将来の労働力を確保するために必要な人材を引き
つける能力に苦慮しています」とGatesは述べています。
「この1年半
の間で、機械学習の技術を活用するためデータサイエンティスト
の人材を強化している企業の数が急速に増えています。企業は
データサイエンティストを、現在抱えているビジネス上の問題の
解決に役立てるだけでなく、よりスマートな新しいコネクティッド
製品とサービスの開発に役立てています。
」

5

2

スピードと大胆さの必要性

デジタルトランスフォーメーションを採用しないという選択肢は
ありません。企業リーダーは大きく考え、大胆に行動することで、
デジタルトランスフォーメーションに責任を持つことを求められ
ます。
「結局、デジタルトランスフォーメーションでは経営陣の
変革が重要なのです。経営陣は正しいマインドセットを得るため
に適切な訓練を受け、社員が『デジタル化』という言葉を聞いた
時に感じる恐怖を払しょくしなければなりません。それはデジタル
化のメリットを示すインセンティブと結果を組み合わせることで
可能になります」とGampenreiderは述べています。

4

コラボレーションを通じた取引関係の深化

サプライチェーンが多次元のエコシステムへと進化する中で、
製造業は、ビジネスパートナー、サプライヤー、顧客とのより
深いレベルのコラボレーションとコネクティビティ（接続性）に
慣れる必要があります。
「そのためには、サプライヤー、顧客、
ビジネスパートナー間にかつてないほどの信頼度がなければなり
ません」とSimpsonは述べています。
「加えて、相互接続性が
指数関数的に高まっていることを考慮すると、サードパーティの
選定がますます重要になるでしょう。
」

グローバルリスクの軽減

グローバルなコネクティビティ（接続性）が高まると、特に保護主義の台頭とサイバーセキュリティという2つの領域でリスクが増大します。
国家主義的傾向のリスクを軽減するために、世界中の企業の経営上層部は、自社と主要なサプライヤーやビジネスパートナーが事業展開
している国における地政学的な事態に常に留意しなければなりません。サイバー攻撃は避けられないものの、それに屈服する必要はあり
ません。外部からの衝撃を克服するために全員が自分の役割を果たせば、組織は攻撃から立ち直ることができます。
「サイバー脅威は、
自社のレピュテーションに対する潜在的脅威とみなされるべきです」とStoneは述べています。
「したがって、これは取締役会の議題に
上げるべきです。リスクの軽減策に弾力性のあるリスク文化、徹底的な防御、総合的なリスク軽減計画などを含めるべきです。
」
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KPMGが提供可能な支援
独立したアドバイスを受け、組織や状況に
家が価値の発見と確保を支援します。
応じた賢明な選択ができるようにしている
業が直面している問題と機会を理解してい
KPMGは、以下の支援が可能です。
ます。チームメンバーは、毎日、世界で最も
からです。また、クライアントが KPMGを
革新的な製造業のリーダーたちと共に汗を ― 貴社のビジネス目標に応じた、独自の 選択するのは、KPMGが非現実的な戦略を
デジタルトランスフォーメーション戦略と 策定することはないとクライアントが認識して
流しています。私たちの経験と調査研究は、
ビジョンの策定。
この変革の時代を取り巻く現実に対する比類
いるからです。つまり、KPMGは、
「いつ」、
ない知見を私たち（そして、クライアント）に ― 投資対効果を定量化し、投資を支援する 「どこで」
、
「どのように」をはっきりと示す形
与えてくれます。
でクライアントのビジネス上の意思決定を
ためのロードマップの迅速な策定。
支 援することに重点を置いています。また、
価値と競争上の優位性を最大化するため、 ― 作業現場、サプライチェーン全体、従業
私たちが、経営幹部と取締役会から共感を
製造業のリーダーはデジタルトランスフォー
員に対して、オペレーションモデルの変更 得られるビジネス計画の作成方法を理解して
メーションに対し戦略中心のアプローチを
の導入支援。
いることも理由の1つです。
取る必要がある、というKPMGの考えが、
このレポートによって裏付けられました。製造 ― ビジネスパートナー候補とあらゆる分野の KPMG は、戦略、データアナリティクス、
サードパーティリスクについてデューデリ サイバーセキュリティ、インテリジェントオート
業のリーダーは、企業全体で統合を優先し、
ジェンスの実施。
人材、イノベーション、生産性、リスクといった
メーション、変更・リスク管理、サプライ
重要な問題について全体論的アプローチを ― 地政学的リスクとサイバーセキュリティに チェーンエクセレンス、オペレーショナルエクセ
取り、また組織の内外について考えなければ
対処するため、グローバルな全 体 論的 レンスなどの重要分野において優れたリーダー
なりません。そして、デジタル投資の価値を
シップを持って、戦略策定から実行までデジ
アプローチの採用。
十分計画された方法で適時に測定し、実証
タルトランスフォーメーションのすべての要素
製造業界のリーダーが
メンバー
ファーム
KPMG
できるようにしなければなりません。
を網羅します。さらに詳しい情報をご希望の
を選ぶ理由は、KPMGが技術にとらわれない 方は、各国の
KPMGメンバーファームまで
デジタルトランスフォーメーションのどの段階 アプローチを採用し、クライアントが真に
お問い合わせください。
であろうと、KPMGのメンバーファームの専門

