
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度製造基盤技術実態等調査 

我が国ものづくり産業の課題と 

対応の方向性に関する調査 

報 告 書 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

令和２年３月 

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社



 

 

 

 



 

 

 

はじめに 

 

 

我が国経済は、製造業企業を中心に収益の改善が見られ、雇用の拡大や賃金の

上昇につなげることにより「経済の好循環」が生まれ始めている。一方で、労働

力不足の深刻化の他、少子化・人口減少に伴う国内市場の縮小や生産年齢人口の

減少に加えて、米中貿易摩擦や自然災害、老朽設備問題、環境規制への対応など、

我が国ものづくり産業は様々な不確実性に対応することが求められている。こ

うした認識のもと、我が国ものづくり産業が直面する不確実性を整理し、不確実

な環境変化に対応して競争力を再構築していく能力を向上させることが急務と

なっている。 

 

本調査では、まず、ものづくり産業を取り巻く国内外の環境について整理した

上で、我が国ものづくり産業が直面する不確実性について分析を行った。また、

海外の製造業企業との競争の中で、我が国ものづくり産業が高い競争力を再構

築するための対応の方向性について、実態把握や事例考察を含む幅広い観点か

ら考察を行った。 

 

これらの調査結果を、今後の政策立案の参考資料として、また、2020 年版も

のづくり白書作成のための基礎資料としてとりまとめた。 
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第１章 ものづくりをとりまく潮流と課題 

 

1 不確実性にどう向き合うか 

80 年代後半に日本的経営は「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と称賛され、IMD の世界

競争力ランキングでは１位の座にもついたが、平成の時代はバブル経済の崩壊とともに始

まり、不良債権処理につまずき抜本的な構造改革に出遅れた日本は「失われた 10 年」、そ

してその後のリーマンショックの影響も尾を引き「失われた 20 年」と言われた。 

一方、世界的にみると、平成の時代は WTO や FTA などの自由貿易協定や EU に代表さ

れる統一市場化への動きが加速し、経済のグローバル化が急速に進展した。経済のグローバ

ル化はグローバルサプライチェーンの構築を促し、東アジアや BRICs などの新興国経済も

大きく発展した。とりわけ中国経済の急成長は目覚ましく、今では米国に次ぐ世界第２位の

GDP 規模を誇り、BRICs という言葉はもはや死語になった。 

そして、グローバリゼーションの進展とともに平成の時代を特徴づける出来事は、インタ

ーネットの普及に端を発したデジタライゼーションの進展である。90 年代はまだ「IT 投資

の費用対効果をいかに経営トップに理解させるか」という次元の議論が交わされていたが、

2000 年代には IT 投資は当たり前のものとなり、さらに 2010 年以降に入りコンピューティ

ング能力の飛躍的な高まりとともに IoT が浸透してくると、産業のみならず、スマートフォ

ンの普及もあいまって人々の日常生活においても急速にデジタライゼーションが進展した。

第５世代移動通信システム（５G）の商用化も目前に迫っており、「IoT×ビッグデータ×AI

×５G」をコアとする第四次産業革命は、令和の時代の産業社会をかつてない姿へと変貌さ

せていくであろう。 

日本は少子化・人口減少に伴う国内市場の縮小や生産年齢人口の減少による労働力不足、

自然災害の多さといった固有の課題も抱えている。SDGs への対応から環境問題やエネルギ

ー問題などへの対処も必要である。これらの課題に加えて、令和の時代に入り、「グローバ

リゼーション」は保護主義やポピュリズムの台頭により視界不良に陥っており、事業環境の

不確実性を増す要因になってしまった。一方、「デジタライゼーション」は今後もますます

加速することは間違いないが、技術革新のスピードが速すぎて、これもまた不確実性を増す

要因になっている。ものづくりと直接関係なさそうに見えるが、ブロックチェーンをベース

とするLibraのような仮想通貨が普及すると間違いなくサプライチェーンは激変するであろ

う。 

さらに、2019 年 12 月頃から中国武漢で顕在化したコロナウイルスによる感染拡大が 2020

年 3 月には全世界に拡散し、国境封鎖や世界的な大都市のロックダウンが相次いで実施さ

れ、グローバルサプライチェーンが完全に寸断されるかつてない事態に陥っている。投資家

心理を表すとされる VIX 指数（通称、恐怖指数）もリーマンショック時に匹敵するレベル

に急上昇しており、不確実性がますます高まっている。 
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一方で、「大規模な変化が見込まれる」「これまでよりは大きな変化が見込まれる」と変

化を認識している企業ほど、ビッグデータや AI といったデジタライゼーションの進展をビ

ジネスチャンスと前向きに捉えていることもうかがえた。このような不確実性が増す時代

をチャンスと捉えるか、リスクとして身構えるか、企業の捉え方は様々であろうが、「かつ

てない転換期に差し掛かっている」ことは事実であり、不確実性にどう向き合うべきかは避

けられない重要な経営課題となっている。 

図表 3 変化への意識とビジネスへの関心領域（ビッグデータの利活用） 

 

図表 4 変化への意識とビジネスへの関心領域（人工知能の普及） 

 

（出所）平成 30 年度製造基盤技術実態等調査「我が国ものづくり産業の課題と対応の方向性に関する調査」

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 
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2 付加価値をどう生み出すか 

 

不確実性に加えて、日本企業が直面している課題の一つに付加価値が生み出せていない

という問題がある。 

分母をコスト（限界費用）、分子を販売価格とする「マークアップ率」の推移をみると、

デジタライゼーションが加速している 2010 年以降、米国や欧州はマークアップ率を上昇さ

せているのに対して日本企業は低水準で推移している。 

また、2016 年には諸外国はマークアップ率の高い企業がロングテールに伸びているのに

対して、日本はマークアップ率の高い企業が誕生していない。国の成長戦略では、日本企業

が第四次産業革命のデジタル技術とデータを活用して付加価値の高い製品・サービスを生

み出せてないことに起因していると分析している。デジタライゼーションという大きなト

ランスフォーメーションに十分向き合えていないことと関連していると考えられる。 

 

図表 5 先進国企業のマークアップ率の推移 

 

 

（出所）成長戦略実行計画（令和元年 6 月 21 日） 

  



 

5 

 

 

図表 6 米国企業のマークアップ率の分布 

 

 

図表 7 先進国企業（米国を除く）におけるマークアップ率の分布 

 

 

図表 8 日本企業のマークアップ率の分布 

 

（出所）成長戦略実行計画（令和元年 6 月 21 日） 
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製造業における研究開発マネジメントやオープンイノベーションについて研究している

一橋大学の西野和美准教授は、日本企業がイノベーションに躓く原因の１つに、日本企業の

実直さと米国型の株主重視の経営を挙げている。イノベーションとはそもそも不確実性を

伴うものであるが、堅実にルールを守り、経営の透明化を図り株主への説明責任を果たそう

とするほど、不確実性への対処ができなくなっていると説く。 

慶應義塾大学の菊澤教授3も、日本企業は米国流のコーポレート・ガバナンスの徹底によ

り、ひたすらコスト削減や株主利益の向上に邁進し、それが“合理的な失敗”を招いている

と分析している。そして、「ダイナミック・ケイパビリティ」「知の探索」に舵を切るには、

今までの経営体質を引きずっていては成功しないことを指摘している。90 年代以降に受け

入れてきた株主利益最大化を目的とする経営パラダイムではなく、かつての日本企業が実

践していたように、従業員中心の多様なステークホルダー論に基づく経営がダイナミック・

ケイパビリティに必要であり、むしろ伝統的な日本的経営はダイナミック・ケイパビリティ

との親和性があると分析している。 

 

  

                                                        
3 菊澤研宗（2019）「ダイナミック・ケイパビリティの経営学」朝日新聞出版 
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4 ダイナミック・ケイパビリティとは何か 

 

