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はじめに

1. はじめに
■ （製造業の）デジタル化 － 前宣伝・流行から実践・活用にシフト
ここ数年、「デジタルトランスフォーメーション（digitale Transformation）」や「デジタル化（Digitalisierung）」
という言葉がドイツで頻繁に使用されるようになった。デジタルトランスフォーメーションとは、デジタル技術
の発展がもたらす社会全体の変革のことである。「デジタル化」も同意義で用いられている。デジタルトラ
ンスフォーメーションは企業、個人、教育・研究機関、国が相互作用しながら進展していくが、ドイツは製
造業のデジタル化において産学官連携が上手く機能している。モノのインターネット（IoT）の大きな活用
分野である、製造業のデジタル化を国家プロジェクト「インダストリー4.0」として推進しており、この分野で
米国、日本、中国とともに世界をリードする。インダストリー4.0 の最重要イベント、ハノーファーメッセを開
催していることでも知られる。2017 年の同メッセでは新技術や新製品よりも活用がテーマとなり、インダスト
リー4.0 がいよいよ実践にシフトするとみられる。

デジタル化／
デジタルトランスフォーメーション
モノのインターネット（IoT）
インダストリー4.0
スマート
ホーム

スマート
シティ

製造業のデジタル化
製造業 IoT

ヘルスケア・
医療

コネクテッド
モビリティー

エネルギー
（スマート
グリッド）

個人、企業、国など社会全体のデジタル化

本レポートでは Part 1 と Part 2 に分けて、ドイツにおける主要プレイヤーや（潜在）ユーザーの動向、イン
ダストリー4.0／IoT を取り巻く環境（市場、業界・技術、ソーシャルメディア、特許・法律）を包括的にカバ
ーする。Part 2 では、インダストリー4.0／IoT 分野のドイツの強みと弱み、業界・技術トレンド、主要プレイ
ヤー（企業、団体、研究機関）、特許・法律動向に焦点をあてる。この分野の有力企業の概要、デジタル
化の戦略、最近の動向についても掘り下げて分析する。さらに、新たな「特許戦争」の可能性、インダスト
リー4.0／IoT に関する法律問題も取り上げる。
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■ 本レポート（Part 2）の内容
【第 2 章： ドイツにおけるインダストリー4.0 と IoT】
デジタルトランスフォーメーションにおけるドイツの立ち位置、強みと弱み、ドイツ政府の戦略を分析する。
得意とする技術分野や（米国や日本と比較した）インダストリー4.0 や IoT の進展について調査データを集
めた。また、同国におけるインダストリー4.0 の盛んな地域、ドイツ政府が定めたデジタルトランスフォーメ
ーションの戦略的拠点を地図に指し示す。
【第 3 章： 業界動向・技術トレンド】
製造業のデジタル化に向けた最近のトレンドを探る。フィールドバス、産業用イーサネット、無線など産業
用ネットワークのシェア予測やインダストリー4.0（製造業 IoT）の統一した通信規格に向けた動きもピックア
ップする。さらに、世界最大級の IT 見本市 CeBIT（セビット）や世界最大の産業見本市ハノーファー・メッ
セにおける 2017 年のトップテーマ・技術トレンド（計 15）について解説する。特にハノーファー・メッセは「イ
ンダストリー4.0 の開発動向を一望できる」とされている。具体的な活用分野として脚光を浴びている予知
保全のビジネス動向も取り上げる。また、ドイツ企業の間で急速に普及する可能性のある技術についても
情報・データを収集。
インダストリー4.0 の「花形」となる産業用ロボットと 3D プリンターに関して、掘り下げて調査。ドイツにおけ
る産業用ロボットの利用状況やインダストリー4.0 に関連した今後の見通しを考察する。さらに、未来の製
造業の象徴とされる協調ロボットの市場動向・予測、サプライヤー、ユーザー企業に焦点をあてる。また、
金属 3D プリンターの強豪国、ドイツにおける付加製造（3D プリント）のサプライヤー、研究機関、ユーザー
企業の動向にも目を向ける。
【第 4 章： 主要組織・研究機関の動向】
国レベル、州レベル、地域レベル、業界レベルのインダストリー4.0 の推進組織、インダストリー4.0 に積極
的な業界団体、研究機関、大学、スマートファクトリーのテストベット、規格・標準化団体、データやセキュ
リティに関する組織（計 42 団体）を列挙して紹介する。
国レベルの中心組織「Plattform Industrie 4.0」、インダストリー4.0 の産業クラスター「It’s OWL」、スマート
ファクトリーの実証・研究プラットフォーム「SmartFactory KL」、欧州最大の応用研究機関「フラウンホーフ
ァー研究機構」については、組織の概要や最近の活動状況を詳細に記載する。
【第 5 章： 主要企業の動向】
製品力と市場競争力を縦軸と横軸にとり、ドイツ市場における「IoT プラットフォーム」の有力プレイヤーの
位置付けを散布図に示す。「インダストリー4.0 プラットフォーム」と「ビックデータ分析・可視化ソフト」につ
いても、同様に有力プレイヤーを散布図にプロット。各分野で競争力のあるドイツの大企業・中堅企業、
新興企業、外国企業が見て取れる。さらに、複合テクノロジー企業、情報通信技術、オートメーション・電
気工学、機械、自動車メーカーを中心に、インダストリー4.0 の主要サプライヤーとユーザー35 社を特定し、
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各社のインダストリー4.0 への取り組みを簡潔にまとめた。
ボッシュ、SAP、シーメンスの 3 社は IoT 分野で米国の大手企業と競合できるとみられている。この 3 社に
ついては、企業概要や基礎データ、インダストリー4.0／IoT の戦略、最新動向など、各企業のプレスリリー
スや業界誌・専門誌の記事をベースに詳細に分析・考察する。
ドイツは日本や米国と比べると大企業の数が少ないが、「隠れたチャンピオン企業」が多いことで知られる。
「隠れたチャンピオン」とは、一般にはあまり知られていないが、ある特定のニッチ分野で世界有数の中
堅・中小企業のことである。インダストリー4.0 と関連の深いオートメーション／インターフェイス技術分野の
「隠れたチャンピオン」8 社を紹介する。企業概要・基礎データ、インダストリー4.0 の戦略・取り組み、最近
の動向（ハノーファーメッセでの展示内容など）について要点をまとめた。
【第 6 章： 特許・法律動向】
製造業のデジタル化は特許や法律分野にも様々な影響をもたらす。「スマホ特許戦争」を上回る「IoT 特
許戦争」が将来的に起こる可能性が指摘されている。特許戦争を引き起こす要因を分析し、IoT 特許訴訟
の潜在的リスクについてドイツの複数の弁護士・弁理士の見解を整理してまとめた。標準必須特許（SEP）
に起因するリスク、サプライチェーン全体が巻き込まれるリスク、インターネットで結ばれた生産システムの
国境を越える訴訟リスクについて説明する。また、ドイツにおける「IoT 特許バトル」の可能性についても言
及。インダストリー4.0 や IoT 分野の特許の国際比較も示す。
最後に、インダストリー4.0 や IoT に関する法的問題を取り上げる。デジタル化の影響を受ける法律分野を
特定し、現状や課題、ドイツの弁護士の見解を記す。特に、「データの所有権」、「データ保護」、「データ
セキュリティ」、「法的責任」、「契約法」への影響を調査した。さらに、インダストリー4.0 の法的問題に対す
るドイツ政府や業界団体の最近の取り組みを 3 件紹介。インダストリー4.0 の戦略企画に法務部が携わっ
ている企業の割合もデータで示す。

【Part 1（別冊）】
Part 1 では、インダストリー4.0／IoT の市場動向、ユーザー動向（ドイツ企業における活用状況・計画）に
ついて、当地の業界団体、研究機関、調査会社など多彩なソースから収集した資料・データを整理してま
とめた。さらに、影響力の大きいソーシャルメディアであるツイッター（ドイツ語のみ）を解析し、同言語圏に
おけるインダストリー4.0／IoT の注目度の変化、キーワード、話題、オピニオンリーダーを調べた。
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ドイツにおけるインダストリー4.0 と IoT

2. ドイツにおけるインダストリー4.0 と IoT
2.1. ドイツの立ち位置、強みと弱み
■ 製造技術とオートメーション技術に強いが、情報通信技術に弱い
表 1： インダストリー4.0 分野の競争力の比較（主要 4 ヵ国）
インダストリー4.0 分野の競争力の比較
ドイツ

米国

日本

中国

製造業の競争力

平均以上

平均並み

平均並み

平均並み

情報通信技術の競争力

平均以下

平均以上

平均並み

平均並み

イノベーション力

平均並み

平均以上

平均並み

平均並み

教育レベル

平均以上

平均以上

平均並み

不均等

デジタル・インフラ

平均並み

平均並み

平均以上

不均等

出所：Handelsblatt 研究所

【ドイツの強み】
•

組込みシステムの世界的なリーダー

•

オートメーション技術の有力プレイヤー

•

産業用ロボットが普及

•

機械・自動車など幅広い製造業が発達

•

企業ソフトで有力、人工知能でも存在感

【ドイツの弱み】
•

情報通信技術分野で米国、日本、中国、韓国に後れを取っている

ドイツ教育研究省は「情報通信技術 2020 年戦略」の中で、「ドイツの情報通信技術の本当の強みは組込
みシステム」と分析している。組込みシステムとは、特定の機能を実現するために機械や装置などに組み
込まれるコンピュータシステムで、産業用・医療用・家庭用機器など制御を必要とする多くの製品に用いら
れている。ドイツは組込みシステムの先進国で、同国の組込みシステムの市場も米国、日本に続いて 3 番
目に大きい。また、中国、米国に次いで世界で 3 番目に大きなオートメーションの生産国であり、市場でも
ある（付録参照）。さらに、韓国、日本の次に産業用ロボットの導入が進んでいる（35 ページ参照）。
伝統的な工業国のドイツでは機械や自動車など幅広い製造業が発達しており、組込みシステム、オートメ
ーションやロボット技術との相性が良い。機械、自動車、化学・医薬品、電機の各分野で輸出額が輸入額
を上回り、同国の製造業の強さを物語る（付録参照）。
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インダストリー4.0 では、製造技術、オートメーション技術、情報通信技術の 3 つが融合して発展していく。
製造技術とオートメーション技術は進んでいるが、ドイツの情報通信産業は米国、日本、中国に引けを取
っている。例外は企業ソフト大手の SAP ぐらいで、製造業やハードには強いが IT やソフトに弱い。ドイツ
政府はデジタル化の未来戦略を定める際にこの点を現実的にみて、「ドイツが国際的にリードできるのは
ある特定の分野のみ」という結論に達した。家電分野（スマートホーム）などは切り捨て、同国が先頭に立
てるチャンスのある分野「製造業のデジタル化」に絞り、サプライヤーとしてもユーザーとしてもインダストリ
ー4.0 の先導役を目指す。しかし、情報通信技術で他国の企業と協力しないと実現は難しく、米国の IT
企業と提携したり、中国との連携を深めたりしている。
図 1： ドイツの潜在能力が期待されるインダストリー4.0／IoT の技術分野

ドイツの潜在能力が大きいと期待される技術分野
（ドイツ企業）
2017年

2016年

0%

20%

40%

60%
61%

エレクトロ・モビリティー（電気自動車）

54%
54%

インダストリー4.0

44%
53%

エネルギー効率

64%

電池・エネルギー貯蔵技術

52%

スマートグリッド

48%

スマートトラフィック／交通流対策

34%

スマートカー／自動運転車

34%

ITセキュリティ

32%

モノのインターネット（IoT）

31%

ロボット工学

28%

高速インターネット

27%

スマートホーム

20%

ビックデータ分析／データマイニング
クラウドコンピューティング
ウェアラブル端末

80%

11%
8%
6%

調査対象：ドイツ電気電子協会（VDE）の会員企業・大学（1,300 社）

出所：VDE
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ドイツにおけるインダストリー4.0 と IoT

図 2： ドイツが好位置にいるデジタルトランスフォーメーションの分野

ドイツが良い位置にいる
デジタルトランスフォーメーションの分野
（ドイツ企業、2017年）
0%

20%

40%

60%

55.4%

ロボット技術（サービスロボットを含む）

50.1%

付加製造、3Dプリント、ラピッドプロトタイピング

39.8%
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農業技術のアプリケーション

22.2%

拡張現実（AR）、可視化技術

e-ヘルス（健康・医療分野の情報通信技術の活用）
サービス・プラットフォームの開発・構築
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80%
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16.1%
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位置情報サービス

11.6%
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11.5%

調査対象：ドイツ企業（630 社）

出所：VDI

■ 製造業、自動車、エネルギー分野のデジタル化に強み
ドイツは製造業が発達しているため、製造業分野のデジタル化（すなわち「インダストリー4.0」、「製造業
IoT」）やそれに密接に関連する技術分野（ロボット、3D プリント、仮想製品開発・デジタルツイン）において
強みを発揮するとみられる。また、高級自動車の大手メーカーが 3 社あることから、エレクトロ・モビリティー
（電気自動車）やコネクテッドカー分野でも有望視されている。さらに、再生可能エネルギーの比重が高く、
環境問題に関心が高いことから、エネルギー分野のデジタル化（エネルギー効率、スマートグリッド）でもリ
ーダーシップが期待される。一方、スマートホームやスマートシティなど、他の IoT 分野ではアジア（日本、
韓国、中国）や米国には敵わないと見る向きが多い。
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■ インダストリー4.0 ではリード、IoT 全般では出遅れ
図 3 と 4 示す通り、ドイツ企業のみならず中国企業も「米国、ドイツ、日本がインダストリー4.0 の先進国」と
みている。バイエルン州経済連合（VBW）の代表者 B. Brossardt 氏は独業界誌 MaschinenMarkt（機械市
場）とのインタビューで、「ロボット技術を多く活用している国ほど、（製造業の）デジタル化も進んでいる。
韓国、日本に続き、ドイツも好位置にいる」としている。一方、IoT やデジタル化全般では、ドイツ企業の
52％が米国がトップとの見解で、それにアジア（日本、韓国、中国）が続くが、ドイツが IoT のリーダーと考
えているのは 7％に留まる（図 5）。産業用ロボット、産業用 3D プリント、仮想製品開発（デジタルツイン）と
いった製造分野の技術、モビリティー（コネクテッドカー）やエネルギー技術（スマートグリッド）には自信を
持っているが、それ以外の IoT 分野では国際競争力が弱いと、多くのドイツ企業が認識している。情報通
信技術分野の弱点を自覚しており、インダストリー4.0（すなわち製造業 IoT）で存在感を示せても、IoT 全
般では米国やアジアに劣るとシビアにみている。
図 3： ドイツ企業から見たインダストリー4.0 の進

図 4： 中国企業から見たインダストリー4.0 の進ん

んでいる国

でいる国

中国企業から見た
インダストリー4.0の進んでいる国
（2015年）

ドイツ企業から見た
インダストリー4.0の進んでいる国
（2016年）
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2.44
2.05
スコア（8 = 最も進んでいる）

調査対象：ドイツ企業（559 社）

出所：bitkom

調査対象：中国企業（100 社）

出所：Staufen

■ 中国と戦略的提携
ドイツは 2014 年、中国との協力関係を研究・イノベーション分野で深めることを取り決めた。インダストリー
4.0、エレクトロ・モビリティー、エネルギーシステムの未来技術が重点。2017 年 6 月には、ベルリンでドイツ
と中国間のイノベーション・フォーラム「インテリジェントな製造業とスマート・サービス」が開催された。メル
ケル首相や李克強首相の他、両国の企業関係者や製造技術の学者がインダストリー4.0 分野の提携強
化について協議。ドイツ教育研究省は「中国戦略 2015-2020」の実現のために毎年、2,000 万ユーロの
予算を使っている。
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図 5： ドイツ企業から見た IoT の進んでいる国・地域

ドイツ企業から見たIoTの進んでいる国・地域
（2016年）
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23%
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欧州
ドイツ

60%

20%
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調査対象：ドイツ電気電子協会（VDE）の会員企業・大学（1,300 社）

出所：VDE

ドイツ電気電子協会（VDE）が 2017 年に会員企業・大学（1,300 社）に行った調査によると、「2025 年
までにドイツにおけるデジタルトランスフォーメーションが成功する」との見方が強い。
•

ドイツにおけるデジタルトランスフォーメーションは 2020 年までに成功する： 5％

•

ドイツにおけるデジタルトランスフォーメーションは 2025 年までに成功する： 64％

•

欧州におけるデジタルトランスフォーメーションは 2025 年までに成功する： 39％

■ 人工知能に意外な強み
インダストリー4.0 や IoT と密接な関係にあるビックデータ分析では、人工知能が重要な役割を果たす。米
セールスフォース研究所のレポート「2017 State of IT」によると、ドイツ企業は人工知能の活用において、
米国企業よりも進んでいるという。ドイツの主要企業の 59％が既に人工知能を活用しており、41％が今後
12～18 ヵ月以内に人工知能の利用が増えると予想している。米国企業では、34％のみが今後 12～18 ヵ
月以内に人工知能の利用が増えると予想。
独経済誌 WirtschaftsWoche は 2017 年 5 月 9 日付け記事で、「グーグル、IBM などが人工知能に物凄い
金額を投資しているが、ドイツ企業も興味深い研究開発を進めており、米国の競合の前を走ることさえあ
る」とし、この分野のドイツの先駆者的な企業 10 社を紹介している（69 ページも参照）。詳細は 2.2 節に記
すが、米国の大手 IT 企業 2 社、IBM とマイクロソフトが南ドイツのミュンヘンに IoT・人工知能の研究開発
拠点を設立したことで、ミュンヘンが人工知能の中心地として発展する可能性がある。

ドイツにおけるインダストリー4.0 と IoT
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■ 外国企業がドイツ市場に積極的に参入
ドイツは製造業 IoT の主要市場とみられ、モビリティやエネルギー分野のデジタル化でも有力視されてお
り、米国を始めとする外国企業が同国市場に積極的に参入している。
•

【IBM】 ミュンヘンに「ワトソン IoT」のグローバル本部を開設

•

【マイクロソフト】 ミュンヘンに IoT・人工知能の研究所を開設

•

【ゼネラル・エレクトリック】 ミュンヘン近郊のガーヒングの研究所でネットワーク化とデジタル化の
分野を強化

•

【インテル】 ミュンヘン近郊に IoT 研究所を設立

•

【シスコ】 IoT のソリューション分野でドイツ市場に 5 億ドルの投資を発表

•

【ボーダフォン】 デュッセルドルフに IoT の研究所を開設

•

【テレフォニカ】 データ分析・IoT 事業をまとめた新会社 Telefónica NEXT をベルリンに設立

■ （未来の）標準規格「OPC UA TSN」の試験所
詳細は 19～20 ページに記すが、インダストリー4.0 と製造業 IoT の統一した通信規格として「OPC UA
TSN」が有望視されている。OPC UA TSN のイニチアチブの共同作業は、インダストリアル・インターネッ
ト・コンソーシアム（IIC）の TSN テストベッドと OPC Foundation にて進められている。TSN テストベッドは米
国のナショナルインスツルメンツ社の拠点にあるが、2017 年春、独ボッシュ・グループの開発拠点である
エアバッハ（フランクフルト近郊）にも開設された。（※ テストベットとは、実際の運用環境に近い状態で技
術検証を行う試験用プラットフォームのこと）

2.2. ドイツにおけるインダストリー4.0／IoT の重要拠点
■ インダストリー4.0 の活用が盛んな地域
インダストリー4.0 の推進組織「Plattform Industrie 4.0」 1が公開している「活用事例マップ」 を見ると、南ド
イツの 2 つの州とノルトライン＝ヴェストファーレン州でインダストリー4.0 が積極的に活用されていることが
分かる。南ドイツには、（インダストリー4.0 の効果が最も大きいとされる）機械メーカーや自動車メーカー
の産業クラスターが存在する。また、ノルトライン＝ヴェストファーレン州の東ヴェストファーレン・リッペ地
方 に は イ ンダ ス ト リ ー4.0 の 先 端ク ラ ス タ ー 「it’s OWL」 、ル ール地方には物流の先端クラスター
「LogistikRuhr」がある。

1

インダストリー4.0 の推進組織 Plattform Industrie 4.0 の詳細は 57～59 ページを参照のこと。
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図 6： インダストリー4.0 の活用が盛んな地域（ドイツ）

ドイツの州別の
インダストリー4.0の活用事例件数
（2017年）
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出所：Plattform Industrie 4.0

■ デジタルトランスフォーメーションの戦略拠点
ドイツ経済エネルギー省は 2016 年 11 月、5 つのデジタルトランスフォーメーションの中心地「Digital Hub
（デジタル・ハブ）」を定めた。2017 年 4 月に 7 都市を追加したため、現在、計 12 の「デジタル・ハブ」が存
在する。首都ベルリンはベンチャー企業の中心地としても知られる。
•

【ベルリン】 モノのインターネット（IoT）、フィンテク（金融サービスのデジタル化）

•

【フランクフルト／ダルムシュタット】 フィンテック（金融サービスのデジタル化）、サイバーセキュリ
ティ

•

【ハンブルク】 物流のデジタル化

•

【ミュンヘン】 モビリティ・自動車産業のデジタル化

•

【ドルトムント】 物流のデジタル化

•

【ケルン】 保険テク（保険サービスのデジタル化）

•

【ドレスデン／ライプツィヒ】 スマート・システム、スマート・インフラ

ドイツにおけるインダストリー4.0 と IoT

•

【カールスルーエ】 人工知能

•

【シュトゥットガルト】 製造業のデジタル化

•

【ルートヴィヒスハーフェン／マンハイム】 化学・健康産業のデジタル化

•

【ポツダム】 メディア産業のデジタル化

•

【ニュルンベルク／エアランゲン】 医療機器産業のデジタル化
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このイニチアチブの目的は、デジタルトランスフォーメーションの中心地をネットワークに組織して、イノベ
ーションのエコシステムを構築することである。各「デジタル・ハブ」内の新興企業、大学・研究機関、大企
業、中堅企業の間の連携を深めるだけではなく、ハブ同士も業種の垣根を超えて連携することでイノベー
ションを加速する。また、国外でも 12 の「デジタル・ハブ」を宣伝し、外国の起業家、研究者、企業、投資
家にとって魅力的なロケーションにすることも目標としている。

■ ミュンヘンは IoT・人工知能の新しい中心地？
米国の IT 大手、IBM とマイクロソフトがミュンヘンに IoT・人工知能の研究開発拠点を設立したことから、ミ
ュンヘンが人工知能の中心地として発展する可能性がある。
【IBM】 ミュンヘンに人工知能・IoT のグローバル本部
米 IBM は 2017 年 2 月、新事業部「ワトソン IoT」のグローバル本部をミュンヘンに開設した。ワトソンは IBM
が開発した、自然言語を理解・学習し人間の意思決定を支援する「コグニティブ・コンピューティング・シス
テム」のことで、人工知能の技術に基づく。約 2 億ドルを投資して新設した「ワトソン IoT グローバル本部」
では、約 1,000 人の IBM の IoT 専門家が顧客企業、提携パートナー、研究機関と共同で、IoT とコグニテ
ィブ・コンピューティングの技術的・経済的ポテンシャルを探求する。人工知能・IoT 分野のイノベーション・
エコシステムの構築を目指している。このエコシステムには独自動車メーカーBMW も参加し、研究開発活
動の一部を IBM の IoT センターに移管する。その他、EEBus（スマートホーム分野の標準化を目指す欧州
のイニチアチブ）、BNP パリバ（金融グループ）、キャップジェミニ（コンサルティング会社）、テックマヒンドラ
（インドの IT サービス企業）なども、IBM のエコシステムに参加する。
【マイクロソフト】 ミュンヘンに IoT・人工知能のラボラトリー
2017 年 4 月、米マイクロソフトは IoT・人工知能の研究所「IoT & AI Insider Lab」をミュンヘンに開設。レド
モンド（米国）、深圳市（中国）に続いて、同社の 3 番目の IoT・人工知能のラボラトリーとなる。ミュンヘンの
拠点では、EMEA（欧州、中東、アフリカ）地域の顧客企業に IoT・人工知能プロジェクトを効率的に推し進
めるための環境を提供する。顧客企業はマイクロソフトのクラウド Azure の他、（Windows 10 IoT Core、
Azure IoT Suite、Cognitive Services、Cortana Intelligence Suite などの）IoT・人工知能のソフトウェアやサ
ービス、（3D プリンター、ナノプリンターなどの）ハードウェアも利用することができる。また、マイクロソフトの
（IoT、クラウドコンピューティング、データサイエンス、機械学習、人工知能、組み込みシステムの）専門家、
開発者やエンジニアの専門的なサポートを受けることもできるという。
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図 7： デジタルトランスフォーメーションの戦略拠点（ドイツ）

出所： 独自調査
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3. 業界動向・技術トレンド
3.1. 最近の主要トレンド
3.1.1. ドイツ製造業の 2017 年の 5 大トレンド
■ 2017 年：インダストリー4.0 普及の兆し
独専門誌 Elektrotechnik（電気工学）は 2017 年 2 月 2 日付け記事で、ドイツの製造業における 2017 年の
5 大トレンドを予測している。「工場のネットワーク化」、「無線接続された生産システム」、「生産設備と IT の
融合」、「アナリティクス（データ分析）」、「協調ロボット」の 5 つのトレンドが全て、インダストリー4.0（製造業
のデジタル化）と直結している。2017 年はドイツ企業の多くがインダストリー4.0 の実現に踏み出す年とみ
られる。この背景には、製造業のデジタル化に必要な技術・製品・サービスの価格が下がってきており、
使い勝手も向上していることがある。また、19～20 ページに記すように、これまで乱立していた機器間の
通信プロトコルが標準化に向かっていることも製造業 IoT の普及を後押しする。総じて、インダストリー4.0
導入の敷居が下がりつつある。
表 2： ドイツの製造業における 2017 年の 5 大トレンド

ドイツの製造業における 2017 年の 5 大トレンド
全ての業界で、インダストリー4.0 や製造業 IoT の普及の兆しが見えて
■ 工場のネットワーク化

いる。技術発展によりコストが下がり、あらゆる分野で今すぐに導入・
利用可能な状態になりつつある。
工場のネットワーク・インフラでは、これまで有線接続が一般的だが、

■ 無線接続された生産システム

無線接続に対応した機器の価格が低下するにつれ、工場でも無線接
続のシステムが現実的な選択肢になりつつある。

■ 生産設備と IT の統合

■ アナリティクス（データ分析）

工場・生産設備が企業アプリケーションソフトに統合されると、生産効
率が改善し、スマートファクトリーの実現に向かう。
データ分析技術を用いた状況監視や予知保全など、使いやすいクラウ
ドベースのソフトウェアが低価格で利用可能になってきた。
新世代の産業用ロボットで、周囲の状況を的確に認識するための画

■ 協調ロボット

像処理システムやソフトが内蔵されている。生産現場で人間のすぐ隣
で使用することができる。

出所：Elektrotechnik（2017/02/02 付け記事をベースに要約）
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■ 産業用ネットワークの市場シェア
産業用通信分野の有力企業 HMS Industrial Networks（スウェーデン）は毎年、ファクトリーオートメーショ
ンの産業用ネットワーク市場シェア予測を発表している。2017 年は産業用イーサネットのシェアが前年の
38％から 46％に拡大し、フィールドバスの占める割合は 58％から 48％に縮小する見通し。無線ネットワー
クの伸び率が大きく、前年の 1.5 倍の 6％になると予想される。
図 8： FA のネットワークにおけるフィールドバス、産業用イーサネット、無線の比率（世界全体）

産業用ネットワークの市場シェア
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図 9： FA のネットワークにおけるフィールドバス、産業用イーサネット、無線の成長率（世界全体）
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図 10： FA の産業用ネットワークの市場シェア内訳（世界全体）
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■ インダストリー4.0 と製造業 IoT の通信プロトコル「OPC UA TSN」
2016 年 11 月、オートメーションの見本市 SPS IPC Drives にて、欧米のオートメーション・IT 分野の有力企
業 11 社が製造業 IoT の統一した通信プロトコルとして OPC UA TSN を推すと発表した。インダストリー4.0
や製造業 IoT の通信規格として、次世代の製品から OPC UA TSN のサポートを目指す。2017 年 5 月、
産業用データ通信技術のメーカーHirschmann と Phoenix Contact の 2 社も参加を表明。
OPC UA TSN をサポートする 13 社： ボッシュ・レックスロス（独）、クーカ（独）、SEW Eurodrive
（独）、B & R（独）、Hirschmann（独）、フエニックス・コンタクト（独）、シスコ（米）、ゼネラル・エレクト
リック（米）、ナショナルインスツルメンツ（米）、パーカー・ハネフィン（米）、ABB（スイス）、シュナイ
ダーエレクトリック（仏）、TTTech（オーストリア）
【統一した通信規格の必要性】
従来、工業生産（ファクトリーオートメーション）における機器間の通信には、Profinet、EtherNet/IP、
POWERLINK、EtherCAT、Profibus、Modbus、CAN など独自の通信プロトコルが使用されている。このた
め、異なるメーカーの機械・コンポーネント間の通信にはインターフェースやゲートウェイが必要となる。イ
ンダストリー4.0 を実現するためには生産システムを端から端までネットワーク化する必要があるが、現在
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のように多数のプロトコルが乱立している状況では実現が難しい。このため、機械同士や機械と上部の階
層（SCADA/MES/ERP システム）やクラウドをネットワークで結ぶための、統一した通信規格の必要性が高
まっている。
【OPC UA TSN とは？】
OPC UA TSN は下記の 2 つの技術に基づく。
•

OPC UA： 工場やプロセス制御装置から大規模な上位情報系システムへ情報転送をするための
標準規格で、異なるメーカーの機器間でシームレスなデータの流れを確保する

•

TSN（Time-Sensitive Networking）： 標準 Ethernet 規格 IEEE 802.1 の拡張版で、リアルタイム性
を備える

工業生産における要件を満たすため、OPC UA と Ethernet TSN の両技術を現在、さらに発展させている。
OPC UA のリアルタイム性とともに、OPC UA をパブリッシュ／サブスクライブの仕組みに拡張することに重
点が置かれている。2017 年中に IEEE における TSN（Time-Sensitive Networking）の仕様と OPC
Foundation におけるパブリッシュ／サブスクライブの仕様が完成する見通しという。
OPC UA TSN はファクトリーオートメーションにおいて機械レベルより上層の全てのアプリケーション
（SCADA システムへの接続など）に適しており、インダストリー4.0 の核心である製造・オートメーション技術
と IT の融合を可能にする。

3.1.2. CeBIT（セビット）2017 のトップテーマ
■ デジタルトランスフォーメーション一色
CeBIT（セビット）はドイツ北部のハノーファーで毎年、開催される世界最大級の IT 見本市で、情報通信技
術分野の最先端動向を知ることができる。2017 年の CeBIT は 3 月 20～24 日に開催され、世界 70 ヵ国の
3,000 以上の出展者が経済・社会のデジタルトランスフォーメーションに関するイノベーションを展示した。
2017 年の「パートナー国」である日本からは、120 社以上の企業が出展。日本が推進する「Society 5.0」は
ドイツの「インダストリー4.0」よりも包括的なアプローチとあり、ドイツでも大きな反響を呼んだ。
CeBIT の公式ホームページでは、2017 年のトップテーマとして次ページの表に示す 8 つを挙げている。
「モノのインターネット（IoT）」、「新世代の通信システム」、「人工知能」、「クラウド」、「サイバーセキュリティ」
と、インダストリー4.0 の中核をなす情報通信技術が含まれている。「拡張現実（AR）」は、スマートファクトリ
ーにおける人間と機械のインターフェースとしての利用が期待される。「ドローン」は物流の自動化や生産
施設の監視にも利用できる。「新興企業」もトップテーマとなっている。経済や社会のデジタルトランスフォ
ーメーションによって新たなビジネスチャンスが創出され、多数の新参企業が出現し、業界の勢力図が大
きく変わる可能性もある。
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表 3： CeBIT（セビット）2017 における 8 大テーマ・技術トレンド

CeBIT（セビット）2017 のトップテーマ
•

【5G のメリット】 第 4 世代の LTE と比べて、データ転送速度が 100 倍、容
量が 1000 倍、1 ビット当たりのエネルギー消費量が 1/1000 になるとされ
る。

•

【IoT 普及の要件】 今後、データ量が大きく増加し、転送速度やエネルギ
ー消費量の重要性も高まることから、5G は IoT 普及の要件とされる。

5G
第 5 世代移動通信システム

あらゆるモノがインターネットに接続されると、転送するデータの
量も爆発的に増える。

-

仮想現実（VR）など将来性が期待されるアプリケーションには、
大量のデータを必要とするものが多い。

-

スマートファクトリーではロボットや機械が自動制御するため、
データ接続が遅いと致命的なことになりかねない。

•

【頭脳労働】 人工知能の発展により、今後、様々な高度なデジタル・アプ
リケーションが開発される。機械が人間に代わって肉体労働を行うよう
に、将来的にはロボット（人工知能）が人間に代わって頭脳労働もこなす

Artificial Intelligence
人工知能

ようになると予想される。
•

【仕事の未来】 今後 10～30 年の間に、ロボット（人工知能）が多くの職
業・仕事を請け負うようになるとみられる。ただし、現在のところ、ロボット
が人間の感情を理解するのは困難で、感情や創造性をともなう仕事では
（将来も）人間のほうが適任とされる。

•

【IoT／インダストリー4.0 のベース】 機械、製品、企業などをネットワーク
でクラウドに接続することで、IoT やインダストリー4.0 の実現が可能にな

Cloud

る。クラウドサービスを利用することで、（本来自社で行うべき）IT インフラ

クラウド

の構築、管理、アップデートの手間が省ける。需要の増加にともない、供
給（クラウドサービスの提供会社）も増え、全体像が把握しづらくなってき
た。
•

【デジタル化の弱点】 モノのインターネットやデジタル化の進展により、不
正侵入の「入り口」が多数生じ、企業にとってサイバーセキュリティが重要
なテーマとなった。

Cyber Security
サイバーセキュリティ

•

【IoT のセキュリティ対策】 現在、多くの IoT 製品・システムは外部からの
攻撃に対して十分に保護されていない。企業の IT 部門が IoT 製品のセキ
ュリティホール（セキュリティ上の欠陥）やリスクに全く気付いていないこと
もある。安全なスマート製品やスマートファクトリーを実現するためには、
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最初から IT セキュリティに配慮した対策が必要。
•

人の趣味にも使われている。今後、産業用の利用（特に物流、農業分

Drones
ドローン（無人機）

【活用分野】 数年前までは主として軍事用だったが、現在では学術や個
野）が急激に増加すると予想されている。

•

【ビックデータ】 ドローンが収集するデータをリアルタイムで把握・分析・
可視化して役立てることが可能になる。

•

【2020 年の予測】 2020 年までに、200～500 億もの機器がインターネット
で結ばれ、様々なビジネスアイデアやビジネスモデルが生まれるとみら
れる。

Internet of Things
モノのインターネット

•

【主な活用分野】 製造業（スマートファクトリー）、個人・一般家庭（ウェア
ラブル端末、スマート家電、スマートホーム）、自動車（コネクテッドカー）、

(IoT)

インフラ（スマートシティ）など様々な応用分野がある。
•

【最大の課題：セキュリティ】 相互接続の数が多くなるほど、不正侵入の
ターゲットも多くなる。

•

【SCALE11】 欧州最大のベンチャー企業の展示会である CeBIT
SCALE11 に 40 ヵ国から 450 社の新興企業が参加。ビジネスアイデアや

Startups
新興企業

ビジネスモデルを展示し、投資家に売り込んだ。
•

【ビジネスチャンス】 デジタルトランスフォーメーションは新たなビジネス
チャンスを創出する。IT 分野の新興企業の多くは物理的な製品よりも、デ
ジタルのプラットフォームで勝負に出ている。

•

【仮想現実と拡張現実】 仮想現実（VR）では、コンピューターによって作
り出された仮想の世界にユーザーが完全に浸かる。これに対して、拡張
現実（AR）では、現実の世界にコンピュータによる情報を付加する。