KPMGメンバーファームの各チームは、製造
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KPMGの刊行物のご案内
The Factory of the Future
インダストリー 4.0は、サプライチェーンと生産プロセスをデジタルによって統合することを意味しています。
基幹情報システムと生産プロセスの分断を克服し、製品設計と生産や物流のプロセス連携をいかに効率
的に行うかといった課題に直面している多くの製造業が「フューチャーファクトリー」への取り組みを強化
しています。
本レポートでは、インダストリー 4.0の動向や必要性、企業にもたらすインパクトを解説するとともに、
インダストリー 4.0における製造業の役割やビジネスモデル、導入や運用のためにKPMGがサポートできる
ことについて説明します。

（2016年 英語版発行、2017年11月 翻訳版発行）

「ハイプ」を超えて - インダストリー 4.0：幻想と現実を区別する

KPMGが実施したインダストリー 4.0（i4.0）ベンチマーク調査から、製造業のエグゼクティブが抱いて
いるi4.0に対する幻想と変革に向けた行動との間に大きなギャップが存在していることが分かりました。
本レポートでは、今日の市場を先導するリーディング企業が、総合的なi4.0 戦略をどのように利用して、

ビジネスモデル、オペレーティングモデル、バリューチェーンに変革をもたらしているかを解説すると共に、
テクノロジー主導の市場の中で適応と競争優位の実現を目指す企業に対して、実践的なアドバイスも提供
しています。

（2017年5月 英語版発行、2017年8月 翻訳版発行）

「実験着」から「作業着」へ：小規模なテクノロジー企業から効率的なサプライヤーへの変革

革新的なテクノロジーの多くを開発している小規模なテクノロジー企業では、大規模かつ確実に生産する
体制が整っていないことが少なくありません。では、どのようにすれば、小規模なテクノロジー企業を信頼
できる効率的なサプライヤーに変貌させられるのか。
「実験着の段階にある」企業から「作業着の段階に
ある」企業への変革のプロセスをご紹介します。

（2017年9月 英語版発行、2017年12月 翻訳版発行）

グローバル製造業の展望2016

成長へ向けた戦い：製造業界で成長リーダーとなるために

「グローバル製造業の展望」は、世界の製造業界の現状と将来への展望を分析することを目的として、世界
各地の航空宇宙・防衛、自動車、コングロマリット、医療機器、工学&工業製品、金属業界の6つの業界
のシニアエグゼクティブを対象に実施した調査結果をもとに構成されています。 本レポートでは、世界各国
の製造業がどのような対策を取っているかを探るとともに、日本を含む世界主要企業のエグゼクティブ
インタビューやKPMGによるセクター別の考察を交え、製造業を取り巻く環境を浮き彫りにしつつ、新たな
成長や競争優位の実現に向けた戦略をまとめて解説しています。
（2016年5月 英語版発行、2016年10月 翻訳版発行）
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補論：
日本企業の
デジタルトランスフォーメーション
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日本企業のデジタル投資
KPMGジャパンでは、本調査のデジタルトランスフォーメーションに
関する海外企業と日本企業の回答結果を比較し、その特徴を分析して
います。

