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1. 調査結果のまとめ 

（1）ものづくり企業向け CONNECTED INDUSTRIES のあり方の定義及び実現にかかる課題
の調査・分析 

地域のものづくり中小企業の意見集約方法としては、ANF(会津産業ネットワークフォーラム)会員企業 73

社に対し、複数回の検討会を実施し構想レベルで協議。その過程で、製造系企業 5 社に絞り込んで中小製

造業における IT 化・自動化・共通化・連携の姿をヒアリングベースで実態調査を行った。そのうち、比較的 IT

化が進んでいる企業 1 社と、そうではない 1 社に絞り込んで、中小製造業の実態整理とあるべき姿の議論を集

中的に行った。なお、企業の絞り込みの前提として、企業規模（売上/従業員数等）、製造形態（加工業/

素材・化学工業等）、サプライチェーンモデル（中量産型/量産パーツ型/インフラ・プラント型等）、企業系列

（完全下請子会社か否か等）といった様々な観点において、まずは業態として大多数を占めるとされる、加工

業・量産型モデルを優先した。同業態が多数を占める根拠については、平成 29 年度版国税庁統計年報を参

照されたい。製造業の法人企業数が総計 323,292 社であるのに対し、業種別の上位は食料品（43,254

社）、金属製品（41,315 社）、機械（38,451 社）で構成されていることからも明らかといえる。 

ものづくり企業向け Connected Industries のあり方の定義に向け、はじめに製造業におけるデジタル化の

ロードマップとして、一般的に以下のような 4 つのフェーズが必要という点を考慮した。 

 

 

 

【図 1】 製造業のデジタル化実現に向けたロードマップ概要 

 

基本的な考え方は、Connected Industries のコンセプトを完全に体現した企業間連携の姿には一つ飛

びでは到達できず、段階的にデジタル化を進め、デジタル化の過程で横連携の要素を広げていくことである。そし

て、初めにデジタル化を推し進めるべき領域は、比較的製造系企業個社毎の特色を際立たせる必要のない非

競争領域としている。これは、ゆくゆく共通プラットフォームを利用しての横連携を目指すうでは、企業間での競

争的差異を持たない非競争領域が基盤化されていることで、共通プラットフォームとしての普及を推し進めやす

い点があるからである。すなわち、企業を跨いだ標準化が企業間連携の礎となるのである。 

次に、各フェーズにおける企業の姿を掘り下げるために、製造系企業の業務を以下の図のように整理した。 



 

Copyright © 2020 Accenture, All rights reserved   3 

 
【図 2】 製造業における業務の整理 

 

Ｉ:分析/計画系業務、Ⅱ:基幹/周辺業務、Ⅲ:実行/制御 の各レイヤに対し、現状のシステム化の度

合いを以下 4 つのケースに分けた。 

 Case1 :ごく一部の機能にシステム化が施されているものの、大半が Excel や Access といったマニュア

ルでの業務遂行の状態 

 Case2 :各業務に個別システムが導入されている状態 

 Case3 :業務間連携を実現する統合システムが導入されている状態 

 Case4 :完全子会社のケースで、親会社が使用するシステムと連動したシステムが導入されている状

態（例 親会社の発注システムと連携する受注システム） 

基本的には、Case1~3 の差異は、Ⅱの基幹業務のレイヤに著しく現れる格好となる。 
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この整理に加え、企業としての競争力の源泉となる競争領域と、いかなる企業でも普遍的に遂行する業務

たる非競争領域とを仕分け、標準化の可否を考察した。最もコアとなるⅡの基幹業務レイヤは、大部分が実績

を司るエンタープライズ業務であり、非競争領域の側面が強い領域となる。すなわち、いかに効率的な仕組みで

運用するかがポイントとなり、製造業としての業務標準化が進めやすい領域といえる。Ⅰのレイヤは分析の手段

自体に企業としての競争的優位性はないため、単純に効率的なツールを配置すべき領域となる。対して、Ⅲの

レイヤについては、製造実行管理業務はⅡ同様実績管理業務として比較的標準化に適している領域といえる

が、より現場レベルの設備・ラインが関わる領域は、個社毎の作るモノの違いによって生じる装置としての差は吸

収し切れないため、画一的な標準化は困難な領域といえる。 

以上、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのレイヤの特性を考えると、システム化方針として、まずはⅡの基幹教務の部分には基幹シ