Virtual Reality

•

バーチャルリアリティ
（仮想現実）

【眠れる巨人】 仮想現実（VR）の技術は 50 年も前からあるが、これまで
ブレークせず、「眠れる巨人」といわれている。

•

【大きな将来性】 拡張現実（AR）に捕捉される形で、仮想現実（VR）の大
きな将来性が期待されている。AR・VR の世界市場が今後 10 年以内に、
現在のパソコン市場ほどの大きさに成長し、ほぼ全ての経済・社会分野
で活用されるようになると予測されている。

出所：CeBIT（セビット）の公式ホームページの記事をベースに要約
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3.1.3. ハノーファー・メッセ 2017 のトップテーマ
■ 最も重要なインダストリー4.0 の見本市
ハノーファー・メッセは世界最大の産業見本市で、毎年春にドイツ北部のハノーファーで開催される。
2017 年のハノーファー・メッセは 4 月 24～28 日に開催。世界 70 ヵ国の 6,500 余りの出展者が、インダスト
リー4.0 の活用事例を 500 以上展示した。225,000 人が見本市を訪れ、その 3 分 1 は外国からの訪問者。
「インダストリー4.0 の開発動向を一望できるのはハノーファー・メッセのみ」と、インダストリー4.0 の国際的
な中心地としての評判を固めた。
ハノーファー・メッセの公式ホームページでは、2017 年のトップテーマとして下記の表に示す 7 つの項目
を挙げている。「予知保全」はインダストリー4.0 の具体的な活用事例として、近年、脚光を浴びている。
「デジタルツイン」のコンセプトは以前からあるが、最近になって工場のネットワーク化が進み、物理的な製
品とその「デジタルの双子」の間でデータ交換が常時可能になり、大きな注目を集めるようになった。「協
調ロボット」は従来のロボット技術とインダストリー4.0 が描く未来像の橋渡し役となる。協調ロボットは人間
のすぐ隣で作業できるため、既存の生産現場に組み込みやすく、中小企業にも導入しやすい。大企業は
インダストリー4.0 に向けて走り出しているが、中小企業が消極的なのが課題。セキュリティ問題と専門知
識を持つ従業員不足が導入の障害となっており、その対処方法も大きなテーマとなっている。
経済や社会のデジタル化が進むと、電気の使用量も増える。地球温暖化問題もあり、エネルギーの効率
的な利用、生産、貯蔵、管理の必要性が高まる（スマートグリッド）。インダストリー4.0 ではセンサーがデー
タを収集するが、センサーの数が多くなると、システムが複雑で大きくなり、エネルギー消費量も増す。材
料そのものがアクチュエータとセンサーの性質を備えていれば、スマートファクトリーでの活用に理想的な
ため、「スマート材料」への関心も高まっている。
表 4： ハノーファー・メッセ 2017 における 7 大テーマ・技術トレンド

ハノーファー・メッセ 2017 のトップテーマ
•

【新世代のロボット】 従来の産業用ロボットは安全面から隔離された
場所に設置されるが、「コボット」と呼ばれる協調ロボットは人間の作
業員と直接「手を取り合い」ながら作業できる。センサーが人間の居
場所や動きを感知し、怪我の危険なしに作業員を直接アシストでき
る。協調ロボットには厳しい安全規程が適用される。

Cobots
コボット（協調ロボット）

•

【中小企業のデジタル化のチャンス】 現在のところ、協調ロボットのリ
ードユーザーは自動車業界で、BMW などの工場で数年前から使用さ
れている。従来の産業用ロボットとは異なり、協調ロボット専用の作業
場を設ける必要がなく、導入の敷居が低い。このため、これまでロボ
ットの導入に消極的だった中小企業にもデジタル化のチャンスをもた
らすとされる。作業員が単調でキツイ作業から解放され、スキルを必
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要とする作業に集中できるメリットがある。
•

【デジタルの模写】 デジタルツインは実際の機械のデジタルの模写
で、高精度の 3 次元 CAD モデルがそのベースとなる。対象となる機械
の全ての性質・機能がデジタルの模写にも反映される。デジタルツイ
ンは現実の機械の開発アイデアの段階から、設計、製造、納品、アッ
プデートまで全ての製品ライフサイクルを共にする。現実の機械には
センサーが付いており、デジタルツインと常に状況データを交換し合

Digital Twin
デジタルツイン（デジタルの双子）

う。
•

【メリット】 機械の開発段階から、並行してバーチャルのモデルを作る
ことにより、早期にエラーを発見することができる。製造・納品後、現
実の機械にエラーが生じた場合、問題の解決方法をデジタルツイン
で試してみることもできる。

•

【課題】 デジタルツインの安全性を確保するために、製造業でも IT セ
キュリティー技術が必要となる。

•

【仕事量と消費量の比率】 エネルギー効率は仕事量とエネルギー消
費量の比率で、同じ仕事量を少ないエネルギーで達成できればエネ

Energy Efficiency
エネルギー効率

ルギー効率が上がる。エネルギ—回収などの新技術が期待される。
•

【ドイツの戦略的分野】 ドイツは 2020 年までに排気ガスを 40％削減
することを目指している。同国は再生可能エネルギーやエネルギー
効率に強く、環境技術の世界市場で 16％のシェアを占める。

•

【中小企業が出遅れ】 ドイツ企業の 5 社に 1 社がデジタル化に向けた
措置を既に取っているが、中小企業では未だにインダストリー4.0 に懐
疑的である。

•

【課題：セキュリティー】 尻込みする理由のひとつがデータセキュリテ
ィの問題で、フラウンホーファー研究機構などが製造業におけるセキ
ュリティの問題解決に取り組んでいる（63～64 ページ参照）。

Industrie 4.0
•
インダストリー4.0

【課題：専門知識のある従業員の不足】 専門知識を持つ従業員の不
足も課題となっている。スキルのない労働者をインダストリー4.0 時代
に適応させるための、特別な措置も考案されている。
-

拡張現実ウェアラブル端末を用いて、作業員が複雑な装置
の修理方法を段階的に習得できるようにする。

-

「スマート手袋」は作業員が部品を間違ってはめると、感知
し、すぐに知らせる。

Integrated Energy
統合エネルギー

•

【エネルギーの生産、貯蔵、消費】 今後、より多くの人がより多くの電
気製品を使い、より多くの機械を利用し、より多くの電気が必要とな
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る。エネルギーの効率的な使用はもとより、生産や貯蔵も重要とな
る。従来の発電所だけではなく、工場や一般家庭でもエネルギーが
生産され、ユーザーと供給者の区分がなくなる。また、再生可能エネ
ルギーの比重が高まるが、太陽光や風力発電は天候に大きく左右さ
れるため、エネルギー貯蔵の重要性も高まる。
•

【スマートグリッド】 通信・制御機能を付加した電力網の「スマートグリ
ッド」は、エネルギーの生産、貯蓄、ネットワーク管理、消費の効率的
な相互作用を可能にする。電気だけではなく、天然ガスや地域熱供
給のネットワークと統合したり、給水・排水、交通システム・街灯・信号
などのインフラと組み合わせることも可能。

•

【故障する前に対処】 予知保全では、センサーを用いて機械を常時、
監視する。メインテナンス用のソフトウェアがセンサーから送られてく
るデータを解析し、故障の可能性を早期に予知する。定期メンテナン
スとは関係なく、機械の停止に至りそうな消耗した部品を特定し、故
障する前に修理・交換できるようにする。データ分析には機械のデー
タだけではなく、発注の頻度、材料の品質、天候などの影響因子も含
めることができる。

•
Predictive

【メリット】 経済性
-

機械が本当に故障する前に予知して対処するため、ダウン
タイム（機械が故障して利用できない時間）が減る。

Maintenance
-

予知保全

実際に必要が生じてから対処するため、メインテナンス費用
が節約できる。ユーザーによって機械の利用状況が違い、
消耗や老朽化の度合いも異なるため、定期的な間隔のメイ
ンテナンスでは（まだ交換しなくてもよい部品まで交換するな
ど）効率的ではない。

-

機械を常時、監視するため、操作ミスや誤った設定などに直
ぐに気付くこともできる

•

【新しいビジネスモデル】 機械メーカーや IT 企業は、予知保全の新し
いサービスを開発・提供することができる。

•

【アクチュエータとセンサーの性質を持つ材料】 「スマート材料」は、
材料そのものがアクチュエータとセンサーの性質を持つ。外部からの

Smart Materials

刺激・影響を受けて、変化を把握し、機械的に反応する。長年、ナノテ
クノロジーの学者がスマート材料の研究を行っており、既に産業用に

& Coatings
スマート材料・コーティング

応用したり、その一歩手前にある。
-

建築分野の活用例： 温度に敏感な針金に直射日光が当た
ると、針金が反応し、日除けが自動的に開く。曇ってくると、
自動的に閉まる。
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•

【スマートファクトリーでの活用】 スマートファクトリーではセンサーが
データを収集するが、至る所にセンサーを付けると複雑性が増し、ス
ペースがかさみ、エネルギー消費量も増え、不具合が生じやすくな
る。スマート材料を用いて、センサーとアクチュエータの機能を直接、
部品構造に組み込めば、コンパクトでエネルギー効率の良いシステ
ムを構築することができる。スマート材料はスマートファクトリーに理
想的とされ、大きな潜在性を秘める。

出所：ハノーファー・メッセの公式ホームページの記事をベースに要約

■ インダストリー4.0 の 3 大活用事例
ドイツ情報通信協会（Bitkom）はハノーファー・メッセ 2017 における記者会見で、下記の 3 つのインダスト
リー4.0 の活用事例を提示した。
•

コネクテッド・ワーカー（ネットワークに繋がった作業員）： 仮想現実（VR）・拡張現実（AR）などの
技術やウェアラブル端末を用いて、作業員をサポート

•

デジタルツイン： 物理的な機械のデジタルの模写

•

予知保全： 故障する前に予知して修理

【コネクテッド・ワーカー】
•

作業員のトレーニング： 仮想現実（VR）の技術を用いることで、現実そっくりの作業現場を仮想
体験することができる。仮想空間で練習することで、実際の現場における一つ一つの作業工程を
理解することができる。
拡張現実（AR）技術を活用すれば、実際の現場で作業ステップ毎に個々の部品・機械の取り扱
い方などの情報（文章、画像、音声）を拡張現実端末に表示することができる。視覚的なサポート
と対話型の分かりやすい説明により、従来の取扱説明書で学ぶよりもトレーニングの効率が上が
る。

•

アフターサービス・修理： 拡張現実（AR）技術を用いて、故障した機械の画像に有益な情報や 3
次元画像を付加すれば、（不慣れな）サービスマンでも（報酬の高い）専門の技術者に助けを求
めることなしに自分で修理を行えるようになる。
もう一歩進んで、オンラインビデオストリームを介して、機械・装置のライブ画像を専門の技術者に
送ることも可能。その技術者は自身の事務所に居ながら、拡張現実（AR）技術を用いてライブ画
像に文章や画像の情報を追加し、現地の担当者に（専門知識がなくとも）直感的に理解できるよ
うに指示を出すことができる。そうすればサービスマンがユーザー企業に赴く必要もなくなり、ダウ
ンタイム（故障で機械が利用できない時間）も減る。

27

業界動向

3.1.4. 予知保全のビジネス動向
■ 2020 年までに予知保全がブレーク？
独コンサルティング会社 Roland Berger の調査によると、ドイツの機械メーカーの 8 割が「予知保全は製造
業における重要テーマ」と認識している 2。既に予知保全サービスを提供している機械メーカーが 41％あ
る一方、19％のメーカーではサービスの開発にまだ着手しておらず、企業によって大きな隔たりがある。
半数以上が予知保全サービスを現在のところ「ご都合主義」的に提供しており、計画性や一貫した戦略に
まだ欠ける。
図 11： 予知保全サービスの開発・提供状況（ドイツ）

予知保全サービスの開発・提供状況
（ドイツの機械メーカー、2017年）
包括的な製品・サービ
スを提供している
11%
まだ開発していない
19%

基礎的な製品・サービ
スを提供している
30%

開発の途中
40%
調査対象：ドイツの機械・ロボット・オートメーションのメーカー（153 社）

出所：VDMA / Roland Berger

ドイツの製造業における予知保全の普及速度について、次の 2 つの要因が予測を難しくしている。①予
知保全の前提条件は製造機械・装置にセンサーが装備され、ネットワークに接続していることだが、それ
がどの程度まで後付け（レトロフィット）で可能か定かではない。②予知保全には機械が生成するデータの
分析が不可欠だが、顧客企業が機械データへのアクセス権を与える意思があるか、アクセプタンスの問
題がある。以上の 2 点を踏まえて、50％近くの機械メーカーでは予知保全が 2020 年までに「ブレーク」す
ると予想している。

2

本項は VDMA（ドイツ機械工業連盟）とコンサルティング会社 Roland Berger の調査レポート「予知保全：未来のサービス

（2017 年 4 月、ドイツ語）」をベースにまとめた。
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■ 顧客企業にとっての予知保全のメリット
ドイツの機械メーカーの 79％が、顧客企業にとって予知保全の大きなメリットは「生産システムの性能・効
率の改善」とみている。これには、「製造装置の利用可能な時間が増える（ダウンタイムが減る）」、「製造装
置の製品寿命が延びる」、「製品・製造プロセスの質が安定する」などが含まれる。5 分 1 の機械メーカー
は、（修理・スペア部品のコストなど）メインテナンス費の削減が顧客企業にとっての主なメリットと考えてい
る。
VDMA（ドイツ機械工業連盟）とコンサルティング会社 Roland Berger によると、多くの機械メーカーでは予
知保全に関する顧客の要望をはっきりと把握しておらず、供給側の技術的な視点から見た「メリット」が中
心になっているという。顧客企業と一緒になって、予知保全の開発・活用に取り組んでいる機械メーカー
は少数派である。予知保全に必要な技術の開発は進んでいるが、機械のデータを顧客企業の具体的な
利益に転換し、それをビジネスモデルとして実践することが課題となっている。
図 12： 予知保全の主なメリット（ドイツ）

予知保全の主なメリット
（ドイツの機械メーカー、2017年）
0%

5%

10%

15%

20%

35%

18%

製品・製造プロセスの質の向上

12%

（保守）サービスサイクルの計画の改善

11%

製造装置の製品寿命が延びる

5%

労働安全・サステイナビリティー

15%

修理・スペア部品のコストの低下

3%

サービス業者との調整の手間が減る

その他

30%

33%

製造設備の利用可能な時間が増える

サービス人員の削減

25%

2%

1%

調査対象：ドイツの機械・ロボット・オートメーションのメーカー（153 社）

出所：VDMA / Roland Berger

29

業界動向

■ 売上増加を期待するが、課金モデルに不安
8 割の機械のメーカーは「予知保全が自社のサービス分野の売上増加につながる」と期待しているが、2
割は既存のサービスのカニバライゼーション（「共食い」して売上を食いつぶしあうこと）を恐れている。売
上高が 5～10％増加すると予想してる企業が 29％と最も多い。
図 13： 予知保全サービスの売上高への影響予測（ドイツ）

予知保全サービスの売上高への影響（予測）
（ドイツの機械メーカー、2017年）
35%
28.7%

30%

25%

22.5%

20%
16.2%
14.7%

15%

9.3%

10%
4.7%

5%
1.6%

2.3%

0%

調査対象：ドイツの機械・ロボット・オートメーションのメーカー（153 社）

出所：VDMA / Roland Berger

9 割の企業が予知保全サービスのビジネスモデル、特に課金について頭を悩ませている。ドイツの製造
業では、デジタルのサービスに対する支払い意思額がまだ低いことも頭痛の種となっている。現在のとこ
ろ、「簡単なサービス契約の枠内」で課金することを考えている機械メーカーが多い。フリーミアム（基本的
なサービスは無料、付加価値の高いサービスは有償）や従量課金形式（pay-per-use など）を検討してい
るメーカーも少なくないが、成功報酬型の課金モデルは稀である。
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図 14： 予知保全サービスの価格設定モデル（ドイツ）

予知保全サービスの（検討している）価格設定モデル
（ドイツの機械メーカー、2017年）
0%

5%

10%

15%

20%

簡単なサービス契約の枠内

30%
27%

フリーミアム（基本的なサービスは無料、
付加価値の高いサービスは有償）

17%

従量課金形式（pay-per-useなど）

16%

保証期間中は無料

11%

単品（単独サービス商品）

11%

ゲイン・シェアリング（利益配分）方式

9%

BOT（機械メーカーが設備をそのまま
保有し続け、予知保全も含めて運営する）

その他

25%

7%

2%

調査対象：ドイツの機械・ロボット・オートメーションのメーカー（153 社）

出所：VDMA / Roland Berger

■ 誰が予知保全のビジネスを支配？
将来、予知保全のビジネスを誰が支配するか、ドイツの業界関係者の間で白熱した議論が交わされてい
るという。現在のところ、製造技術・機械の専門知識を持つハードウェア（機械・機械部品）のメーカーが市
場で有利になっているが、将来的にも優勢を保てるか難しい。機械メーカーは IT インフラやビックデータ
に強い IT 企業や IoT に特化した新興企業に脅威を感じており、これらの企業が未来の予知保全市場の
3 分 1 を占めると予想している。また、将来的に予知保全のビジネスはソフトウェアの専門知識に依存する
ようになり、ハードウェアによる付加価値は次第に減るとみられている。今後、外部企業との提携・協業が
一層重要になるが、予知保全のエコシステムにおける自社の立ち位置・役割について戦略を練る必要が
ある。
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図 15： 未来の予知保全市場のシェア予測（ドイツ）

未来の予知保全市場のシェア（予測）
（ドイツの機械メーカー、2017年）
新興企業
12%
従来型の機械・
機械部品メーカー
37%

世界展開しているソフ
トウェア企業、プラット
フォームの提供企業
22%

独自のプラットフォー
ムを持っている機械・
機械部品メーカー
29%
調査対象：ドイツの機械・ロボット・オートメーションのメーカー（153 社）

出所：VDMA / Roland Berger

図 16： 未来の予知保全市場の付加価値シェア予測（ドイツ）

未来の予知保全市場の付加価値シェア（予測）
（ドイツの機械メーカー、2017年）

その他、分からない
26%

ソフトウェア企業
51%

ハードウェア企業
23%

調査対象：ドイツの機械・ロボット・オートメーションのメーカー（153 社）

出所：VDMA / Roland Berger
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3.1.5. 急速に普及する可能性のある技術
■ 2017 年にブレークスルー： 3D プリント、仮想現実、コグニティブ・コンピューティング
ドイツ情報通信協会（Bitkom）が従業員数 20 人以上のドイツ企業を対象に行った調査によると、「3D プリ
ント」、「仮想現実（VR）」、「コグニティブ・コンピューティング」が普及の一歩手前にある。現在、3D プリント
技術を活用しているドイツ企業は 5％だが、20％が利用することを計画・検討している。製造業の企業に
限ると、4 割が 3D プリントの導入を計画。3D プリントは、低コストでフレキシブルな生産（バッチサイズ 1）
を可能にする（44 ページ参照）。仮想現実（VR）については、現在、実際に活用している企業は 2％に留
まるが、11％が利用を検討中。仮想現実を用いれば、新製品のアイデアなどをリアルに視覚化することが
できる。コグニティブ・コンピューティングについては、ドイツ企業における利用率がまだ 1％だが、7％が導
入を検討している。コグニティブ・コンピューティングは人工知能に基づく技術で、人間の頭脳労働を軽減
するデジタル・アシスタントの基礎を成す。機械学習、自動推論、自然言語処理、音声認識、コンピュータ
ービジョン（ロボットの目）、ヒューマン・マシン・インタフェースなどの技術が含まれる。
図 17： 2017 年に急速に普及する可能性のある技術（ドイツ）

テクノロジーの活用状況と今後の見通し
（ドイツ企業、2016年11月）
すでに活用

5%

3Dプリント（全ての業界）
仮想現実（全ての業界）

20%

2%

ロボット（全ての業界）
コグニティブ・コンピューティング
人工知能（全ての業界）

活用を計画・検討

11%
7%

1%

3Dプリント（製造業のみ）
ロボット（製造業のみ）

調査対象：従業員数 20 人以上のドイツ企業（503 社）

10%

7%

16%

40%
21%
19%
出所：Bitkom

ドイツ情報通信協会（Bitkom）は、世界のコグニティブ・コンピューティングの関連市場（ハード、ソフト、サ
ービス）が 2017 年に前年比 92％増の 43 億ユーロ、2020 年にはその 5 倍の 212 億ユーロに成長すると
予測している。
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図 18： コグニティブ・コンピューティングの市場規模予測（世界全体）

コグニティブ・コンピューティングの市場規模（予測）
（世界市場、2016年）
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出所：Bitkom

■ 3D プリント、拡張現実、ドローン
ドイツ情報通信協会（Bitkom）の調査によると、（従業員数 500 人以上の）ドイツ企業の IT 責任者の多くが
2030 年までに「3D プリント」、「拡張現実」、「ドローン」がドイツ企業に浸透すると予想している。
図 19： 2030 年までに浸透すると予想される技術（ドイツ）

2030年までにドイツ企業に浸透すると予想される技術
（ドイツ企業、2017年）

3Dプリント

73%

拡張現実ウェアラブル端末

59%

ドローン

48%

サービス・ロボット

23%

デジタルツイン

13%

調査対象：従業員数 500 人以上のドイツ企業（303 社）

出所：Bitkom
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3.2. 産業用ロボット
3.2.1. 産業用ロボットの市場・利用動向
■ ロボット大国は日本、韓国、中国、ドイツ
国際ロボット連盟（IFR）によると、2015 年の世界市場における産業用ロボットの販売台数は前年比 15％
増の 253,748 台。ドイツ市場における同年の販売台数は 20,105 台で、中国、韓国、日本、米国と並び世
界の 5 大ロボット市場に名を連ねる。インストールベース（利用されている台数）でもトップ 5 に入り、世界の
産業用ロボットの 11％がドイツで使用されている。製造業における従業員 1 万人当たりのロボット台数を見
ると、ドイツのロボット密度は 301 台/1 万人で、日本と同様に非常に高い水準にある。

■ ドイツのロボットメーカー
産業用ロボットの有力メーカーにはファナック、安川電機、川崎重工業、三菱電機、デンソー、不二越
（NACHI）などの日本企業のほか、ABB グループ（スイス）やクーカ（ドイツ）も含まれる。クーカは南ドイツ
のアウクスブルクに本社を置く、産業用ロボットやファクトリーオートメーションの製造メーカーだが、2016
年に中国の美的集団の傘下に入った（詳細は 97 ページ参照）。
ドイツは産業用ロボットのリードユーザーとしてだけではなく、サプライヤーとしてもそれなりの存在感があ
る。クーカ社の他にも Dürr 社、roTeg 社、b+m surface systems 社などのロボットメーカーが存在する。同国
のロボット、オートメーション、機械産業は中堅・中小企業が中心で、一般には知られていない「隠れたチ
ャンピオン企業」が多いことが特徴。ドイツのロボット／オートメーション産業の輸出率は 55％で、主な輸
出先は他の欧州諸国となっている。
図 20： 産業用ロボットの年間販売台数（国際比較）

産業用ロボットの年間販売台数
（国際比較、2015年）
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図 21： 産業用ロボットのインストールベース（国際比較）

産業用ロボットのインストールベース
（国際比較、2015年）
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図 22： 産業用ロボットの密度（国際比較）

製造業における従業員1万人当たりの産業用ロボットの台数
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図 23： 産業用ロボットの主要メーカーのインストールベース（世界全体）

産業用ロボットの主要メーカーのインストールベース
（世界全体、2015年）
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■ 中小企業のロボット需要
世界全体の産業用ロボットの販売台数の 38％を自動車産業が占める。ドイツでも自動車業界におけるロ
ボットの利用率が高い。ドイツの自動車業界におけるロボット密度は 1,147 台/1 万人で、他の自動車大国
（日本、韓国、米国）とほぼ同じレベルにある。その他、プラスチック・ゴム、金属、食品・飲料、機械産業に
おいてロボットの導入が進んでいる。会計・コンサルティング会社 PwC の 2015 年の調査によると、ドイツの
機械・装置メーカーの 53％がロボット技術をすでに活用している。国際ロボット連盟（IFR）は、自動車メー
カー以外の一般産業におけるロボットの需要が今後拡大すると予測する。
企業規模別で見ると、やはり従業員数の少ない中小企業ではロボットの利用率が低い。国際ロボット連盟
（IFR）は世界全体のロボットの販売台数が 2015 年の 25 万台から 2019 年には 41 万台に大きく伸びると
予測しているが、この市場拡大の 90％が（自動化の遅れている）中小企業の需要に因るという。42 ページ
に記すように、コンパクトで使いやすい協調ロボットが中小企業のロボット導入を促進するとみられる。
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図 24： 業界別の産業用ロボットの利用率（ドイツ）

産業用ロボットを導入している企業の割合（業界別）
（ドイツ、2012年）
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図 25： 企業規模別の産業用ロボットの利用率（ドイツ）

産業用ロボットを導入している製造業の企業の割合（従業員数別）
（ドイツ、2012年）
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■ ロボットの活用分野
ドイツの機械業界では、ロボット技術を「組み立て」に利用している企業が多い。2 番目に多い活用分野は、
（切削加工、溶接など）器用さ・精密さが必要な作業である。今後 3 年間に投資を計画しているロボットの
活用分野を見ると、「器用さ・精密さが必要な作業」が「組み立て」を追い抜き、トップとなっている。
図 26： 産業用ロボットの活用分野（ドイツ）

産業用ロボットの活用分野
（ドイツの機械メーカー、2015年）
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図 27： 投資計画している産業用ロボットの活用分野（ドイツ）

今後3年間に投資を計画している産業用ロボットの活用分野
（ドイツの機械メーカー、2015年）
0%

10%

20%

30%

器用さ・精密さが必要な作業

37%

組み立て

25%

入庫、マテリアルマネジメント、梱包

21%

危険度の高い、または骨の折れる作業

15%

職人技の自動化

4%

ハンドリング、部品・原材料の製造場所への輸送
その他の分野
投資を計画していない

調査対象：ドイツの機械メーカー（100 社）

40%

3%
1%
35%

出所：PwC

39

業界動向

■ デジタル化の一環でロボットに投資
会計・コンサルティング会社 PwC によると、ドイツの機械メーカーは 2021 年までに毎年、売上高の平均
5％をデジタル化に投資する予定。投資を検討しているデジタル化の主要技術は、「3D プリント」、「ナノテ
クノロジー」、「ロボット」、「協調ロボット」である。機械メーカーの 65％が今後 3 年間でロボットに投資する
計画という。投資予定のない企業の多くは、その理由として「ロボットの必要性がない」ことを挙げている。
協調ロボットなど、新世代のロボットの新しい可能性を知らない企業が多いと推測される。
図 28： 産業用ロボットへの投資の障壁（ドイツ）

産業用ロボットへの投資の障壁
（ドイツの機械メーカー、2016年）
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出所：PwC

従来のオートメーション技術の主眼は速度、効率、生産性に置かれていたが、インダストリー4.0 時代には
カスタマイゼーション（バッチサイズ 1）を可能にする適応性・柔軟性も重要ポイントとなる。独専門誌
MaschinenMarkt（機械市場）は 2017 年 5 月 17 日付けの「ロボット vs 機械」という記事で、「産業用ロボッ
トは、柔軟でカスタマイゼーションに対応した未来の生産現場を形成するポテンシャルを持つ」と指摘する。
柔軟性、投入費用、加工面積と所要床面積の比率の点で工作機械に勝るといい、産業用ロボットは未来
の生産現場において「汎用機械」になり得るという。IoT、クラウド、人工知能、3D プリントなど、他のインダ
ストリー4.0 の関連技術との収束も進むと思われる。製造業デジタル化の潮流に加え、高齢化が進むドイ
ツの労働力を補うためにもロボット技術の導入が加速すると予想される。
【インダストリー4.0 のロボット用の通信プロトコル】
2017 年 2 月、ドイツ機械工業連盟（VDMA）のロボット技術部門と OPC Foundation は「OPC UA Robotics
Companion Specification」を作成する覚書を締結した。OPC Foundation は産業オートメーションの通信の
標準化団体で、OPC UA はインダストリー4.0 の通信規格として有望視されている。VDMA のロボット技術
部門の責任者 Dr. Michael Wenzel 氏は、「ロボットはインダストリー4.0 の核心。ロボットのための特別な通
信プロトコルを作成することで、インダストリー4.0 の実現に向けて大きく前進する」としている。
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3.2.2. 協調ロボットの市場・利用動向
■ 2019 年までに協調ロボットが普及
ドイツ機械工業連盟（VDMA）は 2019 年までに、人間とロボットの共同作業が浸透し、コンパクトで使いや
すい協調ロボットが今後数年間、ロボット市場をけん引するとみている。調査会社 ABI Research によると、
世界の協調ロボット市場が 2015 年の 9500 万ドルから 2020 年には 10 倍の 10 億ドルに拡大する見通し。
現在、欧州が協調ロボット市場の 58％を占めるが、2020 年にはアジア・太平洋地域が最大の市場になる
と予想される。
図 29： 協調ロボットの市場規模予測（世界全体）
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図 30： 協調ロボットの地域別シェア（世界全体）

協調ロボットの地域別シェア
（世界全体）
0%

20%

欧州
58.0%

2015年

2020年（予測）

40%

欧州
26.0%

北米
16.0%

出所：ABI Researc / Robotics Industries Association

60%

80%

北米
22.8%

アジア・太平洋
57.0%

100%

アジア・太平洋 その他
0.2%
19.0%

その他
1.0%

業界動向

41

■ 協調ロボットの主なメーカー
協調ロボットの主要メーカーとして、ドイツではクーカとボッシュが挙げられる（97、80、82 ページ参照）。
•

Cobotics（米国）

•

ユニバーサルロボット（デンマーク）

•

クーカ（ドイツ／中国）

•

Rethink Robotics（米国）

•

ファナック（日本）

•

ボッシュ（ドイツ）

•

ABB（スイス）

その他、ドイツ南部バーデン＝ヴュルテンベルク州に本社がある Schunk 社が「ヒューマン・ロボットコラボ
レーションの伝道師」として知られる。同社は（産業ロボットに用いる）つかみ装置や締付け装置のメーカ
ーで、サービスロボット（サービス業で使われるロボット）の推進役としても知られる。2016 年、人間とロボッ
トの協調に適した、つかみ装置「Co-act JL1」を発表。同製品は 2017 年のハノーファー・メッセにて、著名
なイノベーション賞「Hermes Award」を受賞して注目を集めた。2017 年 5 月にはヒューマン・ロボットコラボ
レーションの意見交換会を主催し、クーカや自動車メーカーのアウディなど 50 社が参加。実際の製造現
場における有益な活用方法、安全面、標準規格・規制基準、法律面などのテーマを取り上げた。
クーカ社のロボットをベースに、顧客に付加価値を提供するサードパーティー企業も存在する。例えば、
1994 年設立の専用機械メーカーVery Important Product Maschinenvertriebs（VIP）社は人間とロボットの
協調のための「ロボット・ナビゲーター」を開発。クーカ社のロボットを予備知識なしに容易に直感的に手
で操作できるという。ヒューマン・ロボットコラボレーションに特化した MRK-Systeme 社（2004 年設立、従業
員数 16 人）は機械・自動車メーカーの顧客企業（BMW など）に、クーカのロボットを用いた人間とロボット
の共同作業のソリューションを提供する。

■ 協調ロボットの特徴、長所、短所
フラウンホーファー製造技術・自動化研究所（IPA）によると、ユーザーは協調ロボットに（従来の産業用ロ
ボットにはない）操作性と安全性を期待している。ただし、誤った期待をしている部分もあり、完全自動の
製造システムと同じ生産性を協調ロボットにも求めているという。協調ロボットの開発では、人間との安全
な共同作業に重点が置かれている。柵や囲いを設けて隔離する必要がなく、作業員と直接「手を取り合っ
て」作業できる代わりに、産業用ロボットの従来の強みである速度、パワー、ダイナミックな動きを制限しな
くてはならない。協調ロボットシステムで、完全自動と同じサイクルタイムを維持することは不可能に近いと
いう。また、人間の作業員と共同で作業するため、人件費がかかる。一方、所要床面積が小さくて済む利
点がある。
協調ロボットの強みを活かすには、人間とロボットのそれぞれの特性・能力に見合った分担作業が前提条
件となる。協調ロボットシステムの導入に際して、（作業員による）手動システム、（従来の産業用ロボットを
用いた）完全自動システムと、比較検討する必要がある。
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【協調ロボットの長所】
•

コンパクトで使いやすい

•

ロボットを「檻」に入れて隔離する必要がなく、人間のすぐ隣で共同作業ができる

•

センサーが付いており、作業員の安全に特別、配慮している

•

所要床面積が小さくて済む

【協調ロボットの短所】
•

速度、パワー、ダイナミックな動きが制限される

•

人間の作業員と共同作業するため、人件費がかかる

■ 活用分野の例
•

【組み立て】 コンサルティング会社 Detecon のレポート「未来の製造業 － 自動車生産 2020」に
よると、協調ロボットは特に組立工程で効率向上に貢献する大きな潜在性を秘めるという。自動
車産業では組立以外では自動化率が 90％に達しているが、組立工程では 20％と低い水準にあ
る。協調ロボットは個々の部品を作業員に手渡したり、もしくは自ら部品を組み立てたりできる。

•

【品質検査】 高級自動車メーカーBMW の Landshut 工場では、クランクケースの品質検査の自
動化を検討していたが、作業員の熟練した目が必要なため、完全自動にはできない。そこで、
MRK-Systeme 社に依頼し、人間とロボットが共同作業する装置を開発。従業員の負担の軽減、
使いやすさ、短いサイクルタイムを満たすことが条件であった。協調ロボットシステムの導入により、
従業員が品質検査のために重たい部品を持ち上げたり、動かしたりしなくて済むようになり、人間
工学的に従業員の負担を減らすことができたという。

•

【遠隔ヒューマン・ロボットコラボレーション】 ドイツ人工知能研究センター（DFKI）は 2017 年の
CeBIT（セビット）にて、離れた場所における人間とロボットの協調の新しい形を示した。複合現実
（VR、AR）の技術を用いて、協調ロボットシステムの現場を 3 次元の仮想空間に描写し、リアルタ
イムで遠隔操作することを可能にした。ある場所にいる従業員が、離れた別の場所にいる従業員
や協調ロボットと協力し合って、（危険物の取り扱いなど）課題を解決することができる。

■ 中小企業のデジタル化を推進
協調ロボットは使いやすく、隔離するためのスペースを必要としないため、自動化の遅れている中小企業
にも導入しやすいとされる。中小企業のデジタル化に重要な役割を果たすとみられている。会計・コンサ
ルティング会社 PwC がドイツの機械メーカーを対象に調査したところ、協調ロボット導入の前提条件のトッ
プは「収益性」となっている。協調ロボットは（従来の産業用ロボットと比べて）導入コストが低く、費用対効
果の面からも中小企業に適している。その他、「ロボットの操作性」とともに「従業員の知識・能力」も導入
の条件として上位に挙げられている。
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図 31： 協調ロボット導入の前提条件（ドイツ）

協調ロボット導入の前提条件
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3.3. 付加製造技術（３D プリント）
3.3.1. 産業用 3D プリントの利用状況
■ ３D プリントとインダストリー4.0
Additive Manufacturing（付加製造）は、塑像のように樹脂や金属などの材料を付加しながら製造していく
造形方法で、3D プリンターの出現によって可能になった。産業用 3D プリントともいう。液状樹脂に紫外線
を照射して少しずつ硬化させていく光造形方式、高温で溶かした熱可塑性樹脂を少しずつ積み重ねて
いく熱溶解積層法（FDM 法）、熱可塑性樹脂粉末や合金粉末をレーザーや放電で溶かして焼結させる
粉末焼結積層造形法など、様々な方法がある。
3 次元の CAD データから直接、製品をつくることが可能なため、製造業のデジタル化を目指すインダスト
リー4.0 の柱のひとつとなる。個々の顧客の要望に合わせた、製品のカスタマイゼーションやパーソナライ
ゼーション（バッチサイズ１）も効率的に実現できる。それぞれの市場に近い 3D プリント拠点で分散製造
すれば、在庫を最小限に抑えながら、顧客の注文に直ぐに応じることも可能。3D データから直接、作製
するため、製造拠点が異なっても、一貫して同じ品質の製品・部品を生産することができる。
【主なメリット】
•

