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第1章 調査目的、内容及び方法について

調査目的について
調査目的
本年3月、サウジアラビア国王の46年ぶりの訪日という歴史的機会を捉え、両国の関係を「戦略的パートナー」にステップアッ
プすることに合意をするとともに、これに見合う新たな両国関係の羅針盤として「日･サウジ･ビジョン2030」を策定した。
このビジョンは、「サウジ･ビジョン2030」と「日本の成長戦略」のシナジーにより、経済社会の多様性、革新性、ソフトバ
リューを高める日サならではのビジョンであり、「競争力のある産業」、「エネルギー」、「エンターテイメント･メディア」、
「健康･医療」、「質の高いインフラ」、「農業」、「中小企業･能力開発」、「文化･スポーツ･教育」、「投資･ファイナンス」と
いう9分野の広範な協力、31の具体的な先行プロジェクトを含む野心的な内容となっている。
先行プロジェクト31件の一つとして、サウジアラビアのキングアブドゥラ科学技術都市（KACST)を含む研究開発機関と日本の
経済産業省の間で同国における第4次産業革命技術の導入に向けた共同調査を実施し、同国と日本の共同投資によってシナジーを得
られる分野を特定することに合意している。
本調査においては、同国との第4次産業革命分野での共同投資の実現に向けた基礎的な調査として、同国がサウジ・ビジョン
2030に沿って掲げる戦略的方向性を踏まえ、同国の第4次産業革命に関連した制度や促進措置、研究機関・大学・企業による個別
ないしは共同での取組事例、研究機関・大学・企業が保有する関連技術に関する調査を実施する。また、同調査を基に、日本が優
位性を持つ技術や産業分野等を踏まえて、日本とサウジアラビアの今後の協力可能性が見込める分野を特定する。
日・サウジ・ビジョン2030におけるプロジェクト一覧
テーマ
産業競争力

エネルギー

エンタメ・メディア

ヘルスケア
高度インフラ

Ref

ステイタス

事業内容

1

先行事業

第4次産業革命技術の共同開発パートナーシップ

2

先行事業

e-コマースに向けたサプライチェーン開発

3

協力検討

日本における工業団地・ビジネスパーク知見の共有

4

協力検討

5

先行事業

6

テーマ
農業・食品

Ref
23

ステイタス
協力検討

事業内容
農産物・食品産業調査

SME

24

先行事業

中小企業育成への政策

能力開発

25

先行事業

KAIZEN運動の普及

自動車製造に関するフィージビリティスタディ

26

先行事業

ビジネスマッチング

製造業と国内サプライチェーン体制の構築

27

先行事業

社会育成への協力

先行事業

沖縄における原油貯蔵能力

28

先行事業

国際開発努力への共同貢献

7

先行事業

アラムコIPOへの協力

29

先行事業

観光資源と旅行業開発に向けた協力

8

協力検討

石油・天然ガス設備の開発

30

先行事業

教育改善への協力

9

先行事業

エネルギー効率化・貯蔵の推進

31

先行事業

日本文化週間

10

先行事業

再生エネルギーの推進

32

先行事業

"Road of Arabia"博覧会（2018年）への協力

11

協力検討

原子力発電分野の人材開発

33

先行事業

国際スポーツ振興（日本武道）へのパートナーシップ

12

先行事業

発電と送電網

34

先行事業

スポーツ特待生の交換

13

協力検討

低炭素エネルギー技術の調査協働

14

協力検討

エンタメセクターに対するコンテンツ産業カスタム化知見の共有

文化・スポーツ

投資・金融

35

協力検討

投資促進への協働

36

先行事業

サウジ証券市場（Tadawul)と日本取引所との協力

薬物等

37

先行事業

薬物等の排除に向けた仕組みづくり

サウジビジョン

38

先行事業

両国における事業開始簡易化に向けた共同の取り組み

39

先行事業

模造品排除手段の導入

15

先行事業

ヘルスケア分野での協力

16

協力検討

平均寿命伸長に資する事業分野への効果的参入

17

先行事業

淡水化・再生事業における協力

18

先行事業

メガトン淡水化プロジェクト

40

先行事業

貿易・投資分野におけるサウジMCIと日本METIの協力

19

先行事業

浸透膜技術協力

41

先行事業

VISA発給手続きの改善

20

協力検討

Dammamのインフラと都市開発に向けたロジスティクス技術交換

21

協力検討

エコフレンドリー住宅の地場製造

22

先行事業

住宅産業における効率的な技術とシステムの導入

利便性

42

先行事業

投資協定

43

協力検討

日・サ有識者による経済分野意見交換コミッティの設置
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調査内容について
調査全体像
 以下に、仕様書の調査内容を踏まえた全体像を示す
 本調査は、国家戦略把握、関係者コミュニケーション、第４次産業革命関連の知見等をもとに、政策仮説立案を支援する事業
プロジェクト調査全体像
調査内容①：サウジアラビアの第4次産業革命分野における
国家戦略調査
みずほ銀行･みずほサウジアラビアが保
有する「サウジ･ビジョン2030」･同戦
略に沿って実現されている政策及び実
態についての蓄積されてきた知見

みずほサウジアラビアの現地市場情報･
規制動向などへの高いアクセス力
新産業構造部会委員企業･産業調査
部・みずほ情報総研の第4次産業革命
に関する高度に蓄積された産業知見
文献調査･ヒアリング調査等

第4次産業革命分野に関する
政策的取組み状況を把握
 サウジ･ビジョン2030戦略の
実施状況につき、経済情勢も
含め、客観的かつ正確に理解
 今後発表される「National
Industrial Strategy」を分析
 国家戦略の背景、「社会的要
請･実現可能性」を調査
 現地調査により諸制度･促進
措置の「導入実態」を把握

みずほサウジアラビアの現地市場情報･
規制動向などへの高いアクセス力
新産業構造部会委員企業･産業調査
部・みずほ情報総研の第4次産業革命
に関する高度に蓄積された産業知見
「Saudi Patent Office」「WIPO」等
知財データベースを活用した調査

第4次産業革命分野に関す
る具体的取組み状況を把握
 特定産業の保有技術調
査
 現地情報を収集し、実
態を把握
 関係機関･現地専門家と
の面談･意見交換
 保有知財への目利き
 現地日系企業へ調査

調査①で判明した第4次産業革
命分野についての現状
 国家的要望･優先事項
 社会ニーズの実態
 制度･規制の現状･実態

+

対
象
分
野
の
特
定

顧客企業との専門的意見交換
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本調査の最終目的：
下記を充足する日･サ
協力事業分野を特定す
る仮説構築

 協力分野仮説
 課題の提示
第4次産業革命技術
における課題、強
み（弱み）
制度･促進措置にお
ける課題
日･サ協力の課題
日本が第4次産業革命関連で優
 提言
位性を持つ技術･産業分野につ
日本の貢献可能性
いての仮説構築、課題･提言
が高い技術による
事業推進
実現可能性の検証
第4次産業革命推進
に向けた、制度･促
新産業構造部会委員企業･産業調査
進措置等 政策･環
部・みずほ情報総研の第4次産業革命
境整備におけるあ
に関する高度に蓄積された産業知見
るべき方針
みずほ銀行の広く深い顧客基盤
調査②で判明した第4次産業革
命分野についての現状
 過去の取組みから判断され
るサウジの知財優位性
 知財優位（不足）分野

+

調査内容②：サウジアラビア研究機関･大学･企業による取組事例
貴省主催の関係機関との定例会議

調査内容③：
第4次産業革命分野において日本が優越性を持ち、
サウジアラビアと協力可能性のある分野の特定

＝

調査方法について
調査方法イメージと対応頁

具体的実施方法と調査結果抽出イメージ
 各調査内容毎に実施内容と把握するべき主題を記載
 調査内容は柔軟に変更し主題を追及する方針
 3調査主題から協力可能性分野仮説を構築する

調査①具体的調査実施内容（第２章P7〜）
 National Industrial Strategyを構成する
Industry 4.0の政策分析
 重点産業分野を定めるNational Industrial
Development and Logisticsを調査

調査内容①
 サウジアラビアの第4次産業革命分野における
国家戦略・制度を調査
 国家戦略が定める注力分野、具体的な実施手段
につきそのアイデアを探る

主題：国家戦略上の注力分野は何か？
具体的な手段は何か？

調査内容②
 第4次産業革命分野サウジアラビアの研究機関
等による取組事例・保有技術の調査を現地及び
データーベース調査
 KACSTが優先的に何をやりたいのか、パテン
ト･IP等の取得状況を探る

調査結果（第5章P55〜）
 日本とサウジアラビアとの協力可能性分
野の特定
 課題・提言

調査内容③

 日本企業が持つ第4次産業革命分野技術の実
態を把握し、技術保有者のサウジアラビアで
主題：研究機関の取組は何か？
主題：市場興味があり技術を持つ日本企業は？
の事業実施アペタイトを調査
 具体的企業名及び技術の選別
調査③の具体的調査実施内容（第4章P40〜）
調査②の具体的調査実施内容（第3章P22〜）
 SCISP ※ ・KACSTとの電話会議及び現地
 日本企業が保有する4次革技術評価
面談をすることで、サウジ側の第4次産
 サウジアラビアとの協同分野仮説構築
業革命技術導入案を調査
 技術を保有する企業宛ヒアリング・日本
 “Innovation Center for Industry
企業取組みを評価
4.0”(ICI4)視察による現状把握
 パテント・IP等サウジ企業の既存技術に
おける第4次産業革命技術を調査 ※SCISP：Saudi Center for International Strategic Partnership
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第2章 Industry 4.0について

第4次産業革命分野取り組みの背景となる社会的要請・活用仮説
 NIDLPにて、製造、鉱業 、エネルギー 、物流の4分野が振興産業として設定されており、Industry 4.0のもとサウジ政府として
は当該分野における4次革技術の導入に注力している
 本調査では4次革分野取り組みの背景となる社会的要請（国家戦略）を理解することで、サウジアラビアに真に求められる共同分
野を特定する
 以下の通り、実行中の4戦略における国家目標に対し貢献しうる分野を、有望な協力可能性分野として特定したもの
 次項以降では、各戦略ごとの有望分野と4次革導入例の仮説を提示している
有望分野仮説

既存国家戦略

NIDLP

製造業

製造

ＮＩＤＬＰセクター

鉱業

Saudi Vision 2030
Industry 4.0（4次
革振興策）を通じ
NIDLPセクターを
発展

National Transformation
Program 2020

製造

政策目標に
貢献する分
野を特定

住宅建設
プラント

鉱業

鉱山採掘
建設機械
資源開発

エネルギー

エネルギー

発電・送電
電力P2P

Fiscal Balance Program

国内配送
物流

物流

Japan- Saudi Vision 2030

空港・港湾
交通
公共安全
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出所：Saudi Vision 2030 HP、Japan-Saudi Vision 2030 HPよりみずほ銀行国際戦略情報部作成

主要政策から検討される第4次産業革命関連技術導入の有望分野および活用仮説 (1)
 Saudi Vision 2030の分析を通じ、 NIDLPセクターに関連するサウジアラビアの4次革関連技術導入ニーズを導き出す
 Saudi Vision 2030では24の数値目標が設定されているが、NIDLPセクターとの関連性が強いと考えられる目標に関し、4次革関
連の導入仮説を導き出したもの
Saudi Vision 2030における数値目標

NIDLP

有望分野

第4次産業革命分野の活用の仮説

経済規模を世界19位から15位に

製造
エネルギー

①プラント
②発電・送電
③電電力P2P
④資源開発

①IoT AIを活用したプラント生産効率化、スマート保守
②IoT AIを活用した効率的発電、送電
③電力シェアリングエコノミー
④IoT、AIを活用した生産性向上、環境負担低減

