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エグゼクティブサマリー
ドイツのハノーバーメッセで、製造業のデジタル化であるインダストリー
4.0（第4次産業革命）のビジョンが大々的に発表されてから約10年が経
ちました。この発表を機に、工業先進国の多くでこの活動を支援するため
の意欲的な政府プログラムが推進されています。この10年間で、製造業は
インダストリー4.0のビジョンを実現するためどのような進化を遂げてき
たのでしょう。

アクセンチュアが実施した最新調査では、製造業のデジタル化につい
て、達成可能な、あるいは達成すべき水準にはまだ至っていない現状が明
らかになっています。本調査によると、製造業におけるオペレーション全
体のデジタル成熟度は、平均39%（すべてのデジタル機能が適用、展開さ
れた状態を100%とした場合）にとどまっています。調査対象のほとんど
の企業がPoC（概念実証）の段階を終えていますが、現在は試験運用をし
ながら部分的なスケールアップを行っています。

今回の調査で対象となった複数の業界および国のデジタル成熟度には、
いくつかの主要な相違点があることが分かりました。例えば、石油・ガス、
航空宇宙・防衛産業、化学、ハイテク業界では、企業のデジタル成熟度の
平均が、ライフサイエンスおよび消費財・サービス業界よりもはるかに高
い結果となりました。

当然のことながら、デジタル成熟度の高い業界および企業は、デジタル化
されたオペレーションをスケールアップするためにより多くの投資を行う
ことから、より大きな利益を得る可能性が高くなります。

国別で見てもデジタル成熟度の格差が生じており、米国とシンガポールは
最も成熟度が高くなっています。成熟度が高い国の方が投資額も大きく、
また投資による最大価値を生み出していることが示されています。

また、本調査では製造業の中でも他の企業とは異なる特徴を持つ企業群を
特定しています。この企業群は業界をまたいだ存在であり、その動向はデ
ジタル技術とソリューションに対する深いコミットメント、多額の投資、
主要な成功要因に注力した取り組みが、いかに実践的で持続可能な価値を
生み出すことができるかを証明しています。成功しているこれらの企業の
取り組みを理解することで、製造業全体のDX（デジタル変革）を加速し
て、より多くの企業がコネクテッドなインテリジェント企業に進化し、
デジタル化による価値を引き出すためのヒントを得ることができます。

以降では、製造業におけるデジタル成熟度、デジタルオペレーション機能
の実装レベル、デジタル投資額とリターン、DXの成功要因について、
より詳しく解説します。

製造業におけるオペレーションDX（デジタル変革）とは、先進のデ
ジタル技術を導入して組織と働き方を変革することで、エンジニア
リング、製造、サプライチェーンの効率化、顧客体験および持続可
能性をこれまでにない高い水準に引き上げることを意味します。
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本調査について
本調査は、製造業におけ
るオペレーションDXの
進捗状況の評価を目的と
して、世界各国の約600
社の企業を対象に実施し
ました。

本社の所在地と回答数の割合（回答企業数）

収益（2019年度収益、単位：米ドル） 調査対象企業を8つの業界分野に分類

米国
22%（133社）

ヨーロッパ
38%（226社）

インド
10%（62社）

中国
10%（62社）

その他のアジア
20%（118社）

• 調査対象企業の
2019年度収益
は5億～500億
米ドル以上

• 調査対象企業の
80%が10億米
ドル以上の収益
を上げている

20%
5億～10億

9%
500億以上

51%
10億～100億

14%
100億～300億

7%
300億～500億

化学 ハイテク

航空宇宙・
防衛産業 産業機器

石油・ガス 自動車

消費財・サービスライフサ
イエンス
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デジタル成熟度インデックス
PoCからスケールアップまで
オペレーション全体のデジタル成熟度を評価するために、
デジタル成熟度インデックスを使用し、各企業がオペレーショ
ン全体で40の主要なデジタル機能をどの程度展開しているか
を評価しました1（図1）。