デジタルテクノロジー投資の定量的な効果測定

市場や競合他社の動向を鵜呑みにしただけのデジタル投資では、テク
ノロジーの導入自体が目的となり、経営や業務に対する貢献目標が
曖昧なままに投資が行われることになります。結果として、思ったほど
の投資対効果が得られない、投資対効果が業務改善レベルにとどまる
といった不満足につながるケースが多くなります。

逆に、投資対効果の見積りが難しく、定量的効果を投資前に明確に
示すことができない場合には、必要な投資の承認が得られないと
いった状況になることも多くなるでしょう。

Q デジタル投資の投資対効果の定量的な算出方法について
自社は理解しているか？
日本

グローバル

Q 自社の経営層はデジタルトランスフォーメーションに関する
投資に過度な期待をしすぎているか？
日本

グローバル
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■ どちらでもない

■ 全くそう思わない

また、
「デジタル投資によって絶大な投資対効果が得られるまでにどの
程度の期間が必要か？」という質問に対して、
「すでに効果を得ている」
「12ヵ月以内」とする回答が海外企業において3割であるのに対して、
日本企業では2割にとどまっています。一方、
「1 ～ 3年程度」をあわ
せると、海外企業で9割弱に達するのに対して、日本は9割強となって
います。すでに実績をあげつつある海外企業よりも日本企業の方が
効果を出すまでの時間を短く見積もっているように見えます。

Q デジタル投資によって絶大な効果が得られるまでに
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どの程度の期間が必要か？

日本

■ どちらでもない

グローバル

■ 12ヵ月以内

■ 1～3年程度

■ 3～5年程度
本調査において、
「デジタル投資の投資対効果の定量的な算出方法に
■ 5～10年程度
ついて自社は理解しているか？」という質問に対し、海外企業の7割強
■ 10年かそれ以上
が「よく理解している」以上の回答であるのに対して、日本企業は4割強
■ すでに効果を得ている
にとどまっています。特に、日本企業の3割程度は「理解していない」
と回答しています。デジタルテクノロジーの経営や業務に対する貢献
についての理解を高めるとともに、投資の目的や目標を明確にした、
受け身ではない投資が必要とされます。
楽観的な日本企業のデジタルテクノロジー投資

バズワード化するデジタルテクノロジー投資

デジタルトランスフォーメーションやAI革命といった言葉がバズワード
化している昨今、投資に過度な期待が集まることも少なくありません。
デジタルテクノロジ－が、企業や工場に内在する、これまで解くこと
のできなかった複雑かつ不定形な問題をいとも簡単に解決してくれる
かのような間違った理解を広め、投資に対する経営層の過度な期待
をもたらすことがあります。

これらの調査結果から読みとれることは、日本企業のデジタルテクノ
ロジー投資は楽観的であり、それゆえに明確な投資対効果が得られ
難いであろうということです。

デジタル投資は、アジャイル型で試行錯誤を繰り返しながら活用の
レベルを向上させていくことも必要です。しかしながら、目的や目標を
曖昧なままに闇雲な投資を繰り返しても時間と資源の無駄となります。
今後、インダストリ4.0やスマートファクトリーのような、巨大投資を
成功裏に進めるためにも、テクノロジーの正しい活用を推進するため
本調査においても、
「自社の経営層はデジタルトランスフォーメーション の担当役員や専門部署の設置、全社的なテクノロジーリテラシーの
に関する投資に過度な期待をし過ぎているか？」という質問に対して、 向上に基づく現場視点での活用案の策定、アジャイル型アプローチ
「強くそう思う」
「そう思う」という回答の割合が、海外企業で約5割、 による投資対効果の段階的刈り取りが重要になるでしょう。
日本企業では6割強となっています。
次頁以降で、日本の製造業におけるデジタルテクノロジーの活用例
として、スマートファクトリ―について解説していきます。
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スマートファクトリ―
スマートファクトリーは、工場のIoT化によるデータ活用によってもたら
されます。