非石化製品の輸出割合を16%から50％に増加

製造
鉱業

①製造業
②鉱山採掘

①IoT、ロボット等を活用した生産競争力向上
②IoTを活用した採掘効率化

SMEのGDP貢献を20%から35%に

製造
エネルギー

①製造業
②電力P2P

①IoT、ロボ導入による中小製造業の競争力強化
②電力シェアリングエコノミー進展による中小事業者の参加

失業率を11.6%から7%に

製造

製造業

IoT、ロボ導入による新たな雇用創出

女性の労働参加率を22％から30％に

物流

交通

スマートモビリティにより、女性の労働参加率上昇に寄与

国際競争力ランキングを25位から10位に

製造
エネルギー
物流

①製造業
②発電・送電
③空港・港湾物流
④公共安全

①IoT、ロボ等を活用した効率化によるサプライヤー強化
②IoT AIを活用した効率的発電、送電
③空港・港湾の高度化。通関の自動化
④画像認識技術を活用したテロ対策

物流世界ランクを49位から25位に

物流

①国内配送
②空港・港湾物流

①IoTを活用した、自動配送等の物流の効率化
②空港・港湾の高度化。通関の自動化

①交通
②公共安全

①自動車スマートモビリティの実現
②聖地における画像認識技術を活用したテロ・事故対策

①交通
②交通
③公共安全

①自動車スマートモビリティの実現
②IoT、AIを活用した交通マネジメント
③画像認識技術を活用したテロ対策

軍需産業

IoT、AI、ロボ導入による企業の生産力強化

巡礼者数を8百万人から30百万人に
国内3都市が世界トップ100都市にランクイン
国防費中、自国調達比率50%

物流
物流
製造
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出所：Saudi Vision 2030 HPよりみずほ銀行国際戦略情報部作成

主要政策から検討される第4次産業革命関連技術導入の有望分野および活用仮説 (2)
 National Transformation Program 2020(NTP2020)の分析を通じ、 NIDLPセクターに関連するサウジアラビアの4次革関連技
術導入ニーズを導き出す
 NTP2020では24省庁合計で、178の戦略目標と346の数値目標が設定されているが、NIDLPセクターとの関連性が強いと考えら
れる目標に関し、4次革関連の導入仮説を導き出したもの
NTP2020における数値目標
商業
投資
省

全労働者における、SMEの労働者の割合を51％から53％へ
非石油産業のGDPにおけるSMEの割合を33％から35％へ

エネ
ル
ギー
鉱物
資源
省

非石油ｺﾓﾃﾞｨﾃｨの輸出額をSAR185Bnから330Bnへ

勤労
社会
発展
省

サウジアラビア人の失業率を11.6％から9％へ

住宅
省
運輸
省
ハッ
ジ・
ウム
ラ省

発電所の省エネ対応を33%から40%へ
CO2を28Bnから26Bn scfdへ削減

女性労働力の割合を23％から28％へ
住宅価格の個人年収倍率を10倍から5倍へ
10万人あたりの交通事故死亡率を27％から20％へ
港湾におけるコンテナの平均滞在期間を14日から5日へ

NIDLP

第4次産業革命分野の活用の仮説

製造
電力

①製造業
②電力P2P

①IoT、ロボ導入による中小製造業の競争力強化
②電力シェアリングエコノミー進展による中小事
業者の参加

製造
エネルギー
物流

①製造業
②電力P2P
③国内配送

①IoT、ロボ導入による中小製造業の競争力強化
②電力シェアリングエコノミー
③IoTを活用した配送モニタリング技術

製造
物流

①製造業
②交通

①IoT、ロボ導入による新たな雇用創出
②スマートモビリティにより、女性の労働参加率
上昇に寄与

製造

住宅建設

ロボット活用による住宅建設コスト削減

物流

①交通
②国内配送

①自動車スマートモビリティの実現
②IoTを活用した、自動配送等の物流の効率化

物流

①交通
②公共安全

①自動車スマートモビリティの実現
②聖地における画像認識技術を活用したテロ・事
故対策

ハッジ巡礼者を1.5百万人から2.5百万人へ
ウムラ巡礼者を6百万人から15百万人へ

有望分野
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出所：National Transformation Program 2020 よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

主要政策から検討される第4次産業革命関連技術導入の有望分野および活用仮説 (3)
 財政赤字改善を目的としたFiscal Balance Program(FBP)の分析を通じ、 NIDLPセクターに関連するサウジアラビアの4次革関連
技術導入ニーズを導き出す
 FBPの中では5分野の重点民間セクターを選定しており、そのうち、3分野（鉱業、物流、輸出）はNIDLPセクターと重なる分野と
なっている
FBPにおける重点民間セクター

鉱業

①位置情報を活用した採掘の自動化、無人ダンプ等
②ブロックチェーン活用によるセキュリティの向上
③IoT、AIの活用した生産性向上、環境負担低減
ビックデータを活用した資源開発

物流

①国内配送
②コールドチェーン
③交通
④空港・港湾物流
⑤政府セクター

①IoTを活用した、自動配送等の物流の効率化
②IoTを活用した冷蔵・冷凍輸送管理
③自動車スマートモビリティの実現
④空港・港湾の高度化。通関の自動化
⑤資本市場の機能向上

・輸出強化に繋がる製造・
サービスセクターの特定
・改革による国内有力企業の
育成

製造
物流

①製造業
②石油化学
③国内配送
④政府セクター

①IoT、ロボット等を活用したFA化等の生産効率化
②IoTやAIを活用した石化プラントの予防保全・ス
マート保守等
③IoTを活用した、自動配送等の物流の効率化
④政府関連手続きの自動化

・ヘルスケア・教育分野等の
サービス拡大
・政府機関のオンラインアプ
リケーション利用の推進

-

-

-

・先進的な金融・資本市場の
対外開放
・円滑な民間・国営企業の上
場手続

-

-

-

鉱業

物流

・国内外のインフラの連結強
化と向上
・新たな国際民間セクターと
のパートナーシップ

IT

金融

第4次産業革命分野の活用の仮説

①建設機械
②セキュリティ関連
③資源開発

・探鉱強化とインフラ投資
・資源のデータベース化とラ
イセンス手続の改定

輸出

有望分野

NIDLP
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出所：Fiscal Balance Programよりみずほ銀行国際戦略情報部作成

主要政策から検討される第4次産業革命関連技術導入の有望分野および活用仮説 (4)
 日・サ連携の羅針盤である、日・サウジ・ビジョン2030の分析を通じ、 NIDLPセクターに関連するサウジアラビアの4次革関連
技術導入ニーズを導き出す
 日・サウジ・ビジョン2030では43の協力事業を設定しており、当該分野はサウジ側が特に期待する分野であり、4次革関連の日
サ共同可能性が高い有望分野といえる
日・サ ビジョン2030における協力事業

NIDLP

有望分野

第4次産業革命分野の活用の仮説

e-コマースに向けたサプライチェーン開発

物流

国内配送

IoTを活用した自動配送、ドローン配送等の物流の効率化

自動車製造に関するフィージブルスタディ

製造

自動運転

自動運転技術開発

製造業とサプライチェーン体制の構築

製造

製造業

IoT、ロボット等を活用したFA化等の生産効率化
IoTを活用した工場の操業状況管理、保守、予防保全等

石油・天然ガスインフラの開発

エネルギー

資源開発

IoT、AIを活用した生産性向上、環境負荷軽減、予防保全

エネルギー効率化・貯蔵の推進

エネルギー

電力P2P

電力シェアリングエコノミー（ブロックチェーン技術活用）

再生エネルギーの推進

エネルギー

再エネ

IoT、AIを活用した発電効率向上、予防保全
AIを活用した太陽光発電量予測

発電と送電網

エネルギー

①発電
②送電
③送電

①IoT、AIを活用した発電効率向上、環境負荷軽減、予防保全
②自走式ロボやドローンを活用した送電設備の点検
③IoTを活用した送配電監視制御

Dammamのインフラと都市開発に向けたロジス
ティクス技術交換

物流

①交通
②交通
③公共安全

自動車スマートモビリティの実現
IoT、AIを活用した交通マネジメント
画像認識技術を活用したテロ・事故対策

住宅産業における効率的な技術とシステムの導入

製造

住宅建設

ロボットを活用した住宅建設

観光資源と旅行業開発に向けた協力

物流

①交通
②公共安全

①自動車スマートモビリティの実現
②観光地における画像認識技術を活用したテロ・事故対策
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出所：日・サウジ・ビジョン2030よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

経済的背景としてのサウジアラビア財政・マクロ経済状況概況 (1)
 2017年は油価上昇するも、財政・経済状況回復には程遠く、引き続き経済多角化、社会変革が求められる状況に変わりはない
 サウジ政府は、Saudi Vision 2030の推進に注力するあまり、経済運営への稚拙さが見て取れる
 2017年は財政支出の一時停止、2018年はVAT・人頭税導入、補助金削減と経済運営を圧迫する施策が多く、経済運営は要注視
サウジアラビア財政収支の推移

サウジアラビア2017年度GDP成長率
単位：US$/MM

単位：SAR/MM

単位：成長率・CPI
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-100,000

-20.0%
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-10.0%
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財政収入

2017
単位：US$/Bil

CPI

2017 Q2
財政支出

2017 Q3

2017 Q4

財政収支

2017

2018 BD

財政収支/GDP割合

2017年財政支出内訳（当初予算比較）

250

 2017年は年間を通じ原油価格は上昇。協調減産対応下といえども石
油・天然資源部門を牽引役として、GDPは回復する見通しであった。
 実際は、年間を通じたGDP成長率はー0.5%（サウジ政府発表値）と
見込まれる。これは、国家財政の健全化推進の手法として公共・イン
フラ事業向け支払いを繰り延べし、物理的に財政支出を抑制したこと
から、民間消費部門が低迷、景気悪化を引き起こしたもの
 建設大手オジェール、ビン・ラディン等は、合計10万人以上のレイ
オフを実施。失業率は12.8%となった
 サウジ政府は、こうした事態に気づき第4Qは、歳出を大幅に拡大す
るも、経済成長低迷を改善には支出規模・時間が不足している事態
 2018年度GDP成長見通しは、サウジ政府・格付機関・IMF等各所か
ら発表されているが、0.8％(Fitch)〜2.7％(サウジ政府）までのレン
ジとなっている。一方、2018年はVAT・人頭税の導入、ライフライ
ン補助金削減等によりCPIは5％を超える見通しで、スタグフレー
ション発生の懸念あり

200

2017予算

2017実績

収支

150
100
50
0
-50

出所：MOF SAMA資料よりみずほ銀行国際戦略情報部作成
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 政府財政の均衡推進と経済運営のリンケージに苦戦。2017年は、
予算との乖離が大きく財政赤字削減が十分に進まなかった
 主たる要因は、軍事防衛費、治安維持費、教育費等が当初予算を大
幅超過したことにあるし、上記費用は一時的コスト増では留まらな
い性質の費用項目である点に留意
 サウジ政府が現在手がけている経済改革と対外戦争の軍事的勝利の
同時追及は、国家運営の難易度を高めているといえ、優先順位をつ
けた政策運営が望まれる

経済的背景としてのサウジアラビア財政・マクロ経済状況概況 (2)
 外貨準備については、当初想定された2020年枯渇といった事態は回避。国内外の資金調達環境は当面良好で、資金繰りの課題は見
受けられない。一方、外貨準備の本質的改善には、景気回復、財政健全化が必要であり、これらを継続して追及
 Fiscal Balance Program updateでは、財政の拡大を受け入れ、均衡を2023年とする等、現実的見直しを実施
財政中期計画（Fiscal Balance Program 2018 update)

