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Executive Summary 

 

日本の製造業は従来、有能な現場の人材を基幹とする設計・生産一体化により高生産性を達成

し、世界的に高い競争力を維持してきた。しかしながら昨今、デジタル技術の活用が世界的に進

む潮流の中で、従来我が国が人の力によって実現してきた強みが、通用しなくなる恐れが出てき

ている。さらに、近年、世界規模での政治・経済・社会環境の不確実性の高まりにより我が国製

造業に関してもこれを取り巻く事業環境は大きく変化し、2020年１月以降は新型コロナウイルス

感染症の世界的拡大が製造業のサプライチェーンに深刻な影響を与えている。こうした不確実性

の高まりはもはや一時的な現象ではなく、「新しい常態（ニュー・ノーマル）」として、中長期的

な対策を講じていくことが急務である。 

今後は、日本の伝統的な設計生産の知識を可視化・体系化して、人中心からデジタル化へ舵を

切り、効率の良いデジタル支援により、人本来の創造的エンジニアリング能力を活かすような新

たな仕組みを追求していく必要がある。これまでに構築してきた強みを活かした新たなものづく

りのあり方を構築することができれば、より強固な競争優位性を獲得することが可能であると考

えられる。 

本レポートでは製造業のエンジニアリングチェーンに着目し、これを強化するためのデジタル

技術活用に向けた方向性として、以下の 5つの観点を示すとともに、それらに取り組む先進的企

業の事例を紹介する。 

 

➢ 観点 1：全社的な経営方針・目標の共有と、これに基づく DXの推進及びエンジニアリング

チェーン強化の方針検討 

➢ 観点 2：自社のエンジニアリングチェーン工程や体制の可視化 

➢ 観点 3：従業員の持つ技術や能力の形式化・デジタル化 

➢ 観点 4：BOMの共有や 3DCADの活用等、役割や組織を跨いだデータ共有のための仕組みの整

備 

➢ 観点 5：継続的にデジタル改革に取り組んでいくための人材や仕組みの確保・構築 

 

また、参考として以上の観点を踏まえて、エンジニアリングチェーンの強化を実現するために

重要と考えられる切り口として、企業の属性に関する整理を行った。日本の製造業のエンジニア

リングチェーン強化に向けた方向性を検討するにあたって、本レポートが読者である各企業の一

助となることを期待する。 
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１． 序論 

 