ステム、すなわち ERP (Enterprise Resource Planning: 統合基幹業務システム) をベースとして標準業

務テンプレートを適用することで業務間連携を果たし、Ⅰのレイヤにはその実績を柔軟に分析できるデータ分析

基盤を配置し、基幹システムと連携する構成を取るべきと考えた。ここでいうテンプレートとは、システムとしての共

通基盤の意味合いと、業務としての標準という意味合いの双方を兼ねる。Ⅲのレイヤは、個社毎の設備・ライン

の実態に応じて、ツールを取捨するオプション対応に留めるべきだが、製造実行管理ツール、すなわち一般的に

いう MES (Manufacturing Execution System: 製造実行システム) の領域についてはできるだけ汎用

性を持った仕組みを構築し、基幹業務とつなぐ余地はあると考えた。ここまでで、Connected Industries を実

現するためには、システムソリューションとしてまずは基幹システムを導入し、付随してデータ分析基盤や製造実

行管理ツールも整備する必要があるとしたが、先の Case1~4 の整理に立ち返ると、まずは既存システムが干

渉しない Case1 に近い企業に対してこれらテンプレートシステムを導入すべきと考えた。Case2,3 については、

既存システムのリプレイスタイミングを見定めるのが現実的であり、Case4 については親企業とのつながりによる制

約は受けざるを得ない。 

 

 
【図 5】 システム化方針と企業の現状を考慮したテンプレートの入れ方 

 

続いて、Case1,2 企業に対してはより細かな導入アプローチとして、本丸である基幹システムから導入着手
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するパターン（パターン B とする）と、まずはクイックウィンとしてデータ分析基盤のみをライトに導入するパターン

（パターン A とする）が考えられた。ヒアリング及び現地調査により、企業によっては、現行の仕組みにおいて実

績データを蓄積できており、基幹業務を変革する前にデータ分析の仕組みだけでも求めるケースがあることから、

後者のパターン A を勘案した。パターン A については、Case3,4 のようなすぐには基幹システム導入が行えない

企業においてのクイックウィン施策ともなり得る。 

 

【図 6】 Case1,2 における①②実現に向けたアプローチ 

 

ここまでの内容を基に、各フェーズでのあるべき姿を今一度整理する。初めの段階では、クラウド ERP を軸に

基幹業務が可視化され業務間の連携が果たされる。同時に、取引先との連携も ERP からの Web や API ベ

ースでの連携で実現し、従来型のアナログな連携方式からの改善を図る。 

 
【図 7】 ANF クラウド ERP の導入 
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クラウド ERP のデータはデータ分析基盤に連携され、各種分析・レポーティングを可能とし、より実行側に根

差したデータも ERP やデータ分析基盤に連携する。Ⅰ・Ⅱ・Ⅲレイヤと跨いだ縦の連携がここまでで果たされる。

（ただし設備・ラインにつながる仕組みは個社毎の状況に応じた対応が必要） 

 

 
【図 8】 データ分析基盤の導入、実行/制御系へのツール導入 

 

 

一定数の企業にテンプレートが導入されたところで、そのデータを共有することによる企業間連携を模索する。

まずは、間接購買や財務会計など、間接業務をシェアドセンターのように共同化・集約することによる効果創出

が挙げられる。その他、データ分析基盤に蓄積した製造データ(稼働率・歩留まり等)も共有し、互いのノウハウを

提供し合うことで企業群一体となって製造工程における品質改善を図ることも可能となる。（当然、企業にお

ける競争力を維持しながら向上するために、どこまでのデータを共有するかは引き続き検討が必要） 
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【図 9】 企業間データ連携と間接業務の共同化・集約 

 

企業間連携の最終形としては、本来競争領域と位置付けられる領域まで踏み込んだ資源の利活用を模

索する。例えば、Ⅱのレイヤの周辺業務に相当する営業・顧客管理業務についても、共通基盤を構築し、顧

客情報を共有、営業担当すらもシェアするような、企業群が共同体として業務を遂行する姿が一例である。土

台の業務が企業を跨いで標準化されていることによって、このレベルまで企業群一体となった運営が可能と考え

る。 

 
【図 10】 競争領域における企業間連携 

 