前述のとおり、調査対象企業のデジタル成熟度の平均は39%
（完全に展開された状態を100%とした場合）です。これは、
各社が一部のデジタル機能のPoCフェーズを終え、スケール
アップフェーズに移行していることを示しています。図1の太
字で記載されている機能は、最も急速に展開されている11のデ
ジタル機能です。

1 アクセンチュアでは、調査対象企業が40の主要なデジタル機能をどの程度展開している
かを評価するためのデジタル成熟度インデックス（未着手、PoC、試行、スケールアップ、
完全展開）を作成。

現時点では、インダストリー4.0による新たな可能性が
実現されるまでには至っていません。

0%

10%

30%

50%

>80%

80%

40%

0%

20%

60%

100%

未着手 PoC（概念実証） 試行 完全展開

複数のPoCを施行／
実行している

1つの現場／工場にパイロット版
のデジタル機能を実装しており、
一連の業務の中で運用している

機能が完全に展開されて
いるすべての現場および
工場で、測定可能な恩恵
を享受している

パイロット版の機能をスケールアップし
ている、または複数の現場で実装を完了
している。成功要因に取り組んでいる。

DXに関連の無い
機能を保持、
または着手して
いない

スケールアップ

39%
デジタル成熟度の平均
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図1：オペレーションにおける40の主要なデジタル機能

1.1 製品ポートフォリオを最適化するためのAI
1.2 製品のライフサイクル全体を通したフィードバック
1.3 迅速なプロトタイピングによる開発（3Dプリンティングなど）
1.4 AIベースの設計ツール（ジェネレーティブデザインなど）
1.5 設計品質リスクを特定するAI／分析（DFMEAなど）
1.6 コスト管理を実現するAIを組み込んだスマート原価計算ツール
1.7 スマートなプロジェクト管理ツール
1.8 学習内容を活用するためのスマートな学習ツール
2.1 品質問題／不適合を評価する分析方法
2.2 予測的／処方的メンテナンスのための分析方法
2.3 条件付きメンテナンスを実行するための分析方法
2.4 機械パラメーターの自己最適化および自動修正／スマートガイダンスのための分析方法
2.5 利用可能なアセット活用を自己最適化するための分析方法
3.1 ウェアラブル端末、タブレット、デバイスによる製造現場のペーパーレス化
3.2 デジタルワークステーション、指示、アラート、ポカヨケ（作業ミスを防止する仕組・装置）
3.3 協働ロボット（コボット）によるオペレーター支援
3.4 動的なタスクの割り当ておよびアクティビティ計画
3.5 AR／VRを使用した研修
3.6 ARを使用した専門家による遠隔サポート
3.7 ビジョンとAIを使用した品質点検の自動化
3.8 日々の製造現場管理におけるデジタルおよびコラボレーションダッシュボードの使用
4.1 工業化シナリオをシミュレートするデジタルツイン
4.2 デジタルを活用した動的な生産計画とスケジュール管理
4.3 拡張サプライチェーンのコントロールタワー
5.1 AGVおよび協働ロボット（コボット）をベースとするフローと倉庫の自動化
5.2 フローと在庫のデジタルトラッキング
5.3 製品のトラッキング、品質および適合性のトレース
5.4 AIを活用した在庫の最適化
6.1 コネクテッド製品／アセットソリューションを利用した稼働中の問題検出
6.2 製品周辺のデジタルサービス
6.3 顧客と製品の関係管理フローを加速するためのブロックチェーンの活用
6.4 クライアントおよびサプライヤーとデータを共有するプラットフォーム
6.5 製品の意思決定を促進するためのVOC（顧客の声）分析
7.1 デジタル／IoTプラットフォーム
7.2 データレイクソリューション（クラウドを含む）
7.3 設計、製造、サービスにわたるデジタル継続性／スレッド
7.4 5G対応
7.5 デジタルロードマップガバナンス
7.6 デジタル文化を促進するプログラム
7.7 データ品質の成熟度
7.8 データ管理ガバナンス
7.9 サイバーセキュリティソリューション

