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製造の支援と強化
製造業は、最近の 10 年間で急速な技
術革新による大きな影響を受けた業界
の 1 つです。急速なイノベーションを
求め続ける顧客に対峙する製造業は、
「進化なければ衰退あるのみ」という
厳然たる現実に直面してきました。参
入障壁としてのコストの低下により、
新たな競合企業が絶えず参入し、テク
ノロジの進化により、最新の製造現場
が様変わりしています。スマート セン
サーの急速な普及により、研究開発と
工程の変革が進行し、膨大なデータが
大きなリスクと大きなチャンスをもた
らしています。

製造業者はテクノロジのもたらすチャ
ンスと課題に直面し、この新たな環境
に対応して飛躍するための方策を練っ
ています。Microsoft Dynamics 365 for 
Operations が提供するツールを活用す
ることにより、製造業者は製品開発を
加速させ、製造現場の業務スピードを
向上しつつ、よりスマートなフルフィ
ルメントを実現できます。Microsoft 
は、製造業のこの新たな時代の中で、
ビジネスのスピードの向上と、オペ
レーションの連携の推進を通じて、製
造業者の支援と強化を実現し、明日に
つながる今日のビジネスの成功をサ
ポートします。
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新たなトレンド
流れの急速な今日のグローバル エコノ
ミーでは、製造業者はこれまでにない
ような要求に直面しています。顧客は
個々のニーズに応じて製品がカスタマ
イズ可能であることを求めています。
イノベーションの速度はますます進
み、新製品のサイクルが加速していま
す。要求は高まり、間違いやミスは許
容されなくなってきています。さらに
インターネットを通じて顧客は、かつ
てないほどの購入のための選択肢を手
中にしています。

この時代に生き残るためには、製造業
者にはいっそうの卓越性が必須と言え
ます。オペレーションの連携によって、
製品開発を加速し、製造現場をアジャ
イル (俊敏 ) にして、フルフィルメント
のスピードを向上する必要があります。

この冊子では、業務のスピードを加速
し、常に卓越性を実現して、製造業者
を支援して強化するための、業界の 7 
つの新たなトレンドを紹介します。
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IoT (モノのインター
ネット )
要旨
IoT (モノのインターネット ) は製造業に大
きな影響を及ぼしています。製造業者は工
程の可視性を向上したり、機器の予兆保守
を可能にしたり、顧客にリモート サポート
を提供したりすることができます。

ポイント
• 2020 年までに 208 億ものデバイスが IoT 
に接続されると予測されています。

• 製造企業の 41% が高い頻度でセンサー
のデータを活用しています。

• ウェアラブルは従業員の安全、教育、顧
客サポートの向上に活用されています。
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IoT (モノのインターネット ) の登場
インターネットの初期の時代から、
キッチンの家電から家の空調設備ま
で、各製品をつないで統合したエコシ
ステムを構築することは未来の 1 つの
夢でした。IoT (Internet of Things、モ
ノのインターネット ) は、個々のデバ
イスを既存のインターネット インフ
ラに接続するものです。

ユビキタスな (どこでも利用可能な ) 
インターネット アクセス、センサー
の小型化、クラウド コンピューティ
ングの普及を通じて、IoT が現実のも
のとなってきました。数百万ものデバ
イスが既にインターネットに接続され
ていますが、IoT はなお黎明期にある
と言えます。IoT は次の大きな潮流と
なると、多くの専門家が指摘していま
す。Gartner による最近のレポートで
は、2020 年までに 206 億個のデバイ
スが IoT に接続されると予測されてい
ます。1

製造業者にとって IoT は、工程を監視
して改善するための多くのデータを獲
得できることを意味します。これによ
りエネルギー管理をより効率化した
り、安全性のリモート監視を行ったり、
緊急通知システムを実現したり、イン
フラの管理性を向上したり、プロセス
の自動化を図ることなどが可能となり
ます。IoT は製品自体がスマートな機
能を備えるためにも大きな役割を果た
します。IoT の接続性により、リモー
トからリアルタイムでシステムを監視
することが可能となるため、顧客の
ためのリモート サービスやさまざま
なサポートなど、多くのビジネス ソ
リューションに扉が開かれます。

セキュリティ上の懸念
IoT は大きな可能性を秘めています
が、一方では課題も伴います。プライ
バシーとセキュリティは最も大きな課
題の 1 つです。インターネットへの常

時接続とは、常に監視されていること
を意味します。身に付けることができ
る、ウェアラブル デバイスのユーザー
にとって、これは気がかりとなります。
その他の接続デバイスのユーザーに
とっても、知られたくない生活上の情
報が、IoT に接続されることは気がか
りとなります。

企業がユーザーのデータを保持するこ
とも懸念材料となりますが、そのデー
タが第三者の手に渡った場合には、さ
らに大きな問題となります。Web 接
続されたベビー モニターを始めとす
る、インターネット上の Web やセキュ
リティ カメラなどの数千もの個人情
報がハッカー集団により公開された最
近の事例では、接続デバイスにおける
セキュリティの脆弱性が露わになりま
した。2デバイスから収集されるデー
タの多くは単なるメタデータですが、
それらの情報の集積により多くの個人
情報を特定することも可能となってし
まいます。2014 年、スタンフォード
大学の研究者は、546 人のボランティ
ア実験者から、短期間のメタデータの
提供を受け、その解析を行い、驚くべ
きことに、わずかな解析で比較的高精
度な個人情報を特定することに成功し
ました。これには健康医療情報、宗教
上の情報、薬物乱用に関する個人情報、
銃の所有情報、離婚に瀕している夫婦
の情報などが含まれていました。3

そのような課題も伴いますが、IoT は
世界に大きな良い影響を及ぼすため
の、大きなチャンスの扉を開きます。
IoT のさまざまな活用には、まだ知ら
れていないものもありますが、IoT は
既に世の中を変えつつあります。

スマート センサー
もう 1 つの IoT の課題はデバイスの
コストです。スマートフォンの定期
的なアップデートを行うことは既に
一般的となりましたが、同じように 208

2020 年までにインターネットに接
続されると予測されるオブジェク
トの数 1

億
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冷蔵庫やドア ロックを 2 年おきにアップデートして、最
新機能を使い続けたいと思うユーザーは多くありません。
その分高価な新製品をわざわざ購入するユーザーも多く
ありません。そこでスマート センサーの出番となります。
リモート データ センサーは急速に広がりつつありますが、
まだ始まったばかりです。Aberdeen Group の 2015 年の調
査によると、製造企業の 41% がセンサーのデータを高い頻
度で活用していると答えています。4いくつかの要因により、
このトレンドは勢いを増しています。第一に、既に説明し
たように、スマート センサーによって、従来型のデバイス
に、比較的低いコストで、「スマートな」機能を付加するこ
とができます。スマート デバイスのために機器全体を交換
する必要なしに、スマート センサーを使って、既存の機器
が必要なフィードバックを行うことが可能となります。第
二に、マイクロチップの小型化により、小型のセンサーが
可能となりました。センサーの小型化により、これまでは
センサーを付けられなかった小型のデバイスにもセンサー
を付けることができるようになりました。これはウェアラ
ブル市場で特に広がっています。数年前にはなかった、多
くのセンサーを備えたフィットネス バンドなどが登場して
います。

サイズの小型化に加え、センサーの低消費電力化技術によ
り、スマート センサーの用途が大きく拡大しています。バッ
テリー電源を必要とするセンサーでは、そのバッテリーは
課題の 1 つです。常にアクティブである必要があるセンサー
は、バッテリーを急速に消費する場合もあります。低消費
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88+12W
35+65+W
11+89+W

79+21+W
35+65+W
10+90+W

47+53+W
14+86+W
2+98+W

電力型の新しいセンサーにより、この
課題の解決が図られています。データ
収集手法の改良も、スマート センサー
の低電力化に役立っています。たとえ
ば、ローカル メモリを活用したセン
サーでは、一時的にデータを保存して
後からまとめて転送を行い、インター
ネットへの常時接続保持の必要性をな
くしています。

ユビキタスなインターネット接続性も
スマート センサーの普及を後押しし
ています。IoT デバイスでは、その名
のとおり、データ転送のためにイン
ターネット接続が必要となりますが、
従来では限定的なインターネット接続
とその帯域幅により、シームレスな接
続には困難が伴っていました。ワイヤ
レス技術の進化により、今日ではス
マート デバイスの接続がより容易に
なりました。

センサー数の増大により、データの速
度と量に対応するためにはより強力な
コンピューターが必要となります。イ
ンターネット接続性の向上に加え、増
大する同時接続のデータ ストリーム
を処理可能な高速なコンピューター 
プロセッサも、スマート センサーの拡
大を支えています。さらに、スマート 
センサー技術の拡大に寄与している大
きな要因の 1 つは、データ収集に関す
るユーザーの不安感の減少です。

身体の状況をモニターして医者に情報
を転送するセンサーや、自動車が相互
に通信を行うセンサーなど、リモート 
センサーの可能性は多大です。セン
サーを使って、製品の使用状況や動作
パターンをリアルタイムに監視するこ
とにより、製品や職場の効率を向上す
ることができます。リアルタイムの最
適化エンジンにデータを送信したり、
今後の戦略や開発のためのデータ ポ
イントとすることができます。

ウェアラブル
新たなテクノロジは、今日の企業に
とって、これまでにない新たな課題や
リスクをもたらしています。ウェアラ
ブル デバイスは、製造現場から社外ま
で、労働者の "見張り " として使われ
るようになり、労働者の賃金や規則違
反の監視にも影響を及ぼすようになっ
ています。これらの用途における今日