日本の製造業は過去、第二次世界大戦後の乏しい資源の中でいかに世界と戦うかを考え抜き、

設計と生産が一体となって、Just-in-time方式や現場主義、「ワイガヤ」など日本独自の設計・

生産技術を確立していった。その結果、有能な現場の人材を基幹とする設計・生産一体化により

高生産性を達成し、世界的に高い競争力を維持してきた。しかしながら昨今、デジタル技術の活

用が世界的に進む潮流の中で、欧米・中国などの諸外国における製造品質や生産性が急激に向上

している。これにより、従来我が国が人の力によって実現してきた強みが、通用しなくなる恐れ

が出てきている。 

加えて、近年、世界規模での政治・経済・社会環境の不確実性の高まりにより、我が国製造業に

関してもこれを取り巻く事業環境は大きく変化している。例えば、米中貿易摩擦に端を発した中国

の景気減速は 2018年秋以降、我が国製造業の業況に悪影響を与えた。さらに、2020年 1月以降は、

新型コロナウイルス感染症の世界的拡大が製造業のサプライチェーンに深刻な影響を与えている。

こうした不確実性の高まりはもはや一時的な現象ではなく、「新しい常態（ニュー・ノーマル1）」と

して、中長期的な対策を講じていくことが必要となっている。我が国製造業のサプライチェーンは

1990 年代以降、円高や新興国との人件費の価格差等を背景にグローバルに展開してきた。製造業

のサプライチェーンがグローバルに広がっている今、世界で日々発生する予測困難な事態に対し

て、いかに迅速かつ柔軟に対応できるサプライチェーンを構築できるかが、今後の我が国製造業の

命運を分けることとなる。 

さらに、従前と比較して短納期化や開発サイクルの高速化、製品の多様化等が進行し、製造業

には製品開発プロセスの高度化とともにリードタイムの短縮が求められているが、これにはサプ

ライチェーンのみならず、エンジニアリングチェーンの強化が必要である。 

本レポートでは、製造業が本質的に目指すべきものづくり力の強化を実現するにあたって、エ

ンジニアリングチェーンの強化2に着目した。製品開発プロセスの高度化とリードタイム短縮の両

立といったエンジニアリングチェーンの強化に向けては、製品設計～工程設計、製造に至るエン

ジニアリングチェーンにおける活動の負荷の最適化が必要となる。負荷の最適化を検討するにあ

たって、開発時間と製品が持つ価値を図 1のように図式化すると、上流工程で製品の価値が決ま

るため、上流工程でいかに作り込むかが鍵を握ることが一般的に理解されている。我が国では従

来製造現場でのすりあわせにより品質や目標原価が確保されてきたが、人材不足や技能継承問題

に直面し、危機を迎えている。改めて適切な負荷配分を考え直し、上流工程で品質と原価を作り

込むフロントローディング等の手法をプロセス変革やデジタル化技術の活用と併せ、エンジニア

リングチェ―ンを強化し、対応力を高めていくことが必要不可欠である。 

ただし、やみくもに業務上の負荷を上流工程に移したとしても、負荷を受け入れる側が根本的

な能力不足に陥っている場合には、エンジニアリングチェーンを弱体化しかねない点に、留意が

 
1 IMFゲオルギエワ専務理事発言「新型ウイルス、世界経済回復を阻害 貿易などもリスク＝IMF」（ロイタ

ー、2020年 2月 20日）、https://jp.reuters.com/article/imf-economy-idJPKBN20D2JT より抜粋 
2 本検討においては、広義のエンジニアリングチェーンとして、商品企画や研究開発から始まり、設計、製

造、物流、販売、アフターサービスおよびリサイクルまでの一般的なエンジニアリングプロセスに加え、生産

計画や調達といった一般的にはサプライチェーンと定義される役割・工程についても必要に応じて議論の対象

と捉えるものとする。狭義のエンジニアリングチェーンは、製品設計、工程設計、製造に至るエンジニアリン

グプロセスを指す。 
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２． 本レポートの位置づけ 

 

２．１ 想定される悲観シナリオと楽観シナリオ 

２.１.１悲観シナリオ 

デジタル化への投資を躊躇し、部門間連携機能が進まぬまま、エンジニアリングチェーンが相

対的に弱体化すれば、我が国製造業は世界の不確実性の高まりに対処できず、市場を失い、縮小

するだろう。例えば、設計部門と生産部門の連携不足によりサプライチェーン寸断に際して代替

生産体制を迅速に確保できなければ、市場を他国に奪われることとなる。また、リードタイム短

縮等の顧客の要求高度化に対処できなければ、取引先を失う。 

２.１.２楽観シナリオ 

世界の不確実性に直面しているのは、他国の製造業も同様である。以前と比べて安価となった

デジタル技術を十分に活用し、部門間での情報共有と連携を強化することにより、急なサプライ

チェーン寸断リスクに柔軟に対処して代替生産体制を確保することができれば、不確実性の高ま

る世界において他国よりも優位に事業を展開できる。また、全体最適な負荷配分によりエンジニ

アリングチェーンを強化できれば、全体の作業負荷圧縮と顧客の要求高度化への対処を両立する

ことができ、差別化につながる。 

 