領域  Q4 Q3 Q2 Q1

設計とイノベーション
1

アセット
2

労働力
3

計画
4

サプライチェーン
5

コラボレーションのための
プラットフォーム

6

基盤
7

Q4 = 4段階評価で最も成熟度が低い。Q1 = 4段階評価で最も評価が高い。太字で記載されている機能は最も急速に展開されつつある11項目。

機能
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業界分野ごとにデジタル成熟度は大きくばらついていま
す（図2）。一般に、デジタルソリューションやデータ駆
動型のソリューションが企業のパフォーマンスに大きく
影響する、または生産性を大幅に向上させる可能性があ
る業界でデジタル機能の成熟度が高い傾向にあります。

一方で、すでに無駄のないオペレーションが実現されて
おり生産性の改善の余地がほとんどない場合や、デジタ
ル化より優先度の高い課題を抱えている場合にはデジタ
ル成熟度は低くなります。例えば、効率性の高い自動車
OEMでは、すでに自動化されている組立ラインのデジタ
ル化よりも、コネクテッドカーや電気自動車の開発に注
力していることが考えられます。

また、特定の事業でデジタル化が進んでいない理由とし
て、製品全体のコストが総売上高に占める割合が比較的
小さいケースが考えられます。このような場合、生産コ
ストを削減しても損益への影響が小さいため、デジタル
化の効果は低くなります。消費財およびライフサイエン
スがこのケースに該当し、そのためこれらの業界では、
デジタル化の目的を単純なコスト効率ではなく、柔軟性
とパーソナライゼーション、市場投入までの時間短縮な
どに設定しています。

図2：業界別のデジタル成熟度

試行 スケールアップ 完全展開PoC（概念実証）

100%

1. 石油・ガス
        （アップストリーム）

2. 航空宇宙・
        防衛産業

3. 化学
 

5. 石油・ガス
     （ダウンストリーム）

6. 自動車付属品／
         部品

7. 自動車OEM

8. 産業機器

4. ハイテク
 

10. 消費財・サービス

9. ライフサイエンス
 

30% 50%10% 20% 40% 60% 70% 80% 90%

26.1% 47.1%
36.6%

26.5% 49.3%
37.9%

24.2% 45.0%
34.6%

20.9% 42.2%
31.5%

26.8% 52.7%
39.7%

42.4%
31.8% 53.1%

32.3% 50.7%
41.5%

33.1% 51.8%
42.4%

34.6% 53.1%
43.9%

36.1% 59.2%
47.7%
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国別で見ても、成熟度と進捗にはばらつきが見られます
（図3）。デジタル成熟度は、ドイツ、米国およびヨー
ロッパの主要国（フランス、イタリア、英国、スペイ
ン）など、インダストリー4.0を支援する政府によるプロ
グラムが早い段階で開始された国では速いペースで進行
しています。これらの国々では、2010年代初頭に政府プ
ログラムが展開されており、また業界基盤の規模が比較
的小さく迅速に動くことができるためデジタル化が速く
進む傾向にあります。逆に、大規模な業界基盤とインダ
ストリー3.0のために確立されたアセットを保有している
国、または、インダストリー4.0への政府の支援が遅れて
いる国では、デジタル化が遅れる可能性が高くなります。

日本のデジタル成熟度が相対的に低い背景として、過去
の成功実績を持つ大規模で自動化された製造拠点の慣行
が、企業の大胆な変革の弊害となっているケースなどが
考えられます。また、日本でインダストリー4.0の推進が
本格化したのは、ドイツに5年近く後れた2015年になって
からという事情もあります。一方、中国のデジタル成熟
度の低さは、シンプルで機能を限定した製品の製造に特
化し、グローバル化した企業が自動化と無駄のないオペ
レーションを優先するなど、従来の労働集約型の製造基
盤を採用していることに起因しています。

すべての国で、COVID-19（新型コロナウイルス感染症）
のパンデミック終息後の産業支援プログラム（DXを促進
するためのイニシアチブを含む）も策定されています
が、国ごとにその支援の範囲には大きな格差があります。

図3：国別のデジタル成熟度

試行 スケールアップ 完全展開PoC（概念実証）

100%30% 50%10% 20% 40% 60% 70% 80% 90%

27.9% 45.4%
36.6%

29.1% 47.5%
38.5%

24.3% 44.2%
34.2%

19.4% 45.1%
32.3%

19.1% 41.1%
30.0%

30.9% 46.9%
38.9%

39.5%
29.8% 49.4%

28.8% 49.9%
39.3%

30.6% 56.2%
43.4%

35.7% 54.0%
44.8%

35.9% 55.2%
45.7%

米国1.