での課題は、デバイスのデータ マネジ
メント、保護、信頼性などです。特に
労働者の身体上のリスクを伴う職種で
は、デバイスの装着に伴う不便性を超
える利便性を提供できるかどうかが課
題でしたが、デバイスの急速な普及に
したがい、それらのリスクや不安は解
消されつつあります。

トレーニングやサポートも、ウェアラ
ブルによる大きな効果が期待されてい
る分野です。Microsoft HoloLens5 など
のテクノロジの活用により、VR (仮想
現実 ) 技術を使って従業員が、作業シ
ナリオに沿った実際の操作法を知るこ
とができ、これはビデオやガイドブッ
クを使うよりもわかりやすいソリュー
ションとなります。さらに AR (拡張
現実 ) 技術により、リアルタイムで従
業員やユーザーに手順を説明できる、
リモート アシスタンスを提供するこ
ともできます。これによって製造業者
は、従業員トレーニングを向上させた
り、顧客サポートを向上させることが
できます。

PC/ノート PC スマートフォン タブレット

ゲーム  
コンソール スマート TV スマート ホーム 

デバイス

スマート 
ウォッチ

スマート
リストバンド

どれも所有
していない

88%

35%

11%

79%

35%

10%

47%

14%

2%

スマート デバイスの所有率
52, 53
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B2B から B2B2C へ
要旨
企業は、研究開発から配送までバリュー 
チェーンを詳細に制御して、ますます増大
する顧客の期待に対応しようとしていま
す。これにより製造業者は、エンド ユー
ザーのニーズとエクスペリエンスを重視
し、B2B から B2B2C への変化を余儀なくさ
れています。

ポイント
• 増大する顧客の要求により、企業はバ
リュー チェーンを詳細に制御する必要が
あります。

• 製造業者には透明性の向上とエンド ユー
ザーの重視が求められています。

• 世界の消費者の 87% が購買判断時に CSR 
を考慮すると回答しています。
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B2B から B2B2C へ
消費者のすべての決断には、経済的、
感情的、その他の、メリットとリスク
が伴います。消費者が製品を購入する
場合、単に製品を買っているのではな
く、エクスペリエンス (体験 ) を購入
しています。このエクスペリエンスに
は、製品を使うエクスペリエンスも含
まれますが、購入の複雑性、店頭での
実感、パッケージ、セットアップの容
易さ、問題があった場合のサポート対
応の安心感、なども含まれます。たと
えば、消費者は「どれだけストレスが
生じるか」「友人にどう思われるか」「壊
れやすいか」などと考えます。

企業がパーツや製品を差別化しても、
消費者にはその違いがわからない場合
もあります。たとえば、クルマの送風
ファンが何度も故障した場合、消費者
はその部品のメーカーのことを考える
ことはなく、悪いエクスペリエンスを
クルマのメーカーのブランドにつなげ
て考えます。今日の B2C 企業の多く
は、製造から消費まで、そのバリュー 
チェーンを細かく制御し、ブランドの
評判を守り、高まる消費者の期待の基
準を満たそうとしています。企業が多
くの接点にわたって主導権を保持する
ことにより、ブランド エクスペリエ
ンスを十分に制御して、カスタマー 
ジャーニーの全体にわたって継続性を
保持することができます。

その結果、B2B 企業はよりエンド ユー
ザーに焦点を当てる必要があります。
単に調達顧客のニーズを満たすだけで

なく、顧客の顧客のニーズを考慮す
る必要があります。この変化により、
B2B 企業は B2B2C 企業へと変わりつ
つあります。製造業者は変化する要求
に基づいて、製品やサービスを見直す
必要があります。

スピードに対応するためのフルフィル
メントの変化
高まる顧客の期待により、B2C 企業が
フルフィルメントに対応する方法が変
化しています。Accenture の 2014 年
の調査によると、顧客の半数は、小売
企業が、消費者にオンラインで注文を
行い、店舗で受け取る方法を提供す
ることを望んでいます。6 小売企業の 
77% は、店舗での受け取りがとても有
益であると考えています。7 店舗での
受け取りを使うと答えた顧客の 25% 
は、そうする主な理由はスピードだと
答えています。6 これらののニーズと
価値にもかかわらず、店舗での受け取
り、複数チャネルでの在庫確認、店頭
への発送などの、基本的なサービスを
提供している小売企業は、全体のわず
か 1/3 にとどまっています。

配送時間を改善するため、多くの B2C 
企業は "1 つのサプライ チェーン " モ
デルへと移行し、オンライン ストア
と実店舗の流通用資産を統合していま
す。既に多くの店舗を持つ企業では、
小売店舗をネットワーク型の小型流通
センターとして活用することにより、
新たな流通施設を構築して管理する費
用をかけることなく、注文対応時間を
短縮しています。さらに資産の統合に

より、顧客は在庫確認を行って、製品
を入手するための最も速くて簡単な方
法を知ることができるようになりま
す。製造業者はロジスティクスを見直
して、適切な製品が適切な行き先に適
切なときに行き渡るようにする必要に
迫られています。

サプライ チェーンの可視性の向上
変化する小売トレンドにより、B2C 企
業はサプライ チェーンを見直す必要
に迫られています。多くの B2C 企業
では、企業に代わって製品の発送を行
うサード パーティのロジスティクス 
プロバイダーやフルフィルメント ハ
ウスを活用して、店頭に在庫のない製
品や、在庫を持たない製品すらもオン
ラインで販売しています。これらの企
業では製造施設から倉庫へ、さらに店
舗への在庫の追跡を行うだけでなく、
個々の顧客への発送状況の追跡を行え
る必要があります。今日の顧客は、店
舗の在庫情報を確認したり、店舗での
受け取りなどの新たなフルフィルメン
ト オプションの提供を期待していま
す。それらのニーズに対応するため、
製造業者は工程とサプライ チェーン
の可視性をいっそう高め、それらの情
報を B2C パートナーと共有できるよ
うにする必要があります。

マーケティングとの統合
企業がエンド ツー エンドの顧客エク
スペリエンスをより重視することに伴
い、マーケターは、製品開発、パッケー
ジング、注文対応、配送までのすべて
に関して、より詳細な対応を行うよう



| 12

オペレーション向け Microsoft Dynamics 365

になっています。その結果、製造業者はこれらのエクスペ
リエンスを提供するマーケターとの密接な協業を高めてい
ます。

またソーシャル メディアの成長は、マーケティングと製造
の統合のために、大きな役割を果たしつつあります。ソー
シャル メディアは成長を続けており、今日では全米の成人
の 2/3 (65%) がソーシャル ネットワーク サイトを活用して
います。2005 年にはこれは 7% に過ぎませんでした。8ソー
シャル メディアを通じて、マーケターにとって、これまで
になかったような顧客との対話が可能になり、製品やスタ
イル、トレンドや競合についてのフィードバックを収集で
きるようになりました。イノベーションの速度がますます
加速し、現在の企業は、従来の小規模なフォーカス グルー
プを活用する方法に代えて、世界中から収集されたソーシャ
ル データを活用する方法に移行しています。

あらゆる部門でのイノベーション
ソーシャル メディア データ以外にも、企業のイノベーショ
ンのプロセスは進化しています。かつてイノベーションは
研究開発部門内のみで行われるものでしたが、現在の企業
ではアイデアの出所を問わず、"あらゆる部門でのイノベー
ション " を図ろうとしています。新たなクラウド対応のコ
ラボレーション ソフトウェアにより、企業はさまざまなア
イデアを共有し、検討して、加速するツールを手にしてい
ます。営業担当者が顧客の不満を、製品開発に直接つなが
るフィードバックに変えることができるようになりました。
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さらに、IoT の活用により、製造業者
は製品の使用状況に関する可視性を大
きく向上させることができます。この
データは、ユーザーの動作の詳細な理
解に役立ち、今後のイノベーションの
ためのインサイトを提供します。たと
えば、最もよく使用される機能は何か、
不要な機能は何か、ユーザーが操作中
に行き詰まる箇所はどこか、ニーズに
対応するためにうまく動かない箇所は
どこか、もともと意図されていないよ
うな用途に使われてる箇所などを理解
するために役立ちます。よりアジャイ
ルな製造プロセスの活用により、製造
業者はこれまでになく迅速に製品の変
更や改良を行うことができます。

持続可能性
環境と社会に優しい製品に対する消費
者からの要求の増大に関する議論が行
われています。多くの人が環境や社会
を考慮した製品を望むとする一方で、
消費者の購買行動は必ずしもそれを反
映したものとなってはいませんでした。
この流れに変化が表れてきています。

環境に優しい製品であれば高い価格
でも買うと回答する個人は減少して
いますが、企業が社会や環境を考慮す
ることは重要であると回答する個人
は増加しています。9 2013 年の Cone 
Communications and Echo Research に
よる調査では、世界の消費者の 87% 
が購買時に CSR (企業の社会的責任 ) 
を考慮すると回答しています。10 これ
はつまり、消費者は CSR に対して高
い対価は払わないものの、優れた CSR 
を備えることは新たな時代の最低基準
であり、この新しい基準に達しない場
合には、消費者から見放されることを
意味します。企業は CSR を防御戦略
と攻撃戦略の両面から検討する必要が
あります。

今日では、情報の取得は容易であり、
瞬く間に拡散します。倫理に反した商
行為が露呈した場合には、消費者から
の急激な反発を引き起こします。この
ため、多くの企業では自社の商行為を
再度見直し、さらにサプライ チェー
ンの取引先の商行為も確認して、より
社会に対して責任を持った組織とな
るようにしています。また多くの企
業では透明性の向上を図っています。
2015 年、CorporateRegister.com11 で