２．２ 本レポートの狙い 

以上の状況を踏まえ、我が国製造産業が不確実性やマーケットニーズに迅速かつ柔軟に対応し

ていくためには、それぞれが抱えているエンジニアリングチェーンの状況やエンジニアリングチ

ェーン上の立ち位置について今一度見直した上でその強化を図ることが不可欠であり、そのため

の手段として、デジタルトランスフォーメーション（DX）を積極的に推進していくべきである。

我が国製造業が今後の事業戦略としてグローバル化やサービタイゼーション、マスカスタマイゼ

ーションなどを掲げ、実現していくに際して、デジタル化によるエンジニアリングチェーンの強

化は重要なマイルストーンとなる。 

本レポートでは、こうした事業環境変化への対応を目指す製造業に対して、適切にデジタル技

術の実装を促すことのできる支援の方向性を検討している。DXを通じたエンジニアリングチェー

ンの強化に向けて実際に製造産業が直面する課題や具体化への取組における課題解決事例、各社

が取り組んでいる先進的な取組3の整理等を行うことにより、我が国製造事業者が係る取組を推進

することの一助となることを目的として検討を行ったものである。 

 

3 本レポートで述べるエンジニアリングチェーンの強化とは基本的に「技術情報・知識」を対象とした取組であ

る。「設計段階で 3DCADのデータに基づくシミュレーションを行い、製品の問題を事前に排除しておくことで、

従来は生産現場で行われていた試作の回数を減らす」という場合、3D 図面という設計情報を活用して、従来は

モノのレベルで行っていた試作を、情報のレベルで行うことで、生産現場に提供する設計図の質を高め、顧客へ

の価値のより高い製品の製造に結び付けることができる。以上の例示は、製造業の取り組むべき方策のほんの一

面に過ぎないが、生産現場の改善に投下していたリソースを、エンジニアリングチェーンのフロントローディン

グに振り向けることで、企業としての未来像が広がる。 
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３． エンジニアリングチェーンの強化に向けた観点の整理 

 

３．１ 整理に当たって 

３.１.１ 本検討のターゲット 

不確実性に柔軟に対応し事業戦略を推進することを目指す製造業の社員のみならず、その経営

層についても本検討のターゲットとして想定される。製造業がデジタル化によるエンジニアリン

グチェーン強化を通じて不確実性への対応力を高め、経営目標を達成するにあたり留意すべき観

点を示し、もってその適切な実装を促す。 

そもそも日本の製造業では、縦割り組織を超え、設計や生産技術部門をまたいだ「エンジニア

リングチェーン」の統合マネジメントを行う機能が十分ではなく、エンジニアリング業務に精通

しつつ全社的な経営方針の検討ができる CTO等の役職者が少ないのではないか、との指摘も存在

している中で、企業内でエンジニアリングチェーンの強化に向けた取組の重要性認識を高めるた

めの一助として、本レポートを活用いただきたい。 

３.１.２検討開始に当たっての分類 

自社の経営目標・事業目標の達成を念頭に置いた場合、DXを通じたエンジニアリングチェーン

の強化の取組はその手段の一つである。したがって、ヒト・モノ・カネをはじめとする経営資源

について企業毎にそれぞれの制約を擁している中、いずれの工程や取組等に対して集中的に経営

資源を分散・投入するかという点についても多様な選択肢が有り得るものであり、自社の現時点

又は将来的に目指す立ち位置の定義の仕方によって、係る判断の方向性は異なることを前提とし

ている（立ち位置の整理については、「５．補足」参照）。 

 

３．２ 具体的な取組に向けた検討 

ここでは、一般的にエンジニアリングチェーンの強化に取り組む中で、企業が向かうべきと考

えられる方向性について、主要な観点を図 3に例示するとともに、実際にそれらの観点から変革

に取り組んだ企業の事例紹介を行う。以下に例示する観点は、必ずしも取り組むべき全てのアク

ションを網羅することを意図したものではないが、各企業が取組を進めるにあたっての一助とな

ることを期待する。 
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➢ ヤマハ発動機株式会社では、デジタル技術を使った改革として「デジタル戦略部」を立ち上げ、「未来のビ