データから直接、作製できる

•

少量生産が低コストで可能

•

複雑な形状の製造も可能

【主な活用分野】
•

試作品の制作・ラピッドプロトタイピング： 建築、機械、自動車、学術研究、芸術・デザイン分野な
ど

•

完成品の製作： 航空機部品、歯科・医療用具・バイオプリンティング、パッケージ、金型など

3 D プリント技術がもたらす、新たな課題（製品安全試験・認証、法的責任、模倣品・セキュリティ対策など）
については 130 ページを参照のこと。

■ ドイツ企業で 3D プリントが浸透
会計・コンサルティング会社 Ernst & Young の調査によると、ドイツ企業の 37％がすでに 3D プリントを使っ
たことがあるという。ドイツ企業の 6 ％は（試作品だけではなく）完成品の製造にも 3D プリントを用いている。
他の欧州諸国や米国、アジアと比べて、同国の製造業では付加製造（3D プリント）が浸透している。ただ
し、3D プリントの使用を計画している企業の割合を見ると、数年後にはアジア企業に追い抜かれることも
予想される。業界別に見ると、プラスチック・化学、機械、航空機・自動車メーカーが 3D プリントの利用に
意欲的である。
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図 32： 各国企業の 3D プリントの利用状況（国際比較）

各国企業の3Dプリントの利用状況
（国際比較、2016年）
3Dプリントを利用した経験がある
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調査対象：欧米・アジアの 12 ヵ国の企業（600 社）

出所：Ernst & Young

図 33： 完成品の製造における 3D プリントの利用状況（国際比較）

完成品の製造における3Dプリントの利用状況
（国際比較、2016年）
現在、3Dプリントを完成品の製造に利用している
今後5年以内に、3Dプリントを完成品の製造に利用する予定
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図 34： 業界別の 3D プリントの利用状況（欧米・アジア）

業界別の3Dプリントの利用状況
（欧米・アジアの企業、2016年）
現在、3Dプリントを利用している
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調査対象：欧米・アジアの 12 ヵ国の企業（600 社）

出所：Ernst & Young

■ 金属 3D プリンターの需要増
現在、3D プリントを利用している企業では、ポリマー（樹脂）が材料として最も多く使われており、その次が
金属となっている。しかし、3D プリント技術の導入を計画している企業も含めて、使用を検討している材料
について質問した結果を見ると、将来的には金属が最も重要な材料になると予想される。

■ 「導入コスト」と「専門知識の不足」が障壁
産業用 3D プリンターは高額で、従来の製造方法とは異なる方式のため、「初期コスト」と「専門知識を持
つ従業員の不足」が導入のネックとなっている。
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図 35： 3D プリントの使用材料（欧米・アジア）

3Dプリントの材料
（欧米・アジアの企業、2016年）
現在、3Dプリントに使用している材料
今後、3Dプリントに使用しようと検討している材料
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調査対象：欧米・アジアの 12 ヵ国の企業（600 社）

出所：Ernst & Young

図 36： 3D プリント導入の障壁（欧米・アジア）

3Dプリント導入の障壁
（欧米・アジアの企業、2016年）
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3.3.2. 産業用 3D プリントに関するドイツ企業・研究機関の動向
■ EOS 社： 金属 3D プリンター分野で世界首位
世界市場における金属 3D プリンター（粉末床溶融結合（PBF）方式）の累積販売台数（～2014 年）で、ド
イツのメーカーが 70％のシェアを占める。1989 年設立の独 EOS 社は、直接金属レーザー焼結法（DMLS）
の付加製造装置（3D プリンター）・原料・サービス分野で世界首位。同社は 2011 年以降、売上を大きく伸
ばしている。その他、Concept Laser 社、SLM Solutions 社といったドイツのメーカーも有力。スウェーデン
の Arcam 社はレーザーではなく、電子ビームを用いて加熱している点がドイツメーカーとは異なる。
図 37： 金属 3D プリンターのメーカー別シェア（世界全体）

金属3Dプリンター（PBF）のメーカー別シェア
（世界全体、2014年までの累積販売台数ベース）
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図 38： EOS 社の売上高推移（世界全体）

金属3Dプリンター（DMLS）で世界首位のEOS社の売上高推移
（世界全体）
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出所：EOS 社のプレスリリース

■ 付加製造サービス FIT： 世界初の 3D プリントに特化した工場
付加製造のサービス企業 FIT 社は 2017 年 4 月、世界初の付加製造に特化した工場の落成式を行った。
FIT グループは付加製造分野のテクノロジーリーダーで、3D プリント技術を用いた試作品や特注品の製
造からマスカスタマイゼーションまで請け負っている。自動車、航空機、機械、医療機器メーカーの顧客
が多いという。同社は 1995 年の設立で、従業員数は 250 人。2016 年の売上高は前年比 40％増の 2400
万ユーロ。

■ 自動車メーカーのアウディ： 3D プリントの研究教育センター新設
独自動車メーカーのアウディは 2017 年 1 月、本社所在地のインゴルシュタットに付加製造の研究教育セ
ンターを新設。付加製造の材料や生産プロセスについて経験値を積むことが目的。独 EOS 社と提携して
おり、EOS のコンサルティング部門 Additive Minds が同センターの立ち上げをサポートする。EOS 社は付
加製造のシステムを納品するだけではなく、産業用３D プリント技術の活用・アプリケーションの開発、企
業内のノウハウ構築、（アウディのエンジニアを付加製造の専門家にするための）研修でも支援する。アウ
ディ側では、工具製作と鋳造の 2 部署が中心となる。まずは、工具・試作品の作製やレーシングカー分野
で付加製造を活用するという。

■ 企業ソフト大手 SAP： 3D プリントを用いた分散製造を推進
企業ソフト大手 SAP は、「SAP 分散製造（Distributed Manufacturing）」のアプリケーションソフトを開発中で、
「アーリーアクセスプログラム」には 30 社以上の企業が参加している。（※ アーリーアクセスプログラムとは、
開発中のため公開されていない製品や技術などを、顧客企業や希望者に提供して使用してもらう制度の
こと）
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•

【目的】 付加製造（3D プリント）を既存の物流チェーンや生産工程に統合し、3D プリントを活用し
た生産システムを推進する。製造業の顧客企業が 3D プリント技術を導入しやすくする。

•

【参加企業】 物流大手 UPS との共同プロジェクトで、3D プリントのサプライヤー（EOS、SLM
Solutions など）、IT 企業（HP など）、製造業など 30 社が参加している。2017 年 1 月、プログラム
の参加者を拡大すると発表。

•

【メリット】 3D プリントを用いた分散製造には下記のメリットがある。
-

（市場に近い 3D プリント拠点で製造すれば）在庫を最小限に抑えながら、顧客の急ぎの
要望にも応えることができる。

-

（3D データから直接、作製するため、生産拠点が異なっても）一貫して同じ品質で安価
で認証済みの製品や部品を生産することができる。

-

（3D データから直接、作製可能なため）1 ユニットだけの特注品でも効率的に製造でき
る。

■ 複合テクノロジー企業 シーメンス： 付加製造がデジタル戦略の柱
シーメンス社は付加製造をデジタル戦略の重要な柱としている。2016 年 8 月、付加製造分野を強化する
ため、英 Materials Solutions 社を買収。Materials Solutions 社はレーザー積層造形法（SLM）用いた、金
属部品の製造において先駆者とされる。シーメンスの技術者と Materials Solutions の専門家が協力し合っ
て、ガスタービン翼を付加製造した。2017 年 2 月、この付加製造したガスタービン翼がフルロード運転時
におけるテストに合格したと発表。

■ 名門 カールスルーエ工科大学： 消せる 3D プリント用インク
カールスルーエ工科大学の研究者が 3D プリント用の「消せるインク（材料）」を開発。（構成要素を再び分
解させることができる）可逆性の結合鎖によって、一度 3D プリントしたものを容易に取り去り、同じ場所に
新たに 3D プリントできるという。3D プリントしたものを化学剤に浸すと、容易に分解し、消去した同じ場所
に改めて 3D プリントできるため、構造物を何回でも変えることができる。
この手法は同大学の応用物理研究所とナノテクノロジー研究所が緊密に協力し合って開発。権威ある学
術 誌 「 Angewandte Chemie （ 応 用 化 学 ） 」 に 論 文 が 掲 載 さ れ た 。 「 Cleaving Direct Laser Written
Microstructures on Demand」というタイトルの論文で、査読者から「Very Important Paper」と高く評価され
た。カールスルーエ工科大学は、1825 年にルートヴィヒ 1 世 によって創立されたドイツ最古の工業大学
で、現在ドイツの工業大学の中で最も評価が高い。
【活用分野】
「消せるインク」でプリントしたものは、通常の（消せない）インクの構造物と組み合わせることができるという。
そうすることにより、（架橋工事のように）まずは支持構造をつくり、その後の工程でそれを再び取り除くこと
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が可能になる。また、通常の消せないインクと「消せるインク」を混合することにより、（多孔性にするなど）
3D プリントした材料の性質に影響を及ぼすこともできる。

■ 名門 カールスルーエ工科大学： ガラスを用いた付加製造
カールスルーエ工科大学の微細構造技術研究所のチームは、ガラスを付加製造に用いる手法を開発。
機械工学者 Dr. Bastian Rapp を中心とする学際的なチームには、化学者、電気工学者、生物学者らが所
属する。
3D プリントに初めてガラスを使用。超高純度の石英ガラスのナノ粒子を少量の液状樹脂と混ぜ合わせ、こ
の混合物を光造形法にて光源を用いて選択的に硬化させる。液状のまま残った材料は溶剤で洗い流す
と、硬化した建造物のみが残る。ガラス構造物にまだ交じっている合成樹脂は、次のステップで行う加熱
によって取り除かれる。この構造物は最初はスポンジケーキのように、形はできているが、不安定な状態
にある。最終ステップで熱して、ガラスの粒子を焼結（密着して固結）させる。
【活用分野】
完成品は超高純度の石英ガラスで、透明性、耐熱性、耐酸性といったガラスの化学的・物理的性質を持
つ。これらの性質を利用して、データ伝送（光ファイバー）、バイオテクノロジー・医療技術、光学分野など、
3D プリントの新たな活用の道が開けてくる。例えば、バイオテクノロジー・医療技術分野向けにミニチュア
のガラス管からなる非常に小さな分析システムをつくることができる。光学分野でも、（特別な眼鏡のレンズ、
ノートパソコンのカメラレンズなど）色々と応用できるという。

■ 欧州最大の 3D プリントのイベント「Rapid.Tech + FabCon 3.D」
2017 年 6 月 20～22 日、付加製造・3D プリントの欧州最大のイベント「Rapid.Tech + FabCon 3.D」がドイ
ツ中央部のエアフルトにて開催される。「Rapid.Tech」では 3D プリントの産業用途（付加製造）に焦点をあ
て、「FabCon 3.D」では世界中の 3D プリントの関係者が集う場を提供する。従来の見本市の展示スペー
スに加えて、数多くの講演も予定されている。2016 年の訪問者数は 4,500 人で、2017 年もさらに多くの入
場者を見込んでいる。2017 年 4 月の時点で、10 ヵ国の 200 近くの出展者（企業、研究機関、組織など）
が登録済みという。90 人以上の講演者が 3D プリント技術の最新の研究成果、様々な分野における活用
方法、付加製造の技術的発展について発表する予定。
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4. 主要組織・研究機関の動向
4.1. ドイツにおけるインダストリー4.0 の関連団体（計 42 団体）
■ 産学官連携
デジタル化時代に向けてドイツの産業競争力を強化するために、Plattform Industrie 4.0（プラットフォー
ム・インダストリー4.0）、Standardization Council Industrie 4.0 （インダストリー4.0 標準化協議会）、Labs
Network Industrie 4.0 （ラボ・ネットワーク 4.0）を始めとする推進組織、VDMA（ドイツ機械工業連盟）、
Bitkom （ ド イ ツ 情 報 通 信 協 会 ） 、 ZVEI （ ド イ ツ 電 気 電 子 工 業 連 盟 ） な ど の 業 界 団 体 、
Fraunhofer-Gesellschaft（フラウンホーファー研究機構）、DFKI（ドイツ人工知能研究センター）、Acatech
（ドイツ工学アカデミー）の研究機関・大学が国レベルで連携している。ドイツはインダストリー4.0 分野に
おける産学官連携が上手く機能しており、このような仕組みが EU レベルでも「単一デジタル市場」の枠組
みの中で根付くよう尽力している。

■ インダストリー4.0 の推進組織
国レベルの中心組織は Plattform Industrie 4.0 だが、州レベルや地域レベルの推進組織も存在する。オ
ートメーション分野の「隠れたチャンピオン（グローバルトップニッチ）」が集まる東ヴェストファーレン・リッペ
地方（NRW 州）、機械メーカーの多いバーデン＝ヴュルテンベルク州がインダストリー4.0 に積極的に取り
組んでいる。
•

【Plattfrom Indutrie 4.0（プラットフォーム・インダストリー4.0）】 インダストリー4.0 を推進する国レ
ベルのイニシアチブ（詳細は 57 ページ参照）

•

【it's OWL（インテリジェントな技術システム 東ヴェストファーレン・リッペ）】 インダストリー4.0 を推
進する東ヴェストファーレン・リッペ（OWL）地方のイニシアチブ（詳細は 59 ページ参照）

•

【Allianz Industrie 4.0（アリアンツ・インダストリー4.0）】 インダストリー4.0 を推進するバーデン＝ヴ
ュルテンベルク州のイニシアチブ（www.i40-bw.de）

同業種の企業同士がインダストリー4.0 分野で連携するために、組織を立ち上げるケースもある。
•

【Industry Business Network 4.0（インダストリー・ビジネス・ネットワーク 4.0）】 ドイツの鈑金加工業
の企業がインダストリー4.0 分野で協力するために、2016 年に設立した組織
（www.industry-business-network.org）

製造業以外の IoT では、ビルオートメーション／スマートホーム分野で動きがある。
•

【Smart Living（スマート・リビング）】 2017 年 3 月、ドイツ電気電子協会（VDE）が発起人となり、同
国の業界団体や企業がスマートホームを推進するイニチアチブを設立することで合意した。
(www.vde.com/de/presse/pressemitteilungen/initiative-smart-living)
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■ インダストリー4.0 に積極的な業界団体
インダストリー4.0 の中核技術を担う 3 分野（機械、情報通信、電気電子）の各工業協会が先導役となり、
標準化に向けて活動したり、調査レポートを作成したり、セミナーを開催したりして製造業のデジタル化を
支援している。ドイツ技術者協会（VDI）やドイツ産業連盟（BDI）も積極的に関与している。
•

【VDMA（ドイツ機械工業連盟）】 欧州最大の産業団体で、中堅企業を中心に 3,200 社余りの機
械や資本財のメーカーが加盟する（www.vdma.org）

•

【Bitkom（ドイツ情報通信協会）】 デジタル産業の 2,400 社以上の利益を代表する。この中には、
ほ ぼ 全 て の 大 企 業 、 約 1,000 社 の 中 堅 企 業 、 約 300 社 の 新 興 企 業 が 含 ま れ て い る
（www.bitkom.org）

•

【ZVEI（ドイツ電気電子工業連盟）】 電機産業の利益を代表する。約 1,600 社が加盟。ドイツの電
機産業は機械と IT の次に大きな産業分野とされる（www.zvei.org）

•

【VDI（ドイツ技術者協会）】 160 年の歴史を誇る、ドイツ最大の技術者団体。約 155,000 人の工
学者・エンジニア、自然科学者、コンピュータ科学者が加盟する（www.vdi.de）

•

【VDE（ドイツ電気電子協会）】 1893 年の設立で、欧州でも有数の電気・電子・情報工学の技術
者の団体。会員数は約 36,000 で、その中の 1,300 は企業会員である。学術研究、標準化、製品
検査を行っている（www.vde.com）

•

【BDI（ドイツ産業連盟）】 ドイツの産業界の上部団体。ドイツ機械工業連盟、ドイツ情報通信協会、
ドイツ電気電子工業連盟など 40 の業界団体が加盟し、100,000 社以上の企業の利益を代表す
る（http://bdi.eu）

■ インダストリー4.0 を促進する研究機関
ドイツの研究機関では、フラウンホーファー研究機構（Fraunhofer-Gesellschaft）、ドイツ人工知能研究セ
ンター（DFKI）、ドイツ工学アカデミー（Acatech）がインダストリー4.0 の推進に積極的である。
•

【Fraunhofer-Gesellschaft（フラウンホーファー研究機構）】 欧州最大の応用研究機関で、2011
年の当初からドイツ政府の戦略プロジェクト「インダストリー4.0」に参与。セミナーを開催したり、ソ
リューションやサービスを開発・提供したりして、ドイツ企業（特に中小企業）のインダストリー4.0 の
導入をサポートしている（詳細は 63 ページ参照）

•

【DFKI（ドイツ人工知能研究センター）】 世界最大の人工知能に関する官民提携の研究所で、
2011 年の当初からドイツ政府の戦略プロジェクト「インダストリー4.0」に関与（www.dfki.de）

•

【Acatech（ドイツ工学アカデミー）】 2002 年設立のドイツの工学・応用科学分野の国家アカデミ
ーで、工学や技術政策に関して政治家に助言する。2012 年、「インダストリー4.0 作業部会」をコ
ーディネートし、インダストリー4.0 の実現に向けた提言をまとめた。2017 年 4 月には、他の研究機
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関や企業と共同で、インダストリー4.0 の活用を後押しするために「インダストリー4.0 熟度指標」を
作成（www.acatech.de）
“Industrie 4.0 Maturity Index（インダストリー4.0 熟度指標）”
「インダストリー4.0 に関心があるが、何をどこから始めたらよいか分からない」という企業が、「インダストリ
ー4.0 熟度指標」を用いることで、技術、組織、企業文化の観点から自社の現状を分析し、インダストリー4.0
戦略を導き出せるようになっている。6 つの発展段階を介して「インダストリー4.0 企業」に到達するためのロ
ードマップとして活用できる。Acatech（ドイツ工学アカデミー）が他の研究機関や企業と共同で作成した、

•

【WGP（製造技術学術協会）】 ドイツの大学・研究所で製造技術を専門とする教授の団体で、約
1,300 人の製造技術の学者が所属する。同国における製造技術の研究・教育の利益を代表して、
社会・政治団体、産業界、研究所との連携に力を入れている。2017 年 5 月、中国機械工程学会
（Chinese Mechanical Engineering Society）と共同で「第 1 回 中国・ドイツ製造業フォーラム（1st
Sino-German Forum on Manufacturing 2017）」を南京にて開催した。中国とドイツの研究者約 400
人が参加し、インダストリー4.0 における両国の共同研究のシナジー効果がどこにあるか、その可
能性を探った（www.wgp.de）

■ インダストリー4.0 の研究をしている大学
現在、18 のドイツの国立大学と 1 つの私立大学（European School of Management and Technology）にて、
インダストリー4.0 分野の研究が行われている。この中には、工学分野のトップ 5 のアーヘン工科大学、カ
ールスルーエ工科大学、シュトゥットガルト大学、ダルムシュタット工科大学、ミュンヘン工科大学が全て含
まれている。
•

アーヘン工科大学（RWTH Aachen University）

•

カールスルーエ工科大学（Karlsruher Institut für Technologie）

•

シュトゥットガルト大学（Universität Stuttgart）

•

ハノーファー大学（Leibniz Universität Hannover）

•

ダルムシュタット工科大学（Technische Universität Darmstadt）

•

ミュンヘン工科大学（Technische Universität München）

•

フリードリヒ・アレクサンダー大学エアランゲン＝ニュルンベルク（Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg）

•

ドルトムント工科大学（Technische Universität Dortmund）

•

カイザースラウテルン工科大学（Technische Universität Kaiserslautern）
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•

ESMT European School of Management and Technology

•

ゲオルク・アウグスト大学ゲッティンゲン（Georg-August-Universität Göttingen）

•

ヘルムート・シュミット大学ハンブルク（Helmut-Schmidt-Universität Hamburg）

•

オストヴェストファーレン＝リッペ大学（Hochschule Ostwestfalen-Lippe）

•

ルール大学ボーフム（Ruhr-Universität Bochum）

•

ケムニッツ工科大学（Technische Universität Chemnitz）

•

ドレスデン工科大学（Technische Universität Dresden）

•

ブレーメン大学（Universität Bremen）

•

ポツダム大学（Universität Potsdam）

•

ジーゲン大学（Universität Siegen）
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■ スマートファクトリーの試験用プラットフォーム
インダストリー4.0 のアプリケーションを試すことができるテストベッドがドイツ全土に約 45 箇所ある（※ テス
トベッドとは、大規模なシステム開発で用いられる、実際の運用環境に近づけた試験用プラットフォームの
こと）。その中でも、SmartFactory KL と SmartFactoryOWL が広く知られている。
•

【SmartFactory KL（スマートファクトリー KL）】 メーカーの垣根を越えたスマートファクトリーの研
究・実証プラットフォーム。ドイツ人工知能研究センター(DFKI)やカイザースラウテルン工科大学
と緊密な関係にある（詳細は 62 ページ参照）

•

【SmartFactoryOWL（スマートファクトリー OWL）】 フラウンホーファー研究機構と東ヴェストファ
ーレン・リッペ大学が共同で運営している、中堅・中小企業向けの試験・実証センター
（www.smartfactory-owl.de）

機械業界の中小企業の利用をサポートするための、試験センターのネットワークも存在する。上記の 2 つ
の試験センターもこのネットワークに含まれている。
•

【Labs Network Industrie 4.0（ラボ ネットワーク 4.0）】 中小企業がインダストリー4.0 分野の新技
術をテストできる試験センターのネットワークで、ドイツ政府が助成している（http://lni40.de）

■ 規格・標準化の組織
ドイツ規格協会（DIN）とドイツ電気電子情報技術標準化委員会（DKE）が、同国の標準化の主要団体で
ある。
•

【DIN（ドイツ規格協会）】 ドイツで最も重要な標準化団体で、ドイツ工業規格（DIN）を発行してい
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る（www.din.de）
•

【DKE（ドイツ電気電子情報技術標準化委員会）】 ドイツ国家電気安全規格 DIN EN（VDE）の制
定機関で、ドイツ電気電子協会（VDE）の傘下にある。電気・電子・情報技術分野の標準、規格、
保安規程の作成を担当する（www.dke.de）

2016 年 4 月、上記の 2 つの標準化団体とドイツ情報通信協会（Bitkom）、VDMA（ドイツ機械工業連盟）、
ZVEI（ドイツ電気電子工業連盟）がインダストリー4.0 分野の標準化協議会を設立した。製造業のデジタル
化における標準化プロセスを進めることが目的。
•

【Standardization Council Industrie 4.0（標準化協議会 インダストリー4.0）】 ドイツの 3 つの工業
協会と 2 つの標準化団体による、インダストリー4.0 分野の標準化を推進する組織
（https://sci40.com）

■ データやセキュリティに関する組織
インダストリー4.0 を実現するためには他社ともビックデータを共有する必要があるが、セキュリティ面の問
題が生じる。2016 年 2 月、ドイツの製造業、サービス業、小売・卸売業、ソフトウェア企業、研究機関のメン
バーが Industrial Data Space（産業用のデータ空間）を設立。データを安全に取り交わすことができるデー
タルームを設けて、データの取り扱いの許容範囲を明確に定められるようにする。誰がどのデータをいつ
まで使用することが許されるか、参加者自らが決め、常時データの使用状況を把握できるようにする。この
イニチアチブにはフラウンホーファー研究機構の計 12 の研究所が参加しており、2015 年 10 月より 3 年間
ドイツ教育研究省が助成している。
•

【Industrial Data Space（産業用のデータ空間）】 他の企業とビックデータを安全に取り交わすた
めのデータルーム（www.industrialdataspace.org）

デジタル化した生産施設をサイバー攻撃や産業スパイから守るための、「インダストリー4.0 における IT セ
キュリティ（IUNO）」という国レベルのプロジェクトもある。ドイツの製造業 14 社と 7 つの大学・研究機関が共
同で、IT セキュリティの対策方法を研究している。スマートファクトリーにおける脅威やリスクを特定し、保
護措置を開発し、IT セキュリティの汎用アプリケーションをドイツ企業（特に中小企業）に提供することを目
的とする。
•

【IUNO（インダストリー4.0 における IT セキュリティ）】 インダストリー4.0 の IT セキュリティに関する
国レベルのプロジェクト（www.iuno-projekt.de）
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4.2. 主要組織と研究機関の動向
4.2.1. Plattform Industrie 4.0
■ インダストリー4.0 の中核組織
Plattform Industrie 4.0（プラットフォーム・インダストリー4.0）は、製造業のデジタル化を推進するためのド
イツの中核組織。2013 年、情報通信、機械、電気電子のドイツの 3 つの工業会の共同プロジェクトとして
スタート。ドイツ政府による「ハイテク戦略 2020 年」の未来プロジェクト「インダストリー4.0」を発展・実践する
意味合いがある。インダストリー4.0 では、情報通信技術、自動化技術、生産技術が結びついて相互作用
するため、3 つの工業会の連携が必要となった。
2015 年、同協会は企業、協会、労働組合、学術・政治機関にも門戸を開き、現在、産学官の約 160 団体
が加盟する。民間企業の会員では、ボッシュ、SAP、シーメンス、ドイツテレコム、フエスト、ジック、フエニッ
クス・コンタクト、ハーティングなど、インダストリー4.0 の中核技術を担うドイツ企業が揃って会員となってい
る。同国の製造業を代表する自動車メーカー（フォルクスワーゲン、ダイムラー、アウディ）、機械メーカー
（トルンプ、フォイトなど）、自動車部品メーカー（シェフラー）、鉄鋼メーカー（ティッセンクルップ）、化学メ
ーカー（BASF）なども会員に含まれる。その他、米国企業（IBM、インテルなど）、日本企業（日立、三菱電
機、富士通）、中国企業（華為技術）などの外国企業も参加。英系法律事務所の Bird & Bird なども加わっ
ており、多彩な顔ぶれである。

■ 中小企業のサポート
国際競争力の高いドイツの製造業を支え、将来的に渡り維持・強化することが目的。インダストリー4.0 分
野の専門知識を統合し、ドイツ企業（特に中堅・中小企業）が活用できるようサポートすることに重点を置
いている。
•

【活用事例マップ】 ホームページ上で「インダストリー4.0 の活用事例マップ」を公開しており、140
以上の事例を参考にすることができる。

•

【テストベット・マップ】 ホームページ上に「インダストリー4.0 のテストベット・マップ」があり、インダ
ストリー4.0 の技術を使用条件下で試験可能な場所を検索することができる。

•

【 中 小 企 業 向 け セ ミ ナ ー 】 ド イ ツ の 各 地 域 で 地 元 の 商 工 会 議 所 と 共 同 で 、 「 Industrie
4.0@Mittelstand（インダストリー4.0@中小企業）」というセミナーを開催している。具体例を挙げて
インダストリー4.0 がどのように機能するのか、今すでに何が実践可能なのか説明することで、中
小企業のインダストリー4.0 導入を促進している。

■ 国際ネットワーク
国外のインダストリー4.0 に関する組織や省庁と提携し、国際的なネットワークを構築している。
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•

インダストリアル・インターネット・コンソーシアム（米国を中心とする国際団体）

•

ロボット革命イニシアティブ（日本）

•

Alliance Industrie du Futur（フランス）

•

Initiative Fabbrica Intelligente（イタリア）

•

Digitising European Industry（EU レベルでの連携）

•

ドイツ経済エネルギー省とイタリア経済省が提携

•

ドイツ経済エネルギー省と中国工業情報化部、ドイツ教育研究省と中国科学技術部がそれぞれ
提携

•

ドイツ教育研究省とチェコ共和国産業貿易省が提携

【中国との関係】
特に中国との連携に積極的である。2016 年 11 月 29～30 日、「インテリジェントな生産と製造プロセスのネ
ットワーク化」をテーマとした、初のドイツ・中国シンポジウムがベルリンで開催された。ドイツの経済エネル
ギー省と教育研究省が主催。両国合わせて約 300 人の産学官の専門家が参加し、インテリジェントな生
産と製造プロセスのネットワーク化がもたらすチャンスと課題について議論した。シンポジウムを毎年開催
することで合意し、第 2 回は北京で開く予定。また、インダストリー4.0 の標準化においても両国が緊密に
協力し合うことを確認した。
表 5： Plattform Industrie 4.0 の概要

組織名
設立

Plattform Industrie 4.0
2013 年
•

ドイツのインダストリー4.0 に関する、最も重要で中心的な組織

•

2013 年、ドイツの情報通信、機械、電気電子の 3 つの工業会の共同プロジェクトと
してスタート

概要

•

2015 年、企業・協会・労働組合・学術・政治機関などにも門戸を開放

•

インダストリー4.0 に関する専門知識を統合し、ドイツ企業（とくに中堅・中小企業）
が活用できるよう支援

•

ホームページにて「インダストリー4.0 の活用事例マップ」を公開しており、140 以上
の事例が閲覧可能

•

外国のインダストリー4.0 に関する組織や省庁と提携し、国際的なネットワークを構
築している

会員

•

現在、産学官の約 160 団体が加盟

•

日本企業も複数、会員となっている

主要組織・研究機関の動向

59

下記の団体の代表者

理事

ホームページ

•

ドイツ経済エネルギー省

•

ドイツ教育研究省

•

ドイツテレコム

•

ドイツ産業連盟（BDI）

•

IG Metall（金属・電機産業の労働組合）

•

SAP 社

•

フラウンホーファー研究機構

•

シーメンス社

•

フエスト（Festo）社

www.plattform-i40.de

4.2.2. It’s OWL
■ インダストリー4.0 の先端クラスター
it’s OWL は「Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe
（インテリジェントな技術システム 東ヴェストファーレン・リッペ」の略
で、東ヴェストファーレン・リッペ（OWL）地方の 174 の企業、大学、
研究機関、経済団体の提携プロジェクトである。ドイツ教育研究省
による「第 3 回先端クラスター・コンペティション」に参加して国から助成金を得る目的で 2011 年に設立さ
れた。先端クラスターに選出され、約 1 億ユーロの予算を獲得。
デュッセルドルフの東北約 180km にある OWL 地方は、隠れたチャンピオン企業（グローバルトップニッチ）
が多いことで知られる。Benteler（自動車部品）、クラース（農業機械）、ギルデマイスター（現：DMG 森精
機）、Hella（自動車部品）、ミーレ（高級白物家電）、Wincor Nixdorf（IT）は、それぞれの分野で世界市場
をリードする。また、ベッコフ、ハーティング、KEB、Lenze、フエニックス・コンタクト、ワゴ、ワイドミュラーなど、
オートメーションやインターフェース技術の隠れたチャンピオン企業が集中する地域でもある。電気接続
技術分野で 75％の世界シェアを占め、産業オートメーションのグローバルスタンダードに大きな影響を与
えている。
（上述の企業を含む）OWL 地方の企業 24 社が中心となり、計 47 のプロジェクトを介して「スマートな製品」、
「スマートな工場」、「スマートな物流」の手法やソリューションを開発している。インダストリー4.0 のサプライ
ヤーであるエレクトロニクス企業、ユーザーである機械・自動車部品・家電メーカーの両タイプの企業が参
加しており、ドイツ政府の二次元戦略「供給者としても市場としてもインダストリー4.0 を先導」を体現する。
新たに開発された技術は「技術移転コンセプト」を介して、この地方の中小企業が活用できるようにしてい
る 。 こ の 中 小 企 業 向 け 技 術 移 転 コ ン セ プ ト は 高 い 評 価 を 得 て お り 、 2017 年 2 月 、 独 業 界 誌
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MaschinenMarkt（機械市場）による「Best of Industry Award（ベスト・オブ・インダストー賞）」のインダストリ
ー4.0 部門で 2 位に入った。2017 年末までに、中小企業への技術移転プロジェクト 170 件の実現を目指
す。また、2016 年に新しいプロジェクト「Arbeit 4.0（インダストリー4.0 時代の仕事）」をスタートし、会員企
業 5 社や労働組合と共同で未来の労働環境のソリューションを開発している。

■ 積極的に情報発信 「It’s OWL」のブランド構築
it’s OWL は見本市やイベント、ソーシャルメディア（ツイッター）を介して、積極的に情報発信している。
•

【ハノーファー・メッセ】 世界最大の産業見本市ハノーファー・メッセに毎年、出展。2017 年度は it’s
OWL の共同ブースにて、会員企業・研究機関約 40 社がインダストリー4.0 の活用事例を展示した。

•

【「現場におけるインダストリー4.0」 コンベンション】 2017 年 5 月、OWL 地方の主要都市であるパー
ダーボルンで「現場におけるインダストリー4.0」コンベンションを主催。スローガンは「良い事例から学
ぶ」で、民間企業や研究機関の専門家が未来の製造業の戦略、手法、活用事例などを発表した。

•

【FactoryHack2017（ハッキング大会）】 2017 年 3 月、it’s OWL の研究・デモ用のスマートファクトリー
SmartFactoryOWL にて世界最大級のハッカソン（ハッキングとマラソンを組み合わせた造語） 3を開
催。内外の IT・工学分野の開発者、プログラマー、学生ら約 300 人が 48 時間かけてスマートファクトリ
ーやインダストリー4.0 のアイデアを競い合った。

「It’s OWL」のブランドを掲げて、経済・技術面で OWL 地方の認知度を国際的に高めることも目的として
いる。2012 年のスタート以降、下記の成果をもたらしたという。
•

7,200 の雇用が創出された

•

6 の研究施設が新設された

•

29 の学科が新設された

•

30 の企業が設立された

•

24 のビジネスコンセプトが開発された

表 6： it's OWL の概要

組織名
設立

概要

it's OWL (Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe)
2011 年
•

インダストリー4.0 に関する産業クラスターとして最も有名

•

東ヴェストファーレン・リッペ（OWL）地方の大学・研究機関・民間企業・業界団体が
先端クラスターを形成し、産学共同でインダストリー4.0 を推進

3

「ハッカソン」とはハッキングとマラソンを組み合わせた造語で、ソフトウェア分野の開発者、プログラマーなどがマラソンの

ように数時間から数日間の与えられた時間を徹してプログラミングに没頭し、アイデアや成果を競い合う開発イベントのこ
と。
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この地方は、「隠れたチャンピオン企業（グローバルトップニッチ）」が多いことで知
られる。電気接続技術で 75％の世界シェアを持ち、産業オートメーション分野でグ
ローバルスタンダードに影響を与えている

•

OWL 地方には機械・自動車部品・家電業界の中堅企業があり、インダストリー4.0
のリードユーザーとしての役割も果たす

•

計 47 のプロジェクトを介して「スマートな製品」、「スマートな工場」、「スマートな物
流」の手法やソリューションを開発している

•

「技術移転コンセプト」を介して、この地方の中小企業がインダストリー4.0 のソリュ
ーションを活用できるようにしている

•

インダストリー4.0 時代の労働の在り方についても、パイロットプロジェクトを通して
探求している

会員

•

OWL 地方の 174 の大学・研究機関・民間企業・業界団体が加盟

•

中核メンバーは、オートメーション・接続技術分野の隠れたチャンピオン企業と機
械・自動車部品・家電分野の中堅企業の計 24 社

下記の団体の代表者

理事

ホームページ

•

Heinz Nixdorf 研究所

•

ベッコフオートメーション（Beckhoff Automation）社

•

ミーレ（Miele）社

•

フエニックス・コンタクト（Phoenix Contact）社

•

GEA グループ

•

クラース（CLAAS）社

•

ハーティング（Harting）社

•

Ostwestfalen-Lippe 大学

•

ワゴ（Wago Kontakttechnik）社

•

Herbert Kannegiesser 社

•

ワイドミュラー（Weidmüller）社

•

パーダーボルン郡

•

ビーレフェルト大学

•

パーダーボルン大学

•

ビーレフェルト専門大学

•

オストヴェストファーレンリッペ社

•

ヴィンコール・ニクスドルフ（Wincor Nixdorf）社

•

オストヴェストファーレン機械協会

•

デトモルト行政管区

•

ヘティヒ（Hettich）社

www.its-owl.de

Prudentia 独インダストリー4.0／IoT 動向レポート ■ Part 2

62

主要組織・研究機関の動向

4.2.3. SmartFactory KL
■ メーカーの垣根を越えた実証・研究プラットフォーム
SmartFactory KL は 2005 年、独カイザースラウテルン工科大学の生産自動化の専門家 Detlef Zühlke 教
授によって設立された。未来の工場「スマートファクトリー」の研究開発プロジェクトを産学共同で実施する
ための、メーカーの垣根を越えた実証・研究プラットフォームである。革新的な情報通信技術の活用を実
証するためのモデル工場（生産現場の模擬環境）を持つ。
現在、民間企業や研究機関など 46 団体が加盟する。シーメンス、ボッシュ、SAP、ピルツ、ハーティング、
フエスト、フエニックス・コンタクト、ワイドミュラーなどドイツのインダストリー4.0 分野の主要企業が名を連ね、
IBM、ファーウェイ（華為技術）、デンソーなどの外国企業も参加する。設立当初より、ドイツ人工知能研究
センター(DFKI)とカイザースラウテルン工科大学と協力関係にある。
設立者の Detlef Zühlke 教授は 2017 年 3 月、米フロスト＆サリバン社から「Manufacturing Leadership
Awards（製造業リーダーシップ賞）」を受賞するなど、インダストリー4.0 の第一人者として知られる。同氏
は 2017 年 1 月、ダボスの世界経済フォーラムにも参加した。
表 7： SmartFactory KL の概要