 

全体の導入アプローチとしては、スモールスタートで結果を出しつつ Connected Industries という大きなス

ケールに段階的に近づいていく現実的なロードマップが求められる。よって、まずは Case1,2 の企業でパターン B

による導入を 1,2 社でパイロット実証することを最初のプログラムとして Wave1 と位置付けた。そこで得られた生
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身の成果を呼び水に、会津地域の他企業へ複数展開する段階を次のフェーズとして Wave2 とした。Wave2

までの活動でテンプレートシステムの導入企業が一定数(少なくとも 10 社以上)に達したところで、セカンドステッ

プとしていた企業間横連携施策を企画・検討し、その実証フェーズを Wave3 とした。導入システム含めもう一

段階企業間横連携の仕組みを広げた最終フェーズを Wave4 とし、Wave4 にて地域中小製造業における

Connected Industries が完成形となるロードマップを描いた。 

 
【図 11】 全体の導入・展開アプローチ 

 

（2）CONNECTED INDUSTRIES を実現するシステム設計とサービスモデルの検証 

実施にあたり、Case1 に近いパイロット企業として、従業員 200 人規模の量産加工系製造企業であるパ

イロット A 社をパイロット企業に選定した。 

（1）の調査により大枠で固まった業務とシステムのスコープを踏まえ、弊社の製造系企業への基幹・周辺

業務改革プロジェクト事例に基づいた、業務・システムテンプレートを活用し、業務・システム双方の面で現行の

仕組みとの Gap（=課題）を抽出した。課題抽出の結果のサマリは以下のとおり。 

 

【図 12】 課題抽出結果のサマリ 
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売上・キャッシュフローへの悪影響、取引先への悪影響、広範の自社業務にまたがる悪影響のいずれかが存