ここでは、慶應義塾大学菊澤研宗教授4の「ダイナミック・ケイパビリティ」論をベース

に、ダイナミック・ケイパビリティとは何かを考察する。 

経営戦略論として有名なポーターの「競争戦略論」は①コスト・リーダーシップ戦略、②

差別化戦略、③集中戦略という３つの競争戦略から説明される。しかし、価値の源泉は構造

的優位性（あるいは状況的優位性）に依存するというポーターの議論は経験的に実証されず、

90 年代以降は企業の内部要素に着目した「資源ベース論」が注目されるようになる。企業

が保有している固有の資源が企業の固有の戦略的行動を決定し、固有資源が企業の競争優

位を生み出すという理論は多くの研究者からの支持を得た。 

この「資源ベース論」は「コアコンピタンス論」「ケイパビリティ論」として発展してい

くが、環境が変化すると、逆にこのような固有の資源は企業を硬直化させ、企業の存続を危

うくすることも明らかになった。こうした状況で注目されるようになったのが、ティースの

「ダイナミック・ケイパビリティ論」である。ダイナミック・ケイパビリティとは、環境状

況の変化を感知し、それに対応させて資源ベース論のように企業に固有の資源を認識し、そ

れを再構成したり再構築したりすることで、最終的にはオーケストラの指揮者のように企

業内外の資産をオーケストレーションする能力と説明されている。 

安定した状況下で利益最大化するように効率的な経営を実践する通常能力をオーディナ

リー・ケイパビリティと呼ぶ。一方、技術・市場変化に対応するために資源の再形成や再配

置を実現していく能力がダイナミック・ケイパビリティである。ダイナミック・ケイパビリ

ティはゼロから新しいものを生み出すというよりは、それぞれの企業が歴史的に積み上げ

てきた固有の資源をベースにオーケストレーションするため、模倣不可能な能力と説明さ

れている。社歴の長い企業ほど、固有の資源を多く持ち合わせていることになり、新興国の

リープフロッグ現象の脅威に立ち向かうためにはダイナミック・ケイパビリティ能力は極

めて有効に機能する。 

なお、ティースはダイナミック・ケイパビリティの実践には、「感知」（企業の経営者が

競争的状況を把握し、脅威等を感知する能力）⇒「捕捉」（企業経営者が機会を捕捉し脅威

をかわすように資源や知識を大胆に再構成・再配置・再利用する能力）⇒「変容」（企業経

営者が持続的な競争優位を維持するために、企業内外の資産や知識をオーケストレーショ

ンし、ビジネス・エコシステムを形成する能力）が円滑に回るように采配する必要があると

している。また、ティースはダイナミック・ケイパビリティによって発生する取引コストよ

りもベネフィットを大きくするには「共特化の原理」に従うことが重要だとしている。これ

は２つ以上のものを結合・融合することによって得られる補完性のメリットであり、ユニク

ロと東レがヒートテックを生み出したり、ソニーが後発ながらゲームビジネスに参入した

りした際、ソフト会社や販売店を巻き込んでエコシステムを形成し任天堂に勝利した事例

などが該当する。 

                                                        
4 菊澤研宗（2019）「ダイナミック・ケイパビリティの経営学」朝日新聞出版、（2018）「ダイナミッ

ク・ケイパビリティの戦略経営論」 
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ティースは多国籍企業が持続的な競争優位性を維持するには、いち早く環境変化に晒さ

れる現地の子会社が極めて重要な役割を果たすとして、ダイナミック・ケイパビリティと多

国籍企業の関係を重視している。これを受け、菊澤教授らは 2015 年に中国へ進出している

日系多国籍企業に対するヒアリング調査を実施し、ダイナミック・ケイパビリティ論が経験

的にも妥当であると結論づけている。 

なお、2012 年版ものづくり白書では、海外の生産拠点において日本的なものづくりの方

法が導入されているか否かを調査している。図にみるように、ASEAN は日本的ものづくり

が導入されているのに対して、中国は現地化を重視している傾向が確認でき、ASEAN より

も中国では権限移譲も進んでいた。当時は現地調査によるインタビューも実施しており、そ

の結果も踏まえると、当時の日系多国籍企業の認識は「ASEAN は九州の延長で日本の一部

とみなしているのに対し、中国は商慣行や制度設計も独特で、日本人がマネジメントするに

は難しい国柄のため現地化を進めている」というものであった。ダイナミック・ケイパビリ

ティでは海外子会社への権限移譲や自主性を重視しているが、日系企業は進出先でマネジ

メントを使い分けている可能性がある。日本企業の不確実性への対応力のベンチマークと

してダイナミック・ケイパビリティを分析する際には、この点も留意する必要がある。 

 

図表 10 中国とASEANの現地法人における日本的なものづくりの方法の導入状況 

（数値が高いほど日本と同じ方法であることを意味する） 

 

（出所）2011 年度に実施したものづくり白書に関するアンケート調査分析 
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5 デジタルトランスフォーメーションへの対応 

 

ダイナミック・ケイパビリティ能力を発揮する上で新しいデジタル技術の活用は必要不

可欠であり、企業がデータを活用して新たな価値を生み出すためにもデジタルトランスフ

ォーメーション（DX）は避けて通ることができない。とはいえ、DX を推進するインフラと

しての IT システムに多くの日本企業が課題を抱えており、「2025 年の崖」「IT 負債」とい

う言葉で頻繁に取り上げられるようになった。 

日本の多くの企業は古いメインフレームの維持に膨大なコストをかけており、戦略的な

IT 投資に資金も人材も避けていない状況が明らかなっている。調査によると、IT 関連費用

の 8 割は現行システムの維持管理に使われており、少なくとも過去 4 年間、その動向に変

化はみられない。 

また、日本情報システム・ユーザー協会が実施した調査によれば、約 8 割の企業が老朽シ

ステムを抱えており、製造業もその例外ではない。この結果、約 7 割の企業は老朽システム

が DX の足かせになっていると認識している。 

図表 11 約８割の企業が老朽システムを抱えている 

 

（出所）経済産業省「デジタルトランスフォーメーションに向けた課題の対応～IT システムに関する課題

を中心に～」 

図表 12 現行システムの維持管理（ラン・ザ・ビジネス）に８割の予算を投入 

 

（出所）経済産業省「デジタルトランスフォーメーションに向けた課題の対応～IT システムに関する課題

を中心に～」 
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図表 13 約７割の企業が老朽システムがＤＸの足かせになっていると感じている 

 

（出所）経済産業省「デジタルトランスフォーメーションに向けた課題の対応～IT システムに関する課題

を中心に～」 

 

また、日本特有の問題として、IT 人材がユーザー企業ではなく、IT ベンダーに偏在して

いる点も指摘されている。社内に IT に明るい人材が不足しているため IT システムをベンダ

ーに丸投げし、結果的に使えないツールになってしまうケースが散見される。IT システム

は経営戦略の根幹をなすものであり、本来ならば要件定義などの重要事項はユーザー企業

が主導する必要がある。 

ユーザー企業がせっかく IT 人材を採用しても、大手企業に就職した若手エンジニアが

COBOL 言語で古いメインフレームのメンテナンスを強いられ、仕事に幻滅して会社を去っ

てしまうケースも報告されるなど、負のスパイラルから脱却できていない。 

 

図表 14 日本企業における研究者の専門分野（2018年） 

 

（出所）文部科学省科学技術・学術政策研究所「科学技術指標 2019」2019 年 8 月に MURC に
て若干加筆 
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ICT の位置づけは「業務効率化から新たな価値の創造」「バックオフィス業務からフロン

トオフィス業務」「コストセンターからプロフィットセンター」へと抜本的に変化している。

経営資源の中でも「データ」をどう利活用するかが問われる中、いつまでも ICT をバックオ

フィスやコストセンターと位置付けていたり、老朽化システムが機能不全に陥っていたり

しては DX を進めることは不可能である。古いメインフレームからの脱却に手間取ってい

ると、リープフロッグ現象で新興国の企業にどんどん追い抜かれていく恐れがある。また、

既存のサプライチェーンから弾き飛ばされてしまう懸念もある。 

経済産業省ではデジタル経営改革を促すためデジタルガバナンス・コードの策定に向け

た検討を進めており、企業経営者には改めて意識改革を促す必要がある。 

図表 15 ICTの位置づけの変化 

 

（出所）総務省  「令和元年版  情報通信白書の概要」令和元年 7 月 

図表 16 自動車の設計もデジタル技術の活用で抜本的に変わる 

 

（出所）経済産業省  「自動車新時代戦略会議（第１回）資料」平成 30 年 4 月 18 日 
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6 ５Ｇがもたらすインパクト 

 