組織名
設立

SmartFactory KL
2005 年
•

メーカーの垣根を越えた実証・研究プラットフォームとして、産学共同で未来の工場
「スマートファクトリー」に関する研究開発プロジェクトを実施

概要

•

独自のモデル工場（生産現場の模擬環境）があり、そこで革新的な情報通信技術
の活用を実証している

•

設立当初より、ドイツ人工知能研究センター(DFKI)とカイザースラウテルン工科大
学と緊密に連携

会員

•

民間企業や研究機関など 46 団体が加盟

•

日本企業も 1 社、加盟している

下記の団体の代表者
理事

ホームページ

•

ドイツ人工知能研究センター（DFKI）

•

ハーティング（Harting）社

•

シーメンス（Siemens）社

www.smartfactory-kl.de
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4.2.4. フラウンホーファー研究機構
■ 欧州最大の応用研究機関
フラウンホーファー研究機構は欧州最大の応用研究機関で、総勢 24,500 人のスタッフを抱える。企業に
直接的な利益をもたらし、社会のためになる応用研究を行うことを目的に 1949 年に設立された。本部はミ
ュンヘンだが、ドイツ全土に計 69 の研究所がある。欧州、北米、南米、アジアにも研究所や駐在員事務
所があり、国際的なネットワークを持つ。研究予算は年間 21 億ユーロに達し、その 70％は民間企業や公
共機関から委託された研究プロジェクトで賄っている。残りの 30％は国や州からの助成金で、今すぐ直接
の利益にはならないが、5～10 年後に経済や社会にとって重要となる課題の研究に取り組むための予算
とされている。スタッフの大半が理系で、各研究所はそれぞれ異なる応用分野を研究テーマとしている。

■ インダストリー4.0 の先導役
フラウンホーファー生産管理工学研究所（IAO）は、2011 年の当初からドイツ政府の戦略プロジェクト「イン
ダストリー4.0」に参画する。同研究機構に属する計 24 の研究所がインダストリー4.0 に関する研究を行っ
たり、研修やサービスをドイツ企業に提供したりしている。下記に最近の例を幾つか記す。
•

【Future Work Lab（未来の仕事実験室）】 フラウンホーファー生産管理工学研究所（IAO）が中心と
なり 2017 年 2 月、「未来の仕事実験室」を開設。製造業の仕事が将来どのようになるか、従業員にと
って何を意味するか、新技術がどのように活用されるか、デモンストレーション（実演説明）する。

•

【Lernlabor Cybersicherheit（サイバーセキュリティの学習用実験室）】 2017 年初頭、フラウンホーファ
ー研究機構はドイツの 6 都市にそれぞれ地元の大学と連携して、「サイバーセキュリティの学習用実
験室」を開設した。IT セキュリティ分野の研究を推進するとともに、民間企業や公共機関の管理職・専
門職を対象とした研修を行う。

•

【Plug-and-Work-Cube（旧型の機械をインダストリー4.0 対応にする後付け機器）】 フラウンホーファ
ー光電子工学・システム技術・画像評価研究所（IOSB）は 2017 年 3 月、ネットワークで結ばれた生産
システムに旧型の機械を組み入れるための機器「Plug-and-Work-Cube」を発表した。中小企業が旧
型機を使用したままでも、インダストリー4.0 に対応できるようにするのが目的。あたかも USB 機器をオ
フィスの PC にインストールするかのように、容易に利用できるのが特徴という。

•

【Digitaler Zwilling（デジタルツイン）】 フラウンホーファー生産技術研究所（IPT）は生産に柔軟性を
持たせるため、「デジタルツイン」を用いて生産ラインを効率よく使い、バッチサイズ 1 も可能にするシ
ステムを開発中。フラウンホーファーの他の研究所、生産システム・デザイン技術研究所（IPK）も「デ
ジタルツイン」のコンセプトに取り組んでいる。単に製造設備をシミュレーションするだけではなく、リア
ルタイムで生産プロセス全体をシミュレーションし、工場全体の「デジタルツイン」をつくる。現実の生
産システムとバーチャルの生産システム（デジタルツイン）を融合することにより、自動的に監視・制
御・修正するシステムにする。
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【重作業用ロボットと人間の協調】 重作業用ロボットは 20 キロの重さの部品を持ち上げたり、秒速 2m
の速度で動いたり、様々な方向に振回したりする。従業員を危険にさらさないために、このようなロボ
ットは檻や柵で隔離された場所に設置するのが常である。しかし、隔離することなく重作業用ロボット
と人間の協調が可能であれば、作業効率を高めることができる。そこで、フラウンホーファー工作機
械・成形技術研究所（IWU）は、従業員の安全を確保しながら重作業用ロボットと協調できるソルーシ
ョンを開発した。
人間とロボットの協調の度合いを 4 つのレベルに定義。協調のレベルが高まるほど、安全規則も厳し
くなる。例えば、レベル１では人間とロボットが離れて違う作業をしており、ロボットが全速力で動くこと
が許される。4 つのレベルに加えて、人間とロボットの共同作業場を 3 つのゾーンにも分けている。従
業員がロボットから離れると、「緑ゾーン」が表示され、ロボットはフルスピードで動くことができる。人間
が近づいてくると、「赤ゾーン」となり、ロボットはすぐに停止する。部品や工具を交換するなど、ロボッ
トと人間が「手を取り合う」シーンでは「黄色ゾーン」となり、重作業用ロボットは低速度で慎重に動く。
ロボットが衝突を回避し正しく反応するためには、常に作業員の位置や動線を把握しなくてはならな
い。複数のカメラと数多くのセンサーを用いて、ロボットの位置、加速度、パワー、作業員の位置、動き
を把握する。同研究所が開発したアルゴリズムはこれらのデータを分析し、ロボットの行動と安全規則
をそれぞれの作業や状況に合わせて絶えず適応する。
このシステムはすでに試験所で稼働可能な状態にある。2017 年中にドイツ雇用者責任保険協会
（Berufsgenossenschaft）に検査してもらい、生産現場で使用可能にすることが目標という。また、この
技術は VR 眼鏡を用いて仮想現実空間で試すことができ、機械とのチームワークを仮想体験すること
も可能という。

•

【セキュリティの 2 つのアプローチ】 フラウンホーファー安全な情報技術研究所（SIT）は、2017 年のハ
ノーファーメッセにてインダストリー4.0 の製造装置をサイバー攻撃から守るための 2 つのアプローチを
発表した。ひとつは製造装置の通信ネットワークの異常を検知するシステムで、製造プロセスの全て
のデータ（センサー、設計、発注、個人データなど）を機械学習のアルゴリズムが分析・評価する。もう
ひとつは製造プロセスの中に含まれている機械・コンポーネントが正常であることを確認するシステム。
機械やコンポーネントのソフトウェアの状態を監視し、それらが不正操作されていることを発見した場
合、アラームが作動する。

表 8： フラウンホーファー研究機構の概要

組織名
設立

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung
1949 年
•

欧州最大の応用研究機関で、24,500 人のスタッフを擁する。研究予算は年間 21 億
ユーロ

概要

•

ドイツ全土に計 69 の研究所を持つ。各研究所は様々な異なる応用分野を研究テ
ーマとしている
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フラウンホーファー生産管理工学研究所（IAO）は、2011 年の当初からドイツ政府の
戦略プロジェクト「インダストリー4.0」に参与

•

フラウンホーファーの計 24 の研究所がインダストリー4.0 に関する研究をしたり、ド
イツ企業を対象に研修やサービスを提供したりしている

•

Fraunhofer IAO （フラウンホーファー 生産管理工学研究所）

•

Fraunhofer IPA （フラウンホーファー 生産技術・自動化研究所）

•

Fraunhofer IPT （フラウンホーファー 生産技術研究所）

•

Fraunhofer IWU （フラウンホーファー 工作機械・成形技術研究所）

•

Fraunhofer IOSB （フラウンホーファー 光電子工学・システム技術・画像評価研究
所）

インダストリー4.0 に関する
テーマを扱っている
研究所

ホームページ

•

Fraunhofer SIT （フラウンホーファー 安全な情報技術研究所）

•

Fraunhofer IPK （フラウンホーファー 生産システム・設計技術研究所）

•

Fraunhofer AISEC （フラウンホーファー 応用・統合セキュリティ研究所）

•

Fraunhofer ESK （フラウンホーファー 組込みシステム・通信技術研究所）

•

Fraunhofer FIT （フラウンホーファー 応用情報技術研究所）

•

Fraunhofer FKIE （フラウンホーファー 通信・情報処理・人間工学研究所）

•

Fraunhofer IDMT （フラウンホーファー デジタルメディア技術研究所）

•

Fraunhofer IFF （フラウンホーファー 工場稼働・ファクトリーオートメーション研究
所）

•

Fraunhofer IGD （フラウンホーファー コンピューターグラフィックス研究所）

•

Fraunhofer IIS （フラウンホーファー 集積回路研究所）

•

Fraunhofer IISB （フラウンホーファー 統合システム・デバイス技術研究所）

•

Fraunhofer IML （フラウンホーファー 材料フロー・物流研究所）

•

Fraunhofer IMS （フラウンホーファー 超小形電子回路・システム研究所）

•

Fraunhofer IOSB-INA （フラウンホーファー 産業オートメーション活用センター）

•

Fraunhofer IPMS （フラウンホーファー フォトニック・ミクロシステム研究所）

•

Fraunhofer ISI （フラウンホーファー システム・イノベーション研究所）

•

Fraunhofer IVV （フラウンホーファー プロセス工学・パッケージング研究所）

•

Fraunhofer LBF （フラウンホーファー 耐久強度・システム信頼性研究所）

•

Fraunhofer UMSICHT （フラウンホーファー 環境・安全・エネルギー技術研究所）

www.fraunhofer.de
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5. 主要企業の動向
5.1. ドイツにおけるインダストリー4.0 の主要プレイヤー
5.1.1. IoT／インダストリー4.0 の有力プラットフォームの供給企業
■ 米国の大手企業と対抗できるドイツの 4 社
IoT 分野で米国の大手企業と競合できるドイツ企業は下記の 4 社である。ソフトウェア企業が 1 社、通信事
業者が 1 社、複合テクノロジー企業が 2 社と、情報通信と製造業の両側から参入していることが分かる。
•

【SAP】 SAP の企業ソフトはデファクトスタンダードとも言え、世界中の大企業や中小企業と強い
結びつきがある。多数の企業が既に同社のクラウドを利用しており、それに徐々に IoT 機能を拡
大していくことができる。IT や異業種の企業と数多く提携しており、裾野を広げている（詳細は 84
ページ参照）。

•

【ボッシュ】 工作機械、白物家電、自動車部品、産業用機器など、インターネットに接続可能な
機器（IoT 機器）を多数提供できる、世界有数のメーカー。IoT に必要なセンサーやソフトウェアも
子会社が開発している（詳細は 77 ページ参照）。

•

【シーメンス】 世界中のあらゆる業種・業界で同社のオートメーション技術が使われており、スマ
ートファクトリー分野のソフトウェアスイートでも有力。電車や風力タービンなども手掛けており、そ
れらを自社のクラウドに繋ぐこともできる（詳細は 90 ページ参照）。

•

【ドイツテレコム】 子会社の T システムが、あらゆる業界の中堅・大企業に情報通信サービスを提
供している。その延長線上で、顧客企業のクラウド導入や IoT 活用でも営業力を発揮できる。

調査会社 Experton グループが作成した「インダストリー4.0／IoT 供給業者 ベンチマーク」から、米国の
IT 企業大手の IBM とマイクロソフトの競争力がドイツ市場でも大きいことが分かる（図 39、41 参照）。

■ IoT プラットフォーム： ドイツの有力企業
ボッシュグループの子会社 Bosch Software Innovations、通信大手ドイツテレコム、企業ソフト大手 SAP の
他、Cumulocity 社や Device Insight 社の提供する IoT プラットフォームも製品力が評価されている。
•

【Cumulocity】 2010 年、Nokia Siemens Networks 社から分離独立（スピンオフ）して設立。本社は
デュッセルドルフにあり、IoT クラウドプラットフォームを提供する。2017 年 3 月、ドイツで 2 番目に
大きいソフトウェア企業 Software AG の傘下に入る。2017 年 4 月、日本の NTT コミュニケーショ
ンズとの提携を発表。NTT コミュニケーションズは Cumulocity の技術を用いて、顧客企業の IoT
プロジェクト（機械のネットワーク化、IT システムとの接続、状況監視・予知保全など）をサポートす
ることが可能になる。Cumulocity は、NTT コミュニケーションズの世界各地にある 140 のデータセ
ンターを利用することができる。
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【Device Insight】 2003 年の設立で、IoT プラットフォーム「CENTERSIGHT」を提供する。売上高
の平均成長率が 46％と伸びており、独週刊誌フォーカスによる「売上高成長率の最も大きいドイ
ツ企業（2017 年版）」にランクイン。2017 年 6 月、ドイツの人工知能のパイオニア Empolis 社との提
携を発表。

図 39： IoT プラットフォームの有力企業（ドイツ）

出所：Experton

■ インダストリー4.0 プラットフォーム： ドイツの有力企業
ボッシュグループの子会社 Bosch Software Innovations の他、オートメーション機器メーカーのベッコフ、
機械メーカーDürr の子会社 iTAC、インダストリー4.0 の草分け FORCAM がインダストリー4.0 プラットフォ
ームの有力プレイヤーとされる。
•

【ベッコフ】 オートメーション機器メーカーで、インダストリー4.0 の先端クラスターIt’s OWL の中
核メンバーでもある。インダストリー4.0 のプラットフォーム「TwinCAT IoT＆Analytics」を提供する
（詳細は 112 ページ参照）。

•

【iTAC／Dürr】 1998 年設立の製造実行システム（MES）の有力企業。2015 年 12 月、独機械メー
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カーDürr の傘下に入る（73 ページも参照のこと）。クラウドベースの製造実行システム（MES）
「iTAC.MES.Suite」や IoT プラットフォーム「iTAC.IoT.Platform」を提供する。
•

【FORCAM】 2001 年の設立で、「インダストリー4.0 の草分け」とも称される。15 年以上前に、「IT
技術を活用した製造業の生産性向上」のビジョン描き、初の製造ソフトウェアを開発した。当初の
顧客はメルセデスベンツ／ダイムラーで、その後、アウディ、BMW、MTU エアロ・エンジンズ（航
空用エンジン・産業用ガスタービンのメーカー）、ハイデルベルク（印刷機メーカー）、ヒルティ（建
設用の工具・材料メーカー）なども顧客となった。インダストリー4.0 のソリューション「FORCAM
FORCE」を提供する。

•

【Axoom／Trumpf】 独機械メーカーのトルンプが 2015 年に設立した子会社で、インダストリー4.0
のプラットフォームを提供する（74 ページも参照のこと）。

•

【GEFASOFT】 1984 年の設立で、生産プロセスの効率化のための IT ソリューションを提供する。
クラウドベースの製造実行システム（MES）「Legato Sapient」が主力製品。2017 年 1 月、投資会社
Alpina が資本参加。

図 40： インダストリー4.0 プラットフォームの有力企業（ドイツ）

出所：Experton
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■ ビックデータ： ドイツの有力企業
企業ソフト大手 SAP の他、ドイツ市場では Empolis 社と Blue Younder 社も有力プレイヤーに数えられる。
この 2 社は、独経済誌 WirtschaftsWoche が 2017 年 5 月 9 日付け記事で紹介した「人工知能 － 知って
おくべきドイツのパイオニア 10 社」に含まれている。
•

【Empolis】 1986 年の設立で、ドイツにおける人工知能の草分け的存在。ドイツ人工知能研究セ
ンター（DFKI）にルーツがある。データ分析のソフトウェアやソリューションを提供する。従業員数
は約 200 人で、売上高は約 2000 万ユーロ。米国にも進出している。著名な顧客は ABB、エアバ
ス、ポルシェ、シーメンス、ボーダフォンなど。

•

【Blue Younder】 2008 年、欧州原子核研究機構（CERN）の研究者 Michael Feindt 教授が設立し
たデータ分析企業。小売業向けのビックデータ分析のパイオニアとされる。消費者の購買データ
を機械学習の手法を用いて分析し、販売価格や商品補充を最適化するソリューションを提供する。
ドイツの有力小売チェーンの多くが顧客となっている。従業員数は約 150 人で、通信販売大手
Otto グループが資本参加している。

図 41： ビックデータ・可視化ソフトの有力企業（ドイツ）

出所：Experton
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5.1.2. インダストリー4.0 の主要サプライヤーとユーザー（計 35 社）
■ インダストリー4.0 と関連の深い業界
インダストリー4.0 では製造技術、情報通信技術、オートメーション技術が融合するため、この 3 分野の企
業が中心となる。
•

【複合テクノロジー企業】 インダストリー4.0 に関連する複数の技術分野を横断するテクノロジー
企業はサプライヤーとしてだけではなく、リードユーザーとしても特別の役割を果たす。

•

【情報通信技術分野の企業】 サプライヤー側に立ち、他業種の（ユーザー）企業と協業するケー
スが多い。

•

【オートメーション・電気工学分野の企業】 基本的にサプライヤーだが、自社工場でユーザーと
してインダストリー4.0 を活用することもできる。

•

【機械メーカー】 特別な立場にある。自社の生産施設でインダストリー4.0 を活用するだけではな
く、製品（機械）をインダストリー4.0 対応にし、状況監視・予知保全などのサービスを提供すること
もできる。特に産業用ロボットや付加製造装置（3D プリンター）のメーカーは、製造業のデジタル
化に重要な役割を果たす。

•

【自動車メーカー】 製造業の中でもオートメーションが進んでいる自動車メーカーでは、次の発
展段階であるインダストリー4.0 にも積極的（図 42）。

図 42： インダストリー4.0 の関連製品の顧客層（ドイツ）

インダストリー4.0のサービス・製品を提供する通信技術企業の
顧客の業種別内訳
（ドイツ企業、2017年）
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■ 複合テクノロジー企業
複合企業では、ボッシュ・グループ（売上高 731 億ユーロ）が有力サプライヤーとしてもリードユーザーとし
てもインダストリー4.0 の先頭に立っている。同グループは自動車部品や電動工具だけではなく、産業機
器や白物家電も手掛けており、IoT に幅広くアプローチできる（詳細は 77 ページ参照）。
世界的な複合企業のシーメンス（売上高 796 億ユーロ）も早くからインダストリー4.0 に力を入れている。情
報通信、電力関連、交通、医療、防衛、生産設備など幅広い事業分野を持つ同社は、自社の IoT オペレ
ーティングシステム「MindSphere」やインダストリー4.0 のソフトウェアスイート「Digital Enterprise Suite」を用
いて、あらゆる分野で自社や顧客の製造拠点をデジタル化していく戦略を取る（詳細は 90 ページ参照）。

■ 情報通信技術分野
米国や日本と比べてドイツは情報通信技術分野に強くないが、例外は企業ソフト大手の SAP（売上高 221
億ユーロ）。企業の基幹システムである ERP 分野で世界首位の同社は、IoT 事業に今後 5 年間で 20 億
ユーロを投資する計画。IoT 製品群の新ブランド「SAP Leonardo」を発表すると同時に、IoT システムを短
期間で導入できる「ジャンプスタート」プログラムを用意した。コンサルティング、サービス、ソフトウェアをパ
ッケージ化して定額で提供することで、IoT 導入の敷居を下げる戦略。また IoT 分野では協業が盛んに行
われているが、特に SAP は買収や提携に熱心なことで知られる。
欧州最大の電気通信事業者、ドイツテレコム（売上高 731 億ユーロ）は Global M2M Association（GMA）
のメンバー。GMA はドイツテレコム、オレンジ（フランステレコム）、テレコムイタリア、テリアソネラといった
欧州を代表する通信事業者によって 2011 年に結成されたアライアンスで、ベル・カナダ、ソフトバンク、ス
イスコムも加盟する。シームレスな M2M サービスを世界中で提供することを目的とする。ドイツテレコム子
会社の T-Systems がクラウドを中心に IoT やインダストリー4.0 に関するサービスを包括的に提供している。
同社は 2017 年 2 月、総合産業用機器メーカーの米イートン社と IoT 分野で提携することを発表。互いの
強みを活かして、生産システムをクラウドに繋ぐための安全な IoT ソリューションをドイツの機械メーカーに
提供することが目的という。同年 2 月、ドイツテレコムは NB-IoT（狭帯域 IoT）を欧州 8 カ国で導入すること
を発表した。
半導体メーカーのインフィニオン・テクノロジーズ（Infineon Technologies）（売上高 64.7 億ユーロ）は半導
体の生産にインダストリー4.0 を活用しており、既に 80％自動化している。インテリジェントなプロセス制御
により生産時間が 50％短縮、最適化アルゴリズムにより生産性が 10％向上、さらに年間 100 万ユーロの
エネルギー費が節約できたという。また、サプライヤーとして、セキュリティー、センサー、電力マネジメント
などの分野でインダストリー4.0 の製品やソリューションを提供している。
1969 年設立の Software AG（売上高 8.7 億ユーロ）はドイツで SAP に次いで 2 番目に大きなソフトウェア
企業。データベース管理システム「Adabas」やソフトウェア開発環境「Natural」で知られるが、最近はデジ
タル化時代を見据えたインダストリー4.0／IoT のソリューションやサービスに力を入れている。積極的に企
業買収を展開しており、2017 年 3 月には IoT クラウドプラットフォームの提供会社 Cumulocity を傘下に収
めた。
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ヴィンコール・ニクスドルフ（Wincor Nixdorf）（売上高 25.8 億ユーロ）は銀行や小売業に IT ソリューション
やサービスを提供している。主力製品は ATM、インターネット・キオスク、POS 端末、自動販売機である。
先端クラスター「It’s OWL」の中核メンバーで、スマートフォンやタブレット PC などのモバイル機器をセル
フサービス端末に容易に安全に繋ぐためのソフトウェアとハードウェアを開発している。2016 年 8 月、米デ
ィボールド (Diebold) 社に買収され、社名を Diebold Nixdorf に変更。
Wibu-Systems 社（売上高 約 1000 万ユーロ）はデジタル著作権管理（DRM）技術で三本指に入る（※
DRM とは、ソフトウェアやデータなどデジタルコンテンツの不正な利用・複製を防ぐための技術のこと）。製
造業がデジタル化されるインダストリー4.0 時代には、ノウハウ、生産データ、ソフトウェアの保護がより重要
になる。同社は機械の不正操作、生産データやソフトウェアの盗難・複製を防ぐための技術を開発してお
り、「Plattform Industrie 4.0」、「SmartFactoryKL」、「IUNO」といったインダストリー4.0 の組織とも緊密に連
携。ソースコード、機械コード、機械の設定データなどを保護する「CodeMeter」を提供する。
「インダストリー4.0 の草分け」と称される FORCAM 社（売上高 約 600 万ユーロ）は 15 年以上前に、「IT
技術を活用した製造業の生産性向上」のビジョン描き、製造ソフトウェアを開発。最初の顧客はメルセデス
ベンツ／ダイムラーで、その後、アウディ、BMW、MTU エアロ・エンジンズ、ハイデルベルク、ヒルティなど
もユーザーとなった。

■ オートメーション／インターフェース分野
世界 61 ヵ国に子会社を擁し、176 ヵ国の顧客を持つフエスト（Festo）（売上高 27.4 億ユーロ）は次世代オ
ートメーション技術の開発を行っている。売上高の約 8％を研究開発に投資しており、エネルギー効率と
インダストリー4.0 に特に注力。「Plattform Industrie 4.0」の中核メンバーで、「Smart FactoryKL」にも加盟
している（詳細は 101 ページ参照）。
産業用接続機器の有力サプライヤー、フエニックス・コンタクト（Phoenix Contact）（売上高 19.7 億ユーロ）
は「Plattform Industrie 4.0」、「It’s OWL」、「SmartFactoryKL」、「Zukunftsallianz Maschinenbau」、「IUNO」
など数多くのインダストリー4.0 の組織に参加。顧客やパートナー企業と共同で、インダストリー4.0 時代の
コンポーネント、システム、ソリューションを開発している（詳細は 103 ページ参照）。
産業用センサーの世界的なメーカー、ジック（Sick）（売上高 13.6 億ユーロ）はデジタル化のチャンスを早
期に見いだし、センサー技術を「スマートファクトリーにおけるビックデータのサプライヤー」と位置付ける。
研究開発費が売上高に占める割合が 10％と大きい。同社はインダストリー4.0 に関連したデータルーム
の組織「Industrial Data Space」の中核メンバーでもある（詳細は 105 ページ参照）。
4 代目の同族企業であるバルーフ（Balluff）（売上高 3.8 億ユーロ）も産業用センサーの有力メーカーで、
世界各地に 68 の販売拠点と 9 の製造拠点を持つ。過去 3 年間で売上高が 19％伸びており、年平均成
長率は 6.4％。過去 5 年間で 1,000 人以上を新たに雇用し、2016 年末の従業員数は 3,263 人。「インダス
トリー4.0 のペースメーカー」として研究開発を重視しており、売上高の 13.7％を研究開発に投資してい
る。
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ノルトライン＝ヴェストファーレン州 OWL 地方には、ワゴ、ワイドミュラー、ベッコフ、ハーティング、KEB、
Lenze などオートメーション／インターフェース技術の「隠れたチャンピオン企業」が集まっており、インダス
トリー4.0 の産業クラスターを形成する（59～61、108～116 ページ参照）。売上高が 5～10 億ユーロの同族
企業が中心だが、電気接続技術で 75％の世界シェアを持ち、産業オートメーションのグローバルスタンダ
ードに与える影響は大きい。駆動技術とオートメーションのメーカー、Lenze は自社における従業員トレー
ニング、ソフトウェア開発、修理サービスに仮想現実（VR）技術を積極的に活用していることで知られる。
バーデン＝ヴュルテンベルク州に本社を置く、ピルツ（Pilz）（売上高 3.1 億ユーロ）もオートメーション技術
分野の企業で、特に安全技術（「安全なオートメーション」）で知られる。スマートファクトリーの実証・研究
プラットフォーム「SmartFactoryKL」のメンバーとして、インダストリー4.0 に積極的に取り組んでいる。

■ 産業用ロボット分野
クーカ（Kuka）（売上高 29.5 億ユーロ）は世界的な産業用ロボットとオートメーションのメーカーで、2017 年
以降、中国の美的集団の傘下にある。人間とロボットの協調のための安全なロボット・システム、自律ナビ
ゲーションロボットなど、インダストリー4.0 の技術・ソリューションを提供する。また、ロボットとオートメーショ
ンのメーカーから、クラウドやソフトウェアも手掛けるテクノロジー企業への転換をはかっている。エコシス
テムの構築に力を注いでおり、情報通信技術分野の企業と積極的に戦略的提携を結んでいる（詳細は
97～100 ページ参照）。
120 年の歴史を持つ機械メーカーDürr（売上高 35.7 億ユーロ）は塗装装置、ロボット、計測技術、排気浄
化装置、木工機械の 5 つの事業分野を手掛ける。2015 年 12 月にソフトウェア企業 Itac を買収し、製造業
のデジタル化に本格的に参入。Itac 社は 1998 年にボッシュ社のエンジニアが設立したソフトウェア企業で、
製造プロセスのデジタル化に長年の経験を持つ。Dürr は自社の工場を全てインダストリー4.0 仕様にする
だけではなく、スマートファクトリーの有力サプライヤーになることを目標とする。2017 年 4 月には、ドイツで
2 番目に大きいソフトウェア企業 Software AG と IoT／インダストリー4.0 分野における戦略的提携を発表。
同社の新しいクラウドベースの IoT プラットフォームには、子会社 Itac と Software AG の両方の技術が含ま
れている。
Schunk（売上高 11.4 億ユーロ）は産業用ロボットなどに用いる、つかみ装置や締付け装置のメーカーで、
サービスロボット（サービス業で使用されるロボット）の推進者としても知られる。2016 年、人間とロボットの
協調に適した、つかみ装置「Co-act JL1」を開発。同製品は 2017 年のハノーファー・メッセにて、著名なイ
ノベーション賞「Hermes Award」を受賞して注目を集めた。同社はブランド力の向上にも力を入れており、
サッカーのドイツ代表チームで長年、ゴールキーパーを務めたイェンス・レーマン氏がブランド大使を務め
る。つかみ装置は本来、無味乾燥な製品であるが、有名なゴールキーパーを起用することで、「正確につ
かみ、しっかりとキープする」という製品イメージが伝えられる。

■ 機械分野
機械はドイツの主要産業で、機械メーカーはインダストリー4.0 の恩恵を最も受ける業種とされる。最終製
品のメーカーが生産するのに必要な機械をつくっているため、機械のデータを活用した予知保全などイ
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ンダストリー4.0 のビジネスモデルを作りやすい。機械業界では両極化の傾向があり、「様子見」の企業が
多い一方で、一部の企業ではインダストリー4.0 をすでに広範囲で活用している。下記にインダストリー4.0
に積極的な企業の例を紹介する。
工作機械・レーザー装置メーカーのトルンプ（Trumpf）（売上高 28.1 億ユーロ）は、2011 年の当初からドイ
ツ政府の戦略プロジェクト「インダストリー4.0」に参与しており、機械業界におけるインダストリー4.0 の先駆
者。5 年以内に自社の生産システムの完全デジタル化を目指す。米国のシカゴにはインダストリー4.0 の
実演工場を新設する。顧客にはスマートファクトリーのソリューション「TruConnect」を提供している。例え
ば、同社の 3D プリント装置はインダストリー4.0 に対応しており、付加製造プロセスの様々な状況パラメー
ターを監視・分析・遠隔操作できるようになっている。2015 年に設立した子会社 Axoom はインダストリー
4.0 のプラットフォームを提供する。2016 年にはベンチャーキャピタル会社 Trumpf Venture GmbH を設立
し、今後 5 年間で 4000 万ユーロを「未来の製造業」を形成する新興企業に投資する予定。
自動車部品・機械メーカーのシェフラーグループ（Schaeffler）（133 億ユーロ）は 2016 年に「デジタル化攻
勢」をスタート。自動車もモノのインターネット（IoT）の一部とみなし、「未来のモビリティ」のために（データ
分析、アプリ開発など）デジタルの専門家 600 人を今後数年間で採用すると発表。2016 年 10 月にはデー
タ分析分野で IBM と戦略的提携を結んだ。また、DMG Mori（DMG 森精機）と共同で「Werkzeugmaschine
4.0（工作機械 4.0）」のプロジェクトを進め、従来の技術をデジタル化した新しいコンポーネントと結びつ
ける試みをしている。このプロジェクトは 2017 年 2 月、独業界誌 MaschinenMarkt（機械市場）による「Best
of Industry Award」のインダストリー4.0 部門で 1 位になる。2017 年のハノーファー・メッセでは、センサー
の付いた製品や（状況監視など）デジタル化のサービスを全てまとめた総合システム「Schaeffler Smart
Ecosystem 4.0（シェフラー・スマート・エコシステム 4.0）」を展示した。
農業機械メーカーのクラース（Claas）（売上高 36.3 億ユーロ）は It’s OWL の中核メンバーで、農業機械
のデジタル化を進めている。収穫機が農作物の成熟レベルや土質など収穫時の条件に自動的に適応す
る「環境検知システム」を開発している。また、収穫・輸送・貯蔵などの各工程や（メーカー、農場主、農作
業受託者などの）関係者をネットワークで結んで、プロセスを最適化するソリューションにも取り組んでい
る。
GEA グループ（売上高 44.9 億ユーロ）はプロセス技術と機械装置の開発に重点を置くテクノロジー企業
で、食品加工産業において世界有数のサプライヤー。その他、乳業や石油化学など幅広いプロセス産業
向けの製造システムを手掛ける。インダストリー4.0 に向けたプロセス産業のデジタル化に取り組んでおり、
2015 年に SAP と提携。GEA の機械・エンジニアリングのノウハウと SAP のクラウド技術を組み合わせ、機
械の予知保全や状況監視を改善することが目的。2017 年 1 月には医薬品産業のデジタル化を推進する
ために、シーメンスとの提携を発表。GEA の連続製造技術をシーメンスのオートメーションシステムやソフ
トウェアと統合するという。
ヴィッテンシュタイン（Wittenstein）（売上高 3.0 億ユーロ）は遊星歯車、ギアリング、電気機械的な駆動シ
ステム、AC サーボシステムやモータのメーカーで、同社の製品はロボットや機械メーカーなどで使用され
ている。電気機械的な駆動技術のイノベーターとして、インダストリー4.0 にも積極的に取り組んでいる。
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「Plattform Industrie 4.0」、「It’s OWL」、「SmartFactoryKL」などの組織にも加盟。バーデン＝ヴュルテン
ベルク州 Fellbach の工場では、生産の柔軟性と効率を向上するためにインダストリー4.0 の原理を段階的
に取り入れている。自社の生産システムの最適化とともに、インダストリー4.0 対応の製品の開発にも重点
を置く。2017 年 3 月、独ソフトウェア企業 Baramundi Software（従業員数 140 人）を買収。駆動・計測技術
の製品・ソリューションのネットワーク化への対応など、製造業のデジタル化に向けて戦略的に重要な専
門技術・ノウハウを得ることが狙い。
機械メーカーのフォイト（Voith）（売上高 42.5 億ユーロ）はエネルギー、石油・ガス、製紙、原料、輸送・自
動車の 5 つの市場に装置、製品、サービスを提供している。同族企業で、創業者の子孫が 100％所有す
る。製造業のデジタル化に向けて、2016 年に新事業部「Voith Digital Solutions（デジタル・ソリューション）」
を設立。現在、この新事業部には 1,500 人の従業員が所属する。すでに参入している 5 つの市場や新た
に開拓する市場向けにデジタル化のソリューションを開発・提供することが目的。デジタル戦略を促進す
るために、2017 年 5 月、独デジタルサービス企業 Ray Sono に 60％資本参加。Ray Sono 社（売上高 1880
万ユーロ、従業員数 200 人）は 1992 年の設立で、オーストリア航空、BMW、MAN、ドイツ鉄道、マクドナル
ドなどの顧客を持つ。両社は共同で製造業のデジタル化のソリューションを開発する。機械や装置の仮想
化、既存のデジタル・アプリケーションの改善に重点を置く。フォイトは「パイロット・カスタマー（試験台）」と
しての役割も担うという。