外貨準備額見通し

単位：US$/Bil

単位：US$/Bil

単位：US$/Bil
600

2016

2017

2018PL

2019PL

2020PL

2021PL

2022PL

2023PL

財政収入

140.8

185.6

208.8

224.8

242.4

254.7

279.7

303.5

石油収入

86.4

117.3

131.2

141.6

161.3

61.4%

63.2%

62.8%

63.0%

66.5%

0

550

-10

500

-20

450
400

石油収入割合

-30

非石油収入

54.4

68.3

77.6

83.2

81.1

-40

内税収

21.9

25.9

37.9

43.5

50.7

所得税等

4

3.7

4

4.3

4.8

サービス税等

8

12.5

22.7

27.5

33.1

関税等

5.3

5.6

6.7

6.9

7.5

その他

4.5

4

4.5

4.8

5.3

-50

350

-60

300

-70

250
200
2016
増減(メイン）

2017

2018・1月単月
増減（悲観）

2018FC

2019FC

外貨準備金(メイン）

213.7
0.0%

0.0%

70.4%
89.8

-80

財政支出

220

246.9

260.8

268.3

280

295.2

295.2

302.4

-90

財政収支

-79.2

-61.3

-52

-43.5

-37.6

-40.5

-15.5

1.1

180

155.7

121.6

109.6

92

73.6

71.2

72.3

85

116.8

148

179.5

199.7

214.7

227.7

227.7

2020FC

政府準備金(期末）

外貨準備金(悲観）

 投資適格新興国における大規模起債は少なく、サウジアラビアが資
金調達を行うにあたり市場環境は当面良好。2017年度実績で
US$117Bの残高を持つが、更なる外部からの資金調達が可能な状況
 これに対しサウジ政府としては「政府総負債残高は、GDP比30%以
内」との財政方針を持っており、概ね遵守される見通し
 一方、外貨準備の本質的問題は、経済成長及び財政赤字の改善が行
われない限り減少する点にあり、2016年、2017年の2年間で
US$130Bの減少となった。政府発表では2018年以降、減少は鈍化
する計画であるが、直近の実績を基にすれば（上図：悲観シナリ
オ）、外貨準備の減少はほぼ同じペースで進むと考えられる
 現状、2020年での外貨準備の枯渇といった事態は避けられる見通し

政府負債（期末）

 2017年末に向け発表された「Fiscal Balance Program 2018
update」に記載された中期計画。サウジ政府が思う財政運営の最新
エッセンスが反映されている内容
 従来との変更点は、財政収支均衡時期を2020年から2023年迄に延
期したことにあるが、現状を勘案すれば現実的対応といえる
 また、前回のFiscal Balance Programでは緊縮財政が強調されてい
たのに対し、update版では財政支出の拡大と石油収入の増加・税収
増加を中心とした財政収入の増加が見込まれている点にある
 5年間というスパンを考えれば、当初計画どおり石油収入が継続して
増加しうるのか、景気如何に関わらず税収が伸び続けるのかという
問題があるが、政府準備金現象や政府負債の増加を許容する等、よ
り現実的な中期計画になったと評価できる
出所：MOF SAMA資料よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

14

第3章 サウジアラビア研究機関等の取組み

サウジアラビアにおける保有技術調査 (1)
サウジアラビアの研究機関、大学、企業などが保有する技術について、机上調査よる現状把握を実施
以下のとおり、サウジアラビアの主要企業、大学、研究機関よりPCT国際出願されている特許を調査
特許はサウジアラムコやSABICから多く出願されており、技術傾向も主要産業である、石油精製・石油化学分野が中心
4次革技術を活用した特許技術については、調査の結果、ほとんど見受けられなかった。唯一、サウジアラムコのARを利用した従業員
健康管理システムが4次革関連として確認できたものの、生産面における技術は確認できなかった
 後述の通り、サウジアラビア国内でも一部４次革技術導入事例はあるものの、それら技術の多くが外国国企業によるものと考えられる





国際出願されたサウジアラビア保有特許

サウジアラビアが保有する4次革関連特許技術の事例

出願人

件数

技術概要

サウジアラムコの事例 “ARを利用した従業員健康管理”

サウジアラムコ

266

石油生成、石化技術等、
CO2排出削減、熱電供
給効率化等

SABIC/SABIC Global
Technologies

569

石化技術、プラント効
率化等

キングファハド石油鉱
物資源大学

22

石油精製、石化技術等

キングサウード大学

1

金属めっき技術

キング・アブドゥッ
ラー科学技術大学

6

石化技術、医療器具、
量子ドット（半導体）
等

KACST

23

機能性材料、カラー
バーコード、テキスト
自動認識、画像処理、
触媒等

出願日

2017/2/23

内容

• 職務従事中の従業員に、リアルタイムで健康
状況をフィードバックするシステム
• 従業員が装着したセンサーが、コンピュータ
にデータを送信。処理・分析された健康状態
が、安全ヘルメットに装着された拡張現実
（AR）デバイスを通じて従業員に還元
• また、従業員の行動を判断し、AR上で健康
への影響と適切な技法を指示する（例：重量
物を運ぶ際）
ARデバイス

センサ

センサ

16

健康状態
適切な行動方法
体温
呼吸数
血液状態
血圧
体脂肪
神経
力のかけ方
位置情報

健康監視プロセッサ

出所：J Plat-Patよりみずほ銀行国際戦略情報部作成

サウジアラビアにおける保有技術調査 (2)
 第4章の通り、本調査では日・サ協力可能性分野として、①スマートプラントオペレーション、②産業用ロボット、③公共安全（認
証技術）、④冷凍輸送技術を特定。4分野のサウジ保有技術の現状把握のため、GCC Patent Officeデータを調査（2015年以降）
 プラント運営に関する技術は、精製・石化関連などサウジアラムコを中心に特許技術を保有し、同国が強みを持つ分野。ロボッ
ト、認証技術関連の特許はデータがなく、自国に技術を保有する企業、研究機関は少ないと考えられる
分野

特許番号

技術分類※ 技術名

プラント運営 2018/2/27 No Data

GC0007162

F02

プラント運営 2018/2/25 サウジアラムコ

GC0007138

G06

プラント運営 2018/2/21 サウジアラムコ

GC0007125

C10

プラント運営 2018/2/19 サウジアラムコ

GC0007083

C10

プラント運営 2018/2/11 No Data

GC0007038

F02

プラント運営 2018/1/29 サウジアラムコ

GC0006970

G01

プラント運営 2017/12/19 No Data

GC0006740

F02

FLOATING MARINE ASSETS
Methods and systems for control of combustion products

プラント運営 2017/12/11 No Data

GC0006661

H

Method and system for solar power generation

プラント運営 2017/8/14 サウジアラムコ

GC0006056

C10

2017/8/9 サウジアラムコ

GC0006038

F16

GC0003719

F02

LONGITUDINAL PORTION OF A PIPELINE
Methods and systems for control of combustion products

GC0003511

H

Photovoltaic cell having high conversion efficiency

プラント運営

特許付与日 出願人

プラント運営 2015/7/23 No Data
プラント運営

2015/5/4 CESI（伊）

Systems and methods for removing impurities from heavy fuel oil
SYSTEM AND METHOD FOR EFFECTIVE PLANT PERFORMANCE
MONITORING IN GAS OIL SEPARATION PLANT GOSP
INTEGRATED HYDROTREATING, SOLVENT DEASPHALTING AND STEAM
PYROLYSIS PROCESS FOR DIRECT PROCESSING OF A CRUDE OIL
TWO STAGE HYDROCRACKING PROCESS AND APPARATUS FOR
MULTIPLE GRADE LUBE OIL BASE FEEDSTOCK PRODUCTION
Self-regulation of multiple combustion systems operated by gas turbines
LOW-COST METHOD AND TOOL TO ACCURATELY TRACK OIL SPILLS OR

INTEGRATED HYDROTREATING AND STEAM PYROLYSIS PROCESS
INCLUDING RESIDUAL BYPASS FOR DIRECT PROCESSING OF A CRUDE
APPARATUS AND METHOD TO CONTAIN PIPELINE LEAKS FROM A

物流

2017/4/24 No Data

GC0005443

B60

Automatic Truck Dumpers

物流

2018/1/4 No Data

GC0006841

B65

METHOD AND SYSTEM FOR TRANSFER OF AIRCRAFT MATERIALS

物流

2016/7/14 No Data

GC0004281

B65

METHOD AND DEVICE IN A SYSTEM FOR TRANSFER OF AIRCRAFT

物流

2015/9/7 No Data

GC0003811

B65

Waste transportation system

17

※定義についてはP25の特許カテゴリーご参照
出所：GCC Patent Officeよりみずほ銀行国際戦略情報部作成

【ご参考】サウジアラビアにおける保有技術調査
 ①プラント運営、②ロボット、③物流、④認証技術の特定4分野につき、GCC Patent Officeデータベースにて以下のカテゴリー検
索を実施
プラント運営技術分野

ロボット技術分野

物流技術分野

認証技術分野
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出所：特許庁HPよりみずほ銀行国際戦略情報部作成

King Abdulaziz City for Science and Technology（キングアブドゥラアズィズ科学技術都市）(1)
 以下に、KACSTの概要を示す
概要



組織図





1977年設立（当時Saudi Arabian National Center for Science &
Technology）
サウジアラビアの科学技術振興を目的として設立された経済企画省
傘下の公的科学研究機関（日本でいう国立研究開発法人／日本にお
ける類似機関例：経済産業省I傘下 産総研）
サウジアラビアの先進科学技術における政策・国家計画策定、科学
研究・技術開発の遂行、サウジ国内の科学研究や技術開発支援、技
術開発・移転のための国内外のパートナーとの連携、民間セクター
育成、政府機関・研究機関の調整、知財への振興・資金援助・投資
などに従事している。
2,500 名ほどの研究員、スタッフを抱え、サウジアラビアの科学技
術の発展を担っている。

諸外国との協同実績
 2010/4：米IBM社
太陽光発電を利用した淡水化プラント建設に関して共同研究
 2012/10：国立研究開発法人 放射線医学総合研究所
重粒子線がん治療の導入と施設建設を進めるために、同分野における
研究協力と人材育成、交流を目的とした研究協力覚書
 2012/11：一財）JCCP 国際石油・ガス協力機関
「石油精製時に生成するCO2 地中貯留向けCCS の監視技術に関する
共同事業（サウジアラビア）」について、事業実施契約（MOA）なら
びに同技術に関する国際ワークショップ開催の覚書締結
 2012/3：米国トムソン・ロイター
科学・特許情報の提供・流通・分析などに係る覚書締結
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出所：KACST HP、各種報道よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

King Abdulaziz City for Science and Technology (2)
 以下に、KACSTの最近の取組みと、KACSTとの面談におけるヒアリング結果を記載する
KACSTの日･サビジョン2030に関する取組み

KACSTの最近の取組み紹介

KACSTとの面談風景

Saudi Vision2030を実現するべく、KACSTは外国との協同研究をはじ
めとする様々な取組みに注力

左から3番目がDr.Abdullah Director General 5番目がDr.Algeneaer Director

 2018/3:国産飛行機開発についての取組み
･ロシア航空機製造会社ANTONOVとサウジアラビア技術開発投資庁
（ Saudi Technology Development and Investment Company:
TAQNIA)傘下のTAQNIA Aeronautics及びサウジアラビア航空メー
カーWanaji社は、ANTONOV製航空機AN-32* のアップグレード版
AN-132のライセンス生産につき合意
･政府は、最終的にはサウジ製輸出品として育成する方針ANTONOV
とKACSTはアップグレードの共同開発につき合意
 2016：サウジ独自の太陽光発電所建設
･TAQNIA傘下のTAQNIA Energy、KACSTとサウジ電力（SEC)は、
Al Aflaj 県 に お い て 50MW の 太 陽 光 発 電 所 を 建 設 す る 覚 書 締 結 。
KACSTはtechnology Providerの役割を果たす
 2016/2:地理空間情報と遠隔感知システム開発
･KACSTは、地理空間情報と遠隔感知システムの開発に取組む。地理
空間情報は、TAQNIA傘下のTAQNIA Serviceにより提供される計画。
軍事防衛情報への使用も視野にいれている