在するものを重要度として高と置いたところ、高に分類された課題は全 33 件中 7 件となり、その業務内訳は、

先行手配・生産計画 4 件、在庫管理 1 件、製造 1 件、部材支給 1 件であった。最も多かった計画周りの業

務に対する課題は、能力、各種リードタイム、安全在庫等を勘案したシステマティックな計画が立てられていない

ことに起因したものがほとんどであり、ここは MRP に代表される ERP の標準計画機能で大部分解消されると考

えた。在庫管理の 1 件は、現行の仕組みでは棚卸と連動した在庫補正の仕組みがなく、システム在庫の精度

が維持できないことに起因しており、これも ERP の標準棚卸機能で解消できるものであった。製造の 1 件は、ト

レーサビリティの仕組みが無いことに起因したものであったが、MES にトレーサビリティの機能を盛り込むことで解消

できる内容であった。部材支給の 1 件は、現状の有償支給業務における売上計上処理の方法が煩雑であり、

場合によっては下請法抵触のリスクも伴う内容であったため高と分類したが、これも ERP 標準の有償支給オペ

レーションで回避できる内容と判断した。重要度中・低の内容についても、大半が ERP・MES を前提としたシス

テムソリューションを軸に対処できる課題であり、システム以前に業務そのものとしての改善が求められる内容もい

くつかあったものの、対応困難なものではなく、生産性向上の効果を得るためには必要な対応とした。 

課題に対する施策検討を経てのソリューションスコープとしては、Ⅱの基幹業務レイヤは当初想定どおり、

ERP のフルモジュールに相当する、販売管理、生産管理、在庫購買管理、財務会計、管理会計を範囲とした。

上記課題にほとんど現れなかった会計系について言及すると、財務会計はハイレベルでの確認ではシステムソリュ

ーションを左右するほどの課題はなく（中小企業における財務会計が大企業よりも特殊性を持つことはなく想定

どおりではあった）、管理会計に至っては、Gap・課題を抽出する以前に、まともに原価管理の業務そのものを

遂行できていない状態であることが分かった（原価管理が行えていないこと自体が Gap ともいえる）。Ⅲの製

造実行管理レイヤは、課題は製造実績計上、製造系帳票管理、トレーサビリティ業務において抽出されたが、

より大きな効果が創出でき、かつライトなツールとして構築できるボリュームを勘案した結果、トレーサビリティ部分

を Wave1 スコープからは外し、製造実績計上 (一般的に POP: Point of Production といわれるリアルタイ

ムでの製造実績収集) と製造系帳票管理に機能性を絞るべきとした。Ⅰの分析/計画レイヤについては、先に

Ⅱ・Ⅲのレイヤで実績データが蓄積しないことには効果も得られないため、現状課題から言及するのが困難であ

る（上述の管理会計業務に近く、現状実施できていない内容に該当）。かつ、ツールとしては共通のものであ

っても分析対象は個社設定に依存するという点でも、Ⅱ・Ⅲと異なり明確なスコープ定義は困難と考えた。 
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【図 13】 ソリューションとスコープ 

 

課題解消の効果については、以下、テンプレート導入による重点課題に対する改善点と概算効果にまとめ

た。工数削減効果の大きい生産計画立案（①）や製造実績計上（⑪）では、総計で年間 1000 人日を

超えるボリュームで削減と概算している。他、発注の適性化(過剰発注の抑制)による原材料削減効果も在庫

金額として約 30%と概算している。これらの数字は、現行業務の生のデータ（例えば原材料在庫削減につい

ては 2 年間の入出庫データを集計し分析）を収集してボトムアップで算出したものである。それ以外にも、定性

的に確実に効果として発生するものとして、注残(納期遅れとなっている受注)の削減（②、③）や製造リードタ

イムの削減（④）なども見込める。 
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【図 14】 テンプレート導入による重点課題に対する改善点と概算効果 

 

続いて、システム導入計画を立案し、初期投資額、ランニングコスト、導入効果を概算したうえで、費用対

効果を明確化すべく、ビジネスケースをまとめた。ビジネスケース策定の前提として、生産性向上の効果を最大

化すべく、中小企業を規模別にモデル A~D へと分類した中で、規模が最も大きいモデル A 企業を優先して展

開していく形とした。 
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【図 15】 展開先中小企業の規模別分類（モデル A～D） 

 

また、展開企業数については、ひとつの展開チームにおける要員(管理者、システム切替担当者、基幹業務

担当者、製造実行業務担当者 等)とその展開力(何か月で何社展開できるか)を見積もり、一定の年度まで

展開チームを拡充していき、一定の展開チーム数に達したところで規模を維持して展開を続けるシナリオと、毎

年展開チームを拡充し続けるシナリオの 2 つを考えた。後者は、最終的な展開企業数は前者の 2 倍規模にな

る、いわば最大展開のシナリオといえる。 

効果は大きく以下 3 つの視点で概算した。 

① 取り組み全体の効果 

② 利用企業目線での効果(メリット) 

③ サービサー目線での効果(運営収支) 

①については、生産性向上率、キャッシュフローの改善、雇用創出の3点を効果概算した。生産性向上率は、

以下の流れで概算した。 

1. 前述のパイロット企業で試算した業務効果から、付加価値に関わる部分年間で金額換算 

※この時本業における工数削減効果について、純減分ではなく新たな作業に従事した分については、そ

の工数の内一定の割合で人件費相当の新たな価値創出に転化できるとした（割合については経験則と

パイロット企業側の感覚値で討議） 

2. 付加価値は加算方式の場合以下算出式で表されるため、1 の金額を該当する費目に算入し、付加価

値の増加額を試算 

付加価値＝営業利益＋人件費＋支払利息等＋動産不動産賃借料＋租税公課 

3. 2 の額を、売上高の比率に応じてモデル A 企業相当の額に調整 

4. 3 の額を月単位の額に按分し、年月のタイムラインでの展開企業数増加に応じて累積し、付加価値額

増分を年単位で導出 

5. 生産性向上率を、現状の付加価値額に対する 4 の額の比率として導出 

なお、未導入企業を含むモデル A 企業全体としての生産性向上率と、未導入企業を含む製造系中小

企業全体での生産性向上率の双方を導出 

キャッシュフローについては、パイロット企業における原材料在庫の削減金額をベースに、導入 1 年で発注量抑

制の効果が現れるとみて試算した。展開企業数は、生産性向上の試算同様、年月のタイムラインでの展開企
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業数増加を考慮した。雇用創出は、前述の展開チームの想定要員における一部要員を地場の雇用で賄える