日本では来春から５G の商用化がスタートする。５G は幅広い産業におけるデジタルト

ランスフォーメーションの基盤として期待されており、同時に、デジタルトランスフォーメ

ーションをますます加速させていく。産業界へ与えるインパクトは図りしれず、無限のビジ

ネスチャンスをもたらすとともに、こうした情報インフラを活用できるか否かでますます

企業間でのデジタル格差が拡大していくとみられる。 

５G で加速するデジタライゼーションは様々なビジネスモデルを可能とし、業種や業界

の壁は意味のないものとなっていく。エコノミストは業種や業界ごとに景況感や業績を分

析しているが、近い将来、こうした業界動向調査はあまり意味をなさなくなり、個社分析が

中心になっていくであろう。 

建設機械メーカーのコマツは、2017 年 5 月に NTT ドコモと５G を用いた建設・鉱山機械

遠隔制御システムの開発に向けた基本契約を締結している。コマツは５G を工場の生産プ

ロセスではなく、土木施工現場との通信に活用し、遠く離れた現場の建機を遠隔操作で動か

し、建設・鉱山現場の人手不足や危険の回避を目指している。５G の普及はコマツのような

サービスやソリューションの提供に拍車をかけることになり、「モノづくり」から「コトづ

くり」を一層加速させていくであろう。 

また、製造プロセスやサプライチェーンを大きく変貌させる可能性を秘めている。５G サ

ービスが始まることで、タイムラグをリスクとして避けてきた製造現場においてもデジタ

ルツインが本格的に導入され、日本ではなかなか普及が進まなかった３D プリンタの導入

も加速するとみられる。従来のものづくりのプロセスやサプライチェーンはその姿を大き

く変貌させていく可能性が高い。 

同時に、サイバーセキュリティ対策も必要不可欠となっていくであろう。米国では防衛調

達の全参加企業にセキュリティ対策（SP800-171 の遵守）を義務化しており、今後、民生部

門へと波及していく可能性もある。 

５G はビジネスチャンスになり得るが、その影響が大きいだけに企業にとっては不確実

性が高まっていく。５G へのインパクトについてわかりやすいメッセージを発出していく

必要がある。 
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第２章 アンケート調査結果 

 

 前述したような我が国のものづくりを取り巻く潮流と課題についての実態把握を行い、

今後の政策を検討するための基礎的な情報収集を目的として、製造業を対象とするアンケ

ート調査を実施した。 

 

1 アンケート調査設計 

 

 実施時期 

2019 年 12 月 

 

 発送対象 

大手データベース会社のデータを用いて、従業員 100 人超の製造業は全て対象とし、

従業員 100 人以下の企業は機械系製造業を中心に抽出し、全 25,000 社を対象に実施し

た。 

 

 実施方法 

郵送書留法 

 

 回収率 

有効回収率 12.9％ （有効票 3,224 件）  

 

 主な調査内容（アンケート調査票は巻末参照） 

➢ 事業概要、業況見通し 

➢ グローバル展開の状況 

➢ ビジネス環境変化の見通しや組織マネジメント 

➢ エンジニアリングチェーンの実態 

➢ データの利活用や Connected Industries への取り組み 

➢ 次世代通信技術の活用 
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なお、本調査ではビジネス環境の変化についても尋ねているが、今後、大規模な変化

を見込んでいる企業の方が IT 投資には前向きであり、また、IT 投資の内容も「ビジネス

モデルの変革」「新製品・サービスの提供」にやや積極的との傾向が認められた。 

図表 70 ビジネス環境変化に対する見通し別にみたIT投資（SA） 

 

図表 71 ビジネス環境変化に対する見通しとIT投資の目的（MA） 
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 なお、大規模な変化を見込んでいる企業になるほど、今後については「現在とは異なる事

業領域」へ展開しようとする意向が高くなっている。 

 

図表74 ビジネス環境変化に対する見通し別にみた今後の事業展開の方向性（SA） 
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 大規模な事業環境変化を見込んでいる企業になるほど「平時の際の効率性や生産性」

「不測の事態に対する柔軟性や俊敏性」をより重視する傾向が認められる。 

 

図表79 ビジネス環境変化に対する見通し別にみた「平時の際の効率性や生産性」 

の重視度（SA） 

 

 

図表80 ビジネス環境変化に対する見通し別にみた「不測の事態に対する柔軟性や 

俊敏性」の重視度（SA） 
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 なお、大規模な変化を見込んでいる企業になるほど、過去 3 年以内に組織改革や人事改

革に積極的に取り組んでいる。 

 

図表84 ビジネス環境の見通し別にみた過去3年以内に取り組んだ組織改革や人事改革

（MA） 
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 従業員規模別にみると、規模が大きくなるほど手掛けている工程が増え、特に「製品企画」

や「研究開発」では 300 人以下と 300 人超との格差が大きくなる。 

 

図表87 従業員規模別にみた主力分野で手がけているエンジニアリグチェーン（MA） 

 

 

②各工程の機能 

 手掛けていると回答したエンジニアリングチェーンの各工程がどのような機能を果たし

ているかについて尋ねたところ、「調達」「量産」「保守・メンテナンス」以外のすべての

工程において 8 割以上が「自社にとっての競争力・付加価値の源泉である」と回答してい

る。 

 一方、「調達」と「保守・メンテナンス」は「積極的に外部資源を活用している」との回

答がそれぞれ 28.8％、30.5％となっており、他の工程に比べるとアウトソーシングの活用が

進んでいる。 

 なお、IT 投資を進めているとの回答はどの工程においても総じて低く、最も高い「工程

設計」においても 9.0％にとどまっている。 
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生産スタイル別にみると、顕著な差異は認められないものの、個別機械→専用ライン→

汎用ラインになるほど 3D データを手掛ける割合が高くなっていく。 

従業員規模別にみると、規模が大きくなるほど3Dデータも手掛けている割合が高くなる。 

 

図表91 生産スタイル別にみた設計方法（SA） 

 

 

図表92 従業員規模別にみた設計方法（SA） 
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図表95 従業員規模別にみた設計情報の引き渡しの主な形式（SA） 

 

図表96 主力製品別にみた設計情報の引き渡しの主な形式（SA） 

 

 

⑥２Ｄデータや図面で引き渡している理由 

 ２Ｄデータや図面（紙）で引き渡していると回答した企業に対してその理由を尋ねたとこ

ろ、「製造には図面文化が残っているため」の割合が最も高く 51.0%となっている。次いで、

「主な設計手法は 2D/図面のため（38.7%）」、「製造では 3D データを扱える人材が少ない

ため（25.0%）」となっている。 

図表97  2Dデータや図面で引き渡している理由（MA） 
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主力製品別にみると、「賃加工（44.1％）」「部品（43.6％）」が「原料・素材」「最

終製品」よりも「向上している」との回答割合がやや高くなっている。 

「オーナー企業である」と回答した企業について、経営者の世代別にみると、創業者ほ

ど「向上している」との回答割合が高く、二代目、三代目、四代目以降となるにつれて

「向上している」との回答が減る傾向が認められる。 

創業年数別でみても、長寿企業になるほど「向上している」との回答が減少する傾向が

認められる。 

図表100 主力製品別にみた製品設計力の5年前に比べての変化（SA） 

 

図表101 オーナー企業の世代別にみた5年前に比べての変化（SA） 

 

図表102 創業年数別にみた5年前に比べての変化（SA） 
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⑨製品設計のリードタイムの 5年前に比べての変化 

 主要製品において製品設計のリードタイムは 5 年前に比べてどう変化しているかについ

て尋ねたところ、「あまり変わらない」の割合が最も高く 56.2%となっている。次いで、

「短くなっている（37.1%）」、「長くなっている（6.8%）」となっている。 

 主力製品別にみると、「部品」で「短くなっている」との回答が 44.3％と高くなってい

る。 

 

図表103 製品設計のリードタイムの5年前に比べての変化（SA） 

 

 

図表104 主力製品別にみたリードタイムの5年前に比べての変化（SA） 
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⑩製品設計のリードタイムの 5年前に比べての短縮割合 

 製品設計のリードタイムは 5 年前と比べてどの程度短縮されたかについて尋ねたところ、

「10％以上～20％未満」の割合が最も高く 44.8%となっている。次いで、「10％未満（23.3%）」、

「20％以上～30％未満（20.9%）」となっている。 

 

図表105 製品設計のリードタイムの5年前と比べての短縮割合（SA） 

 

⑪製品設計のリードタイムの短縮を図るための取組み 

 製品設計のリードタイムの短縮を図るための取組みとして重視しているものは、「生産技

術､製造､調達といった他部門との連携促進」の割合が最も高く 53.4%となっている。次いで、

「標準化､モジュール化の推進（38.3%）」、「3DCAD/CAE の導入（37.8%）」となってい

る。 

図表106 製品設計のリードタイムの短縮を図るための取組みとして重視しているもの

（MA） 
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主力製品別にみると、「部品」において「向上している」が 41.7％と高くなっている。 

「オーナー企業である」と回答した企業について、経営者の世代別にみると、創業者ほ

ど「向上している」との回答割合が高く、二代目、三代目、四代目以降となるにつれて

「向上している」との回答が減る傾向が認められる。 

創業年数別でみると、100 年以上の長寿企業では「向上している」との回答が大きく減

少していることがわかる。 

 