は 12,000 社からの CSR 報告書を取り
まとめましたが、その数は 1994 年に
はわずか 20 社でした。

さらに、多くの企業では CSR をビジ
ネスの成長につなげています。たとえ
ば、American Eagle では、女性肌着ブ
ランドである Aerie の売り上げが、広
告でのモデルのフォトショップ加工を
止めると発表して以来、10% 増加した
と報告しています。12 Goldman Sachs 
では、10,000 人の女性起業家に対し
て教育とトレーニング支援の投資を
行うと発表しました。13 World Green 
Business Council14 の調査によると、オ
フィスの空気の品質を向上させる取り
組みを行っている企業では、8 ～ 11% 
の生産性向上が見られるということ
です。この調査では、優れた CSR を
行っている企業では、従業員の採用と
保持が容易になるという結果も示して
い ま す。Harvard Business School と 
London Business School による 2011 
年の調査では、CSR に優れた企業は資
金調達が容易であるという結果を示し
ています。14 従来は CSR の取り組みに
は賛否両論がありましたが、この流れ
は変わり、倫理性からも経済性からも、
CSR への投資の重要性はますます明確
になっています。

低い品質に対する容赦のない対応
インターネットによって消費者は、オ
ンライン レビューやオンライン ショッ
プなど、これまでになく、多くの情報
や意見を手に入れています。さらに
ファッションからテクノロジまで、多
くの業界では、製品のライフサイクル
がますます短期化しています。15, 16 満
足できなかった消費者は別の製品を購
入する可能性が非常に大きくなってい
ます。

製造業者は、品質が低い場合の消費者
からの容赦ない対応を考慮する必要が
あります。イノベーションのスピード
に対応し、生産サイクルの短期化に対
応する必要があります。これまでにな
かったイノベーションを持った新製品
でも、箱を開けてすぐに問題なく動作
することを顧客は期待しています。製
造業者がそれを提供できない場合に
は、その代償を受けることになります。

トリプル ボトム
ライン

環境
環境に対する企業の影響。狭
義では環境に有害でない必要
がありますが、トリプル ボト
ムラインを考慮する多くの企
業では、さらに進んだ取り組
みを行っています。

社会
社会に対する企業の影響。ト
リプル ボトムライン モデルで
は、企業に経済的な投資を行
うステークホルダーだけでな
く、あらゆるステークホルダー
を考慮します。

経済
企業の経済的価値。トリプル 
ボトムライン モデルでは、経
済的価値とは、従来型の会計
の定義を超え、世界の経済環
境における企業の影響のすべ
てを意味します。
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バリュー チェーンの
進化
要旨
製造業者は、顧客のエクスペリエンス、優
れたサポート、透明性の向上に焦点を当て、
バリュー チェーンを進化させています。

ポイント
• 64% の企業がバリュー チェーン パート
ナーとの交渉と協業ができることがより
重要になると回答しています。

• 企業の 29% は、テクノロジを活用して
パーソナライズされたサービスは、市場
に破壊的な影響を及ぼし始めていると回
答しています。

• 59% の製造業者がロボティクスを採用し
ていると回答しています。
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バリュー チェーンの進化
製造業者は、エンド ユーザーのニーズ
を重視したビジネス モデルの採用を志
向するにつれて、研究開発から販売後
のサポートまでの、バリュー チェーン
全体を見直す必要に迫られています。
製造業者は、高い次元での透明性と、
今日の消費者から求められるサービス
を提供するために、バリュー チェーン
のパートナーとより密接な協業を行う
必要があります。2015 年の Deloitte に
よる将来のサプライ チェーン タレン
ト (Deloitte’s 2015 Supply Chain Talent 
of the Future)のレポートでは、64% の
企業がバリュー チェーン パートナー
との交渉と協業ができることがより重
要になると回答しています。17

サービスとしての製造
進化するバリュー チェーンや 3D プリ
ンティングなどの新たなテクノロジの
出現により、製造業者にとっては、パー
ソナライゼーションを可能にする、新
しいビジネス機会が現れています。従
来型の製造よりも、より "オンデマン
ド " に近い製造サービス ("リアルタイ
ム デマンド フルフィルメント " とも
呼ばれます ) を提供する製造業者も既
に出現しており、その影響が既に表れ
てきています。企業の 29% は、テクノ
ロジを活用してパーソナライズされた
サービスは、市場に破壊的な影響を及
ぼし始めていると回答しています。18 
パーソナライズされた医療デイバスや、
カスタマイズされた調合薬など、パー
ソナライズされた製品は既にインパク
トをもたらしています。またパーソナ
ライズされた玩具などの、楽しい用途
もあります。テクノロジによってこれ
らのサービスが、工程の観点からも、
ロジスティクスの観点からも実現され
ています。

IoT の発達も「サービスとしての製造」
に、大きな役割を果たしつつありま
す。製品の販売後も製品監視が可能と
なることにより、製造業者は使用状況
のデータを収集し、予兆保守を提供す
るための予測分析を行うことができま
す。これは今後数年でサービス業界に
まったく新しい革命的な進化をもたら
すと考えられています。定期点検のた
めにクルマを持ち込む必要はなくなり
ます。クルマが問題の自己診断を行い、
メンテナンスが必要なときに自動的に
報告を行うようになります。製造業者
は必要なパーツをあらかじめ修理工場
に配送しておくことができ、作業を行
う技術者は、ユーザーがクルマを持ち
込む前に、診断レポートを参照してお
くことも可能です。

たとえば、ThyssenKrupp Elevator のよ
うな製造業者では、サービスとしての
製造を念頭に、ビジネス モデル全体
の見直しを行っています。新旧を問わ
ず、エレベーターにスマート センサー
を装着することにより、ThyssenKrupp 
では収集データを使って、予兆保守
サービスや先制的な保守サービスを顧
客に提供し、コストとダウンタイムを
低減しています。ThyssenKrupp では、
このサービスによって自社のエレベー
ターのサービス性を向上させるだけで
なく、業界の常識を超えて、自社以外
のエレベーターにもこのサービス モ
デルを拡張しています。19

リショアリング
リショアリングは最近の製造業でよく
触れられるトレンドであり、世界経
済に大きな影響を与えつつあります。
2014 年末の Boston Consulting Group 
のレポートによると、「英国における
中小規模製造業者の 11% が、最近 12 
か月間に海外から製造工場を国内に戻

リショアリングの主な理由とし
て、運送コストの低減と回答した
製造業者の割合 23

業務の自動化

2025 年までに、先進
国では 15 ～ 25%、新
興国では 5 ～ 15% の
工業労働者の仕事が
自動化されると予測
される 54

78+22+V78%
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した」とされており、これは「海外にオフショアした製造
工場の数の 2 倍」であるということです。20

いくつかの要因によりリショアリングが促進されています。
第一の要因は、中国、インド、ブラジルなど、かつて低コ
ストでの製造を可能にした国々の経済成長です。それによ
り、賃金の上昇は 2 桁に及びました。21 これは地域の労働
者には大きな経済機会をもたらしましたが、オフショアを
行った製造企業にとっては、国内生産に対するオフショア
のメリットを失うことになります。

さらに最近の運送コストの上昇により、オフショア生産の
コスト メリットはいっそう低下しました。運送コストは
多くのマルチチャネル販売事業者にとって最大の運営経費
です。国内生産品の運送コストは一般に、総売上の 2 ～ 
4% 程度ですが、輸入品では総売上の 6 ～ 12% にもなりま
す。22 ガソリン価格や配送業者の賃金を始めとする各種コ
ストの上昇も、海外生産コストの上昇につながりました。
Boston Consulting Group による製造企業調査では、リショ
アリングの主な理由として、78% の製造業者が運送コスト
の低減と回答しました。23

さらに、製造業におけるロボティクスの普及の拡大も、リ
ショアリングの拡大につながっています。ロボティクスは
既に製造業で大きな役割を果たしており、59% の製造業者
がなんらかのロボティクスを採用していると回答していま
す。24 最新のロボットは、高速のプロセッサとクラウド接
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59% の製造業者がなんらかのロボティク
スを採用していると回答しています。24

続を備え、数年前までは人間が行う必
要のあった多くのプロセスを自動化す
ることができます。現在、製造業者
の 1/3 はロボティクスを使用した、ビ
ジネス プロセスと生産プロセスの自
動化を検討しています。25 これらのス
マートなロボティクスの採用によって
国内生産施設が強化され、かつて海外
市場に求めた低コストの労働力を利用
するよりも、ロボティクスを活用した
国内の熟練労働者を利用するように
なってきています。

スマートな製造と新たな機器の需要
スマートな製造施設とデジタル化され
たバリュー チェーンへの動きは、製
造業に大きな影響を与えています。今
日では、1/3 の製造業者がバリュー 
チェーンにおける自社のデジタル化の
度合いを「高」と考えており、80% 以
上が今後 5 年以内にバリュー チェー
ンをデジタル化すると回答していま
す。26 これには大きな機会があります
が、スマートな機器とデジタル化には
高価な費用がかかります。PwC は、製
造エンジニアリング業界では今後 5 年
間にわたり、インダストリー 4.0 (第 

4 次産業革命 ) ソリューションとして、
年間約 310 億ドルの投資が行われると
予測しています。26 これらの新しいテ
クノロジの実装にはコストがかかりま
すが、実装しないことによる代償の方
がはるかに大きいと考えられています。

シェアリング エコノミーのインパクト
PwC の最近のレポートによると、シェ
アリング エコノミーの市場は現在、
全世界での売り上げが 150 億ドルで
すが、2025 年までに 3350 億ドルに成
長すると予測されています。27 Airbnb 
や Lyft などの企業はレンタルや交通の
市場に変革をもたらしましたが、シェ
アリング エコノミーのモデルは既に、
ボート、収納、ペット、仕事場、エネ
ルギーなどにも広がっています。