シンガポール2.

インド3.

ドイツ5.

英国6.

スペイン7.

イタリア8.

フランス4.

韓国10.

中国9.

日本11.

製造業オペレーションDXの現在地：デジタル変革の検証フェーズから抜け出しスケールするには   07



投資とROI
大きな投資が大きな利益をもたらす
財務的成長においては、「規模」が重要なカギになります。企業がデジタ
ル機能（インフラとプラットフォームの両方）に投資した金額とそれに
よって得られる利益には、必ず強い相関関係があります。

図4は、オペレーションのデジタル化（デジタルプラットフォーム、イン
フラストラクチャ、およびすべてのデジタルソリューションを対象とす
る）への年間投資計画レベルと、期待される年間コスト削減額の概要を
まとめたものです。短期は今後0～3年以内、中期は5年以上としています。

デジタル投資の規模による影響は大規模企業に有利に働き、年間収益の高
い企業の方がわずかではありますがより多くの恩恵を受けています。しか
し、中小規模の企業でもデジタル化に多額の投資を行っている場合は、
短・中期で大幅なコスト削減を実現しており、中期では営業利益が4%
（総売上に占める割合）ほど向上しています。

オペレーションのデジタル化をコスト削減を実現する個別対策のポート
フォリオと考えた場合、ある年のコスト削減額を翌年の新しいソリュー
ション投資に配分できればバランスが取れている状態です。つまりデジタ
ル投資を適切に実行すれば、デジタル化によって約1年で回転するROIを
得られることになり、投資効果までの時間が長い従来のIT投資と比べて経済
的に魅力がある投資ということになります。
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図4：企業規模別のデジタル投資とROI
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図5：より成熟した業界では、営業利益で測定した場合により高い効果が見られる

また、業界別、国別のいずれを見ても、現在のオペレーションのデジタル成熟度と、計画されている投資額または期待されるコスト削減額との間には関連
性があることが分かります（図5）。

投資額が多いほど、成熟したデジタル機能を備え、より大きな利益を得る可能性が高いと考えられます。業界では、石油・ガス（アップストリーム）、
航空宇宙・防衛産業、ハイテク、国では、米国、シンガポール、インドが該当します。

試行フェーズ

成熟度の高い分野ほど、投資を増やす傾向にある�
デジタル成熟度別の業界ごとの平均デジタル投資率（総売上に占める割合）

成熟度の高い分野ほど、より高い効果を得ている
デジタル成熟度別の業界ごとの営業利益の平均増加率（総売上に占める割合）

25 30 35 40 45 50 25 30 35 40 45 50

1.8%

1.2%

1.5%

2.1%

2.4%

2.7%

3.0%

1.8%

1.2%

1.5%

2.1%

2.4%

2.7%

3.0%

ハイテク

化学

デジタル投資額/年（総売上に占める割合）

デジタル成熟度

石油・ガス
（ダウンストリーム）

石油・ガス
（ダウンスト

リーム）

産業
機器

産業
機器

ライフサイエンス

試行フェーズ

石油・ガス
（アップストリーム）

化学

デジタル成熟度

営業利益の増加率（総売上に占める割合）

ハイテク

ライフサイエンス

平均
平均

平均平均

消費財・サービス

消費財・サービス

自動車OEM

自動車OEM

自動車
付属品／部品

自動車
付属品／部品

石油・ガス
（アップストリーム）

航空宇宙・
防衛産業

航空宇宙・
防衛産業

PoCフェーズ PoCフェーズ

製造業オペレーションDXの現在地：デジタル変革の検証フェーズから抜け出しスケールするには   10



図6：オペレーションDXによる価値創出デジタル化に強くコミットすることは全体として
経済的観点から見ても支持されます。デジタル化
への年間平均投資額は、短期では売上の2.1%、中期
では3.4%に相当しますが、営業利益、資産活用
率、製品のデジタル化の大幅な向上のほか、労働
力の生産性の向上にも大きく貢献しています
（図6）。さらに、デジタル化に多額の投資を行って
いる多くの企業が、コネクテッドサービス（コネ
クテッド製品、製品ライフサイクル全体にわたる
コネクテッドサービス、デジタルロジスティクス
製品など）の売上増加という形で、売上高に大き
な恩恵を受けています。