と判断し、同様に運用要員の大部分も地場ベンダーを活用した対応を取ることを前提に概算した。 

以上の結果、生産性向上率、キャッシュフロー改善、雇用創出ともに、10 年間で相当量の効果が出ること

を示した。具体的数値については、本取り組みがサービスとして形作られる際には開示することとなるが、本調査

以降も更なる継続調査が進む想定であり、数値もブラッシュアップされていくため、現段階での開示は差し控える。 

次に、利用企業側のビジネスケースとして、各企業モデルにおける採算性を図った。採算性は、IT コスト面と

ビジネス効果の両面を見て、トータルとして採算が取れているかを概算した。IT コスト面での採算性を図るうえで

重要なファクターとなるプラットフォームの月額利用料については、プラットフォーム構築の原価と、企業側からみた

手の出しやすさを考慮し、サービサー側の採算性を意識した定常料金は導入 2年目以降から請求するとし、導

入 1 年目はその半額に設定した。これは、1 年の間にしっかり効果を実感いただければ、2 年目以降に本来の

価格帯に増額されても、継続利用いただけるとの判断である。既存の IT コストについては、ANF 会員企業への

アンケート結果を参考に、売上高の 0.5%と置いて月額利用料と比較した（日本の製造業の平均は 1%とさ

れているため、中小企業においては IT 予算に対しより保守的と判断）。ビジネス効果は、前述の課題解消効

果をベースに金額換算し導出した。月額利用料はまだ仮説として置いている状況のため、全体的な金額値の

開示も差し控えるが、IT コスト・ビジネス効果双方の面で大きく優位性が保てるのはモデル A 企業となり、モデ

ル B 以下は IT コスト面で現状運用より採算がマイナスとなる計算となり、モデル C・D はトータルとしてもプラスに

ならない構造となった。モデル A 企業を優先としつつも、モデル B 以下の企業に対して展開していくうえでの課題

が浮き彫りとなったといえる。 

 

 
【図 16】 利用企業側ビジネスケース（モデル企業別） 

 

サービサー目線でのビジネスケースを導出するため、以下のとおり、各年度で発生する費用と収益を費目単

位整理した。費用について、初期構築はここまでのソリューションや導入期間の前提から概算見積を行い、ソフト

ウェアライセンス等の調達要素についてもベンダーに見積を依頼し情報収集した。展開費用は前述のとおり展開

チームを見積もって概算し、運用費用のボリュームは初期構築費を参考にボリュームを見積もった。収益につい

て、サービス提供料は定めた月額利用料をベースに展開社数とその展開タイミングを考慮して累積し、補助金
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は初期構築年度と展開初年度、及び Wave3,4 の段階における補助を想定して一定額を仮置きした。 

 

 
【図 17】 サービサー側ビジネスケースの要素 

 

試算の結果、最大限に展開社数を広げるシナリオの場合、サービス稼働 4 年目の 24 年度が赤字のピーク

となるが、25 年度から単年での利益創出が可能となり、26 年度途上から黒字転換可能と試算できた。10 年

後の 29 年度には、24 年度にピークとなった赤字額の 7~8 倍に相当する額の収益を達成でき、⾧期的には

事業モデルとしても成り立つことを示した。 

 

（3）ものづくり企業向け CONNECTED INDUSTRIES モデルの横展開に向けた政策対応の提
案 

展開における課題検討メンバーとして、以下 5 者を有識者ととらえ協議を推進した。 

1. 会津産業ネットワークフォーラム(ANF):地域製造業を束ねる連携組織（自治体所管） 

2. A 大学:産学イノベーション識者 

3. ソフトウェアベンダーB 社:ソリューション候補であるソフトウェア製品ベンダー 

4. 製造系中小企業 X 社:中小企業のモデル定義における Case1/Case2 代表企業 

5. 製造系中小企業 Y 社:中小企業のモデル定義における Case3 代表企業 

その結果として、大きく 3 つの課題を展開課題として今後重点的な検討が要ると認識した。 

1 つ目は、取り組み効果を確実に実証することであり、目先はパイロット導入たる Wave1 の成果を、明確に

他企業に対し魅力的に映る形で表さなければならない点である。今回、取り組みのロードマップとして

Wave1~4 と段階的アプローチを取っているのは、単純に最終的に目指す姿に近づくために導入上のステップを

踏んでいるだけではなく、途中途中のマイルストンにて具体的な効果を実証することで、発展しながらも参画企

業にアピールしていき、参画数の増加によって効果も増えるという好循環を生み出す狙いがある。従い、効果測
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定のスキームを定め、しっかり実測していくことが本取り組みを続ける限り根本的かつ継続的な課題となる。 