図表111 主力製品別にみた工程設計力の5年前に比べての変化（SA） 

 

 

図表112 オーナー企業の世代別にみた工程設計力の5年前に比べての変化（SA） 

 

 

図表113 創業年数別にみた工程設計力の5年前に比べての変化（SA） 
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⑭工程設計力が向上した理由 

 工程設計力が「向上している」と回答した企業についてその理由を尋ねたところ、「生産

技術､製造､調達といった他部門との連携強化」の割合が最も高く 79.2%となっている。次い

で、「営業､アフターサービスなどから顧客ニーズのフィードバックを強化（26.5%）」、「デ

ジタル人材の育成･確保（22.5%）」となっている。 

 

図表114 工程設計力が向上した理由（MA） 
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 取引構造上の位置づけ別にみると、「セットメーカー」→「一次部材メーカー」→「二次

部材メーカー」→「三次部材メーカー」となるにつれて「3D データ」による設計指示出し

の割合が増える傾向が認められる。なお、セットメーカーは「2D データ」の割合が約 3 割

と高い。いずれにしても、やはり「図面（紙）」での引き渡しが中心となっている。 

 

図表126 取引構造上の位置づけ別にみた協力企業への設計指示の方法（SA） 

 

  

3D データ以外の「2D データ」「図面」「その他」と回答した企業に対してその理由を尋

ねたところ、「主な設計手法は 2D/図面のため」の割合が最も高く 51.7%となっている。次

いで、「取引先の調達部門が見積もりのために図面を必要とするため（31.0%）」、「発注

内容と現物を照合する現品票も兼ねているため（16.7%）」となっている。 

 

図表127  2Dデータや図面で設計指示している理由（MA） 
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 取引構造上の位置づけ別にみると、「三次部材メーカー」→「二次部材メーカー」→「一

次部材メーカー」→「セットメーカー」となるにつれて「主な設計手法は 2D/図面のため」

との回答割合が高くなる傾向が認められる。反対に、「セットメーカー」→「一次部材メー

カー」→「二次部材メーカー」となるにつれて「取引先の調達部門が見積もりのために図面

を必要とするため」との回答割合が高くなる傾向が認められる。「設計情報をコントロー

ルするため」という理由は、セットメーカーでやや割合が高くなっている。 

 

図表128 取引構造上の位置づけ別にみた2Dデータや図面で設計指示している理由（MA） 
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【以下は協力企業（サプライヤー）を対象とした調査】 

(21) 顧客から提供されたデータの活用方法 

 顧客から提供されたデータをどのように活用しているかについて尋ねたところ、「顧客の

図面をそのまま活用」の割合が最も高く 45.3%となっている。次いで、「顧客の 3D データ

をそのまま活用（28.4%）」、「顧客の 2D データをそのまま活用（27.8%）」となっている。 

 一方で、図面を 2D データや 3D データに変換して活用しているケースもあり、非効率な

作業が発生している現状が読み取れる。 

また、3D データ、2D データ、図面（紙）のまま活用しているケースにおいても、顧客か

ら受け取った設計情報を修正して活用しているケースがそれなりにあり、特に 3D データで

受け取っている場合にデータを修正して活用するとの回答がやや高くなっている。 

 

図表129 顧客から提供されたデータの活用方法（MA） 

 

 

(22) 顧客における製品設計のリードタイムの 5年前に比べての変化 

 顧客における製品設計のリードタイム（自社への発注に要する時間）は 5 年前に比べてど

う変化しているかについて尋ねたところ、「あまり変わらない」の割合が最も高く 45.4%と

なっている。次いで、「短くなっている（41.3%）」、「わからない（9.6%）」となってい

る。 

主力製品別にみると「部品」の半数弱で「短くなっている」と回答しており、また、取引
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図表135 主力製品別にみた自社の製造工程のリードタイムの5年前に比べての変化（SA） 

 

 

図表136 取引構造上の位置づけ別にみた自社の製造工程のリードタイムの5年前に比べて

の変化（SA） 
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＜参考分析 リードタイム短縮への要請と設計情報の引き渡しの関係性についての分析＞ 

 

 5 年前と比べて製品設計、工程設計、製造工程のリードタイムが「短くなっている」と

回答した企業ほど、製品設計（加工組立系）の設計情報の引き渡しを「3D データ」で行う

傾向が認められる。 

 

図表 137 5年前と比べた製品設計のリードタイムの変化別にみた設計情報の引き渡し方法 

 

 

図表 138 5年前と比べた工程設計のリードタイムの変化別にみた設計情報の引き渡し方法 

 

 

図表 139 5年前と比べた製造工程のリードタイムの変化別にみた設計情報の引き渡し方法 
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(24) エンジニアリングチェーンをデジタル化する目的 

エンジニアリングチェーンをデジタル化する目的としては、「リードタイムの短縮」の割

合が最も高く 53.3%となっている。次いで、「コストダウン（51.7%）」、「技能や技術の

伝承（40.5%）」となっている。 

 

図表140 エンジニアリングチェーンのデジタル化を促進する目的（MA） 

 

 

 (25) デジタル化を促進する上での阻害要因 

 デジタル化を促進する上での阻害要因としては、「人材不足」の割合が最も高く 63.5%

となっている。次いで、「資金不足（30.4%）」、「担当部門がない（30.3%）」となって

いる。 
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図表141 デジタル化を促進する上での阻害要因（MA） 

 

 

図表142 従業員規模別にみたデジタル化を促進する上での阻害要因（MA） 
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 以下、時系列にみて従業員規模別にみた特徴的な動きをとりあげる。 

「A-1 個別工程の機械の稼働状態について｢見える化｣を行う」については、大企業、中小

企業とも年々取組む企業の割合が増えているが、大企業の方が増加傾向が顕著となってい

る。 

「A -2 ラインもしくは製造工程全般の機械の稼働状態について｢見える化｣を行う」は、

2018 年度から 2019 年度にかけて、大企業において取り組む割合が大きく増加している。 

 

図表151 大企業・中小企業別にみた「A-1 個別工程の機械の稼働状態について｢見える

化｣」への取組み（SA） 

 
図表152 大企業・中小企業別にみた「A -2 ラインもしくは製造工程全般の機械の稼働状

態について｢見える化｣」への取組み（SA） 
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【参考】主成分分析について7 

本分析で用いた主成分分析の概要については、以下のとおりである。 

 

①データセット 

アンケート回答結果より p 個のデータ（x1～xp）を抽出し、以下のようなデータセッ

トを作成する。 

図表 193 データセットの作成 

 

 

 

②分析の概要 

上記 0 で準備したデータをもとに、p 個より少ない m 個の新しい変数（Z1～Zm）を作

ることを考える。なお、新しい変数（Z1～Zm）は、以下に示すように、もとの p 個の変

数（x1～xp）を線形結合したものである。 

              ｐ個の変数 

 

     Z1＝a11×x1＋a12×x2＋……＋a1p×xp 

     Z2＝a21×x1＋a22×x2＋……＋a2p×xp 

     …… 

     Zm＝am1×x1＋am2×x2＋……＋amp×xp 

 

ここで、a11、a12、……、amp（これを主成分係数という）を求める必要があるが、新

しい変数（Z1～Zm）が次ページのような性質を満足するように a11、a12、……、amp を

算出するのが主成分分析の計算であり、Z1～Zm を主成分と呼ぶ。 

  

                                                        
7 内田 治「すぐわかる EXCEL による多変量解析 第２版」（東京図書）等を参考に作成 

アンケート回答結果
（自社の優位性に対する評価等）

分析対象 x1 x2 x3 x4 x5 x6 … xp

1 Ａ社 5 4 3 5 2 1 … 5

2 Ｂ社 2 4

3 Ｃ社 3 3

… … 3 3

… … 3 5 4 4 2 3 … 3

アンケートの回答結果
（各社につきx1～xpのp個）

ｍ
個
の
変
数
に
集
約 
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• Z1 は、x1 から xp の情報が最大限集約されるようにする（p 個の変数を Z1 という

１つの変数に集約する際の情報ロスを最小限に抑える） 

• Z2 は、x1 から xp の情報が Z1 の次にできるだけ集約されるようにする（但し、Z2

は Z1 と独立） 

• Z3 は、x1 から xp の情報が Z1、Z2 の次にできるだけ集約されるようにする（但し、

Z3 は Z1、Z2 と独立） 

• Z4～Zm,についても同様 

 