全体としてDXは、資産利用率、労働力の生産性、
サービスを向上して、コスト効率とデジタル製品
の価格設定を改善することでEBIT（支払金利前税
引前利益）の向上を、資産利用率の改善と在庫削
減により使用資本の削減を実現し、ROCE（使用
資本利益率）を大幅に改善します。これこそが、
オペレーションDXが株主価値を創出する主要な
担い手となり得る理由です。

結論：オペレーションDXを完全に
実現するには多額の資金が必要だ
が、得られるリターンも大きい。

11,0%

2,2%

7,0%

1,8%

+57%

全体的なROIの回転率：1年

60,0%

4,0%

67,4%

15 %

73 %

12 %

100 % 26,5%

12,4%

14,1%

+113,7%-27 %+12%

3,4%
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• その結果、ROCE（使用資本利
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変化と成功要因
スキル、リーダーシップ、ガバナンス

オペレーションDXの実現には、財務的に大きなコミットメントが必要になる以外にもさまざまな要素が複雑に関係していることもあり、容易に推進
することはできません。大規模なオペレーションDXを成功させるためには、デジタル化に貢献する主要な成功要因を理解し、意識的に取り組む
必要があります。

スキル
企業におけるオペレーションDX実現には、必要なスキルを備えた適切な数
の人材2を配置する必要があります。本調査において、中期的には組織の
全従業員の1%程度、将来的には1.8%程度のデジタルスキルを有する人材
が必要になることが示されています。大規模企業の方が小規模企業よりも
デジタルスキルを備えたチームの規模は大きくなる傾向が調査結果にも表
れています。

2 本調査における「スキル」とは、人工知能（AI）、データサイエンス（アナリティクス）、顧客体験、
デジタル技術のプログラミング、開発、実装などのデジタル関連のスキルを指す。

ただし、小規模企業の中には現在デジタルスキルの構築に積極的に取り組
んでいる企業もあり、今後5年間でデジタルスキルを持つチームの規模を
平均で84%まで拡大する計画を持っており、これは大規模企業の64%を上
回っています。調査対象企業全体では、デジタルスキルを持つチームを平
均でおよそ76%拡大する予定であることがわかります（図7A）。
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図7A：主要な成功要因におけるDX対応

デジタルチーム

スキル

機能ごとのチームの規模（FTE）
（平均従業員数40,000名）

デジタル文化を促進するプログラムのタイプ リスキル（再教育）のためのリソースの割合

デジタル関連の知識 デジタル関連のリスキル（再教育）
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図7B：主要な成功要因におけるDX対応リーダーシップ
DXを拡張するためには、デジタルを経営幹部の
職域として明確に定義する必要があります。リー
ダーである経営幹部がデータ駆動型の分析を駆使
して意思決定を行うことができなければ、DXの
潜在能力を十分に発揮することはできません。
企業がやるべきことはたくさんあります。調査対象
企業でも、経営幹部の半数以上がアナリティクス
を活用して意思決定を行うための研修や訓練を受
けているという企業はわずか13%です（図7B）。

ガバナンス
DXは可能な限り最高レベルのガバナンスで推進
する必要がありますが、調査対象のほとんどの
企業においてガバナンスに対する認識はまだ低い状
況です。DXを執行委員会や取締役会が主導して
いる企業の割合はわずか39%です（図7B）。