*AN-32:ターボプロップエンジン
搭載の中型双発旅客機AN-24を
原型とし、高温多湿地域への適
用がされた機体モデル
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第 4 次 産 業 革 命 技 術 の 導 入 は 、 Saudi Vision2030 を 構 成 す る
National Industrial Development and Logistics Program実現に向
けた具体策との位置づけ
KACST は 、 Saudi Vision2030 傘 下 と し て 作 成 さ れ る National
Industrial Strategy(NIS)の推進に責任を持つ。対象となる産業は、
鉱業・製造業･物流･エネルギーの4分野
一例として、Saudi Aramcoは、戦略的に経営施策として第4次産業
革命技術を導入を促進中で、80社のサプライヤーに対し第4次産業
革命関連技術の導入を図ることで100Mドルの経費削減を計画
KACSTが主要な対象しているのはSMEを中心とする産業全体
サウジアラビア(KSA)には7,500の工場があり、2030年までに工場
の生産性を倍にすることが目標
National Industrial Strategy(NIS)は正式に発表されていないが、
NIS推進における最重要施策としてInnovation Center for Industry
4.0(ICI4)が位置づけられている。ICI4は、先端技術の教育施設
出所：各種報道、現地ヒアリング結果よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

King Abdulaziz City for Science and Technology (3)
 以下に、KACSTの日･サビジョン2030への取組みと、Innovation Center for Industry 4.0視察内容を記載する
Innovation Center for Industry 4.0について

KACSTの日･サビジョン2030に関する取組み











優先4分野推進にあたり、これの障害となるような法律や規制は存在
しないと認識している。むしろPublic Safety分野においてはプライ
バシーの問題含め日本に比べて制約は少ない
又、優先4分野についてKACSTが保有するパテントは存在しない
KSAでは、第4次産業革命関連技術の教育ができる主要な以下の大学
がある。しかしながら、SIerとして必要なインテグレーション力は
やはりOJTを通してのみ育成されると考えている
･キング･ファハド石油･鉱物大学（Dhahran）
･キング･アブドゥラ･サイエンス･テクノロジー大学（Thuwal)
･キング･サウード大学(al-Diriyya)
･キング･ハリード大学(Muhsait) 等
KSAでは、主に移民の低賃金労働者が労働集約型産業での労働力供
給源となっており、こうした産業に高い教育を受けたサウジ人の働
く場所がないことが問題だと考えている。第4次業技術の導入をすれ
ば、低賃金労働は産業用ロボット等で代替がされ、更にこうした機
器のシステムエンジニアリング･システム更新･メンテナンスといっ
た新たな仕事ができ、サウジ人の就業機会が増えることが期待感
日本側から提案のあった4技術全てに興味があるが、中でも優先的に
推進したいのがKHIの産業用ロボットとNECの顔認証技術
KHIの産業用ロボットはKACST内にあるICI4に機械を導入したいし、
NEC顔認証技術は、KACSTの全施設で試験的に導入をしたい
NDAといった契約が必要であれば早急に対応する
コールドチェーン分野では、血液輸送に興味がある。KACSTは複数
の病院と提携して各種研究をしている関係上、病院を対象とした実
証実験では柔軟な対応ができる

Innovation Center for Industry 4.0訪問風景
左端がICI4案内役Muhanmad氏、右手2番目がDr Fahad
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ICI4は、KPIとして2021年迄に400社の会員登録を掲げているが、
現状32社
サウジ企業であれば誰でも会員企業となれる
各機器毎にシニア･エンジニアとアシスタントを配しており、機械の
操作方法につきレクチャーを行う。教育プログラムは会員企業の
ニーズに合わせ柔軟に組成するが、ショートプログラムは3-5営業日
が一般的
機器は、KACSTが購入したものもあれば、寄付されたものもある。
どちらにしても操作方法のレクチャーはKACST職員が行うことから
機器メーカーに求められることは、機器の据付とメンテナンス及び
KACSTエンジニア宛の初期教育
会員企業は、Website上からサポート契約を結べば機器の自由な使
用を許している。この契約では、会員企業は、無料で機器を使用し、
自社製品の製造が許可される。会員企業の負担は原料代のみ
サポート契約の契約期間は3年
産業用ロボットの展示に力を入れたいと考えている。本センターの
サテライト施設としてロボットセンターといったものも検討可能
出所：現地ヒアリング結果よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

Innovation Center for Industry 4.0 （キングアブドゥラアズィズ科学技術都市内）レイアウト図
ICI4レイアウト図(2018年2月）

モールディング
鋳物加工機械

モールディング加工
鋳物加工機械

マシニングセンタ
数値制御工作機械

マシニングセンタ
数値制御工作機械

ICI4設備について


３D画像処理
産業用ロボット


マシニングセンタ
操作習得教室

３Dプリンター
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ICI4を概観した限り、施設内に設置されて
いる機器は製造機械が大半（次頁レイアウ
トご参照）
現在はマシニングセンタ機器が中心で、大
小あわせて4台設置されている
KACSTでは部品デザインも独自で行う
操作研修施設は、マシニングセンタに関す
る一角のみ。他の研修は、機器を直接使用
して実習を行う形式
4次革関連機器は3Dで対象物の形態を認識
するセンサリング機器のみ
マシニングセンタはDMG森精機製、産業用
ロ ボ ッ ト は ABB 製 、 3D プ リ ン タ は
Stratasys製等

出所：みずほ銀行撮影資料、ICI4 HP、現地ヒアリング結果よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

KACST・ICI4のモデルとなる先行事例（シンガポールA*STAR) (2)
 A*STARは、 自らの取組み度合いと提携企業の取り組み度
合いの濃淡に柔軟に対応、実績を挙げている
 取組み実績は、KACSTの取組みにおける参考事例たりうる

類型2：“CONSORITIA”



A*STARが想定する産業との連携モデル



基礎研究分野につき、特定テーマに興味が
ある企業の共同体をパートナーとして研究
を実施
参加企業のコスト負担･リスクの削減効果

のコミットメント
A*STAR

事例紹介

ナノプリント技術に関する実証研究

類型3：“Many to One” パートナーシップ




参加企業のコミットメント
類型1：“One by One”パートナーシップ




特定プロジェクト実現に向けた相対での
取組み
大型プロジェクトで、企業型は相応の規
模が必要

類型4：“Many to Many, CONSORTIA”



事例紹介

国立インフォコム研究所と百度（Baidu）
が協同研究所を設置
A*STARと日立製作所は、ゲノムデーター
の圧縮技術研究で協同

研究から実用化まで一貫した研究を行う
これにあたり、SP側は、A*STARを含めた
複数の研究･政府機関が参集、支援を行う

政府が、特定技術の研究を目的として、公
的･民間セクターに対し共通のプラット
フォームを提供

事例紹介

先端素材･自動生産技術等を集
約した、競争力のある持続的
航空宇宙産業のモデル研究
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出所：A*STAR資料、現地ヒアリング結果よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

KACST・ICI4のモデルとなる先行事例（シンガポールA*STAR) (3)
 A*STARは、 自らの取組み度合いと提携企業の取り組み度合いの濃淡に柔軟に対応、実績を挙げている
 取組み実績は、KACSTの取組みにおける参考事例たりうる
シンガポール経済開発庁(EDB）ヒアリング内容









シンガポール（SP）GDPの20％を占める製造業は、重要分野
SPの製造業は、電子部品（半導体）、化学、精密機械、医薬品等が
主要な分野を占める
製造業の担い手として、SMEが8割を占めるが、SMEの水準は高い
とは言えず、設備や資金調達力共に更なる改善が必要
地 場 産 業 育 成 、 新 技 術 導 入 を 国 を 挙 げ て 支 援 。 18 年 4 月 に
SPRING( 規 格 生 産 性 革 新 庁 ： 企 業 育 成 支 援 機 関 ） と
IE(International Enterprise: 輸 出 促 進 機 関 ） が 合 併 し 、 ESG
(Enterprise Singapore)となり、企業支援と輸出促進を遂行
政府は、関係機関･省庁間の連携と協調が重要と考えている。関係
省庁間に横串をさすべく、毎月関係者を集めた会議体を組成･開催






シンガポール経済成長の推移






1960年代
労働集約型経済

1980年代
資本集約型経済

1990年代
技術集約型経済




2000年代
知識のイノベーション
型経済



技術開発に関わる産業政策及び予算の推移
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製造業の育成予算として、EDBの単年度予算、EDBとA*STARにつ
けられている中期（5年間）R&D予算、その他特別会計があるが、
これらはセントラルプールにまとめられており、機動的な支出が行
える構造になっている
SPは、人口が限定的(2017年5.9百万人）で、高齢化による労働人
口減少が発生しており、第4次産業革命技術の導入にはきわめて高
い興味がある
SPにはA*STARといった研究機関の保有設備が安価で使用できる他、
パテント･IP保護の手続きも簡便になっている
政府は、精密機械製造や食品加工業に、DigitalizationやIoT導入を
促進中
A*STARが保有する技術は、SMEに対し18ヶ月間フリーライセンス
で供与される仕組みがある
例えばロボット分野では、UR(Universal Robot）社、ABB,KHIが
エンジニアリングセンターという名の教育施設を作り、新技術の導
入体制を構築している。Spが小国である強みとして政策の機動性が
挙げられる。導入促進に向けた仕組みは出来てきた
しかしながら、導入は必ずしも順調ではなく、課題も多い
中小企業には、新技術を導入することへの抵抗が大きい、人材の入
れ替えもさることながら、新技術の必要性が十分浸透していない
また、SMEが購入を希望する機器の値段帯は低い
4次革推進には、多数のエンジニアやSIerが必要であるが、常に人
手不足の状況
SPにおいて、SIerは、IoT機器の代理店が抱えているか、独立系企
業形態を取る場合が多いと認識
中華系SP人は、エンジニアになりたがらず、金融や投資といった分
野に人材が集中する傾向、インド･マレー系の移民がこれを担って
いるが、それではSPの人材育成目的が達せられない

出所：EDB資料、現地ヒアリング結果よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

【概要】サウジアラビアにおける第4次産業革命分野への取組み
 NIDLPにて優先振興分野として選定されている①製造、②鉱業、③エネルギー、④物流それぞれの分野での、サウジアラビアにおけ
る4次革関連技術の取組事例を、机上・ヒアリングをもとに調査
 全体として、4次革関連技術の取組事例（技術導入・開発・実証など）は極めて少ない状況（次項以降、各分野の内容詳細を記載）
 現時点での取組事例は少ないものの、各分野における政策、産業特性、社会状況を分析すると、4次革技術の導入ニーズは相応に存
在すると考えられる
 導入の課題として、中小事業者の資金問題、エンジニア不足が全般的な傾向として存在している
分野

取り組み状況

導入可能性

課題

製造

• 大企業・外国企業にて一部ロ
ボット等導入事例あるが全体
として少ない
• IoTソリューション、ロボッ
トメーカーは外国企業

• 政府は4次革技術導入を通じ
てサウジ人雇用増加を展望
• 人件費上昇、外国人人頭税導
入の背景からFA化ニーズ高い
• 主に食品分野での利用が想定

• 中小企業の資金負担
• FA※化にノウハウを持つSIer
が少なく、エンジニア育成が
課題

鉱業

• ４次革技術の導入事例少ない
• 一部外国企業が自社IoTプ
ラットフォームを活用した
サービス提供を検討

• 鉱業振興はVision2030の中
で重点分野
• NTP2020では2020年までに
GDPの貢献増加（640億から
970億リヤル）を目指す

• 先端機器・システムをメンテ
ナンスすることのできるエン
ジニアが少ない
• 販売代理店の教育コスト

エネルギー

• サウジアラムコやSECが主要
• 4次革振興を通じた既存産業
なプレイヤーであることから、
の競争優位性強化を目標
取組は活発
• アラムコなどから日系への照
会も実際に増えている