このようにして新しい変数（Z1～Zm）を算出するための式が決まると、これに各企業

のデータ（x1～xp）を代入することで、企業別に新しい変数（Z1～Zm）の値を計算する

ことができ、この数値のことを主成分スコアと呼んでいる。 

なお、得られた主成分については、それが何を表す指標であるのかについて意味づけ

を行うことが重要である。 

図表 194 主成分スコアの算出 

 

 

 

  

もとのp個の変数をm個の変数に集約

分析対象 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 … Zm

1 Ａ社

2 Ｂ社

3 Ｃ社

… …

… …

主成分スコア
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２．分析結果 

 

（１）採用指標 

 

本分析では、Q29 と Q30 の回答結果（但し、Q29.D は除外）をもとに、以下のように点数

化した 16 指標を作成した（アンケート調査票は巻末を参照）。 

なお、分析対象は、上記設問に対して無回答がないこと等を抽出した 2,312 社となってい

る。 

図表 195 本分析で採用した指標（変数） 

 

 

（２）主成分の抽出 

 

• 上記 16 指標を用いて主成分分析を実施したところ、図表 196 に示すような３つ

の主成分が導かれた。 

• 第３主成分までの累積寄与率は 65.0％となっており、これら３つの主成分を活用

することで分析に活用したデータの７割弱を説明することができる。 

図表 196 主成分の抽出結果 

 

 

  

質問内容 点数化の方法
Q29) A-1 個別工程の機械の稼働状態を｢見える化｣
生産プロセスの A-2 ﾗｲﾝ･製造工程全般の機械の稼働状態を｢見える化｣ 実施している=3点
改善・向上等に A-3 人員の稼働状態も｢見える化｣ 実施する計画がある=2点
関する取り組み B 検査状況のﾃﾞｰﾀ化･見える化や検査工程の自動化･IT化 可能であれば実施したい=1点

C 製造物･部材のﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ管理 別の手段で足りている=0点
E ﾓﾃﾞﾙ化を通じた顧客とのやりとりやﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの効率化 実施予定なし=0点

Q30) A-1 3DCAD等を製品設計工程において活用
生産プロセス・ A-2 3Dｼﾐｭﾚｰﾀ等を生産設計工程において活用
新たなビジネス A-3 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ結果をﾘｱﾙﾀｲﾑで実際の生産ﾗｲﾝに反映する
創出に関する B 熟練技能のﾏﾆｭｱﾙ化･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化
取り組み C-1 販売後の製品の稼働ﾃﾞｰﾀや顧客の声を設計開発や生産改善に活用

C-2 設計開発と生産現場の間でﾃﾞｰﾀを共有し開発ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑを削減
C-3 生産時に判明した設計開発の不具合を設計開発にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ
D-1 販売後の製品の稼働状況に関する情報の収集･分析
D-2 製品の予知保全ｻｰﾋﾞｽの活用
D-3 製品の運用ｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ

主成分 固有値 寄与率 累積寄与率
第1主成分 5.251 41.0% 41.0%
第2主成分 1.822 14.2% 55.2%
第3主成分 1.256 9.8% 65.0%
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（３）主成分の解釈 

 

①第１主成分：IoTの導入・活用状況を示す総合的な指標 

• 主成分係数をみると、全ての指標の主成分係数がプラスになっていることから、

この第１主成分は「IoT の導入・活用状況を示す総合的な指標」と解釈できる。 

図表 197 主成分係数（第１主成分） 

 

 

②第２主成分：生産プロセスにおいて IoTを利活用する場所を判別 

• 主成分係数のプラス側には、「Q30)A-1：3DCAD 等を製品設計工程において活用」

や「Q30)A-2：3D シミュレータ等を生産設計工程において活用」が現出している

のに対し、マイナス側には、機械の稼働状況や検査状況の見える化に関する項目

が現出している。 

• つまり、第２主成分は、生産プロセスのうち「どの段階」で IoT を利活用してい

るかを判断するための軸と解釈することができる。 

⇒ 第２主成分がプラス側に振れていると、設計工程で IoT を利活用することに

積極的、マイナス方向に振れていると、生産現場で IoT を利活用することに

積極的である、という見方ができる。 

図表 198 主成分係数（第２主成分） 

 

-1 -0.5 0 0.5 1

Q29)A-1 個別工程の機械の稼働状態を 見える化 

Q29)A-2     製造工程全般の機械の稼働状態を 見える化 

Q30)C-2 設計開発と生産現場の間     を共有し開発       を削減

Q30)C-3 生産時に判明した設計開発の不具合を設計開発に         

Q29)A-3 人員の稼働状態も 見える化 

Q30)A-3         結果を       実際の生産   に反映する

Q30)A-2 3D      等を生産設計工程において活用

Q30)C-1 販売後の製品の稼働     顧客の声を設計開発 生産改善に活用

Q30)B 熟練技能の     化         化

Q29)B 検査状況の    化 見える化 検査工程の自動化 IT化

Q30)A-1 3DCAD等を製品設計工程において活用

Q29)C 製造物 部材の         管理

Q29)E     化を通じた顧客との  と          の効率化

Q30)D-1 販売後の製品の稼働状況に関する情報の収集 分析

Q30)D-2 製品の予知保全     の活用

Q30)D-3 製品の運用            

-1 -0.5 0 0.5 1

Q30)A-1 3DCAD等を製品設計工程において活用

Q30)A-2 3D      等を生産設計工程において活用

Q30)A-3         結果を       実際の生産   に反映する

Q30)D-1 販売後の製品の稼働状況に関する情報の収集 分析

Q30)C-1 販売後の製品の稼働     顧客の声を設計開発 生産改善に活用

Q30)C-2 設計開発と生産現場の間     を共有し開発       を削減

Q30)C-3 生産時に判明した設計開発の不具合を設計開発に         

Q30)D-2 製品の予知保全     の活用

Q30)D-3 製品の運用            

Q30)B 熟練技能の     化         化

Q29)E     化を通じた顧客との  と          の効率化

Q29)B 検査状況の    化 見える化 検査工程の自動化 IT化

Q29)C 製造物 部材の         管理

Q29)A-3 人員の稼働状態も 見える化 

Q29)A-1 個別工程の機械の稼働状態を 見える化 

Q29)A-2     製造工程全般の機械の稼働状態を 見える化 
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第３章 不確実な環境変化に対応した競争力の再構築に向けて 

 

 第１章では製造業をとりまく事業環境の不確実性が増していること、そしてこれまでに

ない大規模な変化が見込まれるとみている企業の割合が増えてきていることに触れ、その

ような環境下でいかに新たな付加価値を生み出すかが課題となっていることを取り上げた。

また、不確実性が増す中では「知の深化」を継続しつつも「知の探索」を続けていく両利き

の経営が重要であり、それがオーディナリィ・ケイパビリティ（通常能力）を維持しつつも

ダイナミック・ケイパビリティ（変化対応的な自己変革能力）を高めていくと通じることを

述べた。ただし、ダイナミック・ケイパビリティ能力を発揮する上で新しいデジタル技術の

活用は必要不可欠であり、今後は 5G の活用も視野に入れていく必要性について言及した。 

第 2 章では製造業に対して実施したアンケート調査の結果をとりまとめているが、その

結果、事業環境が大きく変化すると見込んでいる企業は攻めの IT 投資（業務改善やコスト

削減、旧来型の基幹システムの更新や維持メンテナンスのみならず、ビジネスモデルの変革

や新製品・サービスの提供などにも取り組む傾向）を実施しており、生産技術の強化、研究

開発・技術開発の強化に積極的に取り組む傾向が認められた。また、「平時の際の効率性や

生産性」「不測の事態に対する柔軟性や俊敏性」をより重視する傾向も認められ、組織改革

や人事改革にも積極的に取り組んでいる。ただし、エンジニアリングチェーンにおける 3D

データの活用や、工場における設備の稼働状況のデータの収集・利活用、さらに 5G の活用

といった Connected Industries への取組み・次世代通信技術の活用は特筆すべきパフォーマ

ンスを示していない。つまり、不確実性に対処するためのダイナミック・ケイパビリティ発

揮の手段としてデジタル化を最大限活用していくという明確な姿勢が認められない。 

そこでデジタライゼーションに先進的に取り組んでいる企業や画期的なデジタルツール

を提供している企業へのインタビュー調査・事例調査の結果も踏まえて、不確実性が増す中

で、不確実性にどう対処しつつデジタライゼーションを推進し、競争力をどう再構築すべき

かについて検討を行った。 
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1 不確実性への対応 

 