リーダーシップ

企業でデジタルスキルを取得している
経営幹部の割合

DXを牽引するレベル

デジタルリーダーシップ デジタルガバナンス

ガバナンス

10%未満

20～50%

10～20%

50%以上

16%

36%

36%

13%

25%

34%

31%

8%

正式なプロセスなし

監査役会

3%

グループ執行委員会

COOまたはCDO

職務レベル*

*例：製造、営業、サプライチェーン
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バリューメーカーvs伝統主義者
業界や国のデジタル成熟度にばらつきがあるように、個々の企業でもデジ
タル化の速度と成果はさまざまです。今回の調査では、調査対象の企業の
中で非常に成熟したオペレーションDXによって大きな価値（収益と生産
性で評価）を生み出している少数（すべての調査対象企業の17%）の企業
群を特定しました。

「バリューメーカー」と名付けたこの企業群では、デジタルプラット
フォームやインフラストラクチャ（特に図8に示すような高度なデジタル
機能を含む）に多額の投資を行っており、その結果、営業利益に大きな
プラスの影響を与えています。

一方で、「伝統主義者」と名付けた企業群（すべての調査対象企業の
39%）では、投資額が比較的少ないためにデジタル機能（図8に示す基本
的なものを含む）が弱く、また、営業利益もわずかな伸びにとどまってい
ます。

図8に示すように、バリューメーカーはオペレーションのデジタル化で
勝利を収めています。伝統主義者がまだ基本的なデジタル機能の実装に苦戦
しているのに対し、バリューメーカーはすでに基本的な実装の段階は完了
しており、現在はより高度なデジタル機能の展開に着手しています。

オペレーションDXをめぐる競争において、バリュー
メーカーと伝統主義者の企業の二極化がさらに進んで
います。
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図8：高度な機能と基本的な機能の実装におけるバリューメーカーと伝統主義者の違い

伝統主義者が最も後れをとっている10のデジタル機能

• 製品のライフサイクル全体を通じたフィードバック

• 品質問題／不適合を評価する分析方法

• デジタルワークステーション、指示、アラート、ポカヨケ（作業ミスを防止する
仕組・装置）

• デジタル化された動的な製造計画とスケジュール管理

• フローと在庫のデジタルトラッキング

• クライアントおよびサプライヤーとデータを共有するプラットフォーム

• 製品周辺のデジタルサービス

• デジタル／IoTプラットフォーム

• 設計、製造、サービスにわたるデジタル継続性／スレッド

• データ管理ガバナンス

• 迅速なプロトタイピングによる開発（3Dプリンティングなど）

• AIベースの設計ツール（ジェネレーティブデザインなど）

• スマートなプロジェクト管理ツール

• AR／VRを使用した研修

• 拡張現実プラットフォームを使用した専門家による遠隔サポート

• AGVおよび協働ロボット（コボット）をベースとするフローと倉庫の自動化

• 5G対応

• データ品質の成熟度

• デジタルアカデミープログラム

• リスキル（再教育）プログラム

バリューメーカーが最も先行している10のデジタル機能
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国別で見ても、成熟度と進捗にはばらつきが見られます
（図3）。デジタル成熟度は、ドイツ、米国およびヨー
ロッパの主要国（フランス、イタリア、英国、スペイ
ン）など、インダストリー4.0を支援する政府によるプロ
グラムが早い段階で開始された国では速いペースで進行
しています。これらの国々では、2010年代初頭に政府プ
ログラムが展開されており、また業界基盤の規模が比較
的小さく迅速に動くことができるためデジタル化が速く
進む傾向にあります。逆に、大規模な業界基盤とインダ
ストリー3.0のために確立されたアセットを保有している
国、または、インダストリー4.0への政府の支援が遅れて
いる国では、デジタル化が遅れる可能性が高くなります。

日本のデジタル成熟度が相対的に低い背景として、過去
の成功実績を持つ大規模で自動化された製造拠点の慣行
が、企業の大胆な変革の弊害となっているケースなどが
考えられます。また、日本でインダストリー4.0の推進が
本格化したのは、ドイツに5年近く後れた2015年になって
からという事情もあります。一方、中国のデジタル成熟
度の低さは、シンプルで機能を限定した製品の製造に特
化し、グローバル化した企業が自動化と無駄のないオペ
レーションを優先するなど、従来の労働集約型の製造基
盤を採用していることに起因しています。