• アラムコ、SECなどはデータ
の開示に消極的であり、ビッ
グデータを活用したソリュー
ション提供困難

物流

• 大企業は自社物流機能を所有
しており、一部４次革技術導
入事例あるが全体として少な
い
• A高度な顔認証や行動検知に
ついての導入事例はない

• コールドチェーンや税関効率
化分野等においてニーズ想定
• 国防予算が多く、治安維持、
テロ防止の観点から、ブリッ
クセキュリティに関する導入
ニーズあり

• 中小物流業者の資金負担
• 質の高いエンジニアの不在
• 空港や大規模商業施設などは
ステークホルダーが多く導入
のハードルが高い
※FA：ファクトリーオートメーション
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出所：各種報道、現地ヒアリング結果よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

【製造分野】サウジアラビアにおける第4次産業革命分野への取組み (1)
 以下に、サウジアラビアの製造分野における、取組事例を示す
 一部大企業で産業用ロボットやFA化の事例もあると言われているが、製造業における4次革技術の活用は全体として極めて少ない
 国策として、サウジアラビア政府が製造業の効率化を志向するなか、一部外国企業が商機ととらえ、IoTプラットフォームやFA化
に向けた産業用ロボットの販売を企図している
 国内に7,500存在すると言われる工場の4次革技術導入に関する実態・ニーズ調査については、今後、KACSTにて実施予定
研究機関・民間取組具体例

第4次産業革命分野への取組

Obeikan Investment Group(OIG)と米GEの取組

• 産業用ロボットやIoTの活用など、4次革技術の導入事例に
ついて、石油関連分野の国営企業や食品加工分野における
大企業・外資企業においては一部導入事例があるものの、
全体として極めて少ない状況
• サウジアラビア国内には、製造業向けにIoTソリューショ
ンを提供する地場企業はほとんど存在しておらず、一部外
国企業がビジネスを検討している程度。産業用ロボットに
ついては、ABB、KUKA等、主に欧州勢が一部の大企業や
外資企業向けに自社製品を販売している（日系製品も一部
販売されている）
• サウジアラビアにはロボット工学の専攻可能な大学が少な
いと言われており、ロボットシステムエンジニアの育成が
課題となっている。一方、Prince Sultan Universityが
Robotics & IoTセンターを設立し同分野における研究・産
学連携を推進するなど、一部教育機関による取組も存在
• なお、技術の活用事例や導入ニーズに関する政府の実態調
査については、今後実施される予定である。関連政策の策
定後、予算確定のうえ、KACSTが担うと言われている（国
内約7,500の工場にヒアリング調査を実施する計画）

• 2017年10月に地場食品包装材メーカーOIGがGEと共に
Obeikan Digital Solutionsを設立。サウジ国内の食品関連
メーカーに対するIoTソリューションの提供を共同で行う
• GEは既に自社IoTプラットフォーム“Predix”を活用し、OIG
の国内工場のスマートファクトリー化に向けた取組みを始め
ている

Prince Sultan University Robotics & IoT Unit Center
• 大学内に、ロボット工学とIoT研究に
特化したセンターを設立
• 2018年2月にはサウジアラビアのIoT
ベンチャー企業であるMachinestalk社
と国内のIoTサービス振興並びにPSU校
内のスマートキャンパス化に向けた共
同に合意
• また外国の企業との提携も積極的に進
めており、17年11月には韓国のFA関
連メーカーSIS Corporationと教育、
共同研究、機器利用に関するMOUを締
結
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出所：PSU HP資料、SIS
Corporation HP資料

出所：各種報道、現地ヒアリング結果よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

【製造分野】サウジアラビアにおける第4次産業革命分野への取組み (2)
 以下に、サウジアラビアの製造分野における、4次革技術導入の可能性ならびに課題を示す
 政府としては2030年までに製造業の生産性を倍にすることを目標としており、また、自国民向けの高度技術雇用創出の観点から
も、4次革技術の導入は産業政策の柱となっている
 人件費上昇、外国人頭税※導入の背景から、今後、FA化・効率化に向けた4次革技術の導入ニーズが高まると考えられる
 一方、4次革技術の導入・普及に際しては、SIerやエンジニアの不在、中小企業の資金不足などが障壁として存在

第4次産業革命関連技術の導入可能性

第4次産業革命関連技術導入の課題
• KACSTや現地企業へのヒアリングから、4次革技術導入に関
する規制上の制約はないと考えられる
• サウジアラビアの金融機関は中小企業に対する融資に消極
的傾向であり、資金調達の難しさがロボットなど、新技術
導入の際のネックとなっているという声があった
• 現状、先端技術導入に関する政府補助金制度は存在してい
ないものの、「Industry 4.0」にて各種補助金の拡充が計
画されており、実行が期待される
• FA化のためのシステムインテグレーター企業はほとんど存
在しておらず、技術の普及のためにはこれら企業やエンジ
ニアの育成が課題となる

• サウダイゼーションを推進する中、サウジアラビア政府と
しては、4次革技術の導入を通じて、現在外国人労働者が担
う非熟練労働を自動化し、新たな高度技術雇用を創出する
ことで（例：データサイエンティスト、デジタルインター
フェースデザイナー、エンジニア等）、自国民の雇用増加
を企図している
• 人件費が増加傾向にあり、また、外国人人頭税※の導入によ
り、外国人労働者の雇用継続が難しくなっていく中、民間
企業にとっても、産業用ロボット等のFA技術の導入ニーズ
は高い
• なお、サウジアラビアにおける、製造業分野は石化関連以
外だと、食品加工、プラスチック射出成形企業が多い
• 食品加工産業においては、 Pick & Place、Palatalizing、
Packaging、Labeling作業など、現在非熟練労働者が担っ
ている単純作業が多く存在し、産業用ロボットを活用した
合理化ニーズがあると考えられる

※外国人人頭税（Expat Levy）
2017年7月から外国人の随伴家族に対し月額100リヤル/
人の課税が始まった。2018年からはサウジアラビア人従
業員数を超える外国人駐在員も課税対象となり、2020年
までに段階的に引き上げられる予定。2020年時点では本
人：月額800リヤル、家族：月額400リヤルになり、人件
費が20%上昇するとも言われている
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出所：各種報道、現地ヒアリング結果よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

【鉱業分野】サウジアラビアにおける第4次産業革命分野への取組み
 以下に、サウジアラビアの鉱業分野における、取組事例を示す
 現時点で、サウジアラビアにおいて、4次革技術の開発・導入事例は見受けられない
 鉱業分野はVision2030の重点推進分野でもあり、鉱区開発の生産性・効率性向上を促す4次革技術の導入ニーズは高いと考えられ
る
 一方、先端機器・システムのメンテナンス可能な地場エンジニアの存在が少なく、主に代理店経由で機器を販売する日本企業に
とっては、教育コストの観点から販売展開が困難となっている
研究機関・民間取組具体例

第4次産業革命分野への取組

Maʼadenと米GEの取組

• 鉱業分野におけるIoTを活用したモニタリングや自動走行
技術を活用した無人ダンプトラックなどの4次革技術の導
入・開発事例は見受けられない。日本の建機メーカー
も、現時点において、サウジアラビアではIoT技術を実装
した建設・鉱山機械の販売実績はないという
• GEなど一部外国企業が自社のIoTプラットフォームを活
用したサービス提供を検討している状況

• 2017年5月トランプ大統領訪サ時、 GEはサウジ政府及び
大手企業などと総額150億米ドル相当の契約およびMOUに
調印。そのうち、 GEは国営鉱物資源企業Maʼaden(Saudi
Arabian 鉱業 Company )と、鉱石品位の低下に適応する
べく、GEのデジタルソリューションを活用した、採掘コス
ト・メンテナンスコスト削減、生産性・効率性向上に取り
組むことに合意

第4次産業革命関連技術の導入可能性

第4次産業革命関連技術導入の課題

• サウジアラビアでは、アルミニウム、リン酸塩、金、
銀、銅、亜鉛などの鉱物資源に恵まれており、
Vision2030の中で重点分野と位置づけられている
• NTP2020では2020年までにGDPの貢献増加（640億か
ら970億リヤル）を目指していることからも、発掘作業
の効率化を促す4次革技術の導入ニーズは高いと考えられ
る

• 鉱業セクターのプレイヤーはサウジアラムコ、Maʼadenなど
の国営大手に集約されており、資金力も相当にあることから、
資金不足が課題になることはないと考えられる
• しかしながら、技術を導入できたとしても、それら先端機
器・システムをメンテナンスすることのできるエンジニアが
少ない点が課題と考えられる
• IoT等の4次革技術を利用した機器の導入を実現するために
は、販売代理店の機能向上が必須となる。外国企業にとって
相応に教育コストがかかることから、販売価格が割高なもの
となる
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出所：各種報道、現地ヒアリング結果よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

【エネルギー分野】サウジアラビアにおける第4次産業革命分野への取組み





以下に、サウジアラビアのエネルギー分野における、取組事例を示す
サウジアラムコやSECが主要なプレイヤーであることから、4次革技術導入に向けた取組に積極的に取り組んでいる
実際に、日系企業に対しても、アラムコなどから、4次革技術の活用に関する照会は増えてきている状況
しかしながら、サウジ側がデータ開示に難色を示す傾向にあり、実際にはIoTやビッグデータの活用が困難となっている
研究機関・民間取組具体例

第4次産業革命分野への取組

サウジアラムコの4次革技術活用事例

• 当該分野はサウジアラムコやSEC（サウジ電力公社）が
主要なプレイヤーであることから、現時点で、4次技術導
入にむけた取組は活発である
• サウジアラムコは既に一部事業でIoTやビッグデータを活
用した生産効率化を実施している。また先述の通り、80
社のサプライヤーに対し4次革技術の導入を図ることで、
100Mドルの経費削減を計画している

• UAV（無人航空機）を利用しフレアスタック（余剰ガスを
燃焼した炎）の状態を点検
• 上流事業におけるビッグデータの活用
• 超音波センサーを活用した石油タンクの見える化

SECと米GEの共同事例

• ガス火力発電タービンの生産性、効率性向上に向けた、共
同調査開始に合意

第4次産業革命関連技術の導入可能性

第4次産業革命関連技術導入の課題
• 発電所や製油プラントにおける効率化、予防保全を目指した
技術導入ニーズは高いと考えられるが、アラムコやSECなど
が自社施設のデータを開示に応じる可能性は低く、導入の課
題となっている。クラウドの活用（クラウド上にデータプ
ラットフォームを設置してビッグデータの解析を行う方法）
はセキュリティの観点から困難

• 日系サプライヤーに対して、4次革技術の活用に関してサ
ウジアラムコからの照会が増えている状況
• 発電所や製油プラントの効率化を促す技術の導入ニーズ
は高いと考えられる
• 「Industry 4.0」において政府は4次革振興を通じた既存
産業の競争優位性強化を目標に掲げており、サウジの強
みである石油分野での4次革技術の活用は政策上リンケー
ジが強い
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出所：各種報道、現地ヒアリング結果よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

【物流分野】サウジアラビアにおける第4次産業革命分野への取組み
 以下に、サウジアラビアの物流分野における、取組事例、導入可能性・課題を示す
 なお、第4章「我が国の第四次産業革命関連技術」で紹介しているとおり、物流分野では物流ソリューションに加えて人流ソ
リューション（公共安全のための人流可視化・分析サービス）についても考察
 物流・人流ソリューションともに取組事例は少ない。一部大企業が自前の倉庫などで4次革技術を導入しているケースは存在
 コールドチェーン、公共安全分野における導入ニーズが高いと考えられる
 資金面、質の高いエンジニアの不在などが同分野における、4次革技術導入の課題となっている
研究機関・民間取組具体例