深刻な人手不足やベテラン世代の引退による技能断絶、少子化による国内市場の縮小、環

境問題やエネルギー問題といった様々な課題への対応に加えて、グローバリゼーションの

進展を前提にサプライチェーンを構築してきた製造業をとりまく環境はかつてなく厳しく、

かつ、先行きの見通しがつかない不確実性に直面している。自然災害に何度も晒され、現場

力に強みを持つ日本企業は本来ダイナミック・ケイパビリティを発揮する土壌が整ってい

たはずであるが、それが十分生かし切れていないとの指摘が少なくなかった。また、今日の

不確実性に対応するには本社機能を強化する必要性が指摘された。 

アンケート調査でも、かつてない大きな変化に直面すると認識している企業ほど、生産プ

ロセスのみならず、組織・人材マネジメントの見直しにも着手しており、IT 投資も新たな

付加価値を生み出すところを重視した攻めの投資を行っている企業が少なくない。強い製

造業へ生まれ変わるためには、経営資源を総動員して、現状を変えていくことができる強い

経営が求められているといえる。 

 

＜インタビュー事例調査における主なコメント＞ 

✓ 日本においても組織の柔軟性が増しつつある。ところが、既得権益者のことを考えるの

で「現状のままでよい」との思考が働き、何もしないことによる逸失利益が大きくなり、

機会費用が高くつくことになる。動こうと思えば動ける組織になっているのに、その経

営資源を使い切れていない。 

✓ 日本企業の内部留保の多さは、経営資源を使わず変化していないことの現れともとれ

る。 

✓ GAFA はプラットフォーマーだから急成長しているわけでは必ずしもない。今の時代

に合わせて組織をドラスティックに変えている。 

✓ 本来、ダイナミック・ケイパビリティは日本企業が得意な部分のはずであるが、経営指

標のような形で数値として測れるのはオーディナリィ・ケイパビリティなので、評価が

難しいところがある。 

✓ ダイナミック・ケイパビリティは今の仕組みを変えられるかどうかがポイントである

が、提唱者であるティースは製造現場ではなく本社の戦略的能力や組み替え能力を重

要視している。残念ながら、日本企業の本社の調整能力は低い。 

✓ デジタル化はダイナミック・ケイパビリティの能力を高める効果があるが、リスクも伴

う。本格的に実行しようとするならばスピーディな意思決定の下に PDCA を高速で回

す必要があり、ソフトウエアの開発に似たところがある。そして、最終的にスケールす

るかどうかが問われるため、工場レベルにとどまるべきではなく、会社ぐるみの取り組

みが必要となる。 

✓ アジア通貨危機のインパクトが製造業のサプライチェーンにもたらしたインパクトは
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極めて大きかった。どんなによい車をつくっても、どれほどよい車を設計しても、部品

の値段がアップダウンしては儲からない、通貨が安定しなければ儲からないことを身

に染みて経験した。ASEAN での通貨危機を念頭に置いたマネジメントは不確実性への

対応の参考になると思うが、現在直面している不確実性はより根が深い問題である。 

 

 

2 エンジニアリングチェーンのデジタル化への対応 

 

 今回の調査では、想定よりも設計・製造におけるデジタル化が遅れていることが浮き彫り

となった。欧米では設計から製造までが 3D データで一気通貫し、コスト分析や経営分析も

行われているケースが少なくないのに対して、日本企業においては大手メーカー内でも設

計から製造に設計情報を引き渡しする際に、3D データから 2D データや図面に展開される

という手戻りが発生している。未だ「図面文化」という言葉が残っているように、これは技

術的な問題以前に、組織・経営の問題といえる。よく言えば IT に依存せずとも人で対応で

きたという現場力の高さ故といえるが、デジタルツインのものづくりにシフトしていく中、

このままでは日本のものづくりが取り残されていくとの危機感は関係者にも共通している。 

 しかしながら、高度な CAD や CAE を使いこなすには人材育成も必要であり、何より、

高額なライセンスフィーやメンテナンス費用がかかり資金力の乏しい中小企業には負担が

大きく、3D 化のスケールメリットを出せなければ導入は進まない。製造業のデジタライゼ

ーションに向けた課題は根深く、ものづくりのエコシステム全体でデジタル化のメリット

を享受できるようなしくみに持って行けるかどうかが問われており、ものづくり白書にお

いても今後継続的に本課題を取りあげ、業界関係者への問題提起と意識啓発を行っていく

必要がある。 

 

＜インタビュー事例調査における主なコメント＞ 

✓ 設計のモデルベースではドイツが進んでいる。ドイツはミッションが明確で分業が進

んでいる。一方、日本は器用に手で開発しており、かつ品質もよかった。品質を落とし

てまでモデルベースでやる必要があるのか、という意識があったため、欧米に比べて３

割程度遅れている。どうしても現物をみて確認したいという傾向がある。 

✓ 専用のツールを使いこなす人を育成しなければならない。コンピュータ上でやること

とはいえ、手がかかる職人芸になっているところもある上、ある程度ものづくりの実態

を知っていなければ対応できない。この人材育成の部分で非常に手がかかり、それだけ

苦労しただけの飛躍的な生産性の向上といった成果が見えにくいところも普及を阻ん

でいる。 

✓ CAE を活用することで試作品の製造や実験回数を削減できるが、ソフトウエアのライ

センス料が高く、コストが高くつく。そのため、現状は資本力のある大手企業を中心に
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✓ EV 車が普及するといったエレクトロニクス化は技術が簡単になるわけではない。EV

はエンジンがモーターに置き換わるだけであって、設計が簡単になるわけではない。む

しろ、エンジンのピストン運動よりもモーターの回転の方が速いので、制御的にはモー

ターの方が難しく、大学でも重点研究領域となっている。5G が入ると車車間通信など

も入ってきて、さらに複雑になる。 
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参考資料 アンケート調査票                      
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我が国ものづくり産業の課題と対応の方向性に関するアンケート調査  

ご協力のお願い 
  

➢ 本アンケートは製造業の皆様を対象に調査票を送付させていただいております。 

➢ ご回答は経営または設計・生産技術・製造部門にかかわる責任者の方にお願い致します。 

ご回答いただきました調査票は、お手数ですが同封の返信用封筒（切手不要）にて、 

  2019年12月27日（金）までにご投函くださいますようお願い申し上げます。 
 

 調査票の具体的な内容や記入方法については下記までご連絡ください。 

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 経済政策部 

「ものづくり白書アンケート事務局」 

電 話：０３－６７３３－４９１７（祝日を除く月～金、9：00～12：00、13：00～17：00） 
 
  

以下からアンケート調査が じまります         

問１ 貴社名と本社所在地をご記入ください。 

（ ふ り が な ）  

貴 社 名  

所 在 地 

〒 

 

       （都道府県）     

【任意】なお、差し支えなければご回答者のご所属・役職・お名前・連絡先等をご記入ください。  

所 属 部 署 名  

役職・お名前（注1）  

e - m a i l  

電 話  

（注1） 個人情報の管理につきましては、下記をご参照下さい。 

《ご記入いただきました個人情報の取扱について》 

皆様の個人情報は、三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングの Web ページに掲載致しております「個人情報保
護方針」及び「個人情報の取扱いについて」に従って適切に取り扱います。 

<ご参考 http://www.murc.jp/corporate/privacy> 

【利用目的】お預かりしている個人情報は、本アンケートの発送と分析のために利用させていただきます。個々
の調査票の結果やご回答内容が、貴団体のご承諾がなく、他に知られることはございません。 

【預託】お預かりしました個人情報は、集計作業等のために預託することがあります。その際には十分な個人情
報保護の水準を備える者を選定し、契約等によって保護水準を守るよう定め、適切に取り扱います。 

【個人情報をご記入いただけない場合】個人情報のご記入は任意です。個人情報の収集に同意いただけない場合
は、貴団体名や所属部署名のみでもご記入いただきますようお願い申し上げます。 

【お問い合わせ先】お預かりしている個人情報の開示、削除等のお申し出、その他のお問い合わせにつきまして
は、上記に記載しました当社の問い合わせ先までお願い申し上げます。 
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問７  問６⑧で「1」～「5」のいずれかに○をつけた方にお伺いします。「6」に○をつけた方は問８にお進みく

ださい。貴社の IT投資の目的として、あてはまるものすべてに〇をつけてください。 

１．業務効率化やコスト削減           ２．旧来型の基幹システムの更新や維持メンテナンス 

３．ビジネスモデルの変革            ４．新製品・サービスの提供 

５．データの利活用による顧客行動や市場分析   ６．デジタル人材の育成 

７．その他（                ） 

 