すべての国で、COVID-19（新型コロナウイルス感染症）
のパンデミック終息後の産業支援プログラム（DXを促進
するためのイニシアチブを含む）も策定されています
が、国ごとにその支援の範囲には大きな格差があります。

バリューメーカーは、大規模なリターンを得るには何に投資する必要があ
るか良い例を示しています。バリューメーカーのデジタル投資額の平均
は、短期では売上の3.1%（1億3,900万米ドル）、中期では売上の4.3%
（4億4,400万米ドル）です。一方、伝統主義者の投資額は、それぞれ
1.2%（5,500万米ドル）と2.8%（1億9,600万米ドル）です。

バリューメーカーは、多額の投資によって十分なリターンを得ています。
バリューメーカーは全体的な営業利益、総合設備効率の生産性、直接的お
よび間接的な従業員の生産性における、現在の、または予測される改善率
で、伝統主義者を大きく先行しています。さらに、顧客のための新しいデ
ジタルサービスが、今後5年間で売上の半分以上を占める可能性の割合
も、バリューメーカーの方がはるかに高くなっています。

また、バリューメーカーは、デジタル対応に関する高い目標を掲げていま
す。バリューメーカーは、伝統主義者に比べ、主要なデジタルスキルを
持った人材で構成された大規模なチームを備えており、従業員の大部分が
新領域についてのリスキル（再教育）を受けています。また、経営幹部を
含む全従業員を対象とする体系化されたデジタルアカデミーを開設してい
るケースもはるかに高くなっています。さらに、バリューメーカーの経営
幹部のほとんどが、意思決定にアナリティクスを活用するための研修を受
けており、バリューメーカーの大多数ではCXO以上のレベルが、デジタ
ル投資と変革を管理し牽引しています。

結 論 ： 適 切 な 投 資 は 極 め て 重 要 だ が 、 デ ジ タ ル
ソ リューションとデジタル技術にどんなにお金をかけ
ても、適切なスキル、リーダーシップ、ガバナンスに
実際的な弱点がある場合には、投資のリターンを得る
ことはできない。
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検証フェーズから抜け出すとき
調査結果では、開始から10年近くが経過しているにもかかわらず、ほとん
どの企業で、インダストリー4.0のビジョンに向けた取り組みは遅々とし
て進んでいないことが示されています。ごく一部のバリューメーカー企業
だけが意欲的に前進しており、今後何年にもわたりそれぞれの業界をリー
ドしていく絶好のポジションを独占している状況にあります。バリュー
メーカー企業は、顧客中心主義を徹底しており、顧客の使用方法に適応し
た製品を供給する準備を整えています。また、常に顧客のニーズを正確に
満たせるようローカルにも適応しています。また、俊敏かつ行動力もある
ため、売上と純利益の向上に貢献する機会を常に活用することができま
す。さらに、オープンな企業文化を醸成しているため、優秀な人材が集ま
りやすく、採用後も離職率が低い傾向が見られます。実際、バリューメー
カーと伝統主義者の間のギャップは非常に大きく、伝統主義者は大規模な
対策と投資を今すぐ実行しなければ、バリューメーカーに追いつくことは
できないでしょう。

問題は、なぜこれほど多くの企業が未だにPoC（概念
実証）や試行フェーズにとどまっているのかというこ
とです。大きな進歩を阻む3つの要因が考えられます。

1つ目は、企業がさまざまなツールやトレンドを調査し試行する中で、
各オペレーション領域（製品設計、製造、サプライチェーンなど）にどの
ソリューションを適用すべきかを判断するまでに長く時間がかかっている点
です。1年かけて企業が調査を終える頃には、コボティクスなど別の新興
技術に注目が集まり、その後、拡張現実、IoT、AIとさまざまなテクノロ
ジーとソリューションが次々と登場してきました。これらの技術と関連す
るソリューションを何年にもわたって学んだ結果、業界各社が自社のビジ
ネスに最も関連性の高い技術について理解を深められた点については良い
結果だったと言えるでしょう。企業はこれらのデジタルソリューションの
限界も認識することになりました。つまり、夢を見る段階は終わったとい
うことです。