ジネスの創出」「既存のビジネスの効率化」を目的に、システムアーキテクチャ立案やデータ分析・活用の

構想といった大枠の方向性を主導し、既存の部署と連携しながら取組を推進した。 

➢ 「デジタルマーケティング」「コネクテッド」「スマートファクトリー」「データ分析」という 4つの重点領

域を掲げ、データ活用基盤を整備したうえで「未来のビジネスの創出」として年間数十個の PoCを実施し、

ビジネステーマの創出と効果の確認を実施した。 

➢ さらに上記 4領域に関連した「既存のビジネスの効率化」も推進しており、ERPの刷新を行いつつ、ユーザ

ー部門の担当者と連携しながら、リスク対応、消費者が求めるモノづくり、生産プロセス効率化等、情報の

統合だけでなく既存業務の変革を含めた検討を行った。 

➢ 数年後のビジョンについて経営陣の考えを深め認識を共有する機会を設け、人事制度改革やチェンジマネ

ジメントも並行して行う等、デジタル化を推進するためのリーダーシップを発揮できる環境づくりにも取

組んだ。 

 

図表出典：ヤマハ発動機株式会社作成資料 

図 7 観点 1の実施事例(1)：ヤマハ発動機株式会社 
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➢ トヨタ自動車株式会社では従来、開発・製造・販売の各機能最適でデジタル活用を行っていた。Industry4.0

や、グローバル IT企業の自動車産業参入などの社会変化に加え、これらの動向を踏まえた経営層からの働き

掛けを受けた現場が危機意識を持って、全社的に機能横断のデジタル化（データ・モノ一体）に着手した。 

➢ デジタル技術によるトヨタ生産方式の発展を目指し、既存資産の転用・環境の一元化、活用の為の教育体制、

十分なセキュリティ対策など、利用者が安心し迅速に効果を出せるよう、IT プラットフォーム環境を構築し

た。 

 

図表出典：トヨタ自動車株式会社作成資料 

図 9 観点 1の実施事例(3)：トヨタ自動車株式会社 
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➢ 今野製作所ではデジタル改革に取り組むにあたり、自社の業務プロセスや、エンジニアリングプロセスに

おける社内連携体制について可視化した。 

➢ これにより、不足する人材や即座に改善すべきポイントの明確化、具体のアクションに繋がった。 

➢ ほぼ生産現場の職人と営業だけの力で自社が成り立ってきたことが分かり、事業の高付加価値化に向けて

製品設計・生産設計への注力にシフトするきっかけとなった。 

➢ 設計業務と調達業務の間、在庫管理とエンジニアリングと販売管理の間など、部署間に人力でデータを転記

するプロセスがあることが分かり、必要なデータを自動流用する改善につながった。 

➢ 調達や工程設計まで製品設計担当者が手掛けていることが分かったが、そもそも自社には生産技術者がい

なかったことから、この部分について人材育成投資やリクルーティングをする必要があることが浮き彫り

になった。 

 

図表出典：株式会社今野製作所作成資料 

図 12 観点 2の実施事例(1)：株式会社今野製作所 
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➢ 沖電気工業株式会社では、情報通信本部傘下の本庄工場（埼玉県本庄市）と沼津工場（静岡県沼津市）の 2