データ（Analysis）

蓄積されたデータは、人工知能やマシンラーニングによって分析され、
第3次産業革命をけん引したのはコンピューター技術の発展でした。 最適な製造パラメータの算出、設備の予防保全、品質管理などに
工場の製造装置をコンピューターによって電子制御することで、複雑 用いられます。また、工場自体をデジタルツイン化することによって、
クラウド内で最適な生産を事前にシミュレーションし、実際に工場の
で精密な処理を、高速かつ正確に実行できるようになりました。
制御へ戻すといったことも行われます。さらに、AR/VR技術を用いる
次なる第4次産業革命によって実現される「スマートファクトリー」は、
ことによって、建設前の製造工程を事前に確認することが可能になる
インターネットやクラウド・コンピューティングがけん引します。工場
だけでなく、遠隔地から実際の工場の製造工程を確認することが可能
の製造装置はインターネットやクラウドに接続され、センサーを通じて
となります。
そのデータの分析・活用が行われます。

モノ（Factory Floor）

製造装置やロボテックアーム、3Dプリンタといった、工場内の機械
装置はインターネットやクラウドに接続され、物理センサーや画像
センターによってデータが収集されます。データには、工場の環境
データや作業員の位置や状態も含まれ、機械装置のデータと一体的
に分析・活用されます。

ネットワーク・クラウド（Communication and Storage）

サイバーセキュリティ

工場のデータ活用の重要性の高まりに伴い、PCやサーバ、通信機器
を利用することが増えます。さらに、インターネットと接続し、クラ
ウド上でデータを活用したり、遠隔で機械装置を監視・制御するケース
が増えてきます。工場のIoT化において、セキュリティ上の欠陥の発見、
ウィルスの侵入防止、APT攻撃、ランサムウェアの対策などが必要に
なっています。

工場のデータは、構内LANやワイヤレスを通じて収集されます。ミリ
秒単位で収集されたデータは、工場の現状把握に使用されるだけで
なく、長期に渡ってクラウド上に保管され、製造工程の改善や、不良
品発生時のトレーサビリティなどに用いられます。

モノ

ネットワーク・クラウド

Factory Floor

Communication and Storage

ロボティクス

AI&マシンラーニング

製 造のフレキシビリティ化、
労働力不足 解消の観点から
急速な普及が見込まれている。

3Dプリンタ

試 作 品 製 造 の 段 階 を 超 え、
冶具や保全部品、最終製品の
製造への利用が見込まれている。

センサ技術

センシング能力に加え、死活
監視機能やインターネットへ
の接続性、エッジコンピュー
ティングが重要となっている。

サイバーセキュリティ
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データ

Analysis

コミュニケーション
ネットワークインフラ

工場内の閉域網と工場外への
広域網通信がある。

ビッグデータ
プラットフォーム

グローバルのクラウドサービス
プロバイダや通 信会 社から
提供されるクラウドサービス。

モノから収集したデータの高度
な活用を目的として、クラウド
サービスの機能として提供され
ている。

デジタルツイン

工場を論理的、物理的な特性
をそのまま丸ごとクラウド上に
再現する技術。

AR（拡張現実）

目に見える物理的な工場に、
目に見えないデータを重ね
合わせ視覚化する技術。

セキュリティホールの分析、なりすましやウィルスの侵入防止、ランサムウェア対策など
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デジタルツイン
スマートファクトリーや、第4次産業革命のインダストリ4.0を実現する
ための次世代のモノづくりを具体化するための技術要素として重視
されているのがデジタルツインです。