第4次産業革命分野への取組

Almaraiの物流効率化事例

• 物流業界は中小規模のプレイヤーが多いこともあり、コス
トの観点から全体として先端技術の導入事例が少ない
• 大企業は自社物流機能を所有しており、倉庫内の搬送自動
化等の事例は一部存在している
• IoTを活用した物流ソリューションを提供する地場企業も
存在するが、現地物流企業にヒアリングしたところ、業界
での導入事例は極めて少ないとのこと
• 人流ソリューションとして、AIを活用した高度な顔認証や
行動検知についての導入事例はない。なお、指紋認証につ
いては空港の出入国管理などで導入されているが、仏モル
フォや米3Mの製品のシェアが高い

• サウジ食品大手Almaraiグループ
の自社物流センターにKUKAの産
業用ロボットが導入されている
• バキューム装置を取り付けたロ
ボットが製品のPick&Placeを
行っている

出所：KUKA HP

地場IoT企業による物流ソリューション事例
• IoTベンチャーMachinestalk社手は物流業界向けにIoTソ
リューションを提供
• コールドチェーンモニタリングやRFIDを利用した輸送機器
の状態感知やトラッキングサービスを提供している

第4次産業革命関連技術の導入可能性

第4次産業革命関連技術導入の課題

• 高温な気候から、IoTを活用したコールドチェーン管理などに導
入機会がある。税関オペレーションの質が悪く、自動化や効率化
実現に向けた技術導入余地がある
• 国防予算が多く、治安維持、テロ防止の観点から、顔認証や行動
検知などの、公共安全に関する導入ニーズあり。特に、各地王
宮、シーア派住民が多く住む東部、巡礼者が集まる聖地にて導入
ニーズが高いと考えられる。なお、個人情報保護制度が未整備で
ありプライバシー保護が導入の障壁となることは考えにくい

• 物流業者は中小事業者が多く、資金不足から新技術導入を
避ける傾向にある
• 顔認証設備の設置方法などにはノウハウが必要であるが、
対応可能なエンジニア、SIerの数は少ない
• 空港や大規模商業施設などはステークホルダーが多く導入
のハードルが高くなる
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出所：各種報道、現地ヒアリング結果よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

第4章 日本企業の4次革技術への取組み

【製造分野】我が国の第４次産業革命関連技術 (1) 技術動向
 製造業向けのIoTソリューションとしては、工場の操業状況管理、生産管理、品質管理、設備保守・予防保全などを目的とした
センサー・システムが開発されている。IVI（Industrial Value Chain Initiative）は、製造現場での実証実験等を通じて実用化
を目指すなど、産業界としての取組も推進されている
 産業用ロボット分野は我が国が国際競争力を持つ領域であり、ロボットメーカーや工作機械メーカーなど、IoTによる情報収集
やAIを活用した装置制御等の研究・開発を進めている。近年注目されているのは、小規模な生産ラインにも導入が容易であり、
人との共生が可能な双腕ロボットである。生産ラインの組み換え等にも短期に対応が可能であり、個別化生産の実現等に期待さ
れている。国内複数の企業が双腕ロボットを実用化しており、世界的にもプレゼンスは高い
マニュファクチャリング分野の技術動向
産業用ロボット

製造業向けIoTソリューション
操業状況管理

生産管理

品質管理

予防保全

横河電機のIndustrial IoTリファレンスモデル

ファナックのiPMA (FIELD system）
工場の稼働状況可視化・分析

横河電機の安全操業ソリューション
設備温度監視による火災や故障の対策

日立のLumada
作業員安全支援ソリューション

作業員管理

垂直関節型

水平関節型

カワダロボティクスの双腕ロボット（NEXTAGE）
部品点数が多く細かい組立作業への適用例

川崎重工業の双腕ロボット（duAro）
プロント基板への電子部品実装への適用例
出所：各社公表資料をもとにみずほ情報総研作成
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【製造分野】我が国の第４次産業革命関連技術 (2) 海外展開動向
 生産管理、品質管理、設備保守・予防保全などを目的とした製造業向けのIoTソリューションを、横河電機、日立など様々な企
業が開発している。ファナックは米国Cisco Systems及び米国Rockwell Automationと提携し、グローバルな展開も視野にい
れたIoTオープンプラットフォームを開発している
 人との共生を図りつつ工場の自動化・効率化が可能な双腕ロボットが、川崎重工業やカワダロボティクスなどにおいて開発さ
れ、実用化されている
生産工業と効率化のためのオープンプラットフォーム例

人と共存できる双腕ロボットの例

Field System(ファナック）の海外展開
ファナックは2016年4月、製造現場向けのハードウェアを含むIoT
プラットフォーム「FIELD system (FANUC Intelligent Edge Link &
Drive system)」の構築を米国ネットワーク関連企業Cisco Systems、
米国産業オートメーション関連企業Rockwell Automation、人工知能
関連ベンチャーPreferred Networksと共同で開始した。同年7月から
はNTTもサービス基盤やアプリケーション・コンバータ等の開発で参
画した
2017年10月、FIELD systemの国内向けサービスの運用を開始、
製造機器データの統合的な見える化・分析を行う「iPMA」、製造機
器の予防保全機能を実現する「iZDT」、工作期間の加工時間を高精度
に予測する「加工時間予測」、「製造現場の利用者の操作権限や操作
履歴を管理する「個人認証・履歴管理」の4つのアプリケーションを
リリースした
2018年4月以降には体制整備を行った上でアメリカ、ヨーロッパな
どにも順次展開していく予定としている

duAro（川崎重工業）の海外展開
川崎重工業は2015年に双腕ロボット「duAro」の販売を開始。duAro
は水平多関節スカラ型を採用しているため、稼働稼軸数が少ないため
価格も安い、ヒト一人分のスペースに設置できるコンパクトなサイズ、
導入時の初期設定が容易であるというメリットがある
当初のターゲットはプリント基板への電子部品の実装など、電機・
電子機器産業であったが、食品業界における容器詰めの自動化など異
分野からも注目を浴び、ビジネス領域を拡大している
販売開始から順調に売上を伸ばしており、2016年度は1,000台以
上を販売。海外からの引き合いも増えており、2016年4月からは中国
重慶市にある川崎（重慶）機器人工程有限公司に年1,000台の生産体
制を整備・稼働させている。また、同月からレンタルビジネスも開始
している
米国、英国、独国、韓国、中国、タイにduAroの販売拠点を有する

出所：ファナックHP、川崎重工業HPよりみずほ情報総研作成
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【製造分野】我が国の第４次産業革命関連技術 (3) 技術を保有する企業例
 マニュファクチュアリング分野で第４次産業革命関連技術を有する企業例と各企業の持つ技術概要は下記のとおり
マニュファクチャリング分野の企業･活動例
企業名

保有技術の概要

横河電機

同社はプラントの運転データから設備モデルを作成する、データ駆動型のプラント最適化モデリング技術DDMO
(Data Driven Modeling for Optimization) を開発。最適操業支援サービス（DDMOnEX）は、目標品質を保ちつ
つ生産コストを最小化できるプラントの操業バランスを探し、その操業の実現と継続を支援する

横河電機

同社はIndustrial IoT ソリューションとして、GRANDSIGHT（価値共創環境）、安全（安全操業）ソリューショ
ン、安心（品質向上）ソリューション、生産性（コスト削減）ソリューション、設備予防保全ソリューションを開
発。つながる製造業、安全・安心な操業、迅速かつ正しい状況判断が可能な柔軟なスケーラブルシステムを提供し
ている

日立製作所

IoTプラットフォームLumadaを開発、在庫適正化PSI（生産、販売、在庫）計画の意思決定支援、工場生産設備
のエネルギー使用量や稼動情報の収集・管理、空気圧縮機や成型機をIoT端末でクラウドと接続した機器保守・予
防保全環境等を提供

ファナック

製造業向けオープンプラットフォーム「Field System」の開発を主導。製造現場の様々な機器を接続可能とする
ことで、製造設備やデータの一元管理やデータ共有を促進するほか、人工知能とエッジコンピューティング技術を
組み合わせることで分散型機械学習なども可能。日本では2017年10月2日よりサービス提供を開始。アメリカ、
ヨーロッパなどのリージョン毎の体制整備を行い、2018年4月以降順次展開を予定

ルネサステクノロ
ジー

生産設備や機械に後付けするだけで、センサデータの収集から加工、分析、評価/判定までの一連のプロセスを容
易に実現し、異常検知や予知保全に即時役立てることができる「AIユニットソリューション」を提供。異常検知や
予知保全などに即時活用可能

ヤマハ発動機、ヤマ
ハ

2017年11月、産業用ロボットの遠隔管理システムパッケージを共同開発し、2018年度内の発売予定と発表。自
動化された生産ラインなどを持つ工場において、ネットワークを通じて遠隔で稼働中の産業用ロボットを監視し、
必要に応じて保守を行うための一括管理システムである。

川崎重工業

スポット溶接、塗装ロボット、半導体製造、汎用、ピッキング、医療用ロボットなどを展開している。2015年に
は人共存型の革新的な双腕スカラロボット“duAro”（デュアロ）を発表。duAroは人の動作に必要な領域や両手の
動き、それぞれの腕の独立した動きなどをそのまま再現できる新たな双腕構成のロボットである

カワダロボティクス

製造現場の安全性確保と生産性の向上を目的に双腕ロボット「NEXTAGE」を開発。周囲の環境や作業対象を認識
しながら作業する汎用性の高いロボットで、多品種変量生産にフレキシブルに対応
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出所：各社公表資料をもとにみずほ情報総研作成

【鉱業分野】我が国の第４次産業革命関連技術 (1) 技術動向
 マイニング分野では、鉱石の品位低下、鉱山の深部化、奥地化等によって開発投資コストが増大傾向にあり、鉱山開発における生産
性向上に対する取組が求められる。そのため、IoTによるモニタリングや自動走行技術等による鉱山オペレーションの効率化の取組
が進められている。また、労働環境改善面で産業保安の強化が求めれる中、IoT等による自動化、作業支援等の技術開発も取り組ま
れている
 マイニング分野のIoTの適用は採掘・選鉱・輸送プロセスで適用が進められ、我が国企業による当該分野の技術開発も活発に進めら
れており海外展開等の実績も見られる。特に運搬関連、フリートマネージメント（FLM）領域でのIoT技術ではプレゼンスが高い
マイニング分野の技術動向(IoT活用等）
採掘･運搬プロセス
探査

採掘
（露天/地下）

ICT油圧ショベル／ICTブルドーザー
位置情報等を活用した採掘の自動化

選鉱プロセス
粉砕
破砕

運搬

FMS（Fleet Management System）（次頁参照）
稼働する機械の管理（稼働率、故障、メンテ）まで
総合的に運行支援による品質管理，安全性向上

坑内でも使用可能なワイヤレスネットワーク
の構築
RFIDによる人・機器等の位置トラッキング
従事者の健康管理、安全性確保（ウェアラブ
ル機器等）
坑内のワイヤレスネットワーク
RFIDの活用、車両情報の取得

輸送

輸送プロセス

篩分け

精製

輸送

無人ダンプトラック
運搬の自動化による効率化・安全性向上

タイヤに空気圧や温度を測定するセン
サーによるモニタリングにより稼働状
況や故障、劣化等を検知
交換等のメンテナンス時期を最適化

ドローンによるモニタリング
採掘状況の監視・効率化
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ダンプトラック・タイヤのモニタリング（次頁参照）
メンテナンスの効率化・安全性向上

出所：各社公表資料をもとにみずほ情報総研作成

【鉱業分野】我が国の第４次産業革命関連技術 (2) 海外展開動向
 マイニング分野では、FMS（フリートマネージメントシステム）や無人ダンプトラック、センサー等を活用したダンプトラック
タイヤの摩耗状況等のモニタリングシステム等が海外展開されている。国内建機メーカでは小松製作所、日立建機が競争力を持
ち、積極的な海外展開を図っている
 主に、鉱山での建機や建機向け製品の強みを活かした海外展開が進められているが、最近ではFMSのプラットフォーム化を企図
した取組を展開が見られる
FMS（フリートマネジメントシステム）例
FMS（日立建機、日立製作所）の海外展開