つの工場を仮想的に 1つの工場に融合していく “バ－チャル・ワンファクトリー”の取組を行った。 

➢ 取組にあたり、まず今まで工場ごとに分かれていた、設計部門から出される図面等などの各種設計情報を

共通化した。具体的には、各工場の生産形態の特徴や製造に対する考え方、知見等を整理・把握し、設計デ

－タを各工場で受け取れるようにした。 

➢ その上で、以下の４つの点を中心に、工場間の融合を推進した。 

⚫ 「部門間融合」：生産、技術、品質の各部門で交流会を実施し、効果のある施策の水平展開「良いとこ

取り活動」を実施した。 

⚫ 「生産融合」：生産状況を見える化することで、各工場の負荷状況が明らかになり、各工場の得意技能

も明確になった。これにより、生産の繁閑に合わせた工場間での生産応援が可能となった。 

⚫ 「試作プロセス融合」：大量生産品に強い工場では、試作生産を協力メーカーに依頼していたが、多品

種少量生産に強い自社工場で試作を行うことで、試作の効率化とスピードアップ、量産工程へのフィ

ードバックも容易となり、製品開発後の垂直立ち上げが可能になった。 

⚫ 「IT融合」：工場間で異なる生産管理システム(ERP)の統合検討を開始した。 

 

 

 

（図表出典：沖電気工業株式会社作成資料） 

図 13  観点 2の実施事例(2)：沖電気工業株式会社 
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➢ オムロン株式会社では、FA 機器等のメーカーとして培った工程設計や生産についてのノウハウを活かし、

「生産管理」「品質管理」「設備効率」「エネルギー」の 4つの切り口における現場データ活用サービスを提

供している。 

➢ 顧客企業内では実施が難しい、トップダウンで推進する部分（取組む目的や経営指標の提示）と、ボトムア

ップで推進する部分（効果が見え、効率化を実感できる取組）の連携強化を支援している。具体的には、顧

客企業内部の様々な技術や知見の棚卸をし、コア技術を明確化したのち、データの流れや業務プロセスを

可視化し、デジタル化によりその企業の価値が向上する部分に対してデータ化や最適化を提案する。 

➢ 自社がグローバルなものづくりを行っていることもあり、全体最適の視点の重要性を感じていることから、

既存のツールの導入ではなく、製造プロセスの構造化や目指す状態の明確化に時間をかけ、デジタル化・グ

ローバルスタンダード化しやすい状態の構築を重視している。 

 

図表出典：オムロン株式会社作成資料 

図 14  観点 2の実施事例(3)：オムロン株式会社 
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➢ 株式会社アイデンでは、一点一様を基本とする制御盤生産プロセスにおいて、従来は紙図面を見ながら職人

が自身の知識に基づいて行っていた配線作業に関して、工程毎に必要な作業を標準化・可視化した。 

➢ これにより、職員の技能習熟度に応じて一層柔軟な分業が可能になったことに加え、技術者が少なく国内

の制御盤メーカーがほとんど進出していない国への拠点進出と市場参入が可能になった。 

 

 

図表出典：株式会社アイデンホームページ http://www.ai-den.jp/iws/ 

図 17  観点 3の実施事例(1)：株式会社アイデン 
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➢ 株式会社ダイセルでは、プラントのオペレーション（非定常時、定常時、緊急時）のうち、定常時にオペレ

ーターが行う意思決定プロセスを体系的・網羅的に整理（総合オペラビリティスタディ）し、意思決定を支

援する知的生産システムを構築した。 

➢ 現場のオペレーション知見を技術スタッフがヒアリングし、その上で科学的原理に則り適切かどうかを検

討し、適合したものをオペレーション上の「ノウハウ」として、データベース化していった。 

➢ オペレーターの意思決定プロセスを「監視―判断―操作」の流れで顕在化させ、800万件以上のケースを抽

出、そのうちの 2割程度をオペレーションシステムと連動させることで、均質なオペレーションの実現につ

なげた。 

 

図表出典：株式会社ダイセル作成資料 

図 18  観点 3の実施事例(2)：株式会社ダイセル 

  













28 

 

➢ 株式会社 IHI では、社内で多様な製品を製造していることから、部門ごとに個別最適が進んでいた業務プ

ロセスを共通化し、プロセス間の連携が行えるように改革を実施した。 

➢ 取組の実施後に、社内人材のデジタル人材としての育成を行い、デジタル化された環境の有効活用に向け

たリソース強化を図っている。 

⚫ デジタル変革に携わる人材を社内公募するなど、営業・現場など様々な部門出身者、様々な製品カテ

ゴリーのビジネスユニット出身者が集結。 

⚫ 製品/ サービス開発、ものづくり生産技術、AI/ データ分析技術などに関する育成プログラムを自社

で内製し、継続的取組の推進力を強化。 

 