シェアリング エコノミーはその急激
な成長により、製造への影響は不可避
であり、その兆候が既に現れています。
製造業者にとっての真のリスクはまだ
判然とはしませんが、個人が製品を "
シェア " できるようになると、製品を
買う必要がなくなっていくと言っても
過言ではないため、製造業者への悪影

響もありえると考えられています。一
方、シェアリング エコノミーは製造業
者にとって興味深い機会をも創出して
います。Amazon などのいくつかの企
業では、コミュニティ メンバーが製
品や材料を顧客に配送し、運送時間や
運送コストを低減するという試みを既
に始めています。また企業間のシェア
リング エコノミーでは、オーバーヘッ
ドの共有や、異なる季節需要を抱えた
企業間での倉庫スペースの共有による
サイズの最適化など、興味深い取り組
みも始まっています。このトレンドは
まだ新しいものですが、製造企業に
も影響を与えるものと考えられます。
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より高い可視性
要旨
データの収集性の向上と、クラウド対応の
アナリティクス プラットフォームにより、
製造業者では、これまでにないほど工程に
ついての可視性が高められています。

ポイント
• 45% の企業は、分析が必要となる最も大
きな要因は、企業のさまざまな部分から
のデータにアクセスすることであると回
答しています。

• グローバル企業の 47% は、必要とする十
分なデータにアクセスできていないと感
じています。

• SMAC-スタック (ソーシャル、モバイル、
アナリティクス、クラウド ) は、製造業
者の業務に変革をもたらしています。
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58 + 47 + 44
より高い可視性
ビッグ データの最大の課題の 1 つは、
その量と速度に対応することです。
IBM による 2015 年の調査では、日々 
2.5 エクサ バイトものデータが生成さ
れており、世の中のすべてのデータの 
90% は最近 2 年間に生成されたもの
であるということです。28 データを活
用するための優れたツールなしでは、
その活用は比較的限定的でしたが、ス
マートで強力なクラウド コンピュー
ティングにより、ついにビッグ デー
タがより有用なものとなり、製造業者
が生産現場を改良して、よりスマート
な工程とサプライ チェーンを実現す
るために役立っています。

小型センサーからよりユビキタスなイ
ンターネット アクセスまで、新たな
テクノロジを活用して、製造業者はよ
り高速に、より信頼性の高いデータに
アクセスすることができます。これら
の進化により製造企業は、これまで
になかったほど非常に広範なデータ 
ソースからデータを収集できるように
なりました。たとえば、ユーザーによ
る製品の使用状況データ、機器のキャ
パシティ、エネルギー消費レベル、パー
ツ在庫、機器のメンテナンス状況、品
質管理メトリックなどのデータを収集
できます。2015 年の Aberdeen Group 
による、インサイト時代のデータ主導
の製造のレポートによると、45% の
企業は、分析が必要となる最も大きな
要因は、企業のさまざまな部分からの
データにアクセスすることであると回
答しています。29 より包括的で優れた
データを活用して、製造業者は事業の
総合的な理解を深めることができ、工
程を最適化したり、問題の発生前に機
器や安全上の問題の予兆に対応するこ
とができます。

ビッグ データ
高速かつ信頼性の高いデータの取得は
ビッグ データのための正しい方向へ
の一歩ですが、IBM が定義した、「ビッ
グ データの 4 つの V」と呼ぶ新たな
課題も引き起こします。30 4 つの V と
は、Volume ( データの量 )、Velocity 
(ストリーミング データの分析速
度 )、Variety (多様なデータの種類 )、
Veracity (データの信憑性 ) です。

ビッグ データの増大に伴い、企業はこ
れらの課題を痛感することになります。
2015 年の KPMG による Going Beyond 
the Data レポート 31 によると、グロー
バル企業の 58% がデータの品質と信頼
性はデータとアナリティクスに基づく
意思決定のための大きな課題であると
回答しています。また 47% は必要とす
る十分なデータにアクセスできていな
いと感じています。つまり、ビッグ デー
タがビッグすぎるのです。今日まで、
企業のデータ活用は、内部の知識不足、
限定的なツール、高価なコストなどに
より制限されていましたが、ようやく
機能が追い付いてきました。

製造業者は、ビッグ データにより容
易にアクセスできるための新たなアナ
リティクス ツールを活用しようとし
ています。これには機械学習、予測分
析、自動化ツールなどがあります。ビッ
グ データはそれ自体は有益なもので
はありません。データが知識を提供し、
プロセスを効率的なものとして、製造
業者が効率的な業務を遂行できるよう
になることによって、有益なものとな
ります。これらのツールは製造業者が、
検出、分類、可能性分析、最適化を行
うために役立ちます。

検出には、パターン (トレンド )、ター
ゲット、外れ値の認識があります。多
くのデータをチャートやグラフにでき

データとアナリティクス
に基づいた意思決定を行
うための最大の課題 31

デ
ー
タ
の
品
質
と
信
頼
性
の
評
価
が
困
難

適
切
な
デ
ー
タ
が
必
ず
し
も
利
用
で
き
な
い

ク
エ
リ
を
実
行
す
る
た
め
の
知
識
が
限
ら
れ
て
る

58
%

47
%

44
%
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るデータ可視化ツールにより、トレンドの把握がより容易
になります。シンプルな可視化比較により、外れ値を容易
に識別できます。リアルタイムにデータを追加することに
より、シンプルなデータ可視化にスピード性が加わります。
製造業者はこれらのツールを活用して、品質管理の変化や
メンテナンスの問題を追跡したり、新たな市場トレンドを
検知したり、サプライ チェーンの問題の予兆を問題の発生
前に識別したりすることができます。

分類により、企業はデータの分離、並べ替え、フィルター、
順序付け、比較を行えます。製造業者は分類によって、よ
り迅速に、在庫、パーツ、生産のニーズを分離したり、ラ
ンク付けできます。分類プロセスを自動化するツールによ
り、生産を合理化でき、製造業者は変化する需要に柔軟に
対応できます。またこれによって製造業者は、よりカスタ
マイズされた製品を製造して、スマートなクロス セルを進
めることができます。

将来のできごとの可能性を理解することは、戦略的な判断
を行うために非常に重要です。可能性はできごとの確率を
示すために使われ、複数のできごとを比較したり、結果の
分布を示すために利用されます。製造業者は予測アナリティ
クス ツールを使って、マスター在庫管理、新製品の最適な
価格付け、予兆保守や先制的な保守、販売予測、サポート 
ニーズの予測、キャッシュ フロー管理などに活用できます。
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SMAC-スタック = ソーシャル、モバイル、アナリ
ティクス、クラウド
製造業者にとってアジリティ (俊敏性 ) 
がますます重要になっているため、ア
ナリティクスを活用して最適化を進め
ることによって、より敏捷性を高める
ことができます。これは上記の 3 つの
柱の最適化、すなわち、より迅速で正
確な検出、分類、可能性分析を行うこ
とによって、実現できます。多くのリ
アル データが利用できるようになり、
新たな機械学習ツールを活用して、期
待された結果と実際の結果を比較し、
アルゴリズムを最適化することによっ
て、製造業者の業績向上につなげるこ
とができるようになりました。

これらの方法自体は、多くは新しいも
のではありませんが、強力なプロセッ
サとクラウド コンピューティングの
威力を使った新たなツールによって、
データを十分に活用することが可能に
なってきました。

SMAC-スタック
SMAC-スタックとは、ソーシャル、
モバイル、アナリティクス (すなわち
ビッグ データ )、クラウドの頭文字を
表すものであり、製造業者が工程の可
視性を向上して、よりアジャイルな企
業となるための、製品とサービスの
パッケージを示すものです。次世代の 
SaaS では SMAC-スタックとの密接な
連携が図られるようになると考えられ
ます。新たな機能とは、プラグインな
どのアドオンや API によりソフトウェ
アが単に共に動作するだけではありま
せん。システム全体が密接に連携する
ように構築され、新たな機能の追加に
よりスタック全体を向上させることが
できます。

SMAC-スタックでは、クラウドを活
用したソーシャル機能によって、企業

はデータをより効率的に共有したり、
コラボレーションを向上させたりでき
ます。ソーシャル機能は、社内のコミュ
ニケーションを向上させるだけでな
く、仕入先やサプライ チェーンの他
の取引先とのコミュニケーションも向
上させることができます。

モビリティのトレンドは既に数年間に
わたって進んできていますが、SMAC-
スタックのモビリティによって、従業
員はクラウドを使ってデバイスを同期
し、場所を問わずにソーシャルやアナ
リティクスのデータに容易にアクセス
できるようになります。製造現場での
モバイル テクノロジの活用は、生産
フローの改善や、問題の迅速な伝達と
解決に役立ちます。

アナリティクスが SMAC-スタックの
コンセプトを支えていることは意外で
はありません。既に述べたように、ビッ
グ データは製造に大きな影響を与え
ています。アナリティクスと SMAC-
スタックをつなげることにより、価値
のあるいくつかのメリットが生じます
が、おそらく最も重要なのは、単一プ
ラットフォームの活用を通じた、測定
の一貫性です。つまり、異なるデータ
収集方法を使ったデータ ソースを混
在させることがありません。

最後に、クラウドがこれらのパーツを
すべて統合するスレッドとして機能
します。クラウドにより、企業の業務
が塗り替えられつつあります。企業は
データをリモートで保存でき、オンプ
レミスのデータ センターの必要性を
低減して、関連コストも削減できます。
企業はデータの物理的な場所とセキュ
リティの心配をする必要がなくなりま
す。リソースをクラウドに集中するこ