FMS（フリートマネジメントシステム）例
FMS（コマツ製作所）の海外展開

日立建機は、カナダに本社を置くWenco International Mining
Systems Ltd.（WENCO）を買収し，鉱山機械のみならず，それらの
運行を管理するFMSを世界各地の鉱山に提供。WENCOの基本システ
ムは，鉱山で稼働するダンプトラックを複数ある積み込み場所から排
土置き場や破砕設備・精錬設備に効率よく配車するための配車システ
ム。日立製作所は、WENCO社のFMSはカナダの大手資源会社の鉱山
開発現場に適用し、ダンプトラックやショベルなどの鉱山機械の運行
管理の効率化および高度化を実現するための概念実証PoCプロジェク
トを実施し、遠隔地の一施設から複数の鉱山を管理し、運行指示を出
すことが可能であることを実証

コマツアメリカは、露天掘りおよび坑内掘り向け鉱山機械の製造・
販売・サービスを行うJoy Global Inc.をコマツアメリカの完全子会
社化。ジョイ・グローバル社の買収により、コマツが保有していな
い超大型の露天掘り向け鉱山機械および坑内掘り向け鉱山機械など
を新たに製品ラインナップに加えた。同時に両社の強みであるIoTを
活かし、露天掘りおよび坑内掘り向け鉱山機械をコマツの鉱山管理
システム上でつなげ、機械の稼働最適化、遠隔操作、無人化を進め
ることで、鉱山現場の安全および生産性の大幅に向上するための
サービスを提供
また、コマツは、鉱山機械向けに土砂の積み込み量を最適化するシ
ステムを提供する豪マインウェア（クイーンズランド州）を買収。
掘削位置のガイダンス機能も搭載したシステムを提供する等、鉱山
機械企業の買収等と合わせ、同社のFMS提供を拡大
さらに、NTTドコモと第5世代移動通信方式（5G）のモバイルネッ
トワークを利用した建設・鉱山機械（以下、建設機械）の遠隔制御
システムの開発を目的とした実証実験を協力して行うための基本契
約を締結し、高速・大容量・低遅延の機能を活かした建設機械の遠
隔制御も検証を行う等。最先端の情報通信技術の建機分野への投入
に積極的
同社は、株式会社NTTドコモ、SAPジャパン株式会社、株式会社オ
プティムが、建設業務における生産プロセスに関与する、土・機
械・材料などのあらゆる「モノ」をつなぐ新プラットフォーム
「LANDLOG（ランドログ）」を提供している
出所：日立建機、小松製作所HPよりみずほ情報総研作成
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【鉱業分野】我が国の第４次産業革命関連技術 (3) 海外展開動向
 無人ダンプトラック分野では、小松製作所、日立建機等の建機メーカにより製品開発され、海外鉱山等で実用化が進められている。
 ブリジストンは、ダンプトラックタイヤの摩耗状況等をセンサーで遠隔モニタリングするシステムを開発し、豪州の鉱山で実用化
されている
無人トラックの例

ダンプトラックのモニタリングの例

無人ダンプトラックの海外展開

B-Tagシステム（ブリジストン）の海外展開

1995年には、豪州の炭鉱で無人ダンプトラックの試験を開始し、
1998年 無人ダンプトラック運行システム（AHS）−
「FrontRunner」現場試験を実施している。2008年には無人ダンプ
トラック11台によるAHS商業展開（チリ・CODELCO銅鉱山）し、
豪州・Rio Tinto鉄鉱石鉱山では2017年1月時点で72台が運転中であ
る
9複雑な鉱山の地形に対し、290トンの表土・鉱石を積載しながら完
全無人で走行することが可能。過酷な環境のため人材が集まりにく
い鉱山開発を可能にするとともに、鉱山運営において大幅な生産性
の向上を実現している

ブリヂストンは、オーストラリア子会社のブリヂストン アースムー
バー タイヤズ ピーティーワイ リミテッド(BSEM)は、西オーストラ
リア州・ピルバラ地域に、鉱山ソリューションの新拠点としてピル
バラ マイニング ソリューション センター(PMSC)を設立。鉱山車両
用タイヤの販売・保守・修理，リムの改修・修理，タイヤのフィッ
ティングなどを組み合わせて，現場オペレーションに入り込んだカ
スタマイズソリューションを提供する
（2018年1月には、ブリヂストン マイニング ソリューションズ
オーストラリア ピーティーワイ リミテッドに社名変更）
PMSCはB-Tag、TreadStatシステムによりセンター内に配備したIT
ルームでデータを蓄積・解析。B-Tagは、運行中の建設・鉱山車両
用ラジアルタイヤの空気圧・温度を計測し、情報をリアルタイムで
運転手や運行管理者に送信する
下写真は、ピルバラ マイニング ソリューション センター(PMSC)、
ITルームおよびB-Tagシステムのイメージ

出所：小松製作所、ブリヂストンHPよりみずほ情報総研作成
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【鉱業分野】我が国の第４次産業革命関連技術 (4) 技術を保有する企業例
 マイニング分野で第４次産業革命関連技術を有する企業例と各企業の持つ技術概要は下記のとおり
マイニング分野の企業･活動例
企業名

保有技術の概要

小松製作所

同社は、株式会社NTTドコモ、SAPジャパン株式会社、株式会社オプティムが、建設業務における生産プロセスに
関与する、土・機械・材料などのあらゆる「モノ」をつなぐ新プラットフォーム「LANDLOG（ランドログ）」を
2017年10月に建設事業者向けに提供

小松製作所

スマートコンストラクション:施工前〜施工〜施工後」施工プロセス全体を一つと捉え、全体の安全性向上、生産
性向上、および品質向上を、様々な最新のICT技術とコマツが持つ生産管理力、生産技術力を活かし安全でスマー
トな未来の現場を実現

小松製作所

鉱山機械向けに土砂の積み込み量を最適化するシステムを提供する豪マインウェア（クイーンズランド州）を買収
。掘削位置のガイダンス機能も搭載したシステムを提供

日立製作所

IoTプラットフォームであるLumadaではトンネルなどの屋内空間でヒト・モノの位置をリアルタイムに把握し、
現場作業の効率化や安全管理を支援。GeoMationの活用で、トンネル工事現場や地下などの屋内空間におけるヒ
ト・モノの位置をリアルタイムに把握。現場作業の作業効率化や作業員の安全管理を支援

日立建機/日立製作所

同社は，鉱山用掘、削機械の電子化による操作性の向上，日立製作所のモータとインバータを使用したACドライ
ブの鉱山用ダンプトラックのシリーズ化など，機械のインテリジェント化を推進。2009年7月にはカナダWenco
International Mining Systems Ltd.（WENCO）を買収し，鉱山機械のみならず，それらの運行を管理するFMS
（Fleet Management System）を世界各地の鉱山に提供。海外で日立製作所と共同によるPoC（実証）を実施

日立ソリューション

「屋内位置把握ソリューション」をトンネル工事現場に適用し、IoT等によりトンネル工事現場などの屋内空間に
おける作業員の安全管理や、作業効率化を実現するソリューションを提供

ブリジストン

鉱山向け車両のタイヤに、空気圧や温度を測定するセンサーを取り付けて、タイヤの状態をリアルタイムにモニタ
ーするシステム「B-TAG」を提供。路面と唯一接しているタイヤから接地面の情報を収集・解析し、路面やタイ
ヤの状態を把握。ドライバーへタイムリーに伝達することで、安全運転を支援。同社のシステムを豪州の現地法人
を通じて提供
出所：各社公表資料をもとにみずほ情報総研作成
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【エネルギー分野】我が国の第４次産業革命関連技術 (1) 技術動向
 エネルギー向けのIoTやAIに関するソリューションは、供給家側と需要家側の両面で展開される
 供給側においては、オペレーション、送電・送ガス、販売までのバリューチェーンの各プロセスで展開されている。また、需要家
側では、需要家側のエネルギーリソースをよりきめ細やかに制御することでエネルギーシステムの効率化を図るソリューションの
提供も開始されている
エネルギー分野の技術動向
供給者向けIoTソリューション
調達
輸送

生産計画

オペレーション
（発電・ガス製造等）

需要家向けIoTソリューション

送配電･送ガス

販売

エネルギー消費
（省エネ）

需要家側の発電
（創エネ）

発電計画最適化【生産計画】

送配電や鉄塔の巡視・点検【送電・送ガス】

エネルギーマネジメントシステム【省エネ】

電力需要の増減や発電所の設備機器の稼働状況、
燃料価格や入船情報などの発電コストを考慮し、
発電所の停止・メンテナンス計画を立案・管理

自走式ロボットやドローンを活用し、送電線や
鉄塔の迅速な状況把握や作業時間の短縮、作業
員の安全性向上に資する

機器制御や再生可能エネルギーや蓄電器の制御
により電力使用量の可視化や省エネに資する

発電施設の最適制御【オペレーション】

電力取引価格予測【販売】

エネルギーハーベスティング【創エネ】

気象予測データや過去の市場価格を基に、人工
知能（AI）を用いて30分ごとの電力取引価格を
予測

太陽光や照明光、振動、熱などのエネルギーを
電力に変換することで、充電や燃料補給無しに
長期間エネルギーを供給

プラント等の施設の稼動状況の監視、予兆検知、寿命
診断等を行うほか、得られたデータを基に熱効率の維
持・向上等を支援することで、運用最適化や性能向上
に資する
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出所：各社公表資料をもとにみずほ情報総研作成

【エネルギー分野】我が国の第４次産業革命関連技術 (2) 海外展開動向
 エネルギー分野では、特にエネルギー供給に関するオペレーションや送配電・送ガス分野におけるIoTソリューションの海外展開が
進む
 エネルギー供給に関するオペレーションにおいては、電力事業者やプラントメーカー等がこれまで培ってきた運用ノウハウを強みに、
IoTを用いた施設の稼動状況の監視、予兆検知など、得られたデータを基に最適な運用を支援する機能群をパッケージ化し、海外展
開中
 また、送配電においても国内でのIoT活用が進められ、その成果やノウハウを基に海外展開が始まっている
IoTを活用した運用支援ソリューションの例

IoTを活用した送配電の監視制御の例

東京電力フュエル＆パワーによる海外展開

東京電パワーグリッド･東芝等による海外展開
東京電力パワーグリッド（東京電力PG）や東芝など6社は、電
力系統監視制御システムと周辺技術の海外事業展開に関する戦
略的な提携を締結し、各社の技術を組み合わせた多様なソ
リューションの提供を進めている
東京電力PGは、次世代の監視制御システムとして、OSIsoft
のIoT情報基盤「PI System」を活用し、設備保全のコスト削減
や電力のさらなる前線供給を目指す取組を進めており、今後導
入するPI Systemを用いた監視制御システムも海外展開の重要
な商材として位置付けられている

東京電力フュエル＆パワー（東京電力FP）は、2018年2月より
IoTを活用した火力発電所運用支援サービスの提供を開始した。同
サービスは、燃料使用量の削減や稼働率の向上を支援するもので、
国内及び東南アジアをはじめとした海外の発電事業者に対して提
供される
運用支援サービスでは、同社の保有するエンジニアリングに関
するノウハウに基づくコンサルティング等のサービス、IoTによる
不都合の予兆検知や発電施設の遠隔監視等のソリューションが提
供される

出所：東京電力、東芝HPよりみずほ情報総研作成
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【エネルギー分野】我が国の第４次産業革命関連技術 (3) 技術を保有する企業例
 エネルギー分野で第４次産業革命関連技術を有する企業例と各企業の持つ技術概要は下記のとおり
エネルギー分野の企業･活動例
企業名