グローバリゼーションの影響や、貴社のグローバル展開の状況についてお尋ねします 

問８ 昨今のグローバル経済・社会状況の変化のうち、貴社の事業に影響があると考えられるものすべてに○を

つけてください。なお、複数〇をつけた場合は最も影響が大きいと考えられるもの１つに◎をつけてくだ

さい。 

１．米中貿易摩擦 ２．保護主義、自国第一主義の台頭 

３．英国のＥＵ離脱 ４．中国など新興国経済の減速・停滞 

５．為替変動 ６．法人税・関税などの税制 

７．資源価格の変動 ８．法改正やルール形成 

９．地球環境問題（環境規制を含む） 10．地政学的リスク 

11．サイバーセキュリティ上のリスク 12．新技術・ビジネスモデルの登場 

13．その他の先行き不透明感 14．その他（               ） 

15．特にない 
 

SQ1 問８で選択した事業に最も影響が大きいと考えられる要因（複数選択した場合は◎をつけた要因）に対

して、貴社が実施した経営判断としてあてはまるものすべてに〇をつけてください。 

１．海外生産から国内生産への切り替え（国内生産回帰） 

２．海外生産拠点の再配置（別の国への移転や海外生産拠点の統廃合など）     

３．新規国内投資の見送り 

４．新規海外投資の見送り 

５．生産調整 

６．サプライチェーンの見直し（調達先の変更など） 

７．新たな販路開拓  

８．生産技術の強化(製造プロセスの見直し、デジタル化による生産性向上など) 

９．研究開発・技術開発の強化（環境制約への対応、代替素材の開発など） 

10．Ｍ＆Ａによる競争力強化、多角化 

11．その他（具体的に                       ） 

12．特にない 

 

問９ 貴社は海外生産拠点を持っていますか（○は１つ）。なお、資本関係のない生産委託などは除きます。 

１．ある →SQ1  

２．現在はないが、過去１年前まではあった →SQ1 

３．ない → 問10 
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以降の問17～問22までは上記問16で選択された生産スタイルを念頭にご回答ください。 

問１７ 問 15 の SQ1 の設問で「３．製品設計(加工組立系)」に〇をつけた方にお尋ねします。         

「４．製品設計(プロセス系)」に〇をつけた方は問18へ、「３．製品設計(加工組立系)」と「４．製品設計

(プロセス系)」のいずれにも○をつけていない場合は問20へお進みください。 

SQ1 貴社における設計方法は以下のいずれに該当しますか。（〇は１つ） 

１．３Ｄデータでの設計 →SQ2 ２．３Ｄデータ及び２Ｄデータでの設計 →SQ2 

３．２Ｄデータでの設計 →SQ4 ４．設計に関してはデータ化していない →SQ4 

 

SQ2 設計情報の引き渡しの主な形式は以下のいずれに該当しますか。最もあてはまるもの１つに〇をつけて

ください。 

１．３Ｄデータ →SQ4     ２．２Ｄデータ →SQ3～SQ 4     ３．図面（紙）→SQ3～SQ 4             

 

SQ3 ２Ｄデータや図面（紙）で引き渡している理由としてあてはまるものすべてに○をつけてください。 

１．製造には図面文化が残っているため（従来の仕事のやり方を変えられない） 

２．製造では３Ｄデータを扱える人材が少ないため 

３．３ＤＣＡＤライセンス購入などのコスト節約のため 

４．３Ｄデータ化へ移行する時間や体制が確保できないため 

５．３Ｄデータから製造/検査作業の指示ができない（３Ｄデータから指示書作成ができない）ため 

６．主な設計手法は２Ｄ／図面（紙）のため 

７．特に理由はない 

８．その他（具体的に                                    ） 

 

SQ4 設計部品表（BOM）を用いている企業にお尋ねします。どのように引き渡していますか。最もあてはま

るもの１つに〇をつけてください。 

１．ＢＯＭ（設計部品表）を見ながら生産管理システムへ手入力している    

２．工程設計ツール・シミュレーターなどで自動化している  

３．情報が連携できるようエクセルなどを介したカスタムを行っている       

４．その他（                               ） 

 

問１８ 貴社の製品設計力は5年前に比べてどのように変化していますか。（○は１つ） 

１．向上している            ２．あまり変化はない        ３．低下している   

 

問１９ 貴社の主要製品において製品設計のリードタイムは 5 年前に比べてどう変化していますか。（○は１つ） 

１．短くなっている →SQ1～SQ2   ２．あまり変わらない →SQ2     ３．長くなっている →SQ2    

 

SQ1 製品設計のリードタイムは5年前と比べてどの程度短縮されましたか。（○は１つ） 

１．10％未満 ２．10％以上～20％未満 ３．20％以上～30％未満 ４．30％以上～40％未満 

５．40％以上～50％未満 ６．50％以上～60％未満 ７．60％以上～70％未満 ８．70％以上 
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SQ2 製品設計のリードタイムの短縮を図るための取組みとして、貴社が重視しているものすべてに○をつけ

てください。 

１．３ＤＣＡＤ/ＣＡＥの導入 

２．ＢＯＭ（設計部品表）の共通化 

３．製品設計情報の引き渡しのための工程設計ツールの自動化 

４．３Ｄプリンタの活用                                    

５．アウトソーシングの活用 

６．標準化、モジュール化の推進 

７．コンカレントエンジニアリング（注7）、アジャイル開発（注8）の推進  

８．生産技術、製造、調達といった他部門との連携促進 

９．職種や部門の壁を低くするような「ワイガヤ」によるコミュニケーションの促進 

10．情報と制御の両方に精通した人材の確保 

11．大学との共同研究の推進 

12．ベンチャー企業との連携やアライアンスの推進 

13．Ｍ＆Ａやライセンス・技術導入による必要な技術の獲得 

14． その他（具体的に：                           ） 

15．特にない 

（注7） 開発・設計から製造に至るまでの業務を同時並行的に処理することで開発期間の短期化を行う手法 

（注8） 市場や顧客からのフィードバックをかけながらアップデートしていく開発手法 

 

問２０ 問15のSQ1の設問で「５．工程設計」に〇をつけた方にお尋ねします。「工程設計」を手がけていない

場合は問23へお進みください。 

貴社の工程設計を主にどこが担っていますか。最もあてはまるもの１つに〇をつけてください。 

１．専任の部署       ２．製品設計部門          ３．製造部門  

４．協力企業やベンダー   ５．その他（具体的に              ） 

 

問２１ 貴社の工程設計力は5年前に比べてどのように変化していますか。（○は１つ） 

１．向上している →SQ1   ２．あまり変化はない →問22    ３．低下している →SQ2 

 

SQ1 「工程設計力」が向上した理由として考えられる要因すべてに〇をつけてください。 

１．デジタルモックアップ（注9）（工程設計や検証ツール）等のデジタルエンジニアリングの推進 

２．デジタル人材の育成・確保 

３．コンカレントエンジニアリング、アジャイル開発の推進 

４．生産技術、製造、調達といった他部門との連携強化 

５．営業、アフターサービスなどから顧客ニーズのフィードバックを強化 

６．その他（具体的に                             ） 

（注9） ３Ｄデータを活用して試作品などをつくることなくデザインの検証や干渉チェックを行うこと、または、その
ような評価を行うシステムのこと 

  
  →ご回答後は問22へお進みください 
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SQ2 「工程設計力」が低下した理由として考えられる要因すべてに〇をつけてください。 

１．生産拠点の海外移転                         ２．国内の開発生産拠点の縮小・閉鎖 

３．間接部門の人員削減                               ４．開発期間の短縮         

５．アウトソーシングの活用              ６．ベテラン技術者の減少 

７．３Ｄ化やシミュレーション等のＩＴ化の遅れ     ８．ソフトウエア開発の体制不足 

９．属人的な設計プロセス（設計のシステム化の遅れ）  10．製造現場との連携不足 

11．工程設計の分業による製品の全体像への理解不足 12．その他（              ） 

 

問２２ 貴社の主要製品において工程設計のリードタイムは 5 年前に比べてどう変化していますか。（○は１つ） 

１．短くなっている →SQ1～SQ2    ２．あまり変わらない →SQ2    ３．長くなっている →SQ2    

 

SQ1 工程設計のリードタイムは5年前に比べてどの程度短縮されましたか。（○は１つ） 

１．10％未満     ２．10％以上～20％未満 ３．20％以上～30％未満  ４．30％以上～40％未満 

５．40％以上～50％未満 ６．50％以上～60％未満 ７．60％以上～70％未満  ８．70％以上 

 