とにより、従業員はより容易かつより
安全に、業務に必要なツールとデータ
に、場所と時を問わずにアクセスでき
ます。

IT 部門と財務部門
製造におけるテクノロジの普及の増加
は、製造部門と IT 部門のより密接な
関係をもたらしています。企業におけ
るテクノロジの役割とコストが増大す
るにつれ、財務部門が IT の管理によ
り大きな役割を持つようになり、これ
により製造工程にも、財務部門の役割
が拡大しています。ビッグ データに
より、IT 担当者と財務担当者のどちら
にとっても、企業の製造工程とサプラ
イ チェーンの可視性が向上していま
す。この変化によって、財務部門のリー
ダーが、投資と経費の影響を十分に理
解しようとすることにより、財務部門
の説明責任はバリュー チェーン全体
に拡大しています。

2.5

日々生成されるデータ量。28

エクサバイト
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エマージング テクノ
ロジ
要旨
テクノロジは常に製造業のイノベーション
の推進を担ってきました。今日のエマージ
ング テクノロジも同様です。3D プリンティ
ングからナノテクノロジまで、最新のツー
ルや技術は製造に変革をもたらしています。

ポイント
• 米国の製造業者の 66.7% がなんらかの形
で 3D プリンターを導入しています。

• 自律デバイスは製造工程に革命的な変革
をもたらそうとしています。

• ナノテクノロジは原子レベルでの超精密
加工 (APM) を可能にしています。
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エマージング テクノロジ
製品の歴史は、ほぼ製造技術の歴史と
共にあります。最初の革ベルトによる
バケット エレベーターとベルト コン
ベアは 1785 年に登場し、交換可能な
部品は 1801 年に登場しました。31 Ford 
による最初の可動組み立てラインは、
1913 年に登場しました。32 Televox ロ
ボットは 1926 年に登場しました。33 
CNC 機械加工やシックス シグマは、80 
年代に登場しました。それらも含め、
RFID タグなど、テクノロジのすべてが、
今日あるような、新たな材料の製造や、
新たな製品のためのプロセスや組み立
てに活用されています。

製造における過去のトレンドを振り返
り、それを基に将来の製造を理解し
ようとすると同時に、最新のテクノロ
ジを十分に理解することが重要です。

3D プリンティング
3D プリンティングは、今日の企業と
製造における最も期待されるエマージ
ング テクノロジの 1 つです。積層処
理により、事実上あらゆる 3D のデジ
タル レンダリング イメージを物理形
状で行うことができます。現在、米国
の製造業者の 2/3 (66.7%) がなんらか
の形で 3D プリンターを導入済みで、
その数は増加中であり、15.5% は今後 
3 年以内に使い始める予定であると報
告されています。34 この流れは、技術
的改良による、機器と材料のコストの
低下、および印刷時間の高速化によっ
て促進されています。3D プリンティ
ングは新しいものではありませんが、
これらの改良によって、多くの製造業
者にとって、より実用的なものとなっ
てきています。実際、小規模企業にお
ける 3D プリンティングの導入は、急
速に大規模企業並みに進んできてお
り、現在の導入率はそれぞれ 59%、
75% と、その差が縮まっています。34

3D プリンティングの用途は、カスタ
マイズされた医療機器、パーソナライ
ズされた製品やパッケージ、船舶が外
洋航行中に作成して利用できる交換部
品など、広範にわたっています。カス
タムの日さしによる独自の美容製品を

作成したり、製薬企業が患者向けにさ
らにカスタマイズされた薬剤を作成し
たり、さまざまなユーザーによる新た
な用途が既に広がっています。今日の
製造においては、3D プリンティング
は主にプロトタイピングとして使われ
ています。製造業者の 34% が 3D プ
リンティングをプロトタイピングに使
用していると報告されています。また 
28.9% は用途の実験中であり、2.6% は
従来の方法では製造できない製品を作
るために使っているとしています。34 
3D プリンティング テクノロジが高速
かつ安価となるにつれ、製造業者に
とって新たな用途が広がることは確実
です。

CNC 機械加工
積層処理である 3D プリンティングと
は異なり、機械加工は大きな原材料の
ブロックから、制御された削り出しに
よって、最終的な形状とサイズを作成
するプロセスです。これは、複数の部
品を組み合わせることなく、単一の原
材料から単一のコンポーネントを作成
できることを意味します。これは通常、
複数の部品を組み立てる時間を低減で
き、接続点において一般的な強度の弱
さを低減でき、複数部品の接続に必要
な追加部品や材料を減らせるため、重
量とサイズを低減できます。

CNC 機械加工は新しいものではあり
ませんが、技術とプロセスの進化によ
り、近年 CNC 機械加工の需要は高まっ
ています。今日の CNC 機械加工では、
自動化、正確性、速度が改良され、主
に自動車、医療機器、テクノロジ デ

バイスなどに使われる高品位金属など
扱える材料が拡大しています。その結
果、CNC 機械加工は、より強く、よ
り小さな製品に利用され、今日の製品
で見られる多くのユニボディの製造の
ための技術として活用されています。

自律デバイス
自律デバイスと言うと、自動運転の
クルマやドローンのように未来の夢
と思われるかもしれませんが、実際
には既に現実のものになっています。
Mercedes-Benz35 や Tesla36 などの自動
車製造業者は既に自律機能付きのクル
マを発売しており、Tesla の CEO であ
る Elon Musk は最近のインタビュー
で、自動運転車は今後 20 年で普通の
ものになると予測しています。37 最大
の障壁は技術自体よりも、規制面であ
ると考えられます。38 ロボティクスと
自律システムに関する公開特許の数は 
2004 年から 2013 年の間に 264% 増加
しました。24

製造業ではロボットは長い間一般的で
あり、他の産業よりも普及が進んでい
ましたが、新世代の AI (人工知能 ) を
使った自律デバイスによって、生産、
工程、保守の 3 つの点で、製造の情勢
が塗り替えられようとしています。

これまでのロボット活用と同様に、今
後もロボット支援を活用した生産で
は、より効率的に仕事をこなしたり、
重量物の運搬など、人間ではできない
ことも行えますが、AI と自律機能の搭
載により、機械がより独立して作業を
行うことができるようになります。ま

36%12% 24%
導入の可否を判断するための実

験段階
プロトタイピングのみ

プロトタイピングおよび実生産

従来の方法では製造不可能な製品
の製作

最終製品や最終部品の実生産のみ

未導入

3D プリンティングの採用状況 5529+25+10+3+1+33
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だ実験段階ではありますが、プログラムされた自律型のド
ローンは、自分で部材や部品を見つけて、共同作業を行って、
ビルや橋を組み立てることができます。39

自律デバイスは製造工程に革命的な変革をもたらそうとして
います。欧州のロボティクス企業である Kuka40 では、ロボッ
トが相互にやり取りを行って、自動的に次の製品ラインの対
応を調整する、自律ロボットを製造しています。これらのよ
うな自律マシンは、集中在庫データにアクセスして、市場ニー
ズに基づいて、動的に製造量を変更することができます。自
律ドローンや自律ロボットは、倉庫内で資材を見つけて運搬
することができ、製品を顧客に配送することさえ可能です。
作業現場でドローンが部材を集めて、在庫ニーズに応じて製
品を組み立て、製品が自動運転車両によって自動的に配送さ
れる日も、遠い未来ではないでしょう。

最後に、自律車両が保守に大きな変革をもたらしています。
スマート センサーの活用により、機器は予期される保守上
の問題の自己診断を行えます。また自律デバイスにより、
視覚的に問題を確認し、解決策を判断して、必要なツール
と部品を用意し、修理を行うことができます。これは携帯
電波塔や橋梁など、保守の実施が困難な場所では特に有益
です。このような予兆保守は製造業者のビジネス スピード
の向上に大きく寄与し、ダウンタイムとコストを低減する
ことができます。
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エマージング テクノロジによる課題
の克服
企業のグローバル展開時の課題で、あ
まり取り上げられることのない問題に、
商品の配送があります。米国では配送
と言うとスピードの問題がありますが、
そもそも配送を行うためには、配送先
の地点を特定する必要があります。

スタートアップ企業である 
what3words41 によると、世界の人口の
約 75% は「住所システムが一貫性に
欠けたり、複雑であったり、未整備で
あることによる問題に直面している」
ということです。世界全体では 40 億
人が住所を持っておらず、先進国で
あっても、住所システムは複雑な問題
を抱えている場合があります。たとえ
ばロンドンでは、Lonsdale Road とい
う異なる通りが 8 つあったり、多くの
家に地番がなかったりします。

ロンドンを本拠とするスタートアップ
である what3words41 は、この問題に
対処するため、地球上を 3m x 3m の
区画に区切り、5700 万の区画を作成
して、それぞれに固有の 3 つの単語
による住所を割り当てました。これは
簡単な地理的座標系のように機能しま
す。what3words は製造業者や配送企
業から多くの注目を集めています。こ
の住所システムでは、顧客は商品の配
送先として、単に倉庫を指定するだけ
でなく、より具体的なドアや場所を指
定できます。また製造業者では、施設
内で保守上の問題が発生している場所
や、資材の運搬先や、作業現場の安全
性を向上させる必要がある場所など
を、特定するのに役立ちます。ドロー
ン テクノロジとの組み合わせにより、
この座標系を使って、食品や医薬品、
その他の補給品を迅速で容易に配送す
る方法に道が開かれる可能性がありま
す。たとえば未開発の地域への配送や、
災害地域への緊急配送などが考えられ
ます。まだ途上の技術ですが、エマー
ジング テクノロジによって、より小
さな世界が実現されつつあります。