■ 自動車分野
フォルクスワーゲングループに属するアウディは付加製造（3D プリント）に積極的で、2017 年 1 月、本社所
在地のインゴルシュタットに付加製造（3D プリント）の研究教育センターを新設した。付加製造の材料や
生産過程の経験を積むことが目的（49 ページ参照）。また、同社は従来の（流れ作業の）ライン生産方式
からモジュール組立方式に移行すべく、新しい生産コンセプトに取り組んでいる。将来的にカスタム化が
進み、製造する自動車のバリエーションが急速に増えることを見越した取り組みである。
フォルクスワーゲンは「Plattform Industrie 4.0」や「Industrial Data Space」などのインダストリー4.0 の組織
に参加している。同社は「透明なプロトタイプ」というプロジェクトを推進し、（インダストリー4.0 のベースを
成す）RFID 技術の利用を自社内に留まらず、サプライチェーンにも拡大した。サプライヤーが納品する部
品に RF タグが付いていると、その部品をプロトタイプの自動車に組み込んだ後も、個々の部品の情報・デ
ータを自動的に直ぐに取得することができる。現在、250 社以上のサプライヤーが RF タグ付きの部品を納
品しているという。
BMW は 2017 年 6 月、ミュンヘンの工場内にインダストリー4.0 時代に即した、新しいペイントショップ（塗
装装置）を開設。インテリジェントにネットワーク化したシステムで、生産フローの柔軟性を高め、変動する
バッチサイズにも適合でき、保全と品質保証の自動化を可能にする。完全自動化した品質保証を塗装工
場で初めて採用し、ロボットが車体の全表面を走査（スキャン）する。人間の目では見えない欠陥まで検
知することが可能という。データ分析により、塗装プロセスを最適化することもできる。また、米国やドイツの
一部の工場では協調ロボットを導入しており、人間とロボットが隣り合わせに作業している。例えば、同社
の Landshut 工場ではクランクケースの品質検査のために協調ロボットシステムを取り入れている（42 ペー
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ジ参照）。
ダイムラーでは、メルセデス・ベンツの生産拠点を 4 つのグローバル・ネットワークに組織し、柔軟性のある
生産を可能にしている。

■ その他の分野
鉄鋼・工業製品メーカーのティッセンクルップ（thyssenkrupp）は、ビックデータを他の企業と安全に取り交
わすためのシステム「Industrial Data Space」の中心的存在（56 ページ参照）。2017 年 1 月、同社はこのシ
ステムの最初の活用事例を発表した。アルゴリズムが同社に搬出入するトラックの位置や交通・地図デー
タから到着の遅れを予測し、それに合わせて新たな搬出入の時間帯をトラックの運転手に（スマートフォン
のアプリを介して）自動的に提案・伝達する。
高級白物家電メーカーのミーレ（Miele）は「It’s OWL」に加盟しており、その枠組みの中でスマートグリッド
に対応した白物家電や一般世帯用のエネルギー管理システムを開発している。白物家電の製造におけ
るインダストリー4.0 の活用にも積極的で、研究機関との様々なパイロットプロジェクトに参加している。
2017 年 3 月にはフラウンホーファー研究所と共同で、拡張現実（AR）を用いて従業員が組立作業を容易
に学べるシステム「Smart Assembly Trainer（スマート・アセンブリ・トレーナー）」を開発した。AR 技術により
組立工程の全ステップの図や動画を直接、作業台に投影する。インダストリー4.0 時代には「バッチサイズ
1」など作業員にも柔軟で複雑な仕事が要求され、未熟な労働者でもすぐに習得できるシステムが必要と
判断した。
2014 年 12 月設立の Pro Glove 社は産業用ウェアラブル端末に特化。エンジニアやイノベーション・コンサ
ルトの 4 人がインテル社の「Make It Wearable」コンペティションで 3 位に入り、150,000 ドルの賞金を獲得
した後に設立した会社である。2016 年には Intel Capital、GettyLAB、Bayern Kapital が計 220 万ドルを投
資。最初の製品は製造や物流で使用できるインテリジェントな手袋「Mark」。この「手袋」にはセンサーが
付いており、親指を握ると、手の甲に付いているバーコード読取り器が作動するようになっている。両手が
自由に使えるため（ハンドフリー）、通常のスキャナーよりも素早く走査（スキャン）することができる。BMW、
アウディ、フエストなどが物流分野で使用している。
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5.2. ボッシュ（Bosch）
5.2.1. 企業概要・データ
■ 自動車部品・電動工具のメーカーから
IoT の有力サプライヤーへ
ボッシュは自動車部品や電動工具のメーカーとして世界的に知られるが、同社は創業以来かつてない変
革の渦中にあり、IoT の有力サプライヤーとなることを目指している。IoT の実現とモビリティの電動化を中
心に、数十億ユーロにのぼる先行投資を行っている。
“ボッシュ・グループは、自社の製造実行システムや IoT ソフトウェアを幅広く統合的に活用しており、
私はリードユーザーとみています。
また、製造実行システムや IoT ソフトウェアの有力サプライヤーでもあります”
（カールスルーエ工科大学 Gisela Lanza 教授）

ボッシュ・グループの 2016 年度の売上高は 731 億ユーロで、前年比 3.5％増。為替調整後の成長率は
5.4％。同年度の研究開発費は約 66 億ユーロで、研究開発集約度は 9％と高いレベルにある。2015 年度
以降、売上高、従業員数、研究開発費が大幅に増加した（表 10）。
現在、モビリティ・ソリューションズ、産業機器テクノロジー、消費財、エネルギー・建築関連テクノロジーの
4 事業セクター制で運営している。ボッシュ・グループは、ロバート・ボッシュ GmbH と世界約 60 ヵ国にあ
る子会社 450 社余りで構成されており、販売・サービス代理店も含めると、世界の約 150 ヵ国で事業展
開する。世界の 120 の拠点で、全従業員の 15％に当たる 5 万 9 千人が研究開発に携わっている。ドイツ
で 3 番目に研究開発費の大きい企業で、欧州特許の出願件数もドイツ企業で 2 番目に多い。
ボッシュの起源は、1886 年にロバート･ボッシュがシュトゥットガルトに設立した「精密機械と電気技術作業
場」に遡る。ロバート・ボッシュ GmbH の株式の 92％をロバート・ボッシュ財団が保有する。残りの株式は創
業家であるボッシュ一族とロバート・ボッシュ GmbH が所有。ドイツで 3 番目に大きい（株式非公開の）同族
企業で、長期的視野に立った経営を行い、将来の成長のための先行投資を積極的に行うことができる。
表 9： ボッシュ・グループの企業概要

Bosch グループ
売上高
従業員数
設立年

731 億ユーロ （2016 年度）
390,000 人 （2016 年 12 月 31 日）
1886 年
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本社所在地

Gerlingen （バーデン＝ヴュルテンベルク州シュトゥットガルト近郊）
4 事業セクター制

事業内容

•

モビリティ・ソリューションズ（自動車機器）

•

産業機器テクノロジー（ドライブ＆コントロール技術）

•

消費財（電動工具、白物家電）

•

エネルギー・建築関連テクノロジー（セキュリティーシステム、サーモテクノロジー、スマー
トホーム）

国際展開

資本構成

研究開発

•

ドイツ国外の売上高比率： 80％

•

世界約 60 ヵ国に子会社がある

•

販売・サービス代理店も加えると、世界 150 ヵ国で事業展開

•

ロバート・ボッシュ財団： 92％

•

ボッシュ家： ７％

•

ロバート・ボッシュ GmbH： １％

•

研究開発費： 66 億ユーロ

•

研究開発集約度： 9.0％

•

研究開発拠点： 世界各地に 120 拠点

•

研究開発分野の従業員数： 59,000 人（全従業員の 15％）

表 10： ボッシュ・グループの基礎データ
2012年
売上高（億ユーロ）
従業員数（人）
研究開発費（億ユーロ）
研究開発集約度
税引後利益（億ユーロ）

2013年

2014年

2015年

2016年

447

461

490

706

731

272,830

281,381

290,183

374,778

390,000

44

45

50

64

66

9.9%

9.9%

10.1%

9.0%

9.0%

23

13

26

35

24

5.2.2. インダストリー4.0／IoT 戦略
■ 3S 戦略（センサー、ソフトウェア、サービス） ＋ クラウド
ボッシュ・グループは IoT を中核に据えた世界的なリーディングカンパニーになることを目指す。「スマート
ホーム」、「スマートシティ」、「コネクテッドモビリティ」、「インダストリー4.0」の 4 つの IoT 分野でソリューショ
ンを提供している。また、センサー技術（Sensor）、ソフトウェア（Software）、サービス（Service）からなる「3S
戦略」を取る。独自の IoT クラウドも運営しており、IoT サービスをワンストップで提供できる数少ない企業と
いえる。すでに、同社の製品カテゴリーの 4 割以上がインターネット接続に対応しているという。
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•

【センサー技術】 ボッシュは MEMS センサー分野の世界首位企業

•

【 ソ フ ト ウ ェ ア 】 ボ ッ シ ュ ・ グ ル ー プ の ソ フ ト ウ ェ ア ・ シ ス テ ム ハ ウ ス で あ る Bosch Software
Innovations が IoT 関連のソフトウェアやシステムソルーションを提供する。Bosch Software
Innovations はドイツ、ブルガリア、シンガポール、中国、日本、米国に拠点を持ち、世界全体の従
業員数は約 650 人。独自の IoT プラットフォーム「Bosch IoT Suite」がベースで、ひとつのプラット
フォーム上で機器、アプリケーション、企業、パートナーの相互交流を可能にする。モビリティ、エ
ネルギー、製造業、ビルディングの 4 分野に重点を置く。

•

【サービス】 IoT を活用した付加価値サービスを提供する。例えば、2017 年初頭より「Secure
Truck Parking（安全なトラックの駐車）」サービスを運営している。運送業者やトラック運転手が空
いている、高速道路沿いの安全な駐車場をオンラインで検索し、予約できるシステムである。

•

【クラウド】 インフラ（IaaS）、プラットフォーム（PaaS）、ソフトウェア（SaaS）の 3 層から成る、独自のク
ラウド「Bosch IoT Cloud」を運営する。プラットフォーム層には、「Bosch IoT Suite」のクラウドサー
ビスが含まれている。最上層ではアプリケーションとして、モビリティ、製造業、ビルディング＆スマ
ートホーム、エネルギー、スマートシティ分野の IoT ソルーションを提供している。

（出所： ボッシュ・グループ）

•

【インダストリー4.0】 子会社の Bosch Rexroth がインダストリー4.0 を推進している。駆動・制御技
術の有力サプライヤーの同社は、製造工場、エンジニアリング、ファクトリーオートメーション、再
生可能エネルギー分野に豊富な経験を持つ。自社の技術を全てインダストリー4.0 対応にするこ
とが目標。自らユーザーとして自社工場における数多くのパイロットプロジェクトを通して、インダ
ストリー4.0 のさらなる活用方法を探っている。駆動・制御技術の全分野でインターネット接続対応
の製品を自ら使用して、ユーザーとしての経験を積み重ねる。ユーザーとして培ったノウハウを基
に、今度はサプライヤーとして顧客にソルーションを提供するという。
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例えば、インダストリー4.0 の代表的な活用事例である予知保全のサービスパケット「オンライン診
断ネットワーク(ODiN)」を提供している。多数のセンサーを用いて大規模工場の運転データを把
握し、（Bosch IoT Cloud などの）クラウドに伝送。機械学習のアルゴリズムの入ったソフトウェアが
データを分析し、故障して停止する前に消耗を探知する。金属、製紙、製糖産業の顧客企業に
おけるパイロットプロジェクトで、故障の予測確立が 95％以上になったという。
ボッシュ社は人間と機械の協調にも力を入れており、協調ロボットシステム「APAS assistant」や
「APAS inspector」を開発。APAS inspector は品質検査のためのロボットで、作業員がどの程度の
誤差ならば許容範囲なのか教えると、人工知能を用いて選り分けのパターンを学習し、その後は
ロボット自らが品質検査を行えるようになる。
ドイツ南西部のホンブルクにある同社の工場では、市場のニーズに適切に対応するために「柔軟
な生産システム」を実現している。2,000 個のコンポーネントから 200 種類の（トラックやトラクターに
使う）油圧モジュールを生産することが可能という。加工中の製品に RFID タグが付いており、その
製品をどのように組み立てるのか、どの作業工程が必要なのかすぐに分かるようになっている。各
作業員の教育レベルや母国語に合わせて、必要な作業工程が写真・動画でモニターに自動的
に表示される。
ボッシュは 2020 年までに、インダストリー4.0 のソリューションを介して、10 億ユーロのコスト削減と
10 億ユーロの追加の売上を期待している。
表 11： ボッシュ・グループの IoT 戦略

ボッシュ・グループの IoT 戦略
目標

IoT を中核に据えた世界的なリーディングカンパニーになること
•

【3S 戦略 ＋ クラウド】 センサー技術（MEMS センサー）、ソフトウェア(Bosch
IoT Suite)、サービス、クラウド（Bosch IoT Cloud）をワンストップで提供

IoT 戦略の主軸

•

【サプライヤーとユーザーの 2 重の役割】 インダストリー4.0 向けのソルーショ
ンを開発・提供するだけではなく、自社の製造拠点でも積極的に活用

IoT のソルーション

•

スマートホーム

•

スマートシティ

•

コネクテッド・モビリティ（自動車）

•

インダストリー4.0

•

【Bosch Rexroth】 駆動・制御技術の有力サプライヤーで、スマートファクトリ
ー（インダストリー4.0）のソルーションに取り組んでいる

IoT 分野の主要子会社

•

【Bosch Software Innovations】 ボッシュ・グループのソフトウェア・システムハ
ウスで、IoT のソフトウェア・システムソルーションを手掛ける。PaaS として
「Bosch IoT Suite」を提供している

その他

•

同社の製品カテゴリーの 4 割以上がすでにインターネット接続に対応している
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従業員の起業家精神を奨励している。Bosch Start-up GmbH を設立し、同社
の研究者が実業家として成功できるよう支援

5.2.3. 最近の動向
■ 「ボッシュ人工知能センター」が 2017 年に始動
ボッシュが新設した人工知能センター（Bosch Center for Artificial Intelligence（BCAI））が 2017 年 1 月、
活動を開始。同センターは、インド（バンガロール）、米国（パロアルト）、ドイツ（レニンゲン）の 3 拠点で、
合わせて約 100 名の従業員でスタートする。2021 年までに 3 億ユーロをセンターの拡大に投資し、従業
員数も数倍以上に増やす計画という。同センターの目的は人工知能分野の専門知識を増強すること。同
社は今後 5 年以内に人工知能を搭載した製品が売上高の 10％を占めるようになり、10 年後には全ての
製品が（製品自体が人工知能を搭載している、もしくは開発・製造の段階で人工知能が重要な役割を果
たすなど）何らかの形で人工知能に依存していると予想する。
【深層学習技術を強化】
2017 年 4 月、ボッシュ・グループは深層学習の研究でアムステルダム大学と提携すると発表。今後 4 年間
で 300 万ユーロを投資し、博士課程の学生 10 人の研究を支援する。学生らはドイツ・レニンゲンに設立し
た「ボッシュ人工知能センター」の研究者と緊密に協力し合う。同社の従業員もアムステルダム大学に派
遣し、共同で学術プロジェクトを進める。

■ IBM とクラウド分野で提携
ボッシュは 100％自社のクラウドを構築するとしていたが、2017 年 2 月に米 IBM と提携すると発表した。
IBM のクラウド・プラットフォーム Bluemix や Watson IoT 上でも「Bosch IoT Suite」のサービスを提供する。
それにより、百万台のインターネット接続されている IoT 機器のソフトウェアアップデートが効率的にできる
ようになるという。

■ 次の発展段階「IoT のパーソナル化」に注力
同社は「IoT のパーソナル化」が IoT の次の発展段階とみており、人工知能を用いてモノを「賢いアシスタ
ント」にする試みをしている。2017 年 1 月にラスベガスで開催されたコンシューマー・エレクトロニクス・ショ
ー（CES）で、IoT のパーソナル化に向けて下記の 3 つの製品を展示した。

Prudentia 独インダストリー4.0／IoT 動向レポート ■ Part 2

82

•

主要企業の動向

【家庭用ロボット Kuri】 Kuri の開発に当たって、パ
ーソナル化（人と交流する能力）を重視したという。
（右図の出所： ボッシュ）

•

【キッチン・アシスタント Mykie】 スマートキッチン
に対応するアシスタントで、例えば冷蔵庫の中身を
チェックして買い物リストを自動的に作成したり、調
理を助けたりする。

•

【コンセプトカー】 ジェスチャー操作や触覚による
応答が搭載されており、パーソナルアシスタントとし
ての「車」の将来性を見据えた。

•

【協調ロボット】 ボッシュはインダストリー4.0（ネットワーク化された生産システム）においても、アシ
スタント機能が重要な役割を果たすとみている。同社の協調ロボット APAS（Automatic Production
Assistant）は作業員に代わって、危険で単調で負荷の高い作業を引き受け、人間と協力して作
業するよう設計されている。APAS はセンサースキンを備えており、人間の接近を検知すると直ち
に停止する。

■ 旧型機を後付けでインダストリー4.0 対応
ボッシュは旧型の機械を後付けでインダストリー4.0 対応にするための IoT ゲートウェイを提供している。旧
型の機械にセンサー、ソフトウェア、IoT 対応の産業用制御システムを追加することで、ネットワークに接続
できるようにする。このレトロフィットの処置により、古い機械のユーザーでも（新し機械を購入することなし
に）状況監視・予知保全などインダストリー4.0 のメリットが得られるようになる。
【レトロフィットの大きな市場規模】
インダストリー4.0 の前提条件は、機械がセンサー、ソフトウェア、IT システムへの接続機能を備えているこ
とである。しかし、ドイツだけでもネットワーク化・デジタル化に対応できない旧式の機械が数千万台も使わ
れている。ボッシュによると、ドイツにおけるレトロフィットの市場規模は数億ユーロに達する。一度購入し
た機械は数十年間、使用することが多いため、後付けでインダストリー4.0 対応にするレトロフィットの需要
が大きい。
【自社の旧式機械もレトロフィット】
自社の IoT ゲートウェイを用いて、製品年齢 129 歳の古い旋盤をインダストリー4.0 対応にし、状況監視を
可能にした。この旋盤は創業者のロバート・ボッシュが 19 世紀末に使用していたという。最古の機械であ
っても、IoT ゲートウェイを介してネットワーク化できることをデモンストレーションした（この 19 世紀の旋盤を
実際に生産に使用するわけではない）。
ドイツ西部のホンブルクにあるボッシュ工場では、IoT ゲートウェイを用いて油圧弁試験リグをネットワーク
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に接続。このレトロフィット措置への投資は 18 ヶ月後には回収できたという。同社では、残りの 22 台の試験
リグや他の機械もレトロフィットしていく予定。

■ IoT の広報サイト「Connected World」スタート
2017 年 1 月に開催されたコンシューマー・エレクトロニクス・ショー（CES）に際して、ボッシュ・グループ全
体の IoT 関連コンテンツを一堂に集めたウェブサイト「Connected World（https://iot.bosch.com/）」を立ち
上げた。ジャーナリスト、オピニオンリーダー、周囲に影響力を持つインフルエンサー、IoT に関心のある
最終顧客の利用を想定している。全製品のカタログを「Connected World」にリンクし、サイトを訪問した潜
在顧客が IoT に関するストーリー（IoT によって可能になること）を読みながら、数クリックで製品やサービス
にアクセスできるようにする。外部の識者やソートリーダー（ある特定の分野において権威のある個人）の
寄稿も掲載する。IoT に伴う課題（問題点）についても率直にディスカッションするが、IoT がもたらすメリッ
トやその潜在性を強調する場にするという。

■ IoT の企業イベント 「Bosch ConnectedWorld」開催
ボッシュグループの IoT コンファレンス「ボッシュ コネクテッド・ワールド」が 2017 年 3 月、ベルリンにて開
催。同社の管理職、顧客、パートナー、ソートリーダー、開発者、専門家など 2,500 人以上が参加し、IoT
の動向、製品・サービス・ソリューション、ベストプラクティスについて議論した。130 人以上の講演者が
様々な視点から、製造業、モビリティ、シティー、ホーム、ビル、農業分野の IoT プロジェクトを紹介。5,500
m²の展示スペースには IoT のソリューションが展示された。
並行して行われたイベント「Bosch ConnectedExperience」には 500 人以上のソフトウェア・ハードウェア開
発者、製品設計者、製品マネージャーらが参加し、4 つの「IoT ハッカソン」が行われた。（※ 「ハッカソン」
とはハッキングとマラソンを組み合わせた造語で、ソフトウェア分野の開発者、プログラマーなどがマラソン
のように数時間から数日間の与えられた時間を徹してプログラミングに没頭し、アイデアや成果を競い合う
開発イベントのこと） ボッシュや同社のエコシステムのパートナーのハードウェアやソフトウェア製品を用
いて、「モビリティ（自動車）」、「製造業」、「ビル＆シティ」、「自由課題」の分野で IoT アプリケーションを
48 時間以内に創出するのが課題。製造業分野のハッカソンでは、IoT ゲートウェイを用いた具体的な活
用事例に重点が置かれた。

■ 新しい半導体工場に 10 億ユーロ投資
ボッシュグループは 2017 年 6 月、10 億ユーロを投資してドイツ東部ザクセン州のドレスデンに 300mm ウ
ェハ対応の半導体工場を新設することを発表。同グループの 130 年の歴史の中で最大規模の投資という。
会計・コンサルティング会社 PwC によると、半導体の世界市場は毎年 5％以上拡大しており、特にモビリ
ティーとモノのインターネット（IoT）分野が大きく成長する見通し。ドレスデンは「シリコン・ザクセン」と呼ば
れる（欧州唯一の）マイクロエレクトロニクスの産業クラスターとして知られる。また、ドイツ経済エネルギー
省はドレスデンを「デジタル・ハブ」に指定して、IoT のエコシステムを構築すべく助成している（14 ページ
参照）。
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5.3. SAP
5.3.1. 企業概要・データ
■ 欧州最大のソフトウェア企業
SAP SE はバーデン＝ヴュルテンベルク州のヴァルドルフに本社を置く、欧州最大のソフトウェア企業。
1972 年に IBM ドイツ法人を退社した 5 人のエンジニアによって設立された。売上高ではマイクロソフト、
オラクル、IBM に続いて世界 4 位。特に大企業向けのエンタープライズソフトウェア市場において圧倒的
なシェアを誇り、企業の基幹システムである ERP 分野では世界首位。世界 190 ヵ国に 345,000 社の顧客
を抱え、フォーブズ・グローバル 2000 にランクインしている大企業の 87％が SAP のユーザー。中堅・中小
企業をターゲットとした製品も提供しており、同社の顧客の 8 割は中堅・中小企業である。
2016 年度の売上高は前年比 7％増の 221 億ユーロ。クラウド分野では前年比 31％増の 30 億ユーロと、
クラウド事業が成長をけん引している。世界全体の従業員数は 84,200 人で、その中の 18,900 人はソフト
ウェアの開発に従事する。150 ヵ国の従業員が在籍しており、ドイツ本社に限っても 100 余りの異なる国籍
の従業員が勤務している。世界 13 ヵ国に研究所（SAP Lab）を持つ。近年、異業種を含めた他社との協業
が目立ち、提携先にはアップル、グーグル、IBM、マイクロソフトなど IT 企業の他、シーメンス、ボッシュ、
米 UPS など異業種の企業も含まれる。
同社の株式はドイツの主要 30 銘柄（DAX）に含まれ、主にフランクフルトとニューヨークの証券取引所で
取引されている（浮動株の比率は 78％）。
SAP HANA を中核製品に位置付けており、SAP HANA 上での利用を前提としたアプリケーション SAP
S/4HANA や SAP BW/4HANA などを提供する。IoT やインダストリー4.0 時代に即した、情報・データ分析
分野を強化している。また、オンプレミス製品依存からの脱却を目指し、クラウドサービスも積極的に展開
する。
【主な製品】
•

SAP S/4HANA： SAP の第 4 世代の ERP 製品で、リアルタイムで経営情報を一元管理することが
可能

•

SAP BW/4HANA： データウェアハウス（DWH）ソフトウェアで、IoT から転送された時系列のデー
タをリアルタイムに処理することを念頭において設計された

•

SAP HANA： インメモリーデータベース製品で、複数の業務アプリケーションにまたがるデータを
1 つのプラットフォームでリアルタイムに処理するために開発された

•

SAP Cloud Platform： クラウドベースのアプリケーション開発プラットフォームで、旧称は SAP
HANA Cloud Platform
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表 12： SAP の企業概要

SAP SE
売上高
従業員数
設立年
本社所在地
事業内容

国際展開

資本構成

研究開発

221 億ユーロ （2016 年度）
84,183 人 （2016 年 12 月 31 日）
1972 年
Walldorf （バーデン＝ヴュルテンベルク州マンハイム近郊）
•

ビジネス向けソフトウェア、クラウドサービス、コンサルティング

•

ドイツ国外の売上高比率： 87％

•

世界 150 ヵ国の従業員が働く

•

世界 190 ヵ国の顧客を持つ

•

浮動株： 78％

•

創業者（Hasso Plattner 氏、Dietmar Hopp 氏、Klaus Tschira 氏の相続人）： 19％

•

自社： 3％

•

研究開発費： 30 億ユーロ （2016 年）

•

研究開発集約度： 14％ （2016 年）

•

研究開発拠点： 世界全体に 140 拠点

•

研究開発分野の従業員数： 20,938 人

表 13： SAP の基礎データ
売上高
（億ユーロ）

従業員数（人）

研究開発費
（億ユーロ）

研究開発集約度

税引後利益
（億ユーロ）

2011年

142

55,765

19

13.6%

34

2012年

162

64,422

23

13.9%

28

2013年

168

66,572

23

13.6%

33

2014年

176

74,406

23

13.3%

33

2015年

208

76,986

28

13.7%

31

2016年

221

84,183

30

13.8%

36
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5.3.2. インダストリー4.0／IoT 戦略
■ 顧客企業のデジタル化を支援
SAP は顧客企業のデジタルトランスフォーメーションを支援することで、「より良い世界」のビジョンの実現
を目指す。ドイツ政府の国家プロジェクト「インダストリー4.0」にも当初から参画しており、同社の最高技術
責任者（CTO）である Bernd Leukert 氏は現在、推進組織 Plattform Industrie 4.0 のトップを務める。

■ IoT 関連製品を束ねた「SAP Leonardo」
SAP は 2016 年 9 月、IoT 事業に今後 5 年間で 20 億ユーロを投資する計画を発表している。2017 年 1
月、その一環として IoT の製品群「SAP Leonardo」を発表した。IoT の基盤ソフトやアプリケーションをまと
めたパッケージを提供し、様々な業種・業界の活用分野に対応する。SAP Leonardo は SAP HANA をプ
ラットフォームとし、IoT アプリケーション、IoT を展開するためのビジネスサービス、データを高速処理する
ための技術サービス、情報をデバイスレベルで処理するためのインテリジェントエッジなどが含まれる。

（出所： SAP）

SAP Leonardo は「Bridge」、「Foundation」、「for Edge Computing」の 3 層から構成される。Bridge の層で
は、機械・機器のリアルタイムの情報をビジネスプロセスに結びつける。Foundation の層は IoT のアプリケ
ーション構築を容易にするための「ビジネスサービス」と「技術サービス」を含み、同社のクラウド SAP
Cloud Platform 上で提供される。「for Edge Computing」では、データ変換、フィルタリング、ライブストリーミ
ング分析などのタスクを担う。
下記の活用分野における IoT アプリケーションを標準パッケージとして提供する。
•

【コネクテッドプロダクト】 あらゆる業界におけるスマート製品の設計、製造、納入

•

【コネクテッドアセット】 （生産施設・機械など）固定資産の生産・保全プロセスの自動化、監視、
分析
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【コネクテッドフリート】 （車両、ロボット、フォークリフト、自動運転車など）移動資産の物流管理の
可視化、サービスや安全性の向上

•

【コネクテッドインフラ】 （電力供給網など）インフラシステムの可視化、効率化、確実性の増加、リ
スク低減

•

【コネクテッドマーケット】 ユーザーや顧客の情報分析により、（使用者に合わせてカスタマイズし
た）新製品や新しいビジネスモデルの開発。デジタルアグリビジネス（農業）、スマートポート（港
湾）、スマートシティなどもコネクテッドマーケットに含まれる

•

【コネクテッドピープル】 個人のフィットネス・健康管理のほか、オフィス、生産現場、サービス業
における（拡張現実ウェアラブル端末などを利用した）従業員のサポート

SAP Leonardo の製品群には特に目新しい技術は含まれていない。既存の製品や予告済みの製品を整
理して、Leonardo のブランド名を付けて、売り込みやすいようにすることが目的とみられる。

■ IoT 分野で買収・提携を強化
IoT 分野では協業が盛んに行われているが、特に SAP は買収や提携に熱心である。下記に IoT 分野に
おける買収の例を幾つか挙げる。
•

2016 年 9 月、ビックデータに特化した新興企業 Altiscale（米国）を買収。手薄になっていた
Hadoop 4分野を強化し、顧客にワンストップで IoT サービスを提供できるようにする

•

2016 年 9 月、有力な IoT プラットフォームを持つ PLAT.ONE（イタリア）を買収し、自社の SAP
Cloud Platform に統合

•

2016 年 9 月、IoT データ分析ソフトを持つ Fedem Technology（ノルウェー）を買収。予知保全など
インダストリー4.0 分野のソリューションの構築に役立てる

下記に例を挙げる通り、SAP は IoT 分野で IT や異業種の企業と多岐にわたる協業を発表している。

4

•

インテル（米国）： IoT ゲートウェイ

•

アクセンチュア（米系コンサルティング会社）： 各業種・業界向けのソリューションの開発

•

T-System（ドイツテレコムの子会社）： クラウドベースの物流ソリューション

•

Google（米国）： クラウド、アプリケーション

•

華為技術（中国）： IoT／クラウドのソリューションの開発

Hadoop は大規模データの分散処理を支えるオープンソースのソフトウェアフレームワークで、買収した Altiscale 社も使用

している。SAP は Hadoop の重要性に気付くのが遅れ、この分野で出遅れていた。
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•

シーメンス（ドイツ）： クラウド

•

ボッシュ（ドイツ）： クラウド

•

GE デジタル（米ゼネラル・エレクトリック）： 製造業 IoT

•

GEA（ドイツ）： 予知保全・状況監視などのソリューション

•

UPS（米国）： 3D プリント（49～50 ページも参照のこと）

•

ドイツ連邦印刷会社（ドイツ）： IT セキュリティ

5.3.3. 最近の動向
■ クラウド事業の急成長
SAP は 1 月 24 日、2016 年初めに掲げた 2017 年度および 2020 年度の業績目標をともに上方修正した。
クラウド事業が引き続き大きく成長し、売上高全体をけん引する見通し。同社では、予測性の高い売上
（クラウドとソフトウェアサポートの売上の合計）の比率が 2020 年度には 70%～75%になると期待する。
クラウド事業の売上

総売上高

営業利益

（ユーロ）

（ユーロ）

（ユーロ）

2016 年度の業績

30 億

221 億

66 億

2017 年度の予想

38 億～40 億

232 億～236 億

68 億～70 億

2020 年度の目標

80 億～85 億

280 億～290 億

85 億～90 億

※ Non-IFRS、固定通貨換算ベース

■ IoT 導入を促進するプログラム
2017 年 1 月の「SAP Leonardo」の発表と同時に、IoT システムを短期間で導入できる「ジャンプスタート」
プログラムを用意した。このプログラムでは、顧客企業が IoT の活用事例をすぐに特定・検証できるよう、
SAP の各業界・分野に精通したコンサルタントが手助けする。キャンペーン価格を用意し、あるひとつのパ
イロットプロジェクトに必要なサービスと IoT ソリューションの初年度の利用を定額で提供する。IoT ソリュー
ションには、「SAP Connected Goods」、「SAP Vehicle Insights」、「SAP Predictive Maintenance and
Service」、「SAP Asset Intelligence Network」などが含まれている。サービスとともに主要ソリューションを定
額で利用できるため、IoT 導入にあたって予算を立てやすく、パイロットプロジェクトの範囲、期間、コストも
明確に定まるという。同プログラムは全世界で利用可能。コンサルティング、サービス、ソフトウェアをパッ
ケージ化して定額で提供することで、IoT 導入の敷居を下げる。
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2017 年 7 月、SAP Leonardo のグローバルイベント「SAP Leonardo Live」をフランクフルトで開催する。顧
客、パートナー、IoT の専門家 1,000 人が集う予定で、同社にとって初の大規模な IoT イベントとなる。

■ 新たな提携
•

【グーグル】 2017 年 3 月、米グーグルとのクラウド分野における提携を発表。インメモリデータベ
ースである SAP Cloud Platform を Google Cloud Platform 上で使えるようにする。また、SAP のア
プリケーションとグーグルの G-Suite も統合する予定。

•

【Ifm】 2017 年 4 月、ハノーファー・メッセにてセンサーやオートメーション技術のメーカーIfm（ドイ
ツ）と IoT 分野における協業を強化すると発表。Ifm グループは SAP Cloud Plattform と SAP
Leonardo をベースにセンサークラウドを開発した。センサークラウドとは、センサーの情報をクラウ
ド上のサーバーに送り、クラウド上で管理するシステムのこと。Ifm グループは今後、センサークラ
ウドを用いて独自の IoT アプリケーションを提供する。現在、センサーが生成するデータの 95％
が IT システムで利用不可能な状態にあるといい、インダストリー4.0 に向けて IT と OT
（Operational Technology）の融合が課題となっている。両社の IoT ソリューションはセンサーと
SAP Cloud Plattform や SAP システムとの安全なデータ交換を可能にし、機器のデータを直接、
ビジネスプロセスに活用できるようにする。

•

【三菱電機】 2017 年 4 月、ハノーファー・メッセにて三菱電機の「e-F@ctory Alliance」パートナー
プログラムに参加すると発表。両社はオートメーションのソリューションで協業する。三菱電機のオ
ートメーションソリューションを SAP Cloud Platform 上で稼動することが可能になり、SAP の IoT 機
能を利用し、オートメーションソリューションから事前に選択したデータを SAP Cloud Platform へ転
送することもできるようになる。e F@ctory ソリューションを拡張でき、製造業やプロセス産業向けの
付加価値の高い IoT サービスの基礎ができるという。また、両社は工場のデータの長期的な分析
を活用できるよう、（遠隔管理、生産状況・資産稼働率の監視、予知保全など）新たな IoT サービ
スも共同で開発する。

■ IoT 分野の起業家支援
SAP は IoT 分野の新興企業との協業にも力を入れており、2017 年 1 月、首都ベルリンに IoT 分野の起業
家を支援する「SAP IoT Startup Accelerator」を開設。IoT の新興企業が SAP の従業員や顧客と共同で、
IoT のソリューションの開発に取り組む。ベルリンはベンチャー企業が多い都市として知られる。
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5.4. シーメンス（Siemens）
5.4.1. 企業概要・データ
■ 幅広い分野を手掛けるテクノロジー企業
シーメンスは 165 年の歴史を持つ世界有数のテクノロジー企業で、本社はベルリンとミュンヘンにある。フ
ランクフルト証券取引所に上場しており、ドイツの主要 30 銘柄（DAX）に含まれる。創業者一族のシーメン
ス家が 6％所有するが、89％は浮動株。現在、世界 200 ヵ国で事業を展開する。2016 年度の売上高は前
年比 5％増の 796 億ユーロ。売上高全体に占める国外市場の割合は 87％。世界全体の従業員数は
351,000 人で、その中の 68％がドイツ国外で働く。
シーメンスの事業は、8 つの事業本部と 2 つの独立したビジネスユニットから構成されている。
•

ビルテクノロジー

•

デジタルファクトリー

•

エナジーマネジメント

•

金融サービス

•

モビリティ（鉄道車両など）

•

パワー＆ガス

•

パワージェネレーション・サービス

•

プロセス＆ドライブ

•

ヘルスケア

•

風力発電

非常に幅広い製品群を手掛けているが、下記の分野で特に存在感がある。
•

電力関連： ガス・風力・蒸気タービン、発電機、変圧器、直流送電など

•

交通・運輸： 鉄道車両、機関車、変速装置、クラッチなど

•

産業オートメーション・駆動技術： SIMATIC（オートメーション技術）、Sinumerik（コンピュータ数
値制御）、Sitrans（センサー）の製品ブランド

•

ソフトウェア： 製品ライフサイクル管理（PLM）など

•

医療機器： コンピュータ断層撮影、核磁気共鳴画像法など

■ 研究開発費を増やし、イノベーション力を強化
2016 年度の研究開発費は 47 億ユーロ。世界各地にある 170 の研究開発拠点では、従業員全体の 9.4％
に当たる 33,000 人が働く。同社は 6 万件の特許を持っており、2016 年度は 3,500 件の特許を出願。欧州
特許の出願件数がドイツ企業の中で最も多い。25 の大学と研究開発分野で提携している。イノベーション
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力を強化するために、2017 年度の研究開発費を前年よりも 3 億ユーロ多い 50 億ユーロに引き上げる。
2014 年度と比較すると研究開発費が 25％ほど増加する。追加の投資額の大部分をオートメーション、デ
ジタル化、分散化エネルギーシステム、next47（ベンチャーキャピタルの子会社）に充てるという。2016 年
度の研究開発集約度は 5.9％だったが、2017 年度はそれを上回る見通し。