SQ2 工程設計のリードタイム短縮を図るための取組みとして、貴社が重視しているものすべてに○をつけて

ください。 

１．デジタルモックアップ（注10）（工程設計や検証ツール）等の導入 

２．上記「１．」以外のシミュレーションシステムの導入 

３．３Ｄプリンタの活用 

４．ラインビルダー（注11）等へのアウトソーシング 

５．工程設計部門を中心とする生産技術部門の増員 

６．工程設計部門の熟練技術者確保（定年延長等） 

７．開発設計、製造、調達といった他部門との連携促進 

８．デジタル化に対応できる人材の育成・配置  

９．その他（具体的に：                           ） 

10．特にない 

（注10）３Ｄデータを活用して試作品などをつくることなくデザインの検証や干渉チェックを行うこと、または、その
ような評価を行うシステムのこと 

（注11）生産現場の製造ライン一式を構築して顧客に納める事業者 
 

問２３ 貴社における設計、生産技術、製造等の部門間の連携状況について、最もあてはまるもの１つに〇をつけ

てください。 

１．よく連携がとれている     → 問24   ２．ある程度連携がとれている → 問24 

３．あまり連携がとれていない → SQ1  ４．連携がとれていない       → SQ1 

 

SQ1 連携不足による課題や問題がありますか。あてはまるものすべてに〇をつけてください。 

１．設計変更が製造に伝わらないことがある     ２．製造できない図面が描かれることがある  

３．品質不良が発生する              ４．正確なコスト予測ができない 

５．急な仕様変更に対応できない          ６．製造部門での変更が設計に伝わらない 

７．製造や検査のリードタイムが延びた       ８．その他（                ）   

９．特に問題はない  
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問２４ 協力企業（サプライヤー）への設計指示が発生する企業（セットメーカーやティア１、ティア２等）の方

に伺います。どのような形で設計情報を指示していますか。最もあてはまるもの１つに○をつけてくださ

い。 

１．３Dデータ →問25   ２．２Dデータ →SQ1   ３．図面（紙） →SQ1    ４．その他  →SQ1 

 

SQ1 ２Ｄデータや図面（紙）で設計指示している理由としてあてはまるものすべてに○をつけてください。 

１．契約上の縛り（契約書や注文書に「図面（紙）で提供」といった文言が明記されている） 

２．設計情報をコントロールするため（技術流出を防止） 

３．取引先の調達部門が見積もりのために図面（紙）を必要とするため 

４．取引先の調達部門が３DCADのライセンスを購入したくないため 

５．発注内容と現物を照合する現品票も兼ねているため 

６．３Ｄデータから製造/検査作業の指示ができない（３Ｄデータから指示書作成ができない）ため 

７．主な設計手法は２Ｄ／図面（紙）のため 

８．その他（具体的に                       ） 

 

問２５ 協力企業（サプライヤー）の方にお尋ねします（協力企業ではない場合は問26へお進みください）。      

SQ1 顧客から提供されたデータをどのように活用していますか。あてはまるものすべてに○をつけてくださ

い。 

１．顧客の３Dデータをそのまま活用     ２．顧客の３Dデータを修正して活用 

３．顧客の２Dデータを３Dに変換して活用   ４．顧客の図面（紙）を３Dに変換して活用 

５．顧客の２Dデータをそのまま活用    ６．顧客の２Dデータを修正して活用 

７．顧客の図面（紙）を２Dに変換して活用  ８．顧客の図面（紙）をそのまま活用 

９．顧客の図面（紙）を修正して活用  10．その他（             ） 

SQ2 顧客における製品設計のリードタイム（貴社への発注に要する時間）は5年前に比べてどう変化してい

ますか。（○は１つ） 

１．短くなっている →SQ4          ２．あまり変わらない →SQ4 

３．長期化している →SQ3～SQ4       ４．わからない    →SQ4 

SQ3 どの程度長期化していますか。（○は１つ） 

１．３日以内           ２．１週間以内       ３．２週間以内         ４．２週間超 

SQ4 自社の製造工程のリードタイムは5年前に比べてどう変化していますか。（○は１つ） 

１．短くなっている       ２．あまり変わらない        ３．長くなっている  

 

問２６ エンジニアリングチェーンのデジタル化を促進する目的として、貴社にあてはまるものすべてに〇をつ

けてください。 

１．コストダウン                   ２．リードタイムの短縮 

３．技能や技術の伝承                 ４．データを活用した新たな価値の創出 

５．受注拡大、新たな顧客の開拓            ６．サプライチェーンの強靭化・柔軟化 

７．原価把握のため                  ８．その他（              ） 

９．デジタル化に取り組みたいが、着手できていない   10．デジタル化には関心がない  
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SQ2 次世代通信技術に対して、貴社が最も期待するもの１つに〇をつけてください。 

１．超高速大容量通信  ２．多数同時接続  ３．超低遅延通信  ４．まだ分からない  ５．特にない 

SQ3 次世代通信技術の活用を通じた無線化の取組みのうち、貴社が期待するものすべてに〇をつけてくださ

い。 

１．機械の柔軟な配置変更           ２．機械の段取り時間短縮 

３．ＡＧＶ（無人搬送車）の効率的運用     ４．故障予知への対応 

５．工場内でのプライベートネットワーク    ６．その他（              ）     

７．特にない 

 

SQ4 次世代通信技術に関心をもたれない理由として最もあてはまるもの１つに〇をつけてください。 

１．技術の内容がわからない           ２．ビジネスへのインパクトがわからない  

３．自社には関係がない（影響がない）      ４．まだ商用化されていない 

５．その他（               ）  ６．特に理由はない 

 

問３３ 工場の無線化をはじめとする次世代通信技術の活用に伴う課題や不安について、あてはまるものすべて

に〇をつけてください。 

１．遅延や遮断等の通信の信頼性    ２．セキュリティの確保     ３．許認可手続き 

４．周辺機器の調達の難しさ      ５．初期コストの不透明感    ６．初期コストの割高感   

７．ランニングコストの不透明感    ８．ランニングコストの割高感  ９．有線の刷新をしたばかり 

10．産業利用に際しての国際規格の設定 11．標準必須特許(注13)をめぐる問題  12．特にない 

13．その他（具体的に                            ） 

（注13）標準（規格）を実施する際に利用せざるをえない特許 
 

問３４ 次世代通信技術をはじめとする新しい技術や製品の社会実装に際して、標準必須特許の取り扱いをめぐ

る係争が起き始めていることについて、貴社のお考えに最も近いもの１つに○をつけてください。 

１．自社の問題として既に検討や対応を行っている → SQ1 

２．今のところ自社には関係しないが知っている  → SQ1 

３．あまり知らない（聞いたことがある程度） 

４．全く知らない 

 

SQ1 上記事案に関連して、標準必須特許をめぐる貴社の懸念事項についてあてはまるものすべてに〇をつけ

てください。 

１．ライセンス料が高額化する              ２．ライセンス料率の算定方法が複雑化する 

３．クロスライセンスによる解決がやりにくくなる     ４．訴訟リスクが高まる 

５．その他（                  ）   ６．特に懸念はない 

 

質問は以上です。お忙しい中ご協力いただき、誠にありがとうございました。 
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（様式２） 
        

 二次利用未承諾リスト  
         

    
報告書の題名 令和元年度製造基盤技術実態

等調査 我が国ものづくり産業の課題と対応

の方向性に関する調査 報告書 

 

         

    
委託事業名 令和元年度製造基盤技術実態等

調査(我が国ものづくり産業の課題と対応の

方向性に関する調査)  

 

         

    受注事業者名 三菱UFJリサーチ＆コンサル

ティング株式会社 
 

         

 頁 図表番号 タイトル  

 2 図表１ VIX指数（恐怖指数）の推移  

 4 図表 5 先進国企業のマークアップ率の推移  

 5 図表 6 米国企業のマークアップ率の分布  

 9 図表 10 
中国と ASEANの現地法人における日本的なものづくりの

方法の導入状況 
 

 10 図表 11 約８割の企業が老朽システムを抱えている  

 10 図表 12 
現行システムの維持管理（ラン・ザ・ビジネス）に８割

の予算を投入 
 

 11 図表 13 
約７割の企業が老朽システムがＤＸの足かせになってい

ると感じている 
 

 11 図表 14 日本企業における研究者の専門分野（2018年）  

 12 図表 15 ICTの位置づけの変化  

 12 図表 16 自動車の設計もデジタル技術の活用で抜本的に変わる  
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アンケート帳

票 

我が国ものづくり産業の課題と対応の方向性に関するア

ンケート調査 
 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 