先端素材
スマートな先端素材によって、想像以
上に世界が変わろうとしています。新
しいスマートな素材が次々に登場して
います。たとえば、自己修復を行える
素材や、光量、温度、電流などの変化
に応じて形状を変化させる素材などが
あります。これらの素材はコストの低
下と共に利用の道が開かれつつあり、
製造業者ではこれまでになかった新製
品や既存製品へのこれらのテクノロジ
の採用を検討しています。

これらの先端素材の利用の一例には、
食品や医薬品などの賞味期限や有効期
限のある製品向けに開発された、「バ
イオ スマート タグ」があります。こ
れはトウモロコシの穀粒ほどの大きさ
のジェル状のスマート タグで、食品
の期限を示すことができます。タグは
特定の化学作用や微生物増殖により反
応して、通常は色の変化により状態を
示します。

このテクノロジには幅広い可能性があ
ります。まず、さまざまな食品パッケー
ジや医薬品パッケージに採用して、消
費者に期限を知らせることができま
す。また現在は物流上一部のサンプル
のみで行われている、大腸菌やサルモ
ネラ菌などの細菌検査に使われると、
画期的となります。将来的にはこれら
のテクノロジは、現在では鮮度が不明
であったり食中毒へのおそれから大量
に廃棄している食品の課題に対応した
り、ひいては食糧不足などの課題に対
応できるものと期待されています。

これらのテクノロジはまだ途上の技術
ですが、製造業者にとっては、先端素
材を使った製品や、廃棄物の低減や、
工場内での品質管理の向上など、有望
な活用分野が開けています。

ナノテクノロジ
ナノテクノロジは画期的なイノベー
ションであると考えられています。ナ
ノテクノロジとは、分子や原子のレベ
ルで物質を操作する技術ですが、次

世代のナノテクでは、原子レベルで
の超精密加工 (APM: Atomically Precise 
Manufacturing) を目指しています。42 こ
れは文字どおり、原子を自由に操作し
て物質を製造することを意味していま
す。既にこのレベルの超精密技術によ
り、ナノ電子技術によって DNA にデー
タを保存することができ、将来は米粒
サイズの大きさに 1 ペタバイトを保存
できる可能性があるとされています。43

このテクノロジを支える科学は既に
存在し、その進化が期待されていま
す。APM はコストの低下と共に、コ
ンピューティング、素材、医薬品など、
多くの分野に大きな可能性を開くもの
と考えられています。一方では、適用
の広がりと共に、技術の悪用も懸念さ
れています。たとえば、わずかな製造
設備で安価かつ高度な兵器を開発する
ことなどです。また製造物が自己複製
を繰り返すことにより、地球上の資源
を消費し尽くすほど増殖するというシ
ナリオもあり、これは「グレイグー」
と呼ばれています。遠い可能性かもし
れませんが、ありえるリスクかもしれ
ません。44

ナノテクはまだこれからの技術です
が、大きな影響があることは確実です。

2008 年から 2014 年にわたる産業
ロボットへの投資額増加 56

50+50+V50%
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アジャイルな製造
要旨
多くの製造業者では、顧客の進化に対応し、
よりカスタマイズされた製品へのニーズに
対応するため、アジャイルな製造を志向し
ています。

ポイント
• 多くの業界で製品発表サイクルが短縮化
されています。

• 多くの企業ではフル モデル チェンジよ
りも、小規模の反復的なアップデートを
行うようになっています。

• 製造業者がイノベーションのためにコラ
ボレーションを進める主な理由は、市場
への投入時間の短縮です (25%)。
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アジャイルな製造
高コストの製造分野では、長い間、無
駄のない製造のための議論が行われて
きました。近年ではテクノロジの進化
により、ビジネス リーダーのための
製造工程の可視性が高まり、コストの
識別、無駄の削減、効率の向上に役立
てられるようになりました。

一方、テクノロジは新たな顧客の要求
を作り出し、パーソナライゼーション
やスピードへの期待が生まれました。
スピードに関しては、製作～配送のス
ピードと、イノベーションのスピード
の、両方が求められています。その結
果、アジャイルな製造が業界のトレン
ドとして急速に広まっています。ア
ジャイルな製造とは、変化する顧客の
要求に迅速に対応することです。ア
ジャイルな製造では、柔軟に適応可能
な生産プロセス、設備、ツール、労働力、
材料を活用することにより、新たなカ
スタム製品をリアルタイムに適応して
製作することができます。

製品導入の迅速化
イノベーションの加速により、消費者
向け商品を扱う多くの企業では、製品
発表サイクルのスピードを上げて、競
合に先駆けようとしています。テクノ
ロジ業界を始めとする多くの業界で
は、従来は 18 ～ 24 か月の製品発表
サイクルであったものが、今では 12 
か月またはそれ以下に短縮されていま
す。衣料品などの季節商品では、従来

は半年サイクルであったものが、今で
は通年にわたって新製品を発表するよ
うになっています。

この新しいサイクルはもちろん研究開
発に影響を及ぼしていますが、価格設
定や材料調達など、企業の他の多くの
分野にも影響を及ぼしています。たと
えば衣料品業界では、各企業がそのビ
ジネス モデルを迅速な製品サイクル
に対応させています。この動きはソー
シャル メディアによって加速されて
います。またトレンドの消長の早さも
影響しています。ファッション デザ
イナーによる新作の写真が一気に拡散
され、その商品の生産をすぐに増やす
必要が生じることもあります。顧客は
新作をオンラインでチェックして、そ
の日にすぐ店舗で購入できることを期
待します。衣料品大手の Zara では、「デ
ザインし、生産して、店頭に並べるま
で 1 か月」というすばやさを実現して
います。45

H&M ではファッショナブルな衣服を
非常に安価に提供することで急成長し
ました。これは多くの消費者にとって
も、移り変わりの激しいトレンドに合
わせて新しい衣服を購入できる方法に
合っています。45 これらの商品はコス
トが安価なだけでなく、品質もそれな
りではありますが、思うよりは良いと
いうものになっています。46 これらの
製造業者は、衣服が実際にはわずかな
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回数しか使われない場合には、相応の品質でも製品の価値
を損ねることはないという前提に基づいて、品質を価格相
応とすることにより、低価格を実現しています。パーソン
ズ美術大学のファッション学部長である Simon Collins 氏は 
NPR のインタビューで、「商品の中にはひどいものもあり
ます。土曜日の晩のパーティに 1 度着て行ったら、それで
だめになってしまうのです。」45 と説明しています。変化の
激しさのため、商品の移り変わりもすばやく、耐久財の中
にも消耗品になってしまうものがあります。

反復は新たな検証
デジタル時代以前には、多くの商品にはほぼ定期的な発表
サイクルがあり、完成製品は最終製品として提供されてい
ました。各社は商品が発売に適したものであることを十分
に確認し、さまざまな詳細の検証を行っていました。消費
者は商品を気に入らない場合には、その商品の次回作の発
表を待つか、または他社の代わりの商品を購入しました。

今日では、インターネット接続された商品は、ソフトウェ
アに大きく依存しており、各社は商品の寿命までの間、製
品をアップデートすることができます。これはソフトウェ
ア業界で特に顕著であり、SaaS (サービスとしてのソフト
ウェア ) のソリューションが成長しています。

SaaS のビジネス モデルでは、ソフトウェア企業は製品に継
続的な改良を行って、顧客の満足度を高め続けようとしま
す。企業が製品のアップデートを続ける場合には、フル モ
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反復こそ、
検証にな
るのです。

デル チェンジを発表するよりも、反復
的または段階的なアップデートをより
重視するようになります。多くの企業
では、新機能を全顧客に提供する前に、
あるサンプルの市場に提供して、アイ
デアの検証を行ったりデータを収集す
る場合もあります。反復こそ、検証に
なるのです。

オンデマンド製造
3D プリンティングの進化に大きく支
えられているオンデマンド製造は、企
業によっては、大きな変革をもたらし
ます。たとえば洗濯機の部品が故障し
た場合を考えてみます。部品をオンラ
インで検索して注文する代わりに、顧
客はバー コードを印刷して、地元の店
に持参し、そこで部品を印刷してもら
うのです。または、自律ドローンで配
送してもらうこともできるかもしれま
せん。

スピードと利便性以外にも、進化を続
けるこのモデルは製造業者に大きな影
響を及ぼします。たとえば、大規模な
製造設備の必要性が減少していく可能
性があります。また製造業者が在庫を
持つ必要性も減少したり、注文と配送
のロジスティクスを簡素化できること
にもなります。

コラボレーションの促進
多くの製造業者では、アジャイルを追
求し、コラボレーションの向上を通じ
て、よりすばやい企業になろうとして
います。Forbes の調査によると、製造
業者がイノベーションのためにコラボ
レーションを進める主な理由は、市場
への投入時間の短縮である (25%) とさ
れています。47

離れたチームとのコラボレーションを
円滑にするために、テクノロジは大き
な役割を果たしています。クラウド
により、さまざまな新しいコラボレー
ションと生産性のツールを活用して、
世界中の人々が容易に共同作業を行え
るようになりました。3D プリンティ
ングにより、複数のチームがアイデア
を共有し、コラボレーションのスピー
ドを上げることができます。チームは
世界中のメンバーと容易に設計を共有
して、その設計を印刷することができ
ます。