2つ目は、企業に新しいデジタルソリューションを実際に導入することは
非常に難しかったという点です。無事ソリューションを実装したとして
も、それを使える人材がいないというケースもよく聞かれます。デジタル
ソリューションをスケールアップする際には、それにともなう新しい働き
方や基準を企業の文化とオペレーションに浸透させる必要があります。
また、新たなソリューションをローカル環境に適応させ（例えば、バグが
なくユーザーフレンドリーなツールを選定すること）、そして、それらの
すべての過程に経営幹部は注意を払う必要があります。また、一般的に
利用されているものとは異なるスケールアップのアプローチも必要にな
ります。
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製造業では多くの場合、現場や事業体ごとに特定のデジタルソリューション
を個別に展開します。実際にすべての工場に個別の分析ツールを実装し
ている企業もあります。しかし、そのような慣習的なIT導入の手法では、
拠点ごとにソリューションが分断されるため、その真価を十分に引き出す
ことができません。必要とされる変化や価値を生み出すために、企業は
アセットごとのスケールアップに注力し、完全なデジタルソリューション
セットを集約して実装すべきです。そうすることで、アセットの真の変革
が実現しはるかに大きな価値を生み出せるようになるだけでなく、企業全
体を変革するのと同様の結果を得ることができます。

3つ目は、インダストリー4.0が依然としてインダストリー3.0と競合して
いるという点です。基本的なリーン生産方式が機能していない場合、生産
能力が需要に追い付いていない場合、より多くの自動化が必要な場合、
基本的なオペレーション評価の基準が使用されていない場合などでも、企業
は高度なデジタル機能を導入すべきでしょうか。これらは多くの企業に当
てはまる状況で、この場合は、高度なデジタルソリューションを実装する
よりも、アセットの再調整、自動化の強化、特定部門の規模の適正化など
により、短期的にはより高いコスト削減効果を得ることができます。予算
面の制約はありますが、外部の投資会社によって業界の変革が促進される
可能性もあります。

直接的に売上を増やす事業投資とは対照的に、デジタル投資はモダナイ
ゼーションと機能のアップグレードを目的としています。すべての事業が
同レベルで適切に運営されていない場合には、うまく回っていない事業の
当面の改善が優先されて、デジタル化によるモダナイゼーションは後回しに
されがちです。しかし、それでは事業の継続性を維持することができません。
企業は、従来のイノベーションに対する投資と同様に、DXのための
資金とリソースを確保し、将来に備えるべきです。中核事業に関わる制約
や財務的な圧力などの理由があったとしても、デジタル投資を維持するた
めに、DXに関する意思決定は執行委員会や取締役会で行われる必要があ
ります。

オペレーションDXをめぐる競争が活発化する中で、
参入に時間がかかりすぎる製造業企業は長期的に大きな
リスクを負うことになります。

オペレーションDXをめぐる競争では、デジタル化に迅速に取り組ん
だ企業が勝者となり、そうでない企業は敗者となります。今こそ
製造業各社は、デジタル検証のフェーズから抜け出して、少しでも
早くスケールアップに着手し、これ以上後れをとらないよう努力
すべき時です。
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アクセンチュアについて

アクセンチュアは、デジタル、クラウドおよびセキュリティ領域において卓越した能
力で世界をリードするプロフェッショナル サービス企業です。40を超える業界の比類
のなき知見、経験と専門スキルを組み合わせ、ストラテジー＆コンサルティング、
インタラクティブ、テクノロジー、オペレーションズサービスを、世界最大の先端テク
ノロジーセンターとインテリジェントオペレーションセンターのネットワークを活用
して提供しています。アクセンチュアは51万4,000人の社員が、世界120カ国以上のお
客様に対してサービスを提供しています。アクセンチュアは、変化がもたらす力を受
け入れ、お客様、社員、株主、パートナー企業や社会へのさらなる価値を創出します。

アクセンチュアの詳細は www.accenture.com を、
アクセンチュア株式会社の詳細は www.accenture.com/jp をご覧ください。
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