■ ビジョン 2020 の戦略： E-A-D
シーメンスの「ビジョン 2020」戦略では、「デジタル化」、「人口変動・人口構造の変化」、「気候変動」、「都
市化」、「グローバル化」の 5 つの世界的な大きなトレンドを商機と捉え、それを基に戦略的ポジショニング
を定めた。「電化（Electrification）」、「自動化（Automation）」、「デジタル化（Digitalization）」に焦点を合わ
せた、「E-A-D」戦略が主軸となる。この中でも、デジタル化に最も大きな成長率を期待している。
•

【電化】 シーメンスのルーツは電化にあり、この分野でトップクラス。バリューチェーンに沿って、
発電から、送電、配電、スマートグリッド、エネルギー効率のアプリケーションまで、好位置にいる。
今後、自動化やデジタル化による差別化を図る戦略。1～2％の成長率を期待。

•

【自動化】 オートメーションの世界市場でトップに入る。2016 年度のこの分野の売上高は 420 億
ユーロ。今後もトップの地位を守り、その強みをデジタル化事業にも活かす戦略。3～4％の成長
率を予測。

•

【デジタル化】 デジタル化のチャンスをさらに利用する。ソフトウェア、サービス、プラットフォーム
を組み合わせて、市場地位を固める方針。8％の成長率を期待。

表 14： シーメンスの企業概要

Siemens Aktiengesellschaft
売上高

796 億ユーロ （2016 年度）
351,000 人 （2016 年）

従業員数
（ドイツ国内： 113,400 人、国外： 237,600）
設立年
本社所在地

1847 年
ベルリン、ミュンヘン
事業本部・ビジネスユニット

事業内容

•

ビルテクノロジー

•

デジタルファクトリー

•

エナジーマネジメント

•

金融サービス

•

モビリティ（鉄道車両など）

•

パワー＆ガス

•

パワージェネレーション・サービス
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国際展開

資本構成

•

プロセス＆ドライブ

•

ヘルスケア

•

風力発電

•

ドイツ国外の売上高比率： 87％

•

世界約 200 ヵ国に子会社・駐在員事務所がある

•

機関投資家： 64％

•

個人投資家： 20％

•

シーメンス一族： 6％

•

特定不可能： 10％

（浮動株比率： 89％）

研究開発

•

研究開発費： 47 億ユーロ（2016 年）

•

研究開発集約度： 5.9％（2016 年）

•

研究開発拠点： 世界全体に 170 拠点

•

研究開発分野の従業員数： 33,000 人

表 15： シーメンスの基礎データ
売上高
（億ユーロ）

従業員数
（人）

研究開発費
（億ユーロ）

研究開発集約度

2012年度

741

347,000

43

5.8%

2013年度

728

343,000

41

5.6%

2014年度

712

338,000

40

5.6%

2015年度

756

348,000

45

5.9%

2016年度

796

351,000

47

5.9%

5.4.2. インダストリー4.0／IoT 戦略
■ デジタル企業としての地位を固める
シーメンスはドイツの国家プロジェクト「インダストリー4.0」の中核メンバーで、同社のデジタル化戦略でも
インダストリー4.0 と IoT をトップテーマとしている。2020 年までにデジタル分野（ソフトウェア、デジタルサー
ビス、クラウド）で 2 桁台の成長を目指し、デジタル企業としての地位を固める方針。ここ数年でデジタル化
の事業を推し進めており、2016 年度の同分野における売上高成長率は 12％。同社では個人向けの製
品・サービスは手掛けず、法人市場に的を絞る。
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■ インダストリー4.0 の製品群 「Digital Enterprise Suite」
オートメーション大手のシーメンスは IT 企業とは異なるアプローチを取り、長年にわたり蓄積した製品ライ
フサイクル管理（PLM）分野の経験を活かしている。同社の「Digital Enterprise Suite（デジタル・エンター
プライズ・スイート）」はソフトウェアとオートメーションシステムを統合した製品群で、顧客企業の（サプライ
ヤーまで含めた）バリューチェーン全体の統合とデジタル化をサポートする。このソフトウェアスイートには、
製品ライフサイクル管理(PLM)、製造オペレーション管理(MOM)、完全統合オートメーション(TIA)が含ま
れており、「Teamcenter」プラットフォーム上に構築されている。製造業のデジタル化にともない重要度の
増しているセキュリティの問題にも対応。クラウドベースの IoT プラットフォーム「MindSphere」にて機械や
製品のデータを分析し、その結果を随時バリューチェーンに反映して、最適化が行われる。
【デジタルツイン】
ソフトウェアスイート「Digital Enterprise Suite」はデジタルツイン（デジタルの双子）のコンセプトと密接に結
びついている。製品設計から、製造、サービスまでバリューチェーン全体のデジタルの模写（デジタルツイ
ン）をつくり、バーチャルな環境でのシミュレーション、テスト、最適化を可能にする。これにより、市場投入
までの期間を短縮でき、柔軟性・品質・効率を向上することもできる。
【全体的なアプローチ】
シーメンスにとって、製品ライフサイクル管理(PLM)、製造オペレーション管理(MOM)、完全統合オートメ
ーション(TIA)を統合した全体的なアプローチが製造業における IoT プロジェクトの鍵である。バイエルン
州の Amberg にある自社工場ではすでに、製品の設計からサービスまで全バリューチェーンをデジタル化
する全体的なアプローチを採用して、大きな成果をあげているという（効率が 20％向上）。

■ 自社の IoT プラットフォーム「MindSphere」
シーメンスは自社の新しいクラウドプラットホーム「MindSphere」が新たな成長分野になると期待している。
MindSphere はクラウドベースのオープンな IoT オペレーティングシステムで、IoT に関するアプリやサービ
スを開発・運営することができる。製造業向けビックデータ分析、予知保全などデータに基づくデジタルサ
ービスが実現できる。同社は、製造業や鉄道事業者などあらゆる顧客に MindSphere の提供を開始した。
“デジタル化のプラットフォーム MindSphere は、
「ビジョン 2020 年」に基づく、我が社のイノベーション戦略の要のひとつ
これを武器に、全ての業界・ビジネス分野の端から端まで
顧客や自社の製造拠点でデジタル化を先導していく”
（シーメンス代表取締役社長兼 CEO ジョー・ケーザー氏）

•

【MindConnect】 機械や装置を MindSphere に接続するための製品。センサーからデータを読み
取り、暗号化して MindSphere に伝送する。
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•

【Smart Motor Kit】 旧型の製造装置をレトロフィット（後付けでインダストリー4.0 対応に）するため
の製品。旧型の機械でも予知保全などを行えるようにする。

•

【Sinalytics】 フランスの IT サービス企業 アトス社と提携して、開発したデータ分析のプラットフォ
ーム。アトス社は世界 50 ヵ国以上でクラウドやビッグデータなどの IT サービスを提供している。

（出所： シーメンス）

■ 3D プリント技術の活用
シーメンスは自社のソフトウェアスイート Digital Enterprise Suite やデジタルツインの大きな活用分野は付
加製造（産業用 3D プリント）にあるとみており、3D プリントをデジタル戦略の重要な柱とする。「3D プリント
技術はバリューチェーンのデジタル化抜きには意味をなさない」とし、製造業における 3D プリント技術の
効率的な利用を可能にするソフトウェアに力を入れている。
2016 年 8 月、付加製造分野を強化するため、英 Materials Solutions 社を買収。Materials Solutions 社は
レーザー積層造形法（SLM）を用いた、金属部品の製造においてパイオニア的存在とされる。シーメンス
の技術者と Materials Solutions の専門家が協力し合って、ガスタービン翼を付加製造した。2017 年 2 月、
この付加製造したガスタービン翼がフルロード運転時におけるテストに合格したと発表。

■ 複数の IT 企業と提携
シーメンスの最も著名な提携先は IBM で、両社はシーメンスの IoT クラウドプラットホーム MindSphere に
IBM のデータ分析技術 Watson Analytics を組み込むことを計画している。MindSphere のデータ分析機能
を使いやすくすることが目的。IBM はダッシュボード、予測分析、処方的分析、認識分析など様々な分析
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技術を MindSphere 向けに提供する予定。予知保全などのアプリを MindSphere 向けに開発することも計
画している。顧客は Watson Analytics の可視化機能やダッシュボードにアクセスできるようになり、アプリ
開発者やデータ分析者はアナリティクス機能が使えるようになるという。製造業の企業は予知保全、エネ
ルギーデータ管理、リソース最適化などに MindSphere を活用できる。シーメンスと IBM の両社は、分析技
術、オートメーション、製造業のデジタル化の分野で各々の強み活かし、顧客企業のデジタル化をサポー
トする。その他、アトス、SAP、マイクロソフト、アクセンチュアとも MindSphere 分野で提携している。

■ ベンチャー企業と協業
デジタル化の急速な進展について行くためには、自社の従業員だけではイノベーションを創出しきれな
いとみて、2016 年 10 月にベンチャーキャピタルの子会社「next47」を設立した。革新的なアイデアや新技
術を促進するために、これまでのスタートアップ事業（新興企業に関する事業）をひとつにまとめた。新会
社 next47 には、ベンチャー・キャピタリスト、支援者、コンサルタントとしての機能だけではなく、新興企業
の世界とシーメンスのエコシステムを橋渡しする役割もある。イノベーションのホットスポットとされるパロア
ルト（米国）、バークレー（米国）、ボストン（米国）、テルアビブ（イスラエル）、北京（中国）、上海（中国）、ミ
ュンヘンに拠点を置く。next47 の今後 5 年間の予算は 10 億ユーロで、下記のイノベーション分野に重点
的に投資する。
•

分散化発電

•

人工知能

•

コネクテッド・モビリティ

•

自動化された機械

•

ブロックチェーンのアプリケーション

5.4.3. 最近の動向
■ IoT クラウドプラットホーム「MindSphere」を拡充
シーメンスは、自社の IoT オペレーティングシステム「MindSphere」をアプリ、提携先、コネクティビティの面
で拡充する。2017 年 4 月のハノーファー・メッセにて、提携パートナーと共同で MindSphere の 50 種類の
アプリを発表。これらのアプリを利用することで、セキュリティリスクを低減したり、機械・装置の稼働率を向
上したりすることが可能になるという。例えば、「KeepSecure!」のアプリはオートメーション・制御システムの
管理ツールとして、情報の安全性を脅かす驚異、セキュリティホール、異常を早期に探知し、対応策やセ
キュリティパッチについてユーザーに通知する。
シーメンスは MindSphere 分野で、すでにアトス、SAP、マイクロソフト、アクセンチュア、Evosoft と提携して
いるが、新たにアマゾン・ウェブ・サービス（AWS）と Bluvisionｔが提携パートナーに加わる。アマゾン・ウェ
ブ・サービスはクラウドのインフラとサービスを提供する。2017 年 6 月には、インド最大手の IT サービス企
業、タタ・コンサルタンシー・サービシズと MindSphere のアプリ開発で提携すると発表。当面は製造業 IoT
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のアプリケーションに重点を置くが、エネルギー、鉄道、健康、ファシリティマネジメント分野における協業
も計画しているという。
また、シーメンスは「MindSphere のエコシステムの構築に IoT の新興企業が重要な貢献をする」とし、2017
年秋に世界全体で IoT の新興企業のためのプログラム「Mindsphere Rocket Club」をスタートする予定。
MindSphere への接続を容易にする、新しいコネクティビティ製品も提供する。ルーター「RX1400」は（接続
してすぐ使える）プラグ&プレイとして、機械・装置を MindSphere と直接、接続できるようにする。機械・装
置のデータを容易に確実に OPC UA もしくは S7 を介して読み込み、前処理。暗号化されたデータは
MindSphere に伝送され、データ分析に使用される。

■ スポーツ用品メーカーのアディダスと提携
シーメンスは 2017 年 4 月、アディダス社とスポーツ用品のデジタル製造分野における提携を発表。アディ
ダスの未来型工場「Speedfactory（スピードファクトリー）」で生産のデジタル化を推進するために、共同で
研究開発を行う。個々の消費者の要望に応じた製品を素早く生産することが目的。「スピードファクトリー」
では、個々人にぴったりと合うスポーツシューズを自動化・分散化した柔軟な生産システムで効率的に設
計・製造する。消費者に近い場所で分散製造することで、消費者が欲しいモノをいつでも欲しい時に入手
できるようにする。シーメンスの「デジタルツイン」の手法を用いて、「スピードファクトリー」の全生産プロセ
スをシミュレーション、テスト、最適化。仮想と現実の世界を結ぶことで、市場投入までの期間を短縮し、柔
軟性を高め、品質や効率を向上できるという。消費者の個性化トレンドは、その期待に実際に応えること
ができる新技術と組み合わさり、将来の生産プロセスを大きく変えるとシーメンスは予想する。

■ インダストリー4.0 の模範工場を開設
2017 年 5 月、シーメンスはバイエルン州の Bad Neustadt にインダストリー4.0 の模範工場を開設。この工
場は同社の伝統ある製造拠点で、80 年に渡り産業用電動機を生産している。800 ㎡の「デジタル化のア
リーナ」を設けて、金属加工のデジタル化の模範工場にアップグレードする。実際の製造現場とショール
ームを組み合わせることで、顧客やパートナー企業にいかにしたら金属加工や電動機の製造にデジタル
化を活用できるか、どのようなメリットがあるか例証する。特に機械メーカーや機械を操業している製造業
の顧客企業に、（新設ではない）既存の生産施設にデジタル化の技術・製品を段階的に取り入れることが
可能なことを示す。この工場では現在、3,000 のバリエーションのある、バッチサイズ 5～10 の電動機を一
日に約 2,000 台生産しているという。同社は今後、製品のカスタム化、品質、効率、スピード、柔軟性がよ
り重要になると踏んでいる。自社の製造拠点の例を示すことで、シーメンスの技術がいかにデジタル化に
貢献できるかデモンストレーションする狙いがある。
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5.5. オートメーション・接続技術分野のメーカー
5.5.1. クーカ（Kuka）
■ 産業用ロボットとオートメーションのメーカー
KUKA AG は南ドイツのアウクスブルクに本社を置く、産業用ロボットやオートメーションの世界的なメーカ
ー。現在は中国の美的集団の傘下にある。自動車、エレクトロニクス、コンシューマ製品、金属、物流、ヘ
ルスケア、サービスロボットの業界向けに、コンポーネントやセルから全自動生産ラインまで総合的に事業
を展開している。下記の 4 つの事業分野から構成される。
•

KUKA ロボティクス： ほぼすべての可搬重量クラス・タイプをカバーし、人間とロボットの協調（ヒ
ューマン・ロボット・コラボレーション（HRC））分野にも力を入れている。

•

KUKA システムズ： 自動車、鉄道、航空・宇宙、太陽光発電などの業界向けに、自動化生産・
組立のソリューションを提供。プラント建設や特殊機械製造のシステムインテグレーター。

•

KUKA インダストリーズ： 2015 年に、KUKA システムズの一部であったテクノロジー・ソリューショ
ン部門と 2014 年に買収した Reis Robotics を合併して成立。自動化のアイデアを開発・統合する。
発案からアフターサービスまで手掛ける。

•

Swisslog： 2014 年にスイスの競合企業 Swisslog を買収して成立。倉庫、物流センター、病院の自
動化に特化。

2016 年、クーカ社は中国の美的集団の買収提案を受け入れた。美的集団は 2016 年 8 月までに 2 回の
TOB でクーカ社の株 94.55％を取得。2016 年度の業績発表は中国企業による買収後初とあって注目さ
れたが、売上高は前年比 0.6％減の 29 億ユーロとなった。事業分野別の内訳はロボット 9.9 億ユーロ、シ
ステム／インダストリーズ 14.0 億ユーロ、Swisslog 5.9 億ユーロで、システム／インダストリーズと Swisslog
の両分野の売上が減少したのに対し、ロボット分野では 9.2％増加。同年度の受注額は 34 億ユーロ（前
年比 20％増）とこれまで最高を記録。2017 年度は 31 億ユーロの売上高を見込む。世界全体の従業員数
は前年より 7％多い 13,188 人。ロボット分野では従業員の増加率も 12％と高い。特に研究開発に従事す
る従業員数が増加したという。世界 43 ヵ国に子会社を持つ。
【2020 年に向けた成長戦略】
一般産業、新製品、中国事業の強化により、2020 年に年商 40～45 億ユーロを目指す。
•

クーカ社は自動車産業向けロボットでは現在すでにマーケットリーダーだが、今後、e コマース、
コンシューマ製品、エレクトロニクスなど自動車以外の成長市場を強化する方針。

•

新しい製品ライン（低コストの小型ロボット）や IoT に対応した製品・サービスを導入する。

•

地理的には、成長率の高い中国と北米市場に力を入れる。
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図 43： クーカ社の売上高推移（世界全体）
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■ インダストリー4.0 の技術・ソリューション
産業用ロボットやオートメーション技術の有力サプライヤーとして、インダストリー4.0 の技術やソリューショ
ンを提供する。
•

人間とロボットの協調のための安全なロボット・システム

•

自律ナビゲーションロボット

•

IT 環境と接続するためのモジュラー制御

■ クラウドやソフトウェアも手掛けるテクノロジー企業に進化
クーカ社はロボットとオートメーションのメーカーから、クラウドやソフトウェアも手掛けるテクノロジー・グル
ープへの転換を図っている。エコシステムの構築に力を注いでおり、情報通信技術分野の企業と戦略的
提携を結んでいる。
•

2016 年 3 月、中国の通信機器メーカー、華為技術と提携することを発表。欧州・中国市場向けに
スマートファクトリーのソリューションを共同開発する。移動通信技術（5G）、クラウドコンピューティ
ング、ビックデータ、産業用ロボット分野の研究開発が中心。2017 年 6 月、両社は「製造業におけ
るインテリジェンスな生産」分野で提携を深めることで合意した。また、ドイツが推進する「インダス
トリー4.0」と中国が進める「中国製造 2025」の効果的な融合も目指すという。

•

2016 年 4 月、インドの IT 企業、インフォシスとの提携を発表。ビックデータのソフトウェア・プラット
フォームを共同開発し、顧客がデータを収集・分析し、プロセスの改善に活用できるようにする。

•

2016 年 4 月、クラウドベースの顧客管理ソフトを提供するセールスフォースとの提携を発表。営業、
マーケティング、サービス分野で顧客、パートナー、従業員の接点をデジタル化して改善する。
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2016 年 5 月、米国の新興企業 Nebbiolo Technologies に TTTech 社とともに資本参加。Nebbiolo
Technologies 社はフォグコンピューティングの先駆者とされる。クーカ社はフォグコンピューティン
グをインダストリー4.0 の中核技術として重視。Nebbiolo Technologies 社のフォグコンピューティン
グ技術と TTTech 社のリアルタイム通信システムを組み合わせれば、クーカ社はリアルタイムの制
御インフラをクラウドサービスにシームレスに繋ぐことができる。3 社の協業の目的は、IT 環境と製
造現場の機械を橋渡しする、フォグ対応の製品・サービスの構築である。フォグコンピューティン
グはクラウドコンピューティングと似たコンセプトだが、製造施設のコンパクトで頑丈な組込みシス
テムに位置している。フォグコンピューティングをリアルタイムの通信規格（OPC UA）やイーサネッ
ト TSN（Time Sensitive Networking）と組み合わせることで、顧客が機械のデータに自由かつ安全
にアクセスすることが可能になるという。

（出所： クーカ）

■ インダストリー4.0 時代に向けた新サービス
クーカ社は 2017 年 4 月、インダストリー4.0 時代に向けた新しいサービス「KUKA Marketplace」と「KUKA
Connect」を発表した。
•

【KUKA Marketplace】 顧客がクーカ社の新製品を検索したり、購入したりできる販売プラットフォ
ームで、取扱説明書や動画も用意する。同社の製品群が拡大しており、顧客がその全体像を把
握しやすいようにする必要が生じたという。

•

【KUKA Connect】 クラウドベースのソフトウェア・プラットフォームで、顧客がいつでもどこでもクー
カ社のロボットにアクセスし、分析できるようにするサービス。ロボットのデータをクラウドに安全に
伝送するために Nebbiolo Technologies 社と提携して、フォグコンピューティング機器「fogNode」を
用いている。

■ 機械・オートメーション技術のメーカーDürr と提携
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クーカと Dürr、ドイツの製造技術・オートメーション技術の有力メーカー2 社が（自動車産業以外の）一般
産業向け塗装ロボットシステムで協業する。クーカ社が小型ロボット、Dürr 社が塗装のアプリケーション技
術を提供する。このロボットシステムの主な活用分野は木材、プラスチック、ガラス、金属の塗装。両社は
2017 年 5 月に協同契約を結び、開発、生産、販売戦略、納品、アフターサービスについて取り決めた。こ
の塗装ロボットはクーカと Dürr の両社がそれぞれ販売する。自動車産業向けの塗装分野では、今後とも
Dürr が独自で開発・製造したロボットのみを提供する。クーカ社はこの分野では製品を提供しておらず、
競合しない。
表 16： クーカ社の企業概要

会社名
設立
本社所在地
代表者

KUKA AG
1898 年
アウグスブルク（バイエルン州）
•

Till Reuter（最高経営責任者 CEO）

•

Peter Mohnen（CFO）

13,188 人（2016 年末、前年比+7.2%）
従業員数

•

KUKA ロボティクス： 4,726 人（前年比+11.7％）

•

KUKA システムズ／インダストリーズ： 5,189 人（前年比+0.8％）

•

Swisslog： 2,679 人（前年比+4.9％）

29.489 億ユーロ （2016 年度、前年比-0.6％）
売上高

世界展開

•

KUKA ロボティクス： 9.935 億ユーロ（前年比+ 9.2％）

•

KUKA システムズ／インダストリーズ： 13.955 億ユーロ（前年比-5.2％）

•

Swisslog： 5.935 億ユーロ（前年比-4.4％）

•

世界 43 ヵ国に子会社を持つ

•

自動車、エレクトロニクス、コンシューマ製品、金属、物流、ヘルスケア、サービスロ

事業内容

ボットの業界向けに、コンポーネントやセルから全自動生産ラインまで総合的に事
業を展開
•

協調ロボットや自律ナビゲーションロボットなど、インダストリー4.0 の技術・ソリュー
ションを提供する

インダストリー4.0 に
対する取り組み

インダストリー4.0
に関する組織への加盟
ホームページ

•

ロボットとオートメーションのメーカーから、クラウドやソフトウェアも手掛けるテクノ
ロジー企業への転換を図っている

•

エコシステムの構築に注力しており、情報通信技術分野の企業と戦略的提携

•

Plattform Industrie 4.0

www.kuka.com
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5.5.2. フエスト（Festo）
■ オートメーション技術の世界的な企業
Festo AG & Co. KG はドイツ南部のバーデン＝ヴュルテン
ベルク州 Esslingen am Neckar に本社を置く、オートメーション技術のグローバルプレイヤー。3 代続く同族
企業で、世界 61 ヵ国に 250 余りの子会社を擁し、176 ヵ国に販売網を持つ。世界全体の従業員数は
18,800 人。空気または電気を動力源としたオートメーション技術（ファクトリーオートメーション（FA）、プロ
セスオートメーション（PA））を 200 以上の業種の約 3 万社の顧客企業に提供している。2016 年度の売上
高は 27.4 億ユーロ（前年比 3.8％増）で、その中の 8％を研究開発に投資した。投資の重点はエネルギー
効率とインダストリー4.0。

■ インダストリー4.0 の戦略
インダストリー4.0 に関して、テクノロジー面だけではなく、人間と技術の相互作用や教育・研修など様々な
視点から多角的にアプローチする。
•

【インダストリー4.0 対応の製品・テクノロジー】 制御技術からセンサーやアクチュエーターまで自
動化のソリューションを提供しており、多くの製品がハードやソフト面ですでにインダストリー4.0 に
対応している。

•

【自社工場でインダストリー4.0 の活用】 独バーデン＝ヴュルテンベルク州 Scharnhausen にある
最新のテクノロジー工場では、インダストリー4.0 に対応した製品をつくるだけではなく、これらの
製品を製造過程で自ら使用している。また、「人間とロボットの協調」や「エネルギー効率」などイ
ンダストリー4.0 のプロジェクトを実践。この工場の物流分野では Pro Glove 社のウェアラブル端
末「インテリジェントな手袋」を使用している（76 ページ参照）。

•

【未来の仕事に向けた教育・研修】 子会社の Festo Didactic は、産業オートメーション分野で有
力な教育・研修サービス会社。インダストリー4.0 時代に必要な能力を身に付けるための教育・研
修システムを企業、大学・学校に提供している。また、Scharnhausen 工場には、実施に即した職
業訓練が行える「研修用の工場」もある。

•

【規格・標準化・ロビー活動】 インダストリー4.0 分野の規格・標準化に積極的に関与し、推進組
織 Plattform Industrie 4.0 を介してドイツ政府にも提言している。

■ 生物の優れた機能をオートメーション技術に応用
フエスト社は 2006 年、イノベーション創出のためのネットワーク「Bionic Learning Network（バイオニクス・ラ
ーニング・ネットワーク）」を立ち上げた。大学・研究機関・開発企業らと連携して、バイオニクス（生物工学）
の力を借りて新技術を探求し、それをオートメーション技術に応用することが目的。バイオニクスとは、生
物が持つ優れた機能を工学的に実現して活用しようとする学問のこと。
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2017 年のハノーファー・メッセでは、「人間とロボットの協調」に焦点を合わせた、下記の 3 つのコンセプト
を展示。
•

【BionicCobot（バイオニクス協調ロボット）】 人間の腕を模した軽量ロボットで、繊細な動きができ
る。二頭筋と三頭筋の自然なメカニズムを活かした。

•

【BionicMotionRobot（バイオニクス動作ロボット）】 象の鼻やタコの足の動きに着想を得た軽量ロ
ボットで、繊細でなだらかな動きや力強くダイナミックな動きができる。12 の自由度があり、（ロボッ
ト自らの重さと同じ）3 キロを持ち上げることもできる。

•

【OctopusGripper（タコ・グリッパ）】 タコの足にアイデアを得たグリッパ（つかみ具）で、様々な形
状の物を柔軟につかむことができる。

表 17： フエスト社の企業概要

会社名
設立
本社所在地

代表者

Festo AG & Co. KG
1925 年
Esslingen am Neckar（バーデン＝ヴュルテンベルク州）
•

Gerhard Borho （執行役）

•

Alfred Goll （執行役）

•

Dr. Erik Loebermann （執行役）

•

Dr. Ansgar Kriwet （執行役）

従業員数

約 18,800 人 （2016 年）

売上高

27.4 億ユーロ （2016 年）

世界展開
研究開発集約度
事業内容

•

世界 61 ヵ国に現地法人（販売・製造拠点）、世界 40 ヵ国に正規代理店

•

世界 176 ヵ国に約 30 万人の顧客

8％
•

オートメーション

•

学習システム・研修・コンサルティング

テクノロジー面だけではなく、人間と技術の相互作用や教育・研修など様々な視点から
多角的にアプローチ
•
インダストリー4.0 に
対する取り組み

【規格・標準化・ロビー活動】 規格・標準化の組織に積極的に参加。Plattform
Industrie 4.0 を通して、ドイツ政府にも助言

•

【製品・テクノロジー】 自社製品の多くがハード・ソフト面ですでにインダストリー4.0
に対応。自社の製造拠点で、これらの製品をつくるとともに、生産過程で自ら使用

•

【教育・研修】 インダストリー4.0 に関する教育システムを提供し、研修用の工場も
ある

インダストリー4.0

•

Plattform Industrie 4.0（理事）

主要企業の動向

に関する組織への加盟
ホームページ

•
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Smart FactoryKL など

www.festo.com

5.5.3. フエニックス・コンタクト（Phoenix Contact）
■ 産業用コネクタの有力メーカー
Phoenix Contact GmbH & Co. KG は産業用接続機器
やインターフェース製品の有力メーカーで、この分野
における隠れたチャンピオン企業（グローバルトップニッチ）。本社所在地はノルトライン＝ヴェストファーレ
ン州 Blomberg（人口 16,000 人、OWL 地方）。1923 年の設立で、地方企業から世界 80 ヵ国で事業を展開
する国際企業へと成長した。2016 年度の売上高は前年比 3.2％増の 19.77 億ユーロ。2017 年度は売上
高が 6.5％伸び、初めて 20 億ユーロを超える見込み。2017 年も前年と同様に 1.5 億ユーロを国内外の事
業拡大に投資する予定で、企業買収も増加傾向にある。
【最近の企業買収・資本参加】
•

2017 年 4 月、エネルギー網の自動化に特化した Mauell Netzleittechnik GmbH（ドイツ）を 100％
買収。エネルギー分野における、フエニックス・コンタクトの成長戦略を推し進める。

•

2017 年 4 月、台湾企業 Etherwan System（従業員数 190 人）を買収。Etherwan System 社はオー
トメーション分野のイーサネット通信技術（メディアコンバーター、スイッチなど）を手掛けており、
フエニックス・コンタクトとは 15 年前から提携関係にある。買収により、デジタル化の中核技術であ
るネットワーク技術の強化を図る。

•

2017 年 2 月、ベンチャーキャピタルの子会社 Contact Innovention Venture を介してベルリンの
新興企業 SmartB Energy Management GmbH に資本参加。SmartB Energy Management 社はビ
ルのエネルギー管理に特化している。

■ インダストリー4.0 の戦略
先端クラスター「It’s OWL」の中核メンバーで、その他にも「Plattform Industrie 4.0」、「SmartFactoryKL」、
「Zukunftsallianz Maschinenbau」、「IUNO」などインダストリー4.0 の様々な組織に参加している。下記の 3
点がインダストリー4.0 における同社の強みという。
•

垂直統合・縦方向の製造範囲が大きい

•

自社の製造装置も自ら製造している

•

オートメーションの専門知識・経験が豊富

顧客や提携パートナーと共同でインダストリー4.0 に対応した、下記のポイントを満たすコンポーネント、シ
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ステム、ソリューションを開発している。
•

バリューチェーン全体を通して、統一したデジタルの記述

•

通信ネットワーク機能（イーサネット、インターネット）とセキュリティ

•

製造プロセスの変更に関する適応性（バッチサイズ 1）

•

操作性

•

容易なインストール

•

エネルギーや原料の効率的な利用

It’s OWL の先端プロジェクト「適応可能な生産技術のためのオートメーション」に参加しており、カスタム
製品の生産に必要な情報・データを徹底して機械可読な形に（デジタル化）する取り組みをしている。こ
れは「デジタルツイン」の最初のステップとなる。

■ セキュリティ分野で提携
フエニックス・コンタクト社はセキュリティ分野で Security Matters 社（オランダ）と技術提携を結んでいる。
2009 年設立の Security Matters 社は IT セキュリティ分野の先進的な企業で、産業用ネットワークにおけ
る異常検知に特化している。同社のネットワーク監視プラットフォーム「Silent Defense」はサイバー攻撃の
診断や工場内部のエラーの特定に活用できる。フエニックス・コンタクト社もサイバーセキュリティ専門の
子会社 Phoenix Contact Cyber Security をベルリンに有し、製品ファミリーFL mGuard のルーターが同社
のセキュリティ対応製品の中核を成す。両社は互いのノウハウを統合し、製造業や重要インフラのセキュリ
ティレベルを大きく向上してユーザーをサポートする。

■ ビルオートメーション用の IoT エコシステム
2017 年 2 月、ビルオートメーション用に IoT ベースのエコシステム「Emalytics」の開発を発表。ビル管理シ
ステムをエネルギー管理やビジネスインテリジェンス・サービスと一体化する。新型の IP 対応スマート機器
だけではなく、従来の建築設備技術の機器、センサー、アクチュエーターも直接、IoT 管理レベルに統合
でき、様々な機器のデータが建築設備技術のプロセスを最適化するために活用できるようになる。
表 18： フエニックス・コンタクト社の企業概要

会社名
設立
本社所在地

代表者

従業員数

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
1923 年
Blomberg （ノルトライン＝ヴェストファーレン州、OWL 地方）
•

Frank Stührenberg （CEO）

•

Roland Bent （CTO）

•

Prof. Dr. Gunther Olesch （CHRO）

15,000 人 （2016 年）
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売上高
世界展開

事業内容
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19.7 億ユーロ （2016 年）
•

世界 10 ヵ国に製造拠点

•

世界 52 ヵ国に販売会社、30 ヵ国に代理店

•

電気電子・オートメーション分野のコンポーネント、システム、ソリューション（産業用
コネクタ・基板端子台・産業用スイッチング HUB など）

•

Phoenix Contact GmbH & Co KG, Blomberg

•

Phoenix Contact Combinations GmbH, Bad Pyrmont

•

Phoenix Contact Connector Technology GmbH, Herrenberg

•

Phoenix Contact Cyber Security AG, Berlin

•

Phoenix Contact Electronics GmbH, Bad Pyrmont

•

Phoenix Contact E-Mobility GmbH, Schieder

•

Phoenix Contact HMI-IPC Technology GmbH, Filderstadt

•

Phoenix Contact Innovation Ventures GmbH, Blomberg

•

Phoenix Contact Power Supplies GmbH, Paderborn

•

Phoenix Contact Software GmbH, Lemgo

•

Phoenix Feinbau GmbH & Co KG, Lüdenscheid

•

Pressmaster AG, Älvdalen, Schweden

•

Sysmik GmbH, Dresden

•

【インダストリー4.0 対応の製品】 顧客や提携パートナーと共同で、実用性の要件
を満たしたコンポーネント、システム、ソリューションを開発

インダストリー4.0

•

に対する取り組み

【先端プロジェクト】 インダストリー4.0 の先端クラスターIt’s OWL の中核メンバーと
して、「適応可能な生産技術のためのオートメーション」プロジェクトを推進。カスタ
ム製品の生産に必要な情報・データを、首尾一貫して機械可読な形にする試みを
している

インダストリー4.0
に関する組織への加盟

ホームページ

•

Plattform Industrie 4.0

•

It’s OWL（理事）

•

SmartFactoryKL

•

IUNO

•

Zukunftsallianz Maschinenbau など

www.phoenixcontact.com

5.5.4. ジック（Sick）
■ 産業用センサーのメーカー
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Sick AG は産業用センサーの世界的なメーカーで、ファクトリーオートメーション、物流オートメーション、プ
ロセスオートメーション向けにセンサー技術の製品・システム・サービスを提供する。ファクトリーオートメー
ション分野では、主として自動車、食品、パッケージ、医薬品、化粧品メーカーを顧客とする。物流オート
メーション分野では、空港、港湾、交通機関、小売・卸売などで同社の製品が使用されている。プロセスオ
ートメーションにおいては、鉱業、造船、発電所、化学企業が主なユーザー。コンパクトで容易に使えるセ
ンサー、設定可能なスタンドアローンの製品、プログラミング可能なセンサーシステムなど、幅広い製品群
を持つ。
本社は、南ドイツのバーデン＝ヴュルテンベルク州 Waldkirch（人口 22,000 人）にある。世界 40 ヵ国に子
会社・駐在員事務所、48 ヵ国に代理店を擁し、計 88 ヵ国で事業展開する。2016 年末の世界全体の従業
員数は（前年比 8.5％増の）8,044 人で、その中の 4,739 人はドイツの拠点で働く。特に研究開発分野と世
界全体の営業分野で従業員数が増加した。2016 年度の売上高はこれまで最高の 13.612 億ユーロ（前年
比 7.4％増）。全ての販売地域で売上高が増加し、特にファクトリーオートメーション（FA）と物流オートメー
ションが大きく伸びたという。EBIT（支払金利前税引前利益）も順調に伸び、前年比 14.6％増の 1.479 億
ユーロとなった。研究開発への投資を年々増やしており、2011 年は 0.8 億ユーロだった研究開発費が
2016 年には 1.434 億ユーロと 80％増加。売上高の 10.5％を研究開発に投資している。