デジタルツインの注目される背景

世界最大規模のICTアドバイザリー企業Gartnerが発表した「最新テク
ノロジのハイプ・サイクル：2018」においても、デジタルツインは黎明
期を超え、
「過度な期待」のピーク時として位置付けられ、多くの利用
ケースが示されています。このことから、今後数年にわたる戦略的
テクノロジトレンドのトップ10の1つに挙げられており、IoTプロジェクト
における有望テーマとして示されています。

デジタルツインを活用した取組み

各業界において、すでに以下のような取組みが始まっています。

自動車業界
自動車業界は、デジタルツインを早期から採用しています。すでに
膨大な量のデータを設計情報として収集し予測分析を行うことを進めて
おり、製品設計から計画・準備、実行に至るすべてのプロセスにこの
技術を適用し、新製品の市場投入スピードを上げ、フレキシビリティ
や品質、効率を高めることに成功しています。また、修理においても、
必要な手順と車両からのリアルタイムフィードバックを受けることが
可能です。

航空業界
航空機の飛行状況を把握するパラメーターは数億を超えるほど複雑で
デジタルツインとは、工場や製品に関する現実世界の状態をデジタル あり、試作機をサイバー空間上に仮想的なモデルとして再現し、様々
化し、バーチャル空間上にリアルタイムに再現することを可能とする な状況設定を繰り返し、再設計や実際の試作機への修理を施すこと
技術です。この技術を活用することで、工場全体の理想的な運営、 を試みています。この取組みにより手戻りが最小化し開発期間の短縮
管理が可能になり、トラブルを予測し対策を施しダウンタイムを減らす と事故率低減を実現することに成功しています。デジタルツイン技術
ことが可能になります。また、製品設計や、生産ラインの流れ、製品 を活用し、航空機・システム・機器の健全性、耐用年数の残りを予測
の保管や倉庫レイアウトなどの変更を検討する際などにも、デジタル することも可能としています。
ツイン上で事前にシミュレーションすることができ、製品開発において 製造・機械業界
は、複数の開発プロセスを経る場合、設計や仕様変更について仮想 特定の製品の仮想モデルを提供することで、メーカーは、製造コスト
世界でプロセスの検討を行うことも可能となります。
とパフォーマンス変数が発生する前に製品をモデル化できるため、

デジタルツインの定義

デジタルツインは、変化に対する素早い対応を可能にし、資産利用の
最適化や予防的メンテナンスに威力を発揮します。つまり、物理的な
実体のデジタル表現を可能とするデジタルツインにより、企業の将来
予測の視点を作り出し、デジタルトランスフォーメーションの変革へ
実践的なシナリオをもとにシミュレーションすることが可能となります。

コストのかかる製品品質の問題や製造の再作業を避けることができ
ます。したがって、製造業者が初めての製品を正しく製造することが
可能となります。

Main System
Operator A
Quantity

Date:20xx/xx/xx

75%
Operator B
Quantity

Machine A
Operation rate
Alart
Stop

Check Machine
yield rate
Alart
Stop

0.02%

Machine B
Operation rate
Alart
Stop

83.6%

76%

88.1%

Machine B
Quantity
Operator C
Quantity

99%

77%
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デジタルツインのもたらすメリットやインパクト

各業界におけるデジタルツインの技術活用からわかるように、現実
世界、物理空間での動きを仮想世界やデジタル空間でリアルタイムに
再現することにより、変化点把握による原因や問題波及範囲の予想、
設計開発での精度向上、リードタイム短縮化とコストダウンなどの
メリットを得ることができます。つまり、シミュレーション技術を活用
し、先の未来を予想できることが大きなインパクトといえます。