図表出典：株式会社 IHI ウェブサイト資料 https://www.ihi.co.jp/ihi/technology/ict_policy/ 

図 25  観点 5の実施事例(1)：株式会社 IHI 
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➢ 富士通株式会社では、「FTCP」と呼ばれる共通プラットフォームの構築・運用により、製品開発におけるノウ

ハウの共有やリアルタイムでのコミュニケーションの円滑化が可能となった。 

➢ その際、以下の取組を併せて行い、継続的な改善やプラットフォーム利用の着実な定着を実現。 

⚫ 図面作成や製品評価検証に係るルールを標準化。 

⚫ 製品毎に(情報登録の徹底、図面の書き方・付帯情報の記載ルールなど)試作回数を制限するとともに、

(共通ツール類の利用徹底)3Dデータの生成とこれを活用したシミュレーションを義務付け。 

⚫ 社内プラットフォームの使用履歴を事業部毎に監査・評価し、全社的に(モチベートする活動)比較。 

 

図表出典：富士通株式会社作成資料 

図 26  観点 5の実施事例(2)：富士通株式会社 
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➢ 三和工機は、自社のエンジニア人材を他企業に派遣する事業と、設計・開発の請負事業とを行い、自社の持つ

エンジニアリングチェーン上の業務への知見、ノウハウを顧客に提供している。 

➢ 多様な業界に属する顧客企業における設計ツールやルールが標準化されておらず、個別対応が必要であるこ

とから、様々なツールとそれらを使いこなせる人材をそろえることで、きめ細かい対応を行っている。 

➢ また、自社の人材育成については、自社内のベテラン技術者が技能伝承を行うなど、情報が属人化しないよう

な取組を進めている。 

 

 

図表出典：三和工機株式会社提供資料 

図 27  観点 5の実施事例(3)：三和工機株式会社 
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４． 結び 

 

フロントローディング等を通じたエンジニアリングチェーンの強化は 1980 年代より注目されて

きたが、依然として多くの課題を抱えており、かつ、サプライチェーンのグローバル化や不確実

性の高まりに伴い、その重要性はますます高まっている。一方で、デジタル技術はその進化によ

り低価格化が進み、導入しやすくなっている。 

2020年 3月現在、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大の経済への影響が深刻化し、今後の

予測や投資計画などは立てにくい状況が続いている。同感染症の影響でサプライチェーンが寸断

され、代替生産体制を早期に確保する生産体制構築力の重要性が改めて見直されることにもなっ

た。 

こうした状況を考慮すると、今後の我が国製造業にとって、部門間での BOMの共通化や 3DCAD

の導入といった取組を通じて部門間連携の不足、設計機能の低下等の課題を克服し、エンジニア

リングチェーンを強化し、不確実性の高まりに柔軟に対処できる体制を早期に構築することが急

務である。本レポートにおいてはそのための基本となる 5つの観点を整理したが、引き続き、現

状から理想像へ至るためのプロセスを深掘りし、各観点、各段階における課題を整理していくこ

とが必要である。企業規模やグローバル展開状況などの企業特性を考慮し、なぜデジタル化やこ

れを通じたエンジニアリングチェーンの強化が進まないのか分析を深め、マイルストーンを設定

することが、効果的な支援の方向性を定めるに当たり不可欠となる。また、今後の検討に当た

り、製品設計から工程設計や生産技術に至るまでエンジニアの社内における位置づけの向上が、

我が国製造業におけるエンジニアリングチェーン強化の試金石になることは見逃せないだろう。 
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５． 補足 

 