■ インダストリー4.0 の戦略
ジック社はデジタル化のチャンスを早期に見いだし、2004 年に企業スローガンを単なる「Sensor（センサ
ー）」から「Sensor Intelligence（センサー・インテリジェンス）」に変更した。センサー技術を「スマートファクト
リーにおけるビックデータのサプライヤー」と称するなど、インダストリー4.0 に向けた未来志向のブランドイ
メージを築いている。独有力経済誌 WirtschaftsWoche による「隠れたチャンピオンの成長力ランキング
（2015 年）」にて 12 位、独コンサルティング会社 BIESALSKI & COMPANY による「隠れたチャンピオンの
ブランド力ランキング（2015 年）」にて 13 位と、センサー技術のリーディングカンパニーとして高く評価され
ている。他の企業と共同でインダストリー4.0 に関する様々な研究プロジェクトを実施している。例えば、機
械部品メーカーの Ortlinghaus-Werke 社と共同で、インテリジェントなセンサーを活用した生産情報システ
ムを開発した。生産状況が随時把握でき、生産ラインの乱れにすぐに対応することができるという。
今後、同社はセンサー・インテリジェンス分野におけるリーダー的地位をさらに固める方針。コア事業の産
業オートメーションのほか、データに基づくインダストリー4.0 にも力を入れる。製品群の拡大、（インダスト
リー4.0 時代に備えた）センサーのネットワーク対応、「データの統治権」のテーマにも重点を置くという。

■ エコシステム「SICK AppSpace」
2016 年 4 月、ジック社はエコシステム「SICK AppSpace」を発表した。同社のプログラミング可能なセンサー
のためのオープンなプラットフォームで、システム・インテグレーターや OEM がアプリケーションソフトを開
発できるようにする。個々の顧客の要望に応えることが可能になる。ソフトウェアとハードウェアを一体化し
た SICK AppSpace は、プログラミング可能な SICK のセンサーと SICK AppStudio（アプリケーションの開発
システム）から構成される。ソフトウェアはセンサーに組み込まれており、インダストリー4.0 のクラウドサービ
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スに必要なデータを生成し、センサーから直接、クラウドに伝送することができる。品質管理、トレサビリテ
ィ（追跡）、予知保全などの分野で有益という。2017 年 4 月には Silicon Software 社（ドイツ）と提携し、力を
合わせて SICK AppSpace を拡大していくことを発表した。

■ 2017 年のハノーファーメッセ
2017 年のハノーファー・メッセでは、下記の 3 テーマに焦点を当てた。
•

【工場のネットワーク化】 インテリジェントなセンサーやセンサーシステムはインダストリー4.0 に必
要なデータを生成し、ネットワーク接続技術においても主要な役割を果たす。同社のセンサーは
下位互換性を持ち、インダストリー4.0 対応のセンサーが既存のオートメーション・アーキテクチャ
ーで使用可能という。

•

【データの統治権とセキュリティ】 インダストリー4.0 ではセンサーが生成したデータやそれを加工
したデータが経済的価値を持つ。ジック社では安全なデータの取り引きを重要視しており、
「Industrial Data Space（産業用データ空間）」の中核メンバーとして活動する。Industrial Data
Space は参加者間での安全なデータ取引を可能にする機構（56 ページも参照のこと）。

•

【人間とロボットの協調】 ロボットが隔離された空間ではなく、人間のすぐ隣りで協調して作業する
ためには、（人間に損害を与えないために）安全センサーが必要不可欠となる。

表 19： ジック社の企業概要

会社名
設立
本社所在地

代表者

従業員数
売上高
世界展開
研究開発集約度

Sick AG
1946 年
Waldkirch （バーデン＝ヴュルテンベルク州）
•

Robert Bauer （執行役会の会長）

•

Reinhard Bösl （執行役）

•

Dr. Mats Gökstorp （執行役）

•

Dr. Martin Krämer （執行役）

•

Markus Vatter （執行役）

8,044 人 （2016 年末、前年比 8.5％増)
13.612 億ユーロ （2016 年度、前年比 7.4％増）
•

世界 40 ヵ国に子会社・駐在員事務所、48 ヵ国に代理店

•

計 88 ヵ国で事業展開

10.5％ （2016 年度）
産業用センサー

事業内容

•

ファクトリーオートメーション用
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•

物流オートメーション用

•

プロセスオートメーション用

•

【ビックデータの“サプライヤー”】 インダストリー4.0 の土台となるインテリジェントな
センサーを提供する。2004 年からデジタル化を見据えた「Sensor Intelligence（セン
サー・インテリジェンス）」のスローガンを掲げ、センサー技術を「スマートファクトリ
ーにおけるビックデータのサプライヤー」と位置付ける。

インダストリー4.0 に

•

【データに基づくインダストリー4.0】 センサーが生成したデータやそれを加工したデ
ータが経済的価値を持つため、安全なデータの取り引きを重要視する。「Industrial

対する取り組み

Data Space（産業用データ空間）」の中核メンバーとして活動。
•

【研究プロジェクト】 他の企業と共同でインダストリー4.0 に関する様々な研究プロ
ジェクトを実施。例えば、機械部品メーカーの Ortlinghaus-Werke 社と共同で、イン
テリジェントなセンサーを活用した生産情報システムを開発。生産状況が随時把握
でき、生産ラインの乱れにすぐに対応することができる。

インダストリー4.0

•

Plattform Industrie 4.0

に関する組織への加盟

•

Industrial Data Space（理事）など

ホームページ

www.sick.com

5.5.5. ワゴ（Wago）
■ 接続技術とオートメーション技術の部品メーカー
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG は電気的接続技術
の部品（端子台、コネクタなど）や分散型オートメーション技術
の部品（I/O システム、エレクトロニクス部品など）のメーカー。特に「WAGO-Klemme（ワゴ・クランプ）」と呼
ばれるコネクタが有名で、スプリングクランプ技術分野において世界首位。本社はノルトライン＝ヴェストフ
ァーレン州 Minden（人口 82,000 人、OWL 地方）にあり、3 代続く同族企業である。
2016 年度の売上高は前年比 6.4％増の 7.66 億ユーロ。売上高全体に占めるドイツ国内の割合は 29％。
他の欧州諸国が 40％、アジアが 18％、アメリカが 13％となっている。世界全体の従業員数は（前年よりも
300 人多い）7,500 人で、その中の 3,500 人がドイツ国内の拠点で働く。世界 8 ヵ国に 9 の製造拠点、31
ヵ国に販売子会社を擁し、代理店も合わせると計 88 ヵ国で事業展開する。2017 年 3 月には中国で 9 つ
目の販売事務所を南京に開設した。2016 年度の投資額は約 1 億ユーロで、その 7 割をドイツ国内での投
資に当てた。2017 年も同レベルの金額を投資する予定。今後とも投資の重点はドイツで、効率的な生産
プロセス、インテリジェントな機械・装置を使ったハイテク製造に賭けるという。

■ 「インダストリー4.0 イノベーション賞」を受賞
インダストリー4.0 の実用的なソリューションを複数、提供している。そのひとつが「DIMA（モジュール式工
場のための分散化インテリジェンス）」と名付けた、メーカーに依存しないオープンなシステムである。完全
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自動化した(インテリジェントな）モジュールを生産システムに組み込んだり、切り離したり、上位の階層と結
んだりすることが、個々のプログラミングの手間なしに、容易にできるようにした。素早く簡単に設備を再構
築することができ、「適応可能な生産システム」を最小限の労力で実現できるという。この手法が高く評価
され、2016 年 11 月にドイツ技術者協会（VDI）より「インダストリー4.0 イノベーション賞」を受賞。

■ 2017 年のハノーファー・メッセ
2017 年度のハノーファー・メッセでは、ワゴ社の従来の制御装置 PFC100 と PFC200 を IoT 対応にする方
法を示した。（ファームウェアの拡大など）簡単なアップグレードにより PFC100 や PFC200 を IoT 機器に
することができ、データをフィールドレベルからクラウドに伝送し、クラウド上で分析に用いることが可能に
なる。通常、（効率の向上、エネルギー管理、新サービスの開発など）インダストリー4.0 のメリットを得るた
めには新しいシステムやハードウェアに投資しなくてはならないが、既存の装置を簡単に IoT 対応にして
「安上がり」にできることを示した。

■ 最高デジタル責任者（CDO）を新設
ワゴ社は戦略的重点をデジタルトランスフォーメーションに置いており、2017 年 5 月には「最高デジタル責
任者（CDO）」のポジションを設けた。最高マーケティング責任者（CMO）の Christian Sallach 氏が兼務す
る。同氏は世界全体のマーケティングとオンライン活動の他、今後はデジタル化も管轄することになる。新
設した「デジタルトランスフォーメーション室」では、デジタルに関する案件を全て戦略的に統合し、デジタ
ル化を推進していく。新しいデジタル製品・サービスに主眼を置くという。
表 20： ワゴ社の企業概要

会社名
設立
本社所在地

代表者

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
1951 年
Minden （ノルトライン＝ヴェストファーレン州、OWL 地方）
•

Ulrich Bohling （COO）

•

Axel Börner （CFO)

•

Sven Hohorst （CEO）

•

Kathrin Pogrzeba （CHRO)

•

Christian Sallach （CMO）

•

Jürgen Schäfer （CSO)

従業員数

約 7,500 人 （2016 年末）

売上高

7.66 億ユーロ （2016 年）

世界展開

•

世界 8 ヵ国に製造拠点

•

世界 31 ヵ国に子会社（販売拠点）

•

子会社や代理店を介して計 88 ヵ国で事業展開
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事業内容

•

国外市場の売上高比率： 71％

•

電気接続技術（端子台、コネクタなど）

•

オートメーション技術（I/O システム、エレクトロニクス製品など）

•

【インダストリー4.0 のソリューション】 「DIMA（モジュール式工場のための分散化イ
ンテリジェンス）」という、（メーカーに依存しない）オープンなシステムを開発。完全

インダストリー4.0 に

自動化したインテリジェントなモジュールを生産システムに組み込んだり、切り離し
対する取り組み

たり、上位の階層と結んだりすることが、個々のプログラミングの手間なしに容易に
できるようにした

インダストリー4.0
に関する組織への加盟
ホームページ

•

It’s OWL（理事）

www.wago.de

5.5.6. ワイドミュラー（Weidmüller）
■ 産業用接続機器とエレクトロニクス製品の
メーカー
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG は産業用の接続機器とエレクトロニクス製品のメーカー。電気接続、
電力制御・伝送、データ・信号の分野を得意とし、主として機械・装置メーカー、プロセス産業、エネルギ
ー・再生可能エネルギー、交通制御、ビルのインフラ、機器メーカー向けの製品を提供している。本社は
ノルトライン＝ヴェストファーレン州 Detmold（人口 75,000 人、OWL 地方）にある。
2016 年度の売上高は前年比 2.2％減の 6.8 億ユーロ。2017 年第 1 四半期は好調で、通年で 5％の売上
高増加の予想を発表している。売上高全体に占める国外市場の割合は 78.4％。1975 年にブラジル、米
国、カナダに進出したのを皮切りにグローバル展開を進め、現在、世界 80 ヵ国に生産拠点、販売拠点、
代理店を持つ。近年、中国が同社の大きな成長市場であったが、成長が鈍化したため、今後は南米や東
南アジアの事業を強化するという。世界全体の従業員数は（前年とほぼ同じ）4,500 人で、約半数がドイツ
国内の拠点に勤務する。2016 年、世界全体で（売上高の 6.5％に相当する）4400 万ユーロを研究開発に
投資した。2016 年 12 月、本社所在地 Delmold に 12,000 ㎡の「カスタマー・テクノロジー・センター」の建
設をスタートし、今後とも OWL 地方の本拠地を大切にする意向を示した。

■ インダストリー4.0 の戦略
ワイドミュラー社では数年前からインダストリー4.0 やデジタル化に重点を置いており、サプライヤーとして
もユーザーとしてもこの潮流に乗る方針。
•

インダストリー4.0／IoT 対応のコンポーネント・部品

•

新事業「Industrial Analytics（産業用データ分析）」
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部品メーカーからソリューションの提供会社に進化

製造業の顧客企業に、すでにインダストリー4.0 向けの製品や（旧型の機械を使用しながらも）IoT やクラウ
ドに対応するためのソリューションを提供している。今後数年間でこれらの製品群を拡大するとともに、
2017 年初めに立ち上げた新事業「Industrial Analytics（産業用データ分析）」を通して新たな分野も開拓
していく。業界の専門知識とデータ分析のノウハウを組み合わせて、顧客の機械メーカーに付加価値を
提供することを目指す。具体的には、機械や装置のデータを把握・分析し、異常や非効率な箇所を検出
する。2017 年のハノーファー・メッセでも産業用データ分析に関する発表を行い、顧客企業がどのように
機械のデータから具体的なメリットが得られるかデモンストレーションした。2017 年は「インダストリー4.0」、
「デジタル化」、「自動化」にさらに焦点を絞るという。将来的には部品メーカーからソリューションの提供会
社に移り変わる戦略で、各業種に適した部品・ソリューションを統合して提供することを考えている。

■ インダストリー4.0 の先端プロジェクト
先端クラスターit’s OWL の中核メンバーでもあり、「生産プロセスの自己最適化」にも取り組んでいる。
「最短の加工時間」、「最小のエネルギー使用」、「最高の品質」などの目標に沿って、システムが状況の
変化に自ら適応して自己最適化をはかる。また、本社所在地 Detmold の工場では、「透明でネットワーク
化された環境にやさしい未来の工場」のプロジェクトでエネルギー効率を実現。全体的なエネルギー管理
により、年間 1,665 トンの二酸化炭素と 2.1 ギガワット/h のエネルギーの節約に成功した。これが評価され、
欧州で著名な環境技術分野の「GreenTech 賞」を受賞。
表 21： ワイドミュラー社の企業概要

会社名
設立
本社所在地

代表者

従業員数
売上高

世界展開

研究開発集約度

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
1850 年
Detmold （ノルトライン＝ヴェストファーレン州、OWL 地方）
•

Elke Eckstein （執行役）

•

Jörg Timmermann （執行役）

•

José Carlos Álvarez Tobar （執行役）

約 4,500 人 （2016 年）
6.804 億ユーロ （2016 年）
•

計 80 ヵ国に子会社、代理店

•

世界 6 ヵ国に製造拠点

•

世界 4 ヵ国に開発拠点

6.5％
電気的接続機器とエレクトロニクス製品

事業内容

•

ファクトリーオートメーション用
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•

装置メーカー用

•

産業オートメーション用

•

【インダストリー4.0 のソリューション】 製造業の顧客企業にインダストリー4.0 向け
の製品や（旧型の機械を使用しながら）IoT やクラウドに対応するためのソリューシ
ョンを提供

•

【新事業「産業用データ分析」】 業界の専門知識とデータ分析のノウハウを組み合
わせて、顧客の機械メーカーに（異常や非効率な箇所を検出するなど）付加価値を

インダストリー4.0 に
対する取り組み

提供する
•

【自社のスマートファクトリー】 本社所在地 Detmold の「透明でネットワーク化され
た環境にやさしい未来の工場」にて、エネルギー効率を実現して「GreenTech 賞」を
受賞

•

【先端プロジェクト】 「生産過程の自己最適化」に取り組んでいる。「最短の加工時
間」、「最小のエネルギー使用」、「最高の品質」などの目的に沿って、システムが状
況の変化に自ら適応し自己最適化する

インダストリー4.0
に関する組織への加盟
ホームページ

•

Plattfrom Industrie 4.0

•

It’s OWL（理事）

•

SmartFactoryKL

www.weidmueller.de

5.5.7. ベッコフオートメーション（Beckhoff）
■ PC ベースのオートメーション機器メーカー
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG はオートメーション機
器のメーカーで、産業用 PC、I/O・フィールドバスのコンポーネント、駆動技術、自動制御ソフトウェアなど、
PC ベースのオープンな自動制御システムを提供する。イーサネットベースのフィールドバスシステム、
EtherCAT を開発したことでも知られる。本社所在地はノルトライン＝ヴェストファーレン州 Verl（人口
25,000 人、OWL 地方）。
2016 年度の売上高は前年比 9.5％増の 6.79 億ユーロ。地域別では欧州市場がけん引し、特にドイツ、オ
ーストリア、スイス、イタリアの売上が伸びたという。前年の売上高成長率が 22％だったため、過去 2 年間
の平均成長率は 15％となる。独経済誌 WirtschaftsWoche によるランキング「最も優れたドイツの中堅企業
30 社（2015 年）」にて 6 位、独有力紙 Die Welt で公開された「成長力・収益力による中堅企業ランキング
100 社（2015 年）」にて 7 位と、優良な中堅企業として評価されている。世界各地に 35 の子会社があり、
子会社、駐在員事務所、提携パートナーを介して世界 75 ヵ国で事業展開する。世界全体の従業員数は
（前年より 13％多い）3,350 人で、その中の 2,300 人がドイツの拠点で勤務する。従業員の 3 人に 1 人が
エンジニア（1,100 人）。新製品やテクノロジーの研究開発に持続的に投資しており、インダストリー4.0 の
先端クラスター「it’s OWL」の中核メンバーとしても活躍する。
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■ 新市場開拓： プロセス産業向け新製品
ベッコフ社は 2017 年のハノーファー・メッセで新たな市場の開拓に踏み出し、同社初となるプロセス産業
向けの製品、EtherCAT Terminals（ELX シリーズ）と Control Panels（CPX シリーズ）を発表した。爆発の危
険のあるエリアで使用することができ、（食品・飲料、化学・医薬品など材料を混合したり、化学反応を起こ
したりして製品を作る）プロセス産業の要件を満たす。これまで同社は（自動車、機械、電子機器メーカー
など）組立製造業向けの製品を主力にしてきたが、プロセス産業はより大きな市場ともいわれ、新たな成
長源となる。同社は産業オートメーションのほか、ビルオートメーション用の製品も手掛けている。

■ インダストリー4.0 の戦略
•

PC 制御とインダストリー4.0 の親和性

•

先端プロジェクト「科学的なオートメーション」

•

インダストリー4.0 の有力プラットフォーム「TwinCAT IoT＆Analytics」

インダストリー4.0 のキーポイントは、元来、系統の異なる情報通信技術とオートメーション技術の融合にあ
る。ベッコフ社のオートメーション・システムは PC 制御のため、情報通信技術や様々なデータ・情報を統
合しやすく、インダストリー4.0 との相性がよい。同社はこの強みを活かして、「Scientific Automation（科学
的なオートメーション）」の先端プロジェクトを推進しており、様々な工学分野の知識を自動制御ソフトウェ
アに組み込む試みをしている。
クラウドベースのデータサービスの接続・利用を容易にするソフトウェア「Twincat IoT」、バスカプラ
「Cloud-Bus Coupler EK9160」、データ分析プラットフォーム「Twincat Analytics」など、インダストリー4.0／
IoT 対応の製品・サービスを提供している。TwinCat Analytics は、（ボッシュ社の IoT Suite と並んで）ドイ
ツで最も有力なインダストリー4.0 のプラットフォームとされる（68 ページの図 40 参照）。
表 22： ベッコフオートメーション社の企業概要

会社名
設立
本社所在地
代表者

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
1980 年
Verl （ノルトライン＝ヴェストファーレン州、OWL 地方）
Hans Beckhoff

従業員数

3,350 人 (2016 年 11 月)

売上高

6.79 億ユーロ （2016 年）

世界展開

事業内容

•

世界 35 ヵ国に現地法人、駐在員事務所

•

提携パートナーを含めると、計 75 ヵ国で事業展開

•

産業用 PC

•

I/O、フィールドバスのコンポーネント
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•

駆動技術

•

自動制御ソフトウェア

•

【インダストリー4.0／IoT 対応の製品】 インダストリー4.0 の有力プラットフォーム
Twincat Analytics / Twincat IoT やバスカプラ Cloud-Bus Coupler EK9160 を提供す

インダストリー4.0
に対する取り組み

る
•

【先端プロジェクト】 「Scientific Automation（科学的なオートメーション）」のプロジェ
クトを推進し、様々な工学分野の知識を自動制御ソフトウェアに統合する試みをし
ている。

インダストリー4.0
に関する組織への加盟
ホームページ

•

It’s OWL（理事）など

www.beckhoff.de

5.5.8. ハーティング（Harting）
■ 産業用コネクタのメーカー
ハーティング・テクノロジーグループは工業用電気・電子部品やイーサネッ
トスイッチなど産業機器に特化した企業で、工業用「耐環境」コネクタのリー
ディングカンパニーとして知られる。本社はノルトライン＝ヴェストファーレン
州の Espelkamp（OWL 地方、人口 25,000 人）にある。完全な同族企業で、Dietmar Harting と Margrit
Harting 夫妻、およびその子供の Philip Harting と Maresa Harting-Hertz が経営権を握る。
2015/16 年度の売上高は前年比 3.4％増の 5.86 億ユーロ。売上の増加は、同社の産業用小型コンピュ
ーター「Harting Mica」やイーサネット・インターフェイス「Harting ix Industrial」に因るところが大きいという。
売上高の地域別の内訳は（ドイツを除く）欧州・中東 34％、ドイツ 33％、アジア 22％、アメリカ 10％となっ
ており、国外市場の売上高が 67％を占める。2016 年 6 月にメキシコに工場と販売事務所を開設し、現在、
世界各地に計 53 の販売・製造拠点を有する。世界全体の従業員数は 4,300 人で、その中の 700 人はエ
ンジニア・科学者。2016/2017 年度はこれまで最高の 5000 万ユーロの投資を計画しており、この大半が
本社所在地に建設する「欧州物流センター（EDC）」に使われる。
エレクトロ・モビリティー分野の需要も伸びており、2016 年 11 月にはフォルクスワーゲンのサプライヤーに
選ばれた。電気自動車の充電ケーブルと充電プラグを直接、フォルクスワーゲンに納入する。ハーティン
グ社の自動車事業部には、ドイツの拠点の 80 人、ルーマニアの製造拠点の 350 人が所属する。
独コンサルティング会社 BIESALSKI & COMPANY による「隠れたチャンピオンのブランド力ランキング
（2015 年）」にて 26 位、独有力経済誌 WirtschaftsWoche による「隠れたチャンピオンの成長力ランキング
（2015 年）」にて 69 位と、隠れたチャンピオン企業（グローバルトップニッチ）として認知されている。
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■ インダストリー4.0 の戦略
【産業用小型コンピューター Harting Mica】
2016 年のハノーファー・メッセで、ハーティング社の産業用小型コンピューター「Harting Mica」が世界的
に著名な産業分野のイノベーション賞「Hermes Award」を受賞し、大きな注目を集めた。Mica はオープン
なハードウェアとソフトウェアから成る、組み立てユニットのプラットフォームで、低コストで容易に様々な産
業分野の用途に適合することができる。インダストリー4.0 の要である機械のデータの把握・保存・分析に
も適している。2017 年のハノーファー・メッセでは、エネルギー管理、状況監視、予知保全など Mica の具
体的な活用事例を提示。エネルギー管理の活用分野ではレトロフィットに重点を置き、現在使用している
旧型の機械をデジタル化した製造システムに統合する方法を示した。ハーティング社は自社工場でも
Mica を使用しており、例えば Mica を介して旧型の射出成型機を MES／SAP システムに接続したり、RFID
リーダとして用いたりしている。
【エコシステム MICA.network】
2016 年のハノーファー・メッセに際して、Mica の活用を推進するネットワーク「MICA.network」を立ち上げ
た。ドイツ、オーストリア、スイスの IT システムインテグレーター、ハードやソフトの開発・販売会社、産業用
IoT のソリューション提供会社など、20 数社が加盟する。MICA.network は 25 の具体的な活用事例を創
出し、その中の幾つかを 2017 年のハノーファー・メッセで発表。MICA.network はドイツ語圏以外の企業
にも門戸を開くことにし、現在、10 社が受け入れの段階にあるという。1 年前に著名なイノベーション賞
「Hermes Award」を受賞して注目を集めたことで、IBM、マイクロソフト、DEKRA（ドイツの医療機器認証・
防爆認証サービス大手）など著名企業との共同プロジェクトにも発展した。同社では Mica の成功のレシピ
はこのエコシステム「MICA.network」にあるとみている。2016 年の Mica の販売台数は数百台であったが、
2017 年は 4 桁台になる見込みで、利益が出ると予想している。
【様々な組織や大学との連携】
ハーティング社はデジタル化分野で、今後も様々なパートナーと緊密に連携していく方針。「Plattform
Industrie 4.0」、「It’s OWL」、「smartFactory KL」、「Zukunftsallianz Maschinenbau」、「Industrial Internet
Consortium」といったインダストリー4.0 の組織に加盟しており、ドイツと米国の 4 つの大学とも提携を結ん
でいる。同社は産業用小型コンピューターなどのインダストリー4.0 に活用できる製品だけではなく、その
活用方法（システムの構築やアプリケーション）まで提案している。
•

自社のスマートファクトリー： オンラインショップでのコネクタの受注から、SAP システムでのデータ
処理、自社のスマートファクトリーにおける生産までのプロセスを完全自動化したソリューション
「HARTING Integrated Industry 4 You (HAII4YOU)」を開発。

•

先端プロジェクト： 先端クラスター「It’s OWL」の枠組みの中で、「フレキシブルなオートメーショ
ン（少量のカスタム製品の生産自動化）」を実現するためのハードウェアやソフトウェアを開発して
いる。
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表 23： ハーティング社の企業概要

会社名
設立
本社所在地

代表者

従業員数
売上高
世界展開

事業内容

Harting AG & Co.KG
1945 年
Espelkamp （ノルトライン＝ヴェストファーレン州、OWL 地方）
•

Philip F. W. Harting （執行役会の会長）

•

Maresa Harting-Hertz （執行役）

•

Dietmar Harting （執行役）

•

Margrit Harting （上席副社長）

4,286 人 （2016 年 9 月末）
5.86 億ユーロ （2015/2016 年度）
•

世界 53 ヵ国に販売・製造拠点

•

産業用コネクタ

•

イーサネットスイッチ

•

Ｉ／Ｏコネクタ

•

ケーブル

•

その他の工業用電気・電子部品

•

【インダストリー4.0 対応の製品】 自社の産業用小型コンピューター「Harting Mica」
を状態監視・予知保全などに利用するソリューションを提案

•

【エコシステムの構築】 「Harting Mica」のインダストリー4.0 分野の活用を推進する
ネットワーク「MICA.network」を立ち上げた

インダストリー4.0 に
対する取り組み

•

【自社のスマートファクトリー】 オンラインショップでのコネクタの受注から、SAP シ
ステムでのデータ処理、生産までの過程を完全に自動化するソリューション
（HARTING Integrated Industry 4 You）を開発・実現

•

【先端プロジェクト】 「柔軟なオートメーション（少量のカスタム製品の生産自動化）」
を実現するためにハードやソフトを開発している

•

Plattform Industrie 4.0

インダストリー4.0

•

It’s OWL（理事）

に関する組織への加盟

•

Smart FactoryKL（理事）

•

Zukunftsallianz Maschinenbau など

ホームページ

www.harting.de
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6. 特許・法律動向
6.1. 特許動向
6.1.1. インダストリー4.0 に関する特許（米・中・独の比較）
■ ドイツは中堅・中小企業の特許が中心
欧州最大の応用研究機関であるフラウンホーファー研究機構は 2016 年、インダストリー4.0 に関する特許
について米国、中国、ドイツの 3 ヵ国を比較した調査レポートを作成した。調査対象は、データ生成（セン
サーなど）、データ伝送（通信プロトコルなど）、データ保存・演算（クラウド、ビックデータ分析など）、アプリ
ケーション（状況監視など）の分野における特許。2005～2013 年に公開され、すでに付与された特許の
件数では米国が抜き出ており、ドイツと中国の差はほとんどない。しかし、中国の特許出願件数が急速に
伸び、2013～2015 年に公開された特許出願の件数ではドイツのほぼ 6 倍に達する。ただし、中国企業の
特許にはクオリティーの低い特許も数多く含まれている。インダストリー4.0 に関する特許の出願人の数を
みると、3 ヵ国でそれほど大きな差がない。中国や米国では一部の大企業が大量に特許を出願している
が、ドイツは中堅・中小企業による特許出願が多いことに因る。内容的には、中国企業は「データ通信」や
「ネットワーク無線通信」に関する特許が中心だが、ドイツ企業の特許では「信号」、「制御装置」、「工業規
格」などがキーワードとなっている。中国は特許出願件数でドイツに大差をつけているにも関わらず、11 ペ
ージに記したように、多くの中国企業は「ドイツがインダストリー4.0 の先進国」とみている。
図 44： インダストリー4.0 に関する特許件数（中・米・独の比較）

インダストリー4.0に関する特許件数
（3ヵ国の比較）
特許出願の件数（2013～2015年）
付与された特許の件数（2005～2013年）
3000
2541
2500
2000
1467

1500

1065
1000
500

477

515

441

0
ドイツ

米国

中国

出所：Fraunhofer IAO
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図 45： インダストリー4.0 に関する特許の出願人の数（中・米・独の比較）

インダストリー4.0に関する特許の出願人の数
（3ヵ国の比較）
500
409
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300
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200
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出所：Fraunhofer IAO

図 46： インダストリー4.0 に関する特許の特徴（中・米・独の比較）

出所：Fraunhofer IAO
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6.1.2. IoT に関する特許（国際比較）
■ 2010 年以降、IoT に関する特許が急増
IoT に関する特許の公開件数が急激に伸びており、2010 年には 714 件だったのが、2015 年には 6,810
件とほぼ 10 倍になった。出願から公開まで約 18 ヵ月のタイムラグがあるため、2008 年以降にこの分野の
特許出願が増加したことになる。
特許分析サービスを手掛ける米 LexInnova 社によると、「通信プロトコル（有線ネットワーク）」、「特殊な用
途向けサービス・機器（無線ネットワーク）」、「データセキュリティ」の分野における特許がそれぞれ 5,009
件、3,747 件、3,198 件と最も多い。その次に多いのが「情報検索（IR）」と「アクセス／認証」の分野。図 48
は同社が作成したヒートマップで、四角形のサイズはその分野の特許件数の大きさ、色はライセンス付与
の可能性の大小を示す。赤色で塗られている「制御システム」、「物流のアプリケーション」、「電子商取引
のアプリケーション」、「回路・回線」、「データ暗号化」はライセンシングの可能性が大きいことを示す。逆
に、緑色の「無線ネットワークの多重化」や「無線ネットワークのトラフィック管理」はライセンシングの可能
性が小さいと推測される。
図 47： IoT 分野の特許の公開件数（世界全体）

出所：LexInnova
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図 48： IoT に関する特許の重要分野（世界全体）

出所：LexInnova 2016

■ ドイツ企業では IoT 特許の比重が小さい
IoT に関する特許を優先国別にみると、中国が 4 割、米国が 3 割を占める。その次に韓国、日本と続くが、
ドイツは上位に入っていない（※ 「優先国」とは基となる特許を最初に出願した国で、大概の場合、出願
人の所在国である）。図 50 に示す特化係数から、ドイツでは特許全体に占める IoT 特許の比重が非常に
小さいことが分かる。逆に中国や韓国は IoT の特許を偏重している。米国と日本はその中間に位置する。
IoT 特許の出願国に関しては、中国が最多の 9,908 件で、2 位の米国は 4,779 件。3 位は日本、4 位は韓
国となっている。欧州諸国の中では、ドイツにおける特許出願件数が多い。2010 年以降、米国や日本、
中国、韓国からのドイツ特許商標庁への出願件数が急増。ドイツ経済が好調で欧州における同国の重要
性の高まりとともに、欧州単一特許・統一特許裁判所制度の導入に備えた対策が背景にあると思われる。
米 LexInnova 社は、特許の数、質、有効期間から各企業の特許ポートフォリオを分析している。図 52 は
IoT の関連特許の上位 20 社の競争上の位置付けを表す。米クアルコムが特許の数、クオリティー、存続
期間の 3 つの観点から、最もバランスの良い特許ポートフォリオを持っている。
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図 49： IoT 分野の特許の優先国（世界全体）

IoT分野の特許の優先国
（世界全体、2004～2013年に公開された特許）
その他
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出所：英国知的財産庁 2014

図 50： IoT 分野の特許の特化係数（世界 14 ヵ国の比較）

IoT分野の特許の特化係数
（14ヵ国の比較、2004～2013年に公開された特許）
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出所： 英国知的財産庁 2014
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図 51： IoT 分野の特許の出願国（世界全体）

出所： LexInnova 2016

図 52： 世界の有力企業の IoT 特許ポートフォリオの比較

出所： LexInnova 2016
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6.2. IoT を巡る「特許戦争」の可能性
6.2.1. 「特許戦争」を引き起こす要因
■ スマホ特許戦争は「IoT 特許戦争」の先陣？
「モノのインターネット： もうひとつの産業界の特許戦争？」というタイトルの記事が欧州の知財関係者の
間で注目を集めている 5。この記事の著者は、知的財産権分野で著名な米系法律事務所 Finnegan の
Kenie Ho 弁理士。2009 年以降、スマートフォンの特許を巡り、アップル、サムスン、グーグル、HTC、マイ
クロソフト、ノキアなど多数の企業を巻き込む、世界規模の訴訟合戦が続いていたが、すでに終わりの段
階にある。しかし、同記事では IoT を巡り、もっと大規模な「特許戦争」が起こる可能性があると指摘する。
スマートフォンは人と人を結ぶだけであったが、IoT は全てのモノを結ぶため、インパクトも巨大になるとい
う。
„モノのインターネット：もうひとつの産業界の特許戦争？
スマートフォンの特許戦争は終わった？IoT の特許戦争が長生きする！
スマートフォンはパーソナルな IoT 機器の一陣に過ぎない。それと同様に、
「スマホ特許戦争」はもっと広範囲になると思われる「IoT 特許戦争」の先陣に過ぎない“
（知的財産に特化した米法律事務所 Finnegan の Kenie Ho 弁理士）

■ 「特許戦争」を引き起こす駆動力
同記事で Kenie Ho 弁理士はスマートフォンの特許戦争を引き起こした原因を分析し、なぜ IoT を巡りもっ
と大規模な特許戦争が起こり得るか分析している。
•

【莫大な経済的影響】 スマートフォンは巨大な市場で、企業にとって訴訟を起こしてでも、自社の
特許ポートフォリオを市場シェア獲得のための武器として使う価値があった。IoT 市場はスマート
フォン市場の 10 倍の規模になるともいわれる。IoT はスマートフォンよりも影響を及ぼす範囲（業
界・分野）もはるかに大きい。

•

【多数のテクノロジーの集合体】 スマートフォンは多数の革新的な技術をサブコンポーネントに
統合することにより、製品として成り立っている。各サブコンポーネントには、千を超える有効な特
許が含まれている可能性がある。このため、特許のクリアランス調査や FTO（Freedom To
Operate）分析を完全に行うことが非常に難しく、どのスマートフォンにも特許侵害訴訟のリスクが
ある。IoT はスマートフォン以上に多くの様々な技術を統合して、システムを構築する必要があり、

5

「モノのインターネット： もうひとつの産業界の特許戦争？」の記事は、ブリュッセルで 2016 年 3 月 16 日に開催された、

欧州共同体商標協会のワークショップにおける Andreas Thielmann 弁理士（独 COHAUSZ & FLORACK 特許事務所）の発
表でも引用されている。
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特許侵害訴訟のリスクもより高くなる。
•

【多数の競合企業】 スマートフォンのメーカーは市場シェア競争で接戦を繰り広げてきた。アップ
ル、グーグル、マイクロソフト、ブラックベリーが競合する OS を提供し、同じ OS を採用しているメ
ーカーの間でも市場競争が続く。IoT 市場も同様に、古参の企業や新規に参入した企業が多数、
スタートダッシュをかけている。IoT には情報通信以外にも（機械、自動車など）多くの業界が関係
し、幅広い活用分野が期待されるため、IoT を手掛ける企業の数はスマートフォンの企業よりも多
くなる。プレイヤーが増えれば、法的紛争も生じやすくなる。

•

【多数の規格】 スマートフォンのメーカーは製品に数多くの規格を取り入れる必要があるため、標
準必須特許（SEP）に基づく特許訴訟のターゲットにされる可能性がある。IoT 分野では、すでに
数多くの規格が存在し、新たな規格も開発されている。様々な組織が IoT の標準化に向けて活
動しており、スマートフォンの特許戦争のときのように、多数の競合する規格が現れてきている。こ
れが IoT の特許戦争の火種となり得る。