デジタルツインによりもたらされる変革と留意点

デジタルツイン技術の進展と普及により、製造業の設計から製造に
至るプロセスは大きく変わります。

仮想製品と物理製品の両方を接続する情報を通じて、仮想表現の
ためのプラットフォーム上でモノづくりが行われるといっても過言では
ありません。スマートファクトリーを進化させる1つのコア技術として
「デジタルツイン」は位置付けられ、スマートファクトリーで実現する
モノづくりの生産性向上を狙った各技術要素の活用が求められます。
また、このようなサイバー空間上でのデジタルデータの偽装や改ざん、
情報漏洩などサイバーセキュリティを中心とした脅威も意識した上で、
デジタルツイン技術をモノづくりのプロセス変革や、新たな製造技術
に取り入れる活動が求められます。

KPMGジャパンが提供可能な支援

KPMGジャパンは、日本の製造業がスマートファクトリーを実現する
ための具体的な取組みを支援します。

デジタル技術・市場調査
デジタルテクノロジーの進歩はめまぐるしく、最新技術動向と具体的
な活用事例の調査をご提供することが可能です。また、テクノロジー
をめぐる法規制についても、幅広い知識と経験を有しています。

デジタル戦略立案
デジタル投資の戦略を立案し、投資の具体化と期待効果を検討します。
事業戦略や製品戦略といった攻めの投資と、業務効率化や顧客対応力
強化といった守りの投資という２つの側面から支援が可能です。その際、
KPMGの製造グローバルネットワークを用いて海外先進事例のご紹介
や事例訪問のコーディネイト、国内製造業とのベンチマークを行い、
重点改革ポイントの抽出を実施します。
デジタル化の計画と実行
デジタル化計画を立案し、活動のステップ化やマイルストーンの設置
を行います。不足するケイパビリティについては、PLMやデジタル・
ツインソリューションを提供するグローバルベンダーやベンチャー企業
活用の評価、マッチングなどを行います。実行段階においては、PMO
として投資活動の最適運営を支援します。

製造業におけるデジタルツインの影響

デジタルツインのインパクト分析

デジタルツインテクノロジは、実在の世界を仮想的に表現するプラットフォームである。実在世界は「ビジネスデータ」
「状況データ」
「センサーデータ」
によって仮想世界に表現される。物理的なモノと仮想的なモノの両者は、情報によってつながる。仮想世界で実在世界のパフォーマンスを予測し最適化
したり、実在の世界で日々生成されるデータを活用することで、新たな事業機会を企業にもたらす可能性を秘めている

製造業におけるデジタルツインのインパク ト

生産の国内回帰
バリューチェーンのデジタル化

M&Aや戦略的アライアンス、パートナーシップの促進
ビジネスモデルの急激な変化
デジタルを活用した、新たな製品・ソリューション・サービスの開発
次世代技術への投資
雇用形態の変化
● 低いインパクト
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● 中程度のインパクト

● 高いインパクト
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本調査について
「グローバル製造業の展望2018」レポートは、製造業300社のCEOから得られたデータを基に作成されたものです。このデータは、2018年の
年初に、Forbes InsightがKPMGインターナショナルの依頼を受けて実施した、世界11ヵ国1,300人のCEOを対象とする「グローバルCEO
調査2018」の一部です。この調査に参加した回答者は全員、各社のCEOであり、そのうちの34%は年間売上100億米ドル超の企業の代表者
です。回答者は、アメリカ大陸、欧州、アジアに分布しています。

貴社の主要セクターは
製造業のどの分野ですか。

貴社の直近の会計年度の売上高は
どの程度でしたか。
エンジニアリング
および工業製品

30%

金属および骨材

40%

28%

30%

5億～ 9億9,900万ドル

航空宇宙・防衛製品

コングロマリット

11%
11%

10億～ 99億ドル
100億ドル以上

自動車

9%

42%

出典：Global Manufacturing Outlook data from 2018 Global CEO Outlook,
KPMGインターナショナル

出典：Global Manufacturing Outlook data from 2018 Global CEO Outlook,
KPMGインターナショナル

貴社が本部を置いている国はどこですか。

24%
アメリカ大陸

39%
EMA

（欧州・中東・アフリカ）

37%
ASPAC

（アジア太平洋地域）

出典：Global Manufacturing Outlook data from 2018 Global CEO Outlook,
KPMGインターナショナル
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