本レポートの作成に際して実施した有識者会議（章末に会議の概要について記載）において

は、DXを通じたエンジニアリングチェーンの強化を進めるにあたり、今一度、現在及び将来的に

目指していく自社の立ち位置とビジネスモデルを明確化し、これに応じて自社の取組の方向性を

検討していくことが有用であり、OEMとサプライヤーのように、エンジニアリングチェーンの強

化に向けた選択肢や方向性を左右すると考えられる企業の属性を、エンジニアリングチェーンの

強化のための「切り口」として整理するべきであるという議論があった。 

エンジニアリングチェーンの強化のための方策を引き続き検討していく中では、企業属性につ

いても考慮する余地があると考えられるため、その例を以下に示す。 

 

（切り口の例） 

A. 企業規模 

大企業は企業グループ内でエンジニアリングチェーンの上流工程から下流工程までを請け負う

ことが多く、工程横断的な DXに取り組むことが可能であると考えられる。また、業界内の存在感

も大きく、企業間を横断した取組も可能である。コスト削減等、社内の整流化にはすでに着手し

ている場合が多いため、イノベーション創出等、付加価値向上手段として DXを活用することが求

められる。 

中小企業は全社的な DX推進に対し小回りは利きやすいが、蓄積したデータを分析できる人材

がいない等、利点を活かしきれないことが考えられる。補完しあえるような企業との連携や、専

門家からのアドバイス等、外部とのつながりを作ることで DXを実現できる可能性がある。 

また、大企業と中小企業の間に位置する中堅企業は、製品の強みを持ってある程度グローバル

なビジネスを展開している企業が見受けられる一方で、大企業ほど IT関連の投資や部門を充実さ

せるリソースの余裕は有していないことが多い。一方で、経営者の目配りが大企業に比べると全

社に届きやすいという利点もあるため、デジタル化の取組を本格的に始めれば、変革は行いやす

いと考えられる。 

 

B. グローバル展開の状況 

製品の販売先や生産拠点のグローバル展開が進んでいる企業においては、国境をまたいだサプ

ライチェーンの構築を行うために、遠隔地との連携や、データの保存・流通に関する地政学的な

リスクを考慮する必要があるため、よりデジタル化の難易度が高まる傾向にある。 

また、グローバル展開があまり進んでいない企業においては、連携に当たっての物理的な距離

やリスクが比較的限定されるため、デジタル化の検討を行いやすいものと考えられる。 

 

C. 産業内の立ち位置 

OEM(元受け)となる企業においては、サプライチェーン全体を統合する立場にあり、システム

等を自社で最適化するとともに、サプライヤーを巻き込み、産業内全体を自社に合わせて最適化

する取組を主導することもできると考えられる。 



33 

 

また、サプライヤーにおいては、OEMが製造する製品向けに部品や半製品を供給する立場にあ

り、OEMの要求品質は個社ごとに個別最適化されて伝えられるが、最終製品のサプライチェーン

やエンジニアリングチェーンの全体最適化を見越した付加価値の提供が可能になると考えられ

る。 

 

D. 取引の関係性 

例えば、B to Bで販売を行う企業においては、自社製品の販売先は別の企業であり、業種ごと

の区別が曖昧になり組織・企業間の連携強化が進むにつれ、組織・企業間におけるサプライチェ

ーンやエンジニアリングチェーンの共有による価値創出が進むと想定される。 

B to Cで販売を行う企業においては、自社製品の販売先は消費者であり、消費者の購買スタイ

ルの変化に応じ、販売やマーケティングにおいては DXが進みやすい。一方、自社内のエンジニア

リングチェーンの上流工程や製造工程は旧来のままであることが多く、販売側からの即時的なフ

ィードバック等により製造の仕方等が変化することが考えられる。 

 