 

 

【図 18】 展開課題①:取り組み効果の実証 

 

2 つ目は、契約スキームの検討であり、弊社案としては本取り組みを成り立たせるための契約スキームとして、

国・利用企業、また各ベンダーの間に立つ受託者の存在を欠かせないものと位置付けている。国からの補助金

や利用企業からのサービス利用料を徴収する一方、ベンダーへ初期構築費や各種運用費を支払い、実質マネ

タイズに向けた取りまとめを担うオーガナイザーとなる。さらには、受託者には地場の利用企業への販促や、地場

の IT ベンダーを運用ベンダーとして囲い込む役割も期待され、受託者が立ち上がることで取り組み全体が格段

に円滑化されると考える。契約スキーム検討の課題の大部分は、この受託者をいかにして組成するか、という点

になる。国が主導するパターン、自治体が連携するパターン、弊社顧客ネットワークを活用するパターンを現状案

としてまとめたが、現実的に対応可能な方式を今後検討していく必要がある。 

 

 
【図 19】 展開課題②:契約スキームの検討 

 

3 つ目は、不特定多数の企業にいかにしてサービス利用したいと思わせるかという動機付け、いわば販促方

法の検討課題である。本調査事業においても、個別に中小企業を訪問した際、個社の状況に応じたより具体

的な業務・システムに関する対話をしたことで、非常に前向きな反応が得られることが多々あったが、不特定多
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数への展開にあたっては営業コストの観点からそのような生身のアプローチを取ることは難しい。一方で、講演会

のような多数の企業への一方向の説明の場となると、説明内容を誰にでも分かるよう抽象化してしまうがゆえ、

各社それぞれが判然としないポイントについてなかなか手が行き届かない結果となりがちである。展開コンテンツと

して、可能な限り各社が説明を求めるポイントを集積し、あらかじめ回答がきっちり備わっているものをシンプルに

用意していかなければならない。 

 

 
【図 20】 展開課題③:効果的かつ効率的な販促方法の検討（概要説明会におけるアンケート結果） 

 

以上を踏まえ、政策対応として考えられる内容は、2 つ目の課題のひとつの対応策として、受託者の立ち上

がりを促進するような補助金制度の確立が考えられる。受託者にとっては、展開社数が増えて収益を上げられ

るようになるまでは、運営費等負担を強いられ続ける構図となるため、初期の運営を負担なく遂行できるだけの

補助金が得られれば手が上がりやすいと考えた。なお、これは受託者の立ち上げ促進の面に限らず、既存受託

者が簡単にギブアップしてしまわないための施策としても効果的な措置といえる。 

 

2. 総括 

（1）~（3）の調査事業を通じて、地域中小製造業における Connected Industries 実現による生産性向上

の可能性について、具体的に実装する仕組みを明確化し、各種効果概算のうえ、ビジネスケースとして数字で示した。

成功すれば、国全体、利用企業、運営側(地場の運用関係者)それぞれに大きくメリットが出ることを、数社深堀した実

態調査に基づいて示せたことは構想段階から比べれば大きな前進であるが、真にサービスとして成り立たせるためには解

決しなければならない課題も多数浮き彫りとなった。それら課題については、今後も検討を継続し着実に詰めていくことに

より、早期に Wave1 の稼働は可能と考える。なお、Connected Industries として真に価値創出できるステージ

(Wave3,4 に該当)については、後続での企画対象としているため、ファーストステップたる Wave1,2、特にパイロットで

ある Wave1 を早急に成し遂げ、実体をもって Wave3,4 の検討ができる状態にいち早く近づかなければならないと改め

て強く認識するに至った。 

 