今後もビジネスの実行スピードが加速
するにつれ、製造業者は新たな要求に
対応するためによりアジャイルになる
必要があり、アジャイルなプロセスを
使ったテクノロジがそれを実現します。
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スモールこそ、 
トレンド
要旨
生産技術の発展、参入コストの低下、スピー
ドの要求、より高度にカスタマイズされた
製品の需要が、より小規模で現地化された
製造の拡大につながっています。

ポイント
• 製造の現地化の最大の理由は、サプラ
イ チェーンをコンパクトにすることです 
(79%)。

• 職人製品のトレンドは、多くの業界に影
響しています。

• 参入コストの低下で、小規模で生産量の
少ない製造業者というカテゴリが誕生し
ています。

79+78+69+63
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スモールこそ、トレンド
産業革命以来、製造業は主に効率化を
追い求め、無駄をなくそうとしてきま
した。これは大規模な集中施設による、
プロセスの最適化につながりました。
250 年ぶりにこの傾向に変化が表れよ
うとしています。製造テクノロジと輸
送の向上により、製造コストは低減し、
大規模な集中製造工場の価値は減少し
ました。またこれにより、参入コスト
も低下し、従来であれば工場を作る十
分な資本がないような中小規模の製造
業者にも参入の道が開かれました。

スピードの必要性が現地化を求める
より小規模で現地化した製造施設を志
向する主な理由は、スピードの必要性
です。顧客は迅速なフルフィルメント
とカスタマイズを求めるため、それら
の要求に対応するには、小規模で現地
化した製造施設の方がより効率的であ
るためです。

たとえば、顧客がオンラインで部品を
注文し、バー コードを印刷して、それ
を使って地元の店で 3D プリンターに
より印刷するような、現地型のオンデ
マンド製造が考えられます。これによ
り、顧客が迅速に商品を入手できるだ
けでなく、工場の作業現場を低減でき、
在庫管理を簡素化できます。

ネクストリショアリング
リショアリングの増加には、コストと
スピードが大きく影響していますが、
ネクストショアリングを求める声が増
えていることもその理由の 1 つです。
ネクストショアリングは、資産と仕入
先を需要とイノベーションの場の近隣
に置くことです。顧客がより迅速なフ
ルフィルメント、高度なカスタマイズ、
ハイペースのイノベーションを求めて
いるため、バリュー チェーンを需要の
近くに置くことで、コラボレーション
と生産性を向上し、時間とコストを節
約できます。Boston Consulting Group 
によると、生産拠点を現地化する最大
の理由はサプライ チェーンをコンパ
クトにすることと (79%)、顧客の近く
に配置すること (69%) です。23

ネクストショアリングは先端のロボ
ティクスや 3D 印刷とデジタル生産な
ど、技術の進歩から多大な恩恵を受け
ています。これらのテクノロジが進化
したことで、価格が下がり、小型化が
進みました。そのため、生産施設の建
設に必要な資金と物理的な敷地面積が
少なくなっています。この点は非常に
重要です。それがなければ、リソース
を集約するのではなく、複数の小規模
で現地化された生産施設を建設する見
込みは低くなるためです。製造業者の 
71% は、最先端の生産技術によって、
現地化された生産の採算が改善される
と考えています。23

企業が製造を他国から米国内に移行した理由 23

サプライ チェーンをコンパクトにするため

配送コストを削減するため

顧客との距離を縮めるため

仕入先との距離を縮めるため

                     79%

                                                  78%

                                69%

                   63%

79+78+69+63
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リスクの低減
多くの製造業者が、より規模が小さい現地型の生産施設
にシフトしているのは、リスク低減も理由の 1 つです。
National Bureau of Asian Research によると、2013 年の知
財盗用によって米国企業が受けた被害は 3,000 億ドルを超
えており、米国に本社を置く企業の知財盗難の 80% は中
国に端を発しています。48 企業が新しい市場に進出する際、
現地法や現地の法体制、地元文化での知財の捉え方につい
て十分に理解できていないことがよくあります。たとえば
中国では、知財盗用や模造は広く認められていて、盗用と
いうようりも "採用 " であると見なされています。中国政
府は、このような慣行を表す言葉として "再イノベーショ
ン " という新しい語を作り出しています。

海外にオフィスを構えている企業も、特にオフィスがテク
ノロジやインフラストラクチャがさほど進んでいないか管
理されていない地域にある場合は、新たなセキュリティ リ
スクを抱えることにもなります。知財盗難のリスクを緩和
するため、多くの製造業者は、特にそれが専売プロセスや
機密情報にかかわる場合、ナレッジを集約管理せずに分散
させています。

分散することは多角化することでもあり、それにより、な
んらかの理由により特定の施設での製造能力が失われた
場合のリスクを低減できます。PwC が 2015 年度に世界の 
CEO を対象に実施した調査によると、CEO の 72% が地政
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CEO の 72% が地政学的な不確実性につい
て懸念を持っています。

49

学的な不確実性について懸念を持って
います。49 また自然災害や戦争などの
出来事も、特定の地域で企業がビジネ
スを遂行できるかどうかに影響します。

職人技の時代
パンからビール、アイスクリーム、炭
酸飲料にいたるまで、職人が手がけ
た食料品が世界中で人気を博していま
す。Pepsi のような大手食品・飲料メー
カーでさえ、職人が手がけた製品とし
て新しいブランド製品をリリースし
て、このトレンドに乗じて収益を上げ
ようとしています。50職人技への関心
は食品以外にも広がっていて、自転車、
衣料、ジュエリー、家具雑貨、調理器
具など、あらゆる自家製で手作りの品
物が対象になっています。51 このトレ
ンドの要因の 1 つは、製品の大量生産
によって推し進められてきた受け身の
消費者主義に嫌気がさしたことにあり
ます。消費者は、どの家庭にも同じ製
品がある世の中で、何かユニークであ
ると同時に、品質が高く健康的な地元
で手作りされた品を手に入れる機会を
求めています。

マイクロ製造業者
職人商品の需要拡大は、"マイクロ製
造業者 " つまりごく小規模な製造業者
の増加を招いています。手作りの品に
対する需要だけでなく、いくつか他の
要素もマイクロ製造のトレンドに一役
買っています。

新しいテクノロジのおかげで、大手製
造業者が製造コストを削減できただ
けでなく、新しい製造業者の参入コス
トも下がっています。高品質の 3D プ
リンターをわずか数千ドルで購入でき

ます。かつてはライセンス料が数千ド
ルだった CAD ソフトウェアが今では
数百ドルになり、CAD を実行するた
めの高価な専用マシンは不要になりま
した。専門知識とトレーニングが必要
だった多くのプロセスは自動化され、
インターネットによって個人が比較的
安価な材料を利用しやすくなりまし
た。自宅のガレージで 3D プリンター
を使っている個人が、大々的に直接大
手メーカーと競合することはないかも
しれませんが、マイクロ製造の拡大は
既に製造業に影響を及ぼしています。
また、共有経済の発展に伴い、個人所
有の複数の 3D プリンターで構成され
るネットワークが、商品の製造の大き
な動力になる可能性が現実に存在して
います。

さらに、e コマースの発展も、製造
の分散の最大の課題の 1 つを解決す
るうえで役に立っています。現在、
Amazon から Alibaba、Etsy、Foodoro 
まで、マイクロ製造業者が製品を流通
販売できる大小さまざまなマーケット
プレースがあります。

知財盗用による米国での損失の見
積もり額 48

$3000億
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Microsoft Dynamics 365 for Operations 

オペレーションの連携
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オペレーションの連携
製造業者は、ラピッド プロトタイピング、アジャイル生産、製
品のサービス化を中心としたビジネス モデルによって、利益率
と差別化を大きく改善できます。しかし、第 4 次産業革命、つ
まり Industry 4.0 では、このような新しいビジネス モデルを実
現できる最新のソフトウェアが必要です。常に期待どおりのブ
ランド品質、営業、サービスを提供し、製造工程とサプライ チェー
ンの連携によってフルフィルメントを遂行します。あらゆる意
思決定を顧客第一で考えるには、営業担当者とサービス担当者、
製品エンジニア、生産現場 /倉庫の作業員、配送ドライバーにイ
ンサイトを提供する必要があります。オペレーションの連携に
は、フロントオフィスのプロセスとバックオフィスのプロセス
をつなぐ必要があります。また、導入しやすく、直感的に使用
できなければなりません。さらに、新しい製品やサービスだけ
でなく、パーソナライズされた事前対応型の体験を提供できる
よう、専門知識と経験が足りない作業員にガイドを提供できる
必要があります。製造業者は Microsoft の最新のオペレーション
連携ソリューションを使用することで、新しい Industry 4.0 のビ
ジネス モデルを検証して規模を設定し、顧客の期待に答えるこ
とができます。これは、新製品の導入スピードを上げ、アジャ
イルでインテリジェントな製造とサプライ チェーンの運用を可
能にします。

製品導入の迅速化
エンジニアリングとマーケティングの各部門では、シミュレー
ション モデルと 3D 印刷した試作品を通じ、リスクを低減しな
がら新製品の構想を短期間で検証できます。これにより、スマー
トな接続された製品群、インテリジェントなオートメーション、
デジタル製造から得たインサイトを使用して、これまで以上に
確実に需要に対応できるようになります。エンタープライズ ソ
フトウェアが新製品導入の顕著な障壁にならないようにする必
要があります。重複と無駄がないプロセス製造と補充作業を実
現するための指針に裏付けられた経験とワークスペースにより、
新製品のモデル化とコスト設定を迅速に進め、生産部門と調達
部門に短期間でそれらを移管できるようにします。