•

【大きな特許ポートフォリオ】 通常、それなりの特許ポートフォリオを持っていれば、競合企業から
の特許侵害訴訟をかわすことができる。互いに提訴し合うと、費用ばかりがかさみ何の成果も得ら
れない訴訟合戦に陥ってしまうからである。しかし、2009 年にスマートフォン市場が爆発的に拡大
し始めると、数社のスマートフォン・メーカーが自社の特許ポートフォリオを武器として、互いに訴
え始めた。それが飛び火して業界全体を巻き込み、数えきれないほどの訴訟に発展。IoT に関す
る特許の出願件数が世界的に大きく伸びており、ある特定の 1 社が大半の特許を抱え込んでい
るという状況でもない。スマートフォン企業のように、IoT 企業も防御的な大きな特許ポートフォリオ
を構築しており、同じ軌道をたどっている。

6.2.2. IoT の特許訴訟の潜在的リスク
■ 標準必須特許（SEP）によるリスク
2016 年 11 月に開催されたドイツ電気技術者協会（VDE）の会議にて、「標準必須特許（SEP） – インダス
トリー4.0 におけるリスク分析」と題した発表があった。発表者の Joachim Gerstein 弁理士は、インダストリー
4.0 や IoT における標準必須特許（SEP）に起因するリスクを指摘。インダストリー4.0 や IoT は、数多くの規
格・基準・デファクトスタンダード（業界標準）の利用を前提とする。これらの技術は標準必須特許（SEP）に
よって保護されており、権利者にライセンス料を支払わなくてはならない。IoT には多数の技術が含まれ、
様々な組織が標準化に向けた活動をしていることもあり、標準必須特許（SEP）を全て見つけ出し、それぞ
れの権利者とライセンスを結ぶことは容易ではない。

■ 幅広い業界の企業が巻き込まれるリスク
Joachim Gerstein 弁理士は、通信業界などこれまでの経験からすると、起こり得る大掛かりな法的紛争に
インダストリー4.0 や IoT のサプライチェーン全体が影響を被るとみている。まず最初に攻撃の対象となる
のがサプライチェーンの川下の企業だが、損害賠償請求をサプライヤーに肩代わりさせようとするため、
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オートメーション部品メーカーや電子部品メーカーにも影響が及ぶことになる。
そのような責任の転換が実際に可能かどうかは、基本的にサプライヤーとの契約書の責任条項による。同
弁理士は、サプライチェーンの全ての企業が防衛手段を講じる必要があると指摘する。ネットワークで結
ばれた生産システムの最終ユーザーにとって、製品に組み込まれている様々な技術のライセンス状況は
分かりにくい。サプライヤーが必要な標準必須特許（SEP）のライセンスを持っていることを確かめ、これを
契約書に明記し、責任の所在をはっきりとさせる必要があるという。
スマートフォンの特許戦争では、訴訟リスクは IT 業界が中心だったが、インダストリー4.0 時代にはモノづく
りと IT の融合が進むため、自動車メーカーや機械メーカーなどリスクにさらされる業種の幅も広がる。IoT
は幅広い分野に影響を及ぼし、他の業界の企業と提携したり、競合したりするため、思いもよらない異業
種の企業から攻撃を受ける可能性もある。また、自ら特許を利用して製品をつくるわけではないパテント
保有会社・パテントトロールの標的となることもあり得る。このような企業は多数の特許を保有し、事業会社
を相手に賠償金や和解金狙いで訴訟を仕掛けてくる。米ソフトウェア大手のマイクロソフトは 2017 年 2 月、
自社のクラウドコンピューティング・サービス Azure の顧客をパテントトロールから守るために、「Azure IP
Advantage」というプログラムを発表した。特許訴訟から顧客を守るために、自社が保有する特許 1 万件を
顧客が無償で利用できるようにするという。

■ 国境を越える訴訟のリスク
国境を越えてネットワークで結ばれた生産システムでは、国内での行為により、第 3 国での特許侵害に加
担してしまう潜在的リスクがあると Joachim Gerstein 弁理士は指摘する。ネットワーク化された生産システム
では、国内から生産プロセスを制御し第 3 国で生産ステップの一部を実行することも可能なため、結果と
して第 3 国における特許侵害となってしまう危険がともなう。
独オートメーション部品メーカー ifm electronic の Dr. Hans Kornmeier 氏は、ネットワークで結ばれたデジ
タルの世界では特許侵害の場所を突き止めることが次第に難しくなると指摘する。同氏は 2016 年 7 月、
「知的財産権デー」にて「知的財産権とインダストリー4.0」というタイトルで講演した。クラウドコンピューティ
ングでは、ビックデータが世界の「どこか」で処理されるが、それが実際にどこかは（ユーザーではなく）そ
のクラウドサービスを提供している企業が決める。また、ネットワークで結ばれた生産環境では、特許請求
（クレーム）の各項が異なる国で使われるかもしれない。例えば、3 つの工程段階（a1、a2、 a3）のある製法
特許をドイツで取得したとし、ドイツで a 1、米国で a2、イギリスで a3 の工程段階が行われるかもしれない。
国境を越えた（クロスボーダー）特許侵害のリスクが高まる。

■ ドイツの裁判所の重要性
無線 LAN に接続した事務機器監視装置に関する特許を巡り、2014 年にサムスンがパテント保有会社
Penovia から提訴されるなど、IoT の特許訴訟の例はすでにあるが、現在のところスマートフォンの特許戦
争のようなレベルには至っていない。ドイツの著名特許事務所 BOEHMERT & BOEHMERT の Christian
W. Appelt 弁理士は弊社の取材に対し、「IoT の経済的重要性が高まれば、激化する市場競争の中で特
許が武器として使われることは確かである。しかし、必ずしも“特許戦争”になるとは限らず、多くの特許係
争はクロスライセンスを交わし合うなど（訴訟を回避して）平和的に解決されるかもしれない。それでも、IoT
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分野の特許侵害訴訟が今後、増加するだろう」としている。ドイツの裁判所は「世界の特許裁判所」として
知られ、スマートフォンの特許戦争でも中心的な役割を果たした。特にデュッセルドルフの裁判所は専門
性が高く、迅速で、他国と比較しても訴訟費用が低く、（権利者の利益となるよう）侵害者にとっては厳しい
措置を取ることも厭わない。このため、IoT の特許訴訟でも重要な役割を果たすと思われる。

ドイツにおける「IoT 特許バトル」の可能性について
特許侵害訴訟の専門家 Jens Künzel 弁護士
（KRIEGER MES & GRAF v. der GROEBEN 法律事務所）による見解
中期的には、モノのインターネット（IoT）に関してドイツで「特許バトル」が繰り広げられる可能性が高
い。しかし、現時点ではまだその兆候は現れておらず、ドイツにおける IoT 分野の訴訟は知られてい
ない。「特許バトル」がまだ始まっていない理由として、下記の 3 つが考えられる。
１． IoT 分野の特許保護された技術・製品がまだ大量に使用されていない。スマートフォンのよう
に市場規模が大きく拡大し、特許を侵害した製品が多く出回ってくると、特許の金銭的な関
心も大きくなり、数多くの特許訴訟が起こると思われる。
２． IoT 特許の出願件数はここ数年で急激に増加しており、この分野で出願された特許の多くは
まだ付与（権利化）されていない。
３． IoT 分野では、広範囲に及ぶ「技術標準」がまだなく、標準必須特許（SEP）の侵害訴訟の証
拠立てを難しくしている（SEP 訴訟では、その標準が実際に使用されていることが前提条件
となる）。
特許侵害訴訟では、欧州レベルで「シグナル」となる注目される判決を望む、多くの外国企業がドイ
ツを訴訟地として選んでいる。ドイツ（特にデュッセルドルフ）の裁判官は特許訴訟に豊富な経験を有
し、複雑な案件にも適切に対処することで知られているからである。今後、世界的な「IoT 特許戦争」
が起こった場合、「スマホ特許戦争」の際と同様にドイツの裁判所がリーダー的な役割を果たすと予
想される。それは、欧州統一特許裁判所（UPC）の新制度の開始後も変わらないとみられている。
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6.3. インダストリー4.0／IoT に関する法的問題
■ 7 割の大企業で、法務部がインダストリー4.0 に関与
製造業のデジタル化は法律分野にも様々な課題をもたらす。ドイツ産業連盟（BDI）は「インダストリー4.0
－ デジタル化にともなう法的課題」のレポートの中で、「デジタル化戦略の企画やそれに対応した製品・
ビジネスモデルの開発の際に、企業は早い段階から法務部に助言を求める必要がある」としている。同レ
ポートによると、ドイツの 7 割の大企業ではインダストリー4.0 の戦略企画に法務部が参加している。特に、
「今後 5 年以内にデジタル化が自社のビジネスモデルに大きな影響をもたらす」と考えている企業では、こ
の割合が大きいという。
図 53： インダストリー4.0 の戦略企画に法務部が参加している企業の割合（ドイツ）

インダストリー4.0／デジタル化の戦略企画に
法務部が参加している企業の割合
（ドイツ企業、2015年）

不参加
28%

参加
72%

調査対象：ドイツの主要企業（91 社）

出所：BDI/Noerr

■ データに関する法律がトップテーマ
ドイツ産業連盟（BDI）は同国の主要企業の法務部を対象としたアンケート調査で、「貴社では、デジタル
化によりどの法律分野が影響を受けていますか？」と設問。次ページの図 54 に示す通り、「データ保護」、
「IT セキュリティ」、「個人情報の含まれない（機械が生成する）データの所有権」といった、データに関する
法律が上位を占める。「契約法」、「責任法」、「知的財産権」も重要視しているが、労働法、競争法、独占
禁止法は差当り大きな問題ではないとみている。
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図 54： デジタル化の影響を受けている法律分野（ドイツ）

デジタル化の影響を受けている法律分野
（ドイツ企業、2015年）

0.0
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スコア
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データ保護
ITセキュリティ
個人情報のないデータに関する法律
契約法
責任法
知的財産権
製品安全
一般的な民法
労働法
競争法
租税法
独占禁止法

調査対象：ドイツの主要企業（91 社）

出所：BDI/Noerr

【データの所有権】
インダストリー4.0 の世界はデータの世界で、データが物を言う。センサーが収集しサーバーに送られてく
る「データは誰のものか」という問題は経済的に非常に重要である。オートメーション技術メーカーifm
electronics の Dr. Hans Kornmeier 氏は、「データの所有権がまだ明確に規定されていない」と指摘する 6。
Cohausz & Florack 特許事務所の Andreas Thielmann 弁理士も将来の課題として、データの所有権の問

6

独 ifm electronics 社の Dr. Hans Kornmeier 氏は 2016 年 7 月、「産業財産権デー」にて「知的財産権とインダストリー4.0」

のテーマで講演し、データの所有権の問題に言及した。
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題を挙げている 7。ドイツ産業連盟（BDI）のレポート「インダストリー4.0 － デジタル化にともなう法的な課
題」では、「当面の間はデータの使用権について各企業に任せ、契約書で定めるべき」と結論付けている。
このため、機械の購買契約書や保守契約書などで、データの所有権と使用権（データが誰のもので、デ
ータを用いて誰が何をすることが許されるか）について明確に定める必要がある。
【データ保護】
インダストリー4.0 のサイバーフィジカルシステムでは、サプライチェーン全体がネットワークで繋がれる。サ
プライヤーや顧客企業と緊密に協力し合うようになり、競合企業とも協業する機会が増えてくる。データの
所有権とともに、データ保護やデータセキュリティが新たに重要となる。インダストリー4.0／IoT の大きな活
用分野と期待される予知保全でも、データ保護とデータセキュリティの問題は避けて通れない。
ドイツのデータ保護法（BDSG）で定められているのは個人データの保護のみで、純粋な機械データは対
象ではない。しかし、（例えばユーザーの特性を分析するために）従業員や顧客のデータを機械データと
組み合わせると、データ保護法の対象となり得る。Gunnar Helms 弁護士は独専門誌 MaschinenMarkt（機
械市場）への寄稿記事で、予知保全・遠隔保守に関して下記の点をアドバイスする。
1. 予知保全・遠隔保守に際して、個人に関するデータを全く収集しない。
2. 上記が回避できない場合は、匿名化するなどして個人情報を取り除く。
3. 個人データも分析したい場合は、該当する個人にはっきりと許可を得るなど、データ保護法に抵
触しないよう十分に配慮する。
【データセキュリティ】
データセキュリティは、許可を得ていない第三者によるシステムへの不正アクセス、攻撃、データの悪用か
ら守ることを目的とする。データ、データバス、ネットワークに繋がっている機械やロボット、（スマートフォン
やタブレット端末など）IoT 機器の全てがサイバー攻撃の対象となり得る。IoT サービスの多くがスマートフ
ォンやタブレットを介して操作できるようになっているが、スマートフォンやタブレット端末の OS の脆弱性に
付け込まれる恐れもある。実際に産業スパイ、妨害行為、恐喝を目的とした、遠隔保守システムを狙った
サイバー攻撃が発生しているという。
ドイツのデータ保護法（BDSG）はデータセキュリティに関して 9 条で定めているが、主として個人データを
サイバー攻撃や不正アクセスから守ることを目的としている。2015 年に発効した IT 安全法では、IT セキュ
リティの最低基準や IT セキュリティ事故の通知義務を定めているが、主な適用対象は（エネルギー、医療、
金融、通信など）重要インフラの事業者である。ドイツ情報セキュリティ庁（BSI）は遠隔保守システムが悪
用されるリスクが大きいとみており、同庁のホームページ上で遠隔保守システムを守るためのガイダンスを
公開している（https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/itgrundschutz_node.html）。

7

Andreas Thielmann 弁理士（Cohausz & Florack 特許事務所）は欧州共同体商標協会（ECTA）のワークショップで「モノの

インターネット：特許」のタイトルで講演し、その中でデータの所有権の問題を取り上げた。
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【労働安全】
インダストリー4.0／IoT 環境では機械・設備や製品がインターネットに接続されるため、サイバー攻撃が
（火災、感電など）物理的な危険につながり、従業員にも被害が及ぶ恐れがある。また、人間とロボットが
協調して働くダイナミックな環境とあり、労働安全に多大な影響を及ぼす。サイバーフィジカルシステムを
不正侵入や誤操作から守ることは大きな課題となる。従来は機械安全を IT セキュリティと切り離して扱っ
ていたが、今後、セーフティ（労働安全）とセキュリティの相互作用が生じるようになる。
【法的責任】
インダストリー4.0 では生産システムが自動化され、機械同士がコミュニケーションを取り合う。そのようなシ
ステムでエラーや損害が生じた場合、法的責任の所在が問題となる。人間に起因する場合は現行の責任
法を適用することができるが、人間が介入できない自動化されたシステムではどうすべきか法的課題とな
っている。Lawentus 法律事務所の Gunnar Helms 弁護士は、「人間が関与することなしに、機械が損害を
引き起こした場合の法的責任の所在を契約書で定めることが不可欠」としている（ただし、ドイツの法律で
は一般条項で法的責任に関して定められる範囲がかなり制限されている）。
※ 付加製造（3D プリント）
付加製造（3D プリント）技術によって、個々の顧客の要望に合わせた製品（バッチサイズ 1）の生産が可能
になる。従来の大量生産では試作品（またはパイロット生産の製品）を検査・認証すれば済んだが、製品
のバッチサイズが 1 となると、企業内の品質管理や外部機関による製品安全試験・認証をどうすべきか新
たな課題にぶつかる。また、付加製造された製品の安全性に誰（3D プリンターのメーカー、原料の納品
業者、3D プリンターのユーザーなど）が責任を持つかという法的問題もある。付加製造された製品の品質
管理、検査、認証、法的責任に関して現在、空白がある。
【契約法】
インダストリー4.0 で機械同士がコミュニケーションを取り合い、機械が「意思表示」をする場合、そのような
「意思表示」を民法上、どのように扱うかという問題がある。例えば、「自己学習」したコンピューター・シス
テムがスペア部品を自動的に再発注した場合、そのような「注文」に法的拘束力があるかという問題である。
ドイツの法律では、契約上の意思表示は法的行為能力のある人間が行う原則に基づく。自律システムに
は基本的に法的行為能力がなく、法的拘束力のある意思表示を行うことはできない。機械同士が人間を
介在せずに相互に情報交換し、自動的に最適な制御が行われるシステムでは、機械による「意思表示」
が法的な意味合いを持つべきか契約上、明確にする必要がある。CBH 法律事務所の IT 法の専門家 Dr.
Sascha Vander 弁護士は、機械が生成する「意思表示」の法的拘束力について契約書で定めることを強く
奨励する。
【知的財産権と模倣品】
インダストリー4.0 によるデジタル化やネットワーク化の進展は企業だけではなく、模倣犯罪者にも新たな
可能性をもたらす。例えば、3D プリント技術により（その製品の CAD データを入手すれば）模倣品の作製
が容易になる。このため、3D プリントに必要な CAD データが狙われる。ドイツ機械工業連盟（VDMA）の
「模倣品レポート」では、「工場のネットワーク化が進むにつれ、製品、機械、生産設備全体の企業秘密が
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攻撃にさらされることが多くなる」と指摘する。今後、製品やノウハウの保護がより重要となる。

■ デジタル化した経済 － アナログの法律？
ドイツ産業連盟（BDI）は 2016 年 2 月、ベルリンとブリュッセルで「インダストリー4.0 デジタル化した経済
－ アナログの法律？」と題した会議を開催し、産学官の代表者と下記の課題について議論した。
•

【データ保護法】

「21 世紀の石油」といわれるデータをどう取り扱うべきか。プライバシー保護とどう

折り合いをつけるべきか。
•

【個人情報を含まないデータ】 個人情報を含まない（機械や自動車が生成する）データにはデータ
保護法が適用されないが、どう取り扱うべきか。IoT によって、そのようなデータが大量に生成されるが、
明確に定めた法規制がない。誰に所有権、使用権、課金する権利があるのか。

•

【製造物責任】 モノがデータを生成するだけではなく、自動的に決定を下して行動した場合、どうな
るのか。自動運転の車や自動制御ロボットが損害を起こした場合、誰が責任を負うのか。運転者・操
作員か、所有者か、メーカーか、ソフトウェアのサプライヤーか。

•

【刑法】 ソフトウェアが「学習」し、自動的に改善・発展していった場合はどうなるのか。元のプログラマ
ーが責任を負うべきか。民法だけではなく、刑法の観点からはどうか。

•

【著作権法】 ソフトウェアが自動的に「考え」て、絵、音楽、文章を創作した場合、著作権はどうなるの
か。

ドイツ産業連盟（BDI）によると、企業側の参加者はデータに関する法的問題に頭を悩ませているという。
個人データをどう取り扱ったらよいか、個人とは関係のないデータには何の法律が適用されるのか、デー
タセキュリティの何を満たさなくてはならないのか、といった問題である。

■ インダストリー4.0 にともなう法的問題のコンファレンス「Netlaws」
2017 年 2 月下旬、インダストリー4.0、e ヘルス、スマート・モビリティにともなう法的問題のコンファレンス
「Netlaws」がニュルンベルクで開催された。誰がデータを所有するのか、誰が責任を負うのかといった問
題は法的状況が明らかではなく、企業に不安をもたらし、インダストリー4.0 普及の妨げとなっている。
Netlaws は技術者と法律家の橋渡しをして、その対処法を探るのが目的で、ドイツやスイスから 150 人以上
の参加者が 2 日間、デジタル化やネットワーク化にともなう法的問題について議論した。大概のケースに
おいてドイツの法律は充分で、当面は新しい規則で対応すれば事足りるという結論に達したという。また、
「法的コンプライアンス」の観点から、今後、法律家がもっと製品開発に参加すべきという。基調講演は米
Google 社のドイツ現地法人の法務責任者 Dr. Arnd Haller 氏が行った。同氏はデジタルトランスフォーメ
ーションは法律家にとっても大きな課題とし、Google 社にも全ての答えがあるわけではなく、デジタル化の
法的課題は徐々に克服されていくだろうとした。次回の「Netlaws」コンファレンスは 2018 年 2 月に開催予
定。バイエルン州経済省が後援し、ヴュルツブルク大学法学部ロボット法研究センターが顧問を務める。

■ インダストリー4.0 のための法律参照モデル
ドイツ経済エネルギー省が助成するテクノロジー・プログラム「Autonomik für Industrie 4.0（インダストリー
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4.0 のためオートノミック）」は 2017 年 5 月、インダストリー4.0 のための法律参照モデル「Ju-RAMI 4.0」の
オンライン版を作成した（www.ju-rami-online.com）。法律の素人向けのガイダンスで、インダストリー4.0
の開発から販売までの過程で留意すべき法的状況について、初歩的な情報が得られる。ドイツ企業が問
題状況に気付き、問題解決のために法律専門家と議論する準備ができるよう構成されている。
下記の 7 つのリスク分野をカバーする。
•

人的損害

•

物的損害

•

契約違反

•

個人データの悪用

•

機械の制御不能

•

労働者の権利の侵害

•

知的財産権の侵害

各リスク分野について、実例を用いて下記の点を詳細に解説している。
•

起こり得るリスク

•

リスクを回避するための予防措置

•

判例

•

法律面からのケース分析

•

アドバイス

•

考慮すべき法律分野

下記の法律分野が含まれている。
•

民法（法的責任）

•

民法（契約責任）

•

刑法

•

データ保護

•

労働安全衛生法

•

知的財産権
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7. サマリー
2017 年はドイツ企業の多くがインダストリー4.0 の実現に踏み出す年とみられている。この背景には、製造
業のデジタル化に必要な技術・製品・サービスの価格が下がってきて、使い勝手も向上していることがあ
る。また、これまで乱立していた機器間の通信プロトコルが標準化に向かっていることも製造業 IoT の普及
を後押しする。ドイツの業界関係者の多くが、同国における製造業のデジタル化は 2025 年までに成功す
ると予想している。
インダストリー4.0 は生産プロセスや設備稼働率の改善、個々の顧客の要望に応じたカスタム製品の効率
的な生産（バッチサイズ 1）、新しいビジネスモデルの創出、作業員のサポートなど様々な恩恵をもたらす
が、セキュリティ、品質保証、法律分野などに新たな課題ももたらす。

■ ドイツにおけるインダストリー4.0／IoT の特色
•

【ドイツの強み】 製造業のデジタル化やそれに密接に関連する分野（ロボット、3D プリント、デジ
タルツイン）で強みを発揮し、米国や日本と並ぶインダストリー4.0（≈ 製造業 IoT）の強国になると
みられる。モビリティー（コネクテッドカー、電気自動車）やエネルギー分野のデジタル化でも有力
視されている。人工知能の研究・活用にも意外と強く、米国を始めとする外国企業がドイツ市場に
積極的に参入。

•

【ドイツの弱み】 米国、日本、中国と比べてドイツの情報通信産業は弱く、スマートホームやスマ
ートシティなどの IoT 分野ではアジア（日本、韓国、中国）や米国には敵わないと、多くのドイツ企
業が弱点を認識している。

•

【インダストリー4.0／IoT の主要拠点】 （インダストリー4.0 の効果が大きい）機械メーカーと自動
車メーカーの産業クラスターがある南ドイツ、オートメーション／インターフェイス技術や物流の産
業クラスターがあるノルトライン＝ヴェストファーレン州でインダストリー4.0 が盛んである。ドイツ経
済エネルギー省はデジタルトランスフォーメーションの戦略的地域として、ベルリン、フランクフル
ト、ハンブルク、ミュンヘンなど 12 の「デジタル・ハブ」を助成している。首都ベルリンはベンチャー
企業の中心地として人気がある。

■ インダストリー4.0／IoT の業界動向・技術トレンド
•

【インダストリー4.0 の活用トレンド】 インダストリー4.0 の具体的な活用分野として、「予知保全」、
「デジタルツイン」、「仮想現実（VR）や拡張現実（AR）技術を用いた作業員のサポート」が注目さ
れている。
-

予知保全： センサーを用いて機械を常時監視し、センサーから送られてくる機械のデータ
を分析する。機械の停止に至りそうな消耗した部分を早期に探知し、実際に機械が故障す
る前に対処（修理・交換）できるようにする。ダウンタイム（故障により機械が利用できない時
間）が減るなどのメリットがある。
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-

デジタルツイン： 現実の機械や製造システムのデジタルの模写で、その機械・製造システム
の全ての性質・機能がデジタルツインにも常時反映される。製品の開発段階から並行してデ
ジタルツインをつくることで、早期にエラーを発見することができる。納品後も現実の機械に
エラーが生じた場合、問題の解決方法をデジタルツインで試してみることができる。

-

VR/AR 技術などを用いた作業員のサポート： 仮想現実（VR）技術を用いて、現実そっくりの
作業現場を仮想体験することができる。拡張現実（AR）技術は現実の製造現場にコンピュー
タによる情報（図・動画など）を付加することで、（未熟な）作業員が組立工程を容易に習得し
たり、サービスマンが複雑な装置を（専門の技術者の助けなしに）自分で修理したりすること
を可能にする。

•

【インダストリー4.0 の技術トレンド】 「3D プリント」、「協調ロボット」、「仮想現実（VR）・拡張現実
（AR）」、「人工知能」、「ドローン」の各技術がドイツ企業の間で普及・浸透すると予想されている。
また、製造業のデジタル化にともない不正侵入の入り口が多数生じるため、「サイバーセキュリテ
ィ」が極めて重要なテーマとなっている。
-

協調ロボット： コンパクトで操作性に優れ、檻や柵で隔離せず作業員のすぐ隣で共同作業
のできる新世代のロボット。センサーやカメラが人間の居場所や動きを感知し、怪我の危険
なしに作業員を直接アシストする。中小企業の自動化・デジタル化に重要な役割を果たすと
みられる。ドイツの主要メーカーでは、クーカとボッシュが協調ロボットを手掛けている。隠れ
たチャンピオン企業の Schunk 社は人間とロボットの協調に適した、つかみ装置「Co-act JL1」
を開発し、2017 年のハノーファー・メッセでイノベーション賞「Hermes Award」を受賞。

-

3D プリント（付加製造）： 3 次元の CAD データから直接、製品をつくることが可能なため、3D
プリントは製造業のデジタル化を目指すインダストリー4.0 の支柱のひとつ。個々の顧客の要
望に合わせた、製品のカスタマイゼーション（バッチサイズ１）も効率的に実現できる。それぞ
れの市場に近い 3D プリント拠点で分散製造すれば、在庫を最小限に抑えながら、顧客の
注文に直ぐに応じることも可能。金属 3D プリンター（PBF 方式）では、EOS 社、Concept
Laser 社、SLM Solutions 社とドイツのメーカーが強く、世界市場におけるシェアは 7 割近い。

•

【インダストリー4.0 の通信規格】 欧米のオートメーション・IT 分野の有力企業 13 社が製造業 IoT
の統一した通信プロトコルとして「OPC UA TSN」をサポートすると発表したことで、インダストリー
4.0 の通信規格が標準化に向かっている。

■ インダストリー4.0 の主要組織・研究機関
•

【推進組織】 国レベルの中心組織は Plattform Industrie 4.0 で、産学官の約 160 団体が加盟す
る。地域レベルの組織では、東ヴェストファーレン・リッペ（OWL）地方の 174 の企業、大学、研究
機関、経済団体が参加する it's OWL が有名。このような推進組織では、中小企業がインダストリ
ー4.0 を活用できるように支援することに重点を置いている。
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【業界団体】 インダストリー4.0 の技術を担う 3 分野の各工業協会、VDMA（ドイツ機械工業連盟）、
Bitkom（ドイツ情報通信協会）、ZVEI（ドイツ電気電子工業連盟）の他、VDI（ドイツ技術者協会）と
VDE（ドイツ電気電子協会）の技術者団体も先導役となり、製造業のデジタル化を推進している。

•

【テストベット】 インダストリー4.0 のアプリケーションを試すことのできるテストベッドがドイツ全土に
約 45 あり、（中小企業の利用をサポートする）試験センターのネットワーク Labs Network Industrie
4.0 も存在する。広く知られたテストベットは SmartFactory KL と SmartFactoryOWL。

•

【研究機関・大学】 フラウンホーファー研究機構（Fraunhofer-Gesellschaft）、ドイツ人工知能研
究センター（DFKI）、ドイツ工学アカデミー（Acatech）が 2011 年の当初からドイツ政府の戦略プロ
ジェクト「インダストリー4.0」に参与する。フラウンホーファー研究機構に属する計 24 の研究所がイ
ンダストリー4.0 分野の研究を行ったり、ドイツ企業に研修やサービスを提供したりしている。現在、
ドイツの 18 の国立大学と 1 つの私立大学でインダストリー4.0 に関する研究が行われている。

•

【その他の組織】 インダストリー4.0 分野の標準化協議会 Standardization Council Industrie 4.0
（2016 年 4 月設立）や企業間でビックデータを安全に取り交わすためのデータルーム Industrial
Data Space（2016 年 2 月設立）など、標準化やセキュリティに関する組織も重要な役割を担う。

■ インダストリー4.0／IoT 分野の主要企業
•

【中心となる業界・企業】 インダストリー4.0 では情報通信技術、オートメーション技術、製造技術
が融合するため、この 3 分野の企業が中心となる。ボッシュやシーメンスの複合テクノロジー企業
はサプライヤーとしてだけではなく、リードユーザーとしても特別の役割を果たす。機械メーカー
は特別な立場にあり、自社の生産施設でインダストリー4.0 を活用するだけではなく、製品（機械）
をインダストリー4.0 対応にし、状況監視・予知保全などのサービスを提供することもできる。自動
化の進んでいる自動車メーカーは、次の発展段階であるインダストリー4.0 にも積極的に取り組ん
でいる。
IoT 分野で米国の大手企業と競合できるドイツ企業は、ボッシュ、SAP、シーメンス、ドイツテレコム
の 4 社とされる。ドイツは大企業の数こそ少ないが、オートメーション、ロボット、機械分野の隠れ
たチャンピオン企業が多数存在し、Empolis 社や Blue Younder 社など人工知能分野で先駆者的
な企業もある。

•

【IoT／インダストリー4.0 の有力プラットフォーム】 製造業大手のボッシュとシーメンス、企業ソフト
大手 SAP、オートメーション技術の隠れたチャンピオンのベッコフ、有力機械メーカーDürr とトル
ンプの各子会社（iTAC、Axoom）の他、この分野に特化した企業 FORCAM 社、Cumulocity 社
（現在はソフトウェア企業 Software AG の傘下）、Device Insight 社が現在、有力な IoT／インダス
トリー4.0 のプラットフォームを提供している。
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■ ドイツ企業のインダストリー4.0／IoT 戦略
•

【企業トレンド】 インダストリー4.0 に積極的に取り組んでいる、ドイツのオートメーション、ロボット、
機械メーカーの多くに共通するトレンドを下記に挙げる。


インダストリー4.0／IoT／デジタル化の製品を一つにまとめてブランド化（→ 製
品群にブランド名を付けて、宣伝・営業しやすくする）



レトロフィット・IoT ゲートウェイの提供（→ 旧型機を後付けでインダストリー4.0 対
応にすることで、新しい機械を購入しなくても状況監視・予知保全などを可能に
する。ドイツだけでもネットワーク化・デジタル化に対応できない旧型機が数千万
台使われており、同国のレトロフィットの市場規模は数億ユーロと推定される）



エコシステムを構築（→ 自社の製品・プラットフォームの価値を高めるためにサ
ードパーティーによるアプリ開発などを奨励）



インダストリー4.0 を自社工場でも活用（→ 自社の生産システムの効率向上や
顧客に提供する前にパイロットプロジェクトとして自ら試験）



IT 企業や他業種との提携・協業（→ エコシステムを構築・拡大して裾野を広げ
る）



IoT や IT 企業の買収・資本参加、ベンチャーキャピタルの設立（→ デジタル化
時代に向けてイノベーション力を強化）



データ分析などデジタル事業を強化（→ メーカーからソリューションの提供会社
に進化）



インダストリー4.0 の推進組織に所属（→ 標準化・ロビー活動、先端プロジェクト
に参加）

•

【ボッシュ・グループ】 有力サプライヤーとしてリードユーザーとしてインダストリー4.0 の先頭に立
つ。同グループは自動車部品や電動工具だけではなく、産業機器や白物家電も手掛けており、
IoT に幅広くアプローチ。IoT に必要なセンサーやソフトウェアも子会社が開発している。独自の
IoT プラットフォーム「Bosch IoT Suite」やクラウド「Bosch IoT Cloud」も運営する。「スマートホー
ム」、「スマートシティ」、「コネクテッドモビリティ」、「インダストリー4.0」の 4 つの IoT 分野でソリュー
ションを提供。

•

【SAP】 SAP の企業ソフトはデファクトスタンダードともいえ、世界中の多くの企業が既に同社のク
ラウドを利用している。徐々に IoT 機能を拡大していくことが可能。SAP HANA をプラットフォーム
とした IoT の製品群「SAP Leonardo」を発表すると同時に、IoT システムを短期間で導入できる「ジ
ャンプスタート」プログラムも用意。コンサルティング、サービス、ソフトウェアをパッケージ化して定
額で提供することで、IoT 導入の敷居を下げる戦略。同社は買収や提携に熱心なことで知られ、
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IoT 分野でも IT や異業種の企業と多岐にわたる協業を発表している。
•

【シーメンス】 世界中の様々な業種・業界でシーメンスのオートメーション技術が使われており、
製造ソフトウェアでも有力。製品ライフサイクル管理(PLM)、製造オペレーション管理(MOM)、完
全統合オートメーション(TIA)を統合した全体的なアプローチを採用する。電力関連、交通、医療、
防衛、生産設備、情報通信など幅広い事業分野を持つ同社は、自社の IoT オペレーティングシ
ステム「MindSphere」やインダストリー4.0 のソフトウェアスイート「Digital Enterprise Suite」を用いて、
あらゆる分野で自社や顧客の製造拠点をデジタル化していく戦略を取る。

■ インダストリー4.0／IoT に関する特許・法的課題
•

【特許訴訟の可能性】 スマートフォンの際と同様に特許戦争の火種が揃っており、IoT 分野の世
界的な「特許戦争」が起こる可能性が指摘されている。川下から川上の企業までサプライチェー
ン全体が影響を被る可能性があり、全ての企業が防衛手段を講じる必要がある。例えば、サプラ
イヤーが必要な標準必須特許（SEP）のライセンスを持っているか契約書に明記し、責任の所在
をはっきりさせる必要がある。また、国境を越えてネットワークで結ばれた生産システムでは、クロ
スボーダー特許侵害のリスクも高まる。
IoT 市場の拡大にともない、特許が武器として使用されることも多くなるが、互いに訴訟合戦を繰
り広げる「熱い戦争」になるか、訴訟を回避してクロスライセンスを交わしあう「冷戦」となるか、今後
の成り行きを注視する必要がある。今後、世界的な「IoT 特許戦争」が起こった場合、「スマホ特許
戦争」の際と同様にドイツの裁判所がリーダー的な役割を果たすとみられる。米国やイギリスの確
実性が揺らいでいることから、ドイツの裁判所の重要性が国際的にさらに高まる可能性がある。

•

【法的課題】 製造業のデジタル化は法律分野にも新たな課題をもたらす。ドイツ企業の法務部で
は、特に「データ保護」、「IT セキュリティ」、「個人情報の含まれない（機械が生成する）データの
所有権」について頭を悩ませている。「契約法」、「責任法」、「知的財産権」に関する問題も重視
している。データの所有権、機械が生成する「意思表示」の法的拘束力、完全自動のシステムで
損害が生じた場合の法的責任など、現在のドイツの法律では明確に規定されていない部分もあり、
個々の契約書で定めることが不可欠となる。
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8. 付録
図 55： 製造業の業界別シェア（ドイツ）

製造業の売上高の業界別シェア
（ドイツ、2016年）
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図 56： 製造業の業界別の輸出入比率（ドイツ）

製造業の業界別の輸出入比率
（ドイツ、2016年）
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図 57： オートメーション市場の国別シェア（世界全体）

オートメーション市場の国別シェア
（世界全体：4930億ユーロ、2015年）
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図 58： オートメーション生産の国別シェア（世界全体）

オートメーションの世界生産の国別シェア
（世界全体：4930億ユーロ、2015年）
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