E. 産業タイプ 

金属、ガス、化学薬品等、流体を扱う産業タイプの企業(プロセス系)においては、製品の特性

上連続運転と監視が必要であり、工程全体がシステムとして設計されていることが多い。センサ

ー等で蓄積されたデータを分析し製造をより最適化したり、製造プロセス自体の見直しや新規事

業創出へ活用したりすることが可能であると考えられる。 

加工を付加価値とする産業タイプの企業(ディスクリート系)においては、加工条件等のノウハ

ウが工程に影響することが多いが、設計データ化されているものが少ない傾向にあるため、可視

化、数値化などを通じ、データとして蓄積し、活用していくことが有用と考えられる。 

また、ディスクリート系の中でも部品等を組立て、製品化することを付加価値とするタイプの

企業においては、トヨタ方式など、各工程における人の動作分析結果をもとに最適化されている

が、シミュレーションの活用により製品設計段階から組立を考慮した仕様にしたり、AI等の活用

により組立そのものの考え方が変化したりすることが考えられる。 

 

F. 生産形態 

需要を予め予測して、不特定顧客向けの製品を生産し、在庫を持って実需に引き当てる生産形

態である見込生産(MTS：Make to Stock) を行う企業においては、製品在庫の陳腐化リスクや品質

クレームを避けるため、顧客の需要動向や生産履歴を把握しておくことが有用であると考えられ

る。 

受注組立生産(BTO：Build to Order)とは、消費者の購買スタイルの変化等で顧客要望が多様

化したため、部品・半製品の段階までは需要予測に基づいて計画生産し、実需に応じて組み立て

て出荷する生産形態で、個別仕様に応じながらも、受注から納品までの期間を比較的短くでき

る。この形態をとる企業においては、部品・半製品の共通化や、組立段階で仕様のバリエーショ

ンを反映できるような設計アーキテクチャが必要であると想定される。また、部品等も短いサイ

クルで交代することが想定される。 
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特定の顧客向けの仕様の製品を受注に応じて生産する形態である繰返し受注生産(MTO：Make 

To Order) を行う企業においては顧客の要求する納期が、実際の製造リードタイムよりも短い場

合は、需要を先読みして製造に着手しておく必要がある。下請型企業の多くがこの生産方式の対

応を求められており、元請けやサプライヤーとの受発注におけるリレーション強化が有用と考え

られる。 

受注後に設計を開始し、顧客の要求仕様に合わせた製品を製造する受注設計生産(ETO：

Engineer to Order) を行う企業においては、在庫は持たず、注文ごとに資材調達を行うため納期

が長い。顧客と密に連携するなど設計面でのリレーションを強化し、手戻りを少なくすることが

有用と考えられる。 

 

G. 生産量 

大量生産を行う企業においては、エンジニアリングチェーンの上流工程においてミスがあった

場合、波及範囲が広くなるため、標準化やシステム化が重要になると考えられる。生産や販売と

いったサプライチェーンの後半部分から得られるデータが大量に存在し、収集→分析→活用のフ

ィードバックループを回すことで精度が上がりやすいと想定される。 

少量生産を行う企業においては、規模の経済性が働きづらいため、生産時のロスや製品として

の不良品・余剰品をできるだけ減らす必要があり、製品ごとの仕様や生産履歴の追跡や、必要な

ものだけを生産できる技術が重要になると考えられる。 

 

H. 企業のデジタル対応レベル 

現在、デジタル技術の活用によるエンジニアリングチェーンの強化が十分に実現されていない

企業であれば、例えば 3DCAD の導入のようなシンプルな手段が大きな成果を上げる余地がある。

一方、すでにデジタル対応が進んでいる企業では、さらなる強化のためには既存の取組より高度

なデジタル対応を実現する必要がある。特に、過去に導入し、長年使用している ITインフラ等が

ある場合、それらとの統合や住み分けについても考慮しなければならない。 

一般的には、企業規模が大きくなるほどデジタル対応のレベルも高まる傾向にあるが、一方で

中小企業の規模であっても高度なデジタル対応を進めている企業や、大企業であっても業界標準

と比べて十分にデジタル対応が進んでいない企業なども想定されるため、企業規模とは分けて検

討する必要があると考えられる。 
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