作業現場での俊敏な業務遂行
製造業者は、作業現場での深刻な技量不足に直面していますが、
短期間でこれまで以上に多彩な製品の製造が求められる状況は
続いています。この製品製造を実現し、人と機械とのギャップを
埋める役割を担うのは現場の作業者です。作業者と監督者に合
わせたワークスペース、職務指針、および作業指示で生産フロ
アを管理し、あらゆるデバイスで表示できるようにします。こ
れにより、オペレーションのインサイトを通じて各持ち場での
生産性と総合的な可視性を引き上げます。

インテリジェントなフルフィルメント
作業現場で最新のインテリジェントなオートメーションとデジ
タル製造に投資しても、供給と需要に例外が発生すると、顧
客に約束した期日で製品を納品できなくなる可能性がありま
す。在庫、製造、ロジスティックに対するグローバルな可視
性を確保し、役割に最適化したワークスペースにどこからで
もあらゆるデバイスでアクセスできるようにすることで、顧
客に適した生産、倉庫、輸送のオプションを、それぞれの顧
客を担当するサービス要員がプロアクティブに検討できます。
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成長速度に合わせた拡張
それぞれの企業に最適なペー
スで拡張できるように、時勢
に合わせて柔軟にビジネスを
刷新するための選択肢を提供
しています。クラウドのメ
リットを活かして、グローバ
ルにオペレーションを拡大す
ることもできます。レガシー 
システムやレガシー データと
容易に統合できるため、引き
続き既存の投資からリターン
を得られ、システム拡張の障
害を排除できるソリューショ
ンです。また、Microsoft の信
頼できるクラウドを利用する
ことで、情報のセキュリティ
とコンプライアンスが確保さ
れ、安心して運用できます。

ビジネスの迅速な変革
プロセスを簡単に再設計して
ビジネスを変革できること
は、企業が競争上の優位を保
つうえで非常に重要です。そ
れは現状にチャレンジするた
めの手段ですが、予測をしな
がら、ビジネスの混乱を招く
ことなく、速やかに実行する
必要があります。Microsoft 
は、ビジネス プロセスを簡単
にスピーディに再設計できる
ようにすることで、ビジネス
の変革を可能にしています。
Dynamics 365 for Operations 

なら、自社のテクノロジか
ら価値を実現する時間を短縮
し、予測可能な導入によりビ
ジネスの計画と実行を改善
し、これまでよりも短時間で
運用を開始できます。プロセ
スをカスタマイズする場合
は、Visual Studio などのテク
ノロジに対応しているため、
特定のビジネス ニーズを満た
すための人材、リソース、ソ
リューションが豊富に存在し
ています。

よりスマートでより迅速な意
思決定
あらゆる事態に備え、将来の
計画を実現できるように、意
思決定の質とスピードを向上
できるようにしています。現
在の職場を考えて開発され
たツールを提供することで、
ユーザーが活躍できるように
しています。モバイル対応
で、なじみがあり、使いやす
くてコラボレーションを促進
するビジネス ソリューショ
ンを提供し、生産性と仕事の
スピードを向上できるように
しています。ビジネスの状態
をリアルタイムで把握できる
ので、データ駆動型の意思決
定の質を上げて、ビジネスに
良い影響をもたらすことがで
きます。

ビジネス スピードの加速
Microsoft Dynamics 365 for Operations は、Microsoft のエン
タープライズ向けソリューションです。ほぼあらゆるデバイス
と場所からインサイトとインテリジェンスにリアルタイムで
アクセスできるので、これまで以上にスマートな意思決定を迅
速に下すことができます。このソリューションを使うと、ビジ
ネス プロセスを再設計して、ビジネスをすばやく変革できま
す。その結果、イノベーションを起こし、価値実現までの時
間を短縮して競争上の優位を維持できます。また、Microsoft 
クラウドの選択肢と柔軟性を通じ、企業の進展に伴って拡張
できる柔軟性を提供します。これによって、ビジネス上のニー
ズに対応できるようにオペレーションの規模を調整できます。
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新たな革新
Microsoft Dynamics 365 for Operations

製造

この機能では、予定されている製造オーダーに必要な資材が、所定の期日に揃っているか
どうかを生産監督者が確認できます。予定されている製造オーダー件数とリリース保留中
の製造オーダー件数に関する情報を、生産監督者がワークスペースで入手できます。実際
の注文または予定されている注文に引き当てる手元の在庫で資材の要件に対応できる場合
は、動的なマスター計画に基づいて資材の入手可能性に関する情報が更新されます。資材
の入手可能性に関する情報に基づいて、監督者は資材の入手可能性のページで注文をリリー
スできます。製造オーダーを作業現場にリリースする際に、注文に対する資材の割り当て
を生産監督者が適切に判断するうえでこの機能が効果的です。

生産フロアの管理ワー
クスペース

新しいジョブ カード デバイス ページは簡潔性を主眼に設計されていますが、タッチ操作
にも対応しています。このページは、タブレットや携帯電話などのモバイル デバイスに最
適です。作業現場の作業者に情報面の過負荷を課すことがなく、直感的な使いやすさを提
供します。ジョブの開始、ジョブの終了、ジョブの進捗状況報告などの従来のタスクを実
行できます。実際のジョブの遂行や、ログアウトと退社処理のほか、添付ファイルの表示
や昼食の休憩などのアクティビティを実行できます。ジョブは計画どおりの順番で

ジョブ カード デバイ
ス ページ
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製造

作業者による遂行待ちとなりますが、作業者自身がジョブを選択することもできます。こ
のページは、生産に必要な資材が揃っている、独立した製造業務を主な対象としています。

アクション グラフは、より見やすい概要を提供するほか、適用済みで直接の関係があるア
クションのみを表示するオプションを備えています。適用したアクションは薄い色で表示
されますが、引き続き表示されているので、概要は維持されます。データを 1 ページに表
示するために、追加の情報がアクション グラフに表示されます。

アクション グラフ

マスター プラン

マスター プラン ワークスペースでは、前回のマスター プランの完了時期、そのプランで
エラーが発生したかどうか、緊急の計画オーダーは何であるか、どの計画オーダーが遅れ
の原因となるかに関する情報をひとめで確認できます。実行しているマスター プランのス
テータス、緊急計画オーダー、遅れの原因となる計画オーダーに関するインサイトを迅速
に得ることができます。

マスター プラン 
ワークスペース

需要予測

Microsoft Excel を使用して需要予測を更新できるようになりました。スプレッドシートか
ら直接更新するプロセスの高速化により、効率と生産性の向上に効果的です。需要予測で
作業する際に Excel との統合を活用できるようになっています。需要予測に対する更新や削
除を Microsoft Excel で直接実行してからオペレーション向け Microsoft Dynamics 365 に送
信できます。

Microsoft Excel の統合
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需要予測

Microsoft Azure Machine Learning クラウド サービスの機能と拡張性を使用することで需
要予測を見積もります。このサービスでは、最適なモデルを選択して、予測精度を計算
するための主要業績評価指標 (KPI) を提供します。機械学習手法の使用および履歴トラン
ザクションに基づいて将来の需要予測を見積もる各種ツールの使用により、これまで以
上に正確な予測を生成します。

履歴データおよび天候や交通条件などの要件を基にして定義した変数に基づき、需要予
測プロセスに Azure Machine Learning を統合できます。製品の納期や顧客による入手可
能性に影響するような潜在的な問題を予測して、対策を講じるうえで効果的です。

Azure Machine Learning 
の統合

発注書入庫とフォローアップ ワークスペースでは、入庫と出庫を保留中の確認済み発注
書の概要が示されます。このワークスペースには、期限を過ぎた入庫と保留中の入庫の
一覧があるので、サプライヤーによるプロアクティブなレビューとフォローアップで役
に立ちます。倉庫で着荷登録が発生した発注書も一覧表示されるので、その受領が公開
されていることを確認する際に効果的です。まだ出荷されていない発注書返品もレビュー
できます。購買部門では、このワークスペースが提供する概要情報を有効に利用できます。
フォローアップを容易にして生産性の向上に役立つように、関連情報がまとめられてい
ます。

発注書入庫とフォローアップ ワークスペースを使用して、入庫を保留中の発注書に対す
るインサイトを迅速に得ることができるので、フォローアップで効果的です。

発注書入庫とフォロー
アップ ワークスペース

調達とソーシング

発注書準備ワークスペースでは、注文が原案として作成されて追跡される時点から、ワー
クフロー承認を経て確認に至る時点までの注文の概要を提供します。購買部門では、多
くのページから情報を探し出す必要がなくなり、このワークスペースが提供する概要情
報を有効に利用できます。

発注書準備ワークスペースを使用して、準備中の発注書のステータスに対するインサイ
トを迅速に得ることができます。

発注書準備ワークス
ペース
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Microsoft を選択する理由
それぞれの方法でクラウドを利用
セキュリティで保護された、Microsoft のトラステッド クラ
ウドでビジネスと業務を実行できます。

アプリケーションのライフサイクルの簡素化
展開、運用、およびサポートの経済性を変革します。

インテリジェンスによる生産性の改革
ほとんどあらゆるデバイスと場所で広範に導入でき、運用
上のインサイトをリアルタイムで入手できることにより、
生産性が飛躍的に向上します。

© 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.このドキュメントは現状有姿のままで提供されます。このドキュメントに
記載されている情報や見解 (URL 等のインターネット Web サイトに関する情報を含む ) は、将来予告なしに変更されるこ
とがあります。その使用責任はお客様自身にあります。このドキュメントに記載されている例の一部は、例示のみを目的
としており、架空のものです。実在する事物とは一切関係ありません。
 
このドキュメントは、あらゆるマイクロソフト製品に対するなんらかの知的財産権をお客様に付与するものではありませ
ん。このドキュメントは、内部的な参照目的にのみコピーおよび使用することができます。
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