保有技術の概要

東芝エネルギー
システムズ

IoTにより電力需給のバランスを最適にコントロールし、次世代に相応しいエネルギーサービスシステムの具現
化を推進。具体的には、IoT技術の導入により、現場機器の情報を取り込み、東芝のIoTアーキテクチャである
SPINEX™上で電力系統のバーチャル化を実現することで、 「電力系統運用」と「設備形成」についてシミュレ
ーションを可能とし、経営判断を支援するソリューションのほか、点検・異常対応における出向業務の最小化等
の効率化等のシステムを提供

日立製作所

日立は，都市部における省エネルギーや災害時を含むエネルギーの安定供給などに対応するエネルギーマネジメ
ント技術、島嶼域での再生可能エネルギー導入促進に寄与する蓄電池活用技術などの開発に取り組んでいる。
さらに、マイクログリッド、国内電力システム改革に対応するデマンドレスポンス（DR）やバーチャルパワー
プラント（VPP）などの技術でソリューションを展開し、顧客や社会が抱える課題の解決に貢献している

三菱電機

社内実証実験設備にて得た技術・ノウハウを活用し、「経済性・信頼性を両立する質の高い電力系統」「ICT活
用の相互接続性実現によるエネルギー最適利用」「緊急時にも対応したレジリエントなエネルギーインフラ」の
実現に貢献する監視制御システム、スマートメータシステム、蓄電システムなどを展開。また、2017年11月に
は、社会・電力インフラ設備の運用・保全業務の効率向上に貢献するIoTとAI技術を採用した新開発のIoTプラ
ットフォーム「INFOPRISM（インフォプリズム）」を活用したソリューションを提供している

フジクラ

省電力・小型IoT機器に組み込み/搭載することで、電池交換が不要なエネルギーハーベスティング動作を簡便に
実現できる「組込み用電源モジュール」を開発。多数・広範囲に設置されるIoT機器ではAC電源の配線工事や
バッテリー交換の手間が不要となるエネルギーハーベスティング（環境発電）技術が機器駆動の有力な電源とし
て期待されており、当社はこの用途に適したハーベスタ（環境発電素子）として、屋内や日陰などの比較的低照
度の環境で高い発電効率を有する色素増感太陽電池を製品化している

太陽誘電

環境発電×IoTセンサネットワークモジュール：今後、増えるであろうセンサネットワーク端末において、電池
交換の問題が顕著になると予想される。本モジュールは、ポンプが発生する熱と振動のエネルギーをキャパシタ
へ蓄電し、ポンプの振動や発熱をセンシングして、そのデータを無線で送信する端末である。蓄電には内部抵抗
が低いキャパシタを用い、無線送信時のピーク電力に対応可能な設計となっている
出所：各社公表資料をもとにみずほ情報総研作成
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【物流分野】我が国の第４次産業革命関連技術 (1) 技術動向
 国際分業が進展する中で、荷主企業の要請から、人流・物流のグローバルな競争が激化しており、ジャスト･イン･タイムのス
ピード、貨物量の確保、コストダウンが重要な鍵になっている。そのため、ロジスティック分野では、IoT技術を活用し、”人”
の判断や操作のプロセスを大きく減少することによる省人化・高速化・効率化が進行している。システムや機械への投資が必要
となるが、 「確認」「運搬」「保管」「手配」等の基本オペレーションが置き換わることで、生産性は高まる。また、データ
の活用や分析の高度化が見込まれる
 物流ソリューションとして、物流事業者やITベンダーなどにより、 AIを活用した人員・車両・在庫の最適配置や需要予測モデ
ルの構築、物流拠点内作業の自動化と作業改善等の開発・実証が行われている。また、人流ソリューションとして、顔認証技術
を活用した出入国管理等のシステムや人流可視化・分析サービスがあり、特に顔認証技術は、世界的にもプレゼンスは高い
ロジスティクス分野の技術動向
人流ソリューション

物流ソリューション
確認･管理

梱包

倉庫保管

運転･手配

判断

可視化

分析

人員負荷の低減

ラストワンマイル配送システム

顔認証技術による行方不明者捜索及び
行動検知技術による不審者の検知、ホーム立ち入り検知

RFID技術

作業の効率化、高速化

AI/BD

最適なサプライチェーンの構築
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人物が動いた動線データの可視化と性別・年代別のカウント例

出所：各社公表資料をもとにみずほ情報総研作成

【物流分野】我が国の第４次産業革命関連技術 (2) 海外展開動向
 製造業を中心として発展してきた日本では、搬送システムや自動倉庫といったマルチハンドリング技術に国際競争力を有しており、
無人化/自動化が進む中、特に自動倉庫において、ダイフクは世界でトップのシェアを誇る。各国・各分野において、関連システ
ム・製品が導入されている
 人流ソリューションの中でも、NECが世界No.1の精度・速度を誇る顔認証技術を使用したシステムを多数構築しており、世界に
おいて40カ国以上で導入された実績を持つ
マテリアルハンドリング技術の例

人流ソリューション･判断（検出･照合）の例

物流システム・マテハン製品（ダイフク）の海外展開

顔認証技術（NEC）の海外展開

ダイフクは、2015年にマテリアルハンドリングシステムサプライヤ
のグローバルランキングで１位になっており、搬送システムや自動倉
庫といった物流システム・マテハン製品で高い技術力と世界シェアを
持つ
特に自動倉庫の躍進は目覚ましく、アジアでは中国、タイ、インド、
インドネシア、マレーシア等、またアメリカ、ブラジル、スウェーデ
ン、デンマーク等、多くの国で導入された実績を持つ。分野も石油化
学、食品、自動車を含む製造業、医薬品と幅広く対応している。
物流システム・マテハン製品を導入することにより、高速化・省ス
ペース化等を実現している

NECの「NeoFace」シリーズは、世界No.1の精度・速度を誇るNEC
の顔認証技術を使用した顔認証製品で、PCアクセス認証やビル・施
設等への入退場管理などの企業ユースから、顔パス入場などのエン
ターテイメント分野、さらには出入国管理や国民IDシステム等の国
家レベルのセキュリティ管理まで、グローバルに幅広い用途で採用さ
れている
米国国立標準技術研究所（NIST)による 静止画、動画顔認証の評
価プログラムにおいて最高評価を４回連続で獲得している。
顔認証技術を活用したシステム例の１つである出入国管理システム
は、車に乗車したまま顔認証で出入国管理を実現しており、車両登録
者とのマッチングを行い、本人であると確認されると出入国審査業務
が完了し、ゲートが開く仕組みとなっている
顔認証技術を活用したシステムは、アジアや南米、アフリカ等の官
公庁や民間企業へ導入され、40カ国以上で導入された実績を持つ

出所：ダイフク、NECHPよりみずほ情報総研作成
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【物流分野】我が国の第４次産業革命関連技術 (3) 技術を保有する企業例
 ロジスティクス分野で第４次産業革命関連技術を有する企業例と各企業の持つ技術概要は下記のとおり
ロジスティクス分野の企業･活動例
企業名

保有技術の概要

NTTデータ

入出港する船舶・航空機および輸出入貨物について、税関や関係行政機関に対する手続きや関連する民間業務をオンラインで
処理するシステム。他国で導入され、海外での標準化が進んでいる。ブロックチェーン技術を活用することで、企業や業態を
跨ぐ貿易情報連携の更なる円滑化、事務手続きの効率化・迅速化・利便性向上を図っている。

NTTデータ

鈴与と佐川急便の協力のもと、多様な荷物の判別や自動仕分けに対する有用性を検証し、ディープラーニング技術を取り入れ
たエンジンにより、世の中に流通する多様な荷物の荷姿、寸法、取り扱い、汚れ、破損の有無など最大1000種類の特徴を画像
から自動的に判別が可能。また、倉庫の入庫検品、仕分け、積み降ろし業務のロボット化に役立てることが可能。

東芝

ロボット技術を応用して認識機能を高め、ビニールテープを貼るだけで搬送経路を設定できる無人搬送車（AGV）を開発。走
行プログラムも表計算ソフト「エクセル」で変更可能。導入と変更が容易かつ安価で、生産ラインを柔軟に変更可能。

オムロン

ＡＩ搭載のＡＧＶにより、自らで最適ルートを考え、人や障害物を自動で回避する。人が動かずに設備やワーク（加工対象
物）がＡＧＶで動き回る柔軟な生産ラインを構築。

日立製作所

日立は棚ごと持ち上げて搬送するＡＧＶ「ラックル」の進化版を近く投入する。制御を簡素化し、製造コストも下げた。電装
品の配置も見直し、メンテナンス性を高めつつ安定走行を実現。さらに物流施設全体の効率化に向け、独自のＡＩを活用した
最適経路での搬送や、ラックルに多関節ロボットを載せて必要な物をピッキングするといった試みも推進。

日立物流

無人搬送車が保管棚を自動で搬送し、入出庫作業の省力化、省人化を実現するピッキングシステムやウェアラブルデバイスを
活用して、作業ナビゲーションとハンズフリー化により作業効率の向上するソリューションを保有。また、物流センター管理
システム（WMS）ログやセンサーデータから作業者の動きや活動を詳細に分析するツールを活用し、個人別、時間別に生産性
の把握と無駄の可視化を実現する

富士通

物流情報システムソリューションでは、AIを用いて需要起点の予測から在庫・車両・人員を平準化して全体コストを最適化す
る仕組みなどが提供されている。また、物流センターソリューションでは、作業車の位置情報をBLE通信で取得し、拠点内の
効率的な人員配置を実現する仕組み、輸配送ソリューションでは、移動型冷凍ボックスと温度・位置センサーを組み合わせた
複数温度帯一括配送の仕組みなどを提供する。

青山商事

業界最大手の紳士服販売チェーンである同社のハンガーにはRFIDタグが取り付けられており、入出荷の情報はセンサーで自動
的にトレースされる。 物流センターには、ハンガーに吊された衣類を自在に動かすことのできるホイールシステムが導入され
ており、RFIDを利用した“絶対単品管理”によりピッキングから出荷までの一連のプロセスを完全に自動化している。
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出所：各社公表資料をもとにみずほ情報総研作成

第5章 協力可能性分野仮説

協力可能性分野仮説 (2)
 調査①〜③を通じて得た、協力可能性分野仮説は、下表中央「調査結果・結論」のとおり
 日本企業のサウジ事業を振興する観点から、ICI4における協力事業は一つの切り口に過ぎず、より大きなビジネス追求を可能とする
仕組みづくりをすることが、日本・サウジアラビア双方の将来的な利益となっていくものと確信
調査結果の統合と協力可能性分野調
査における最終結論

調査①具体的調査結果
主題：国家戦略上の注力分野は何か？
 NIDLPが重点分野と定めるのは、「製造」
「鉱業」「エネルギー」「物流」の４分野
 NIDLPを構成するInnovation Center for
Industry 4.0の早期実現･高度化
 実現手段としてのInnovation Center for
Industry 4.0（ICI4)の重要性を明示

調査結果・結論

主題：日本とサウジアラビアとの協力可能性分野の特定

 ICI4高度化、日本企業によるICI4向け４次革技術導入への協力
 日本側からは4技術分野・5社がICI4における協力企業としてリスト化
 サウジ市場での当該技術・製品の事業化（マネタイズ）は、将来的に重要な課題
 対象日本企業ヒアリング結果
（P60・添付資料）

 KACSTとの面談結果
 KACST及び市場では第4次革技術取組み事例はほぼ無い。
技術導入を阻害する規制はない一方、SIer他、技術の担
い手となる人材も限定的
 ICI4の拡充･整備が最重要事項
 KACSTの権限の及ぶ範囲でプロジェクト希望

 日･サビジョン2030を商機と捉える企業多数
 “エンジニアリングセンター”等、技術教育施設の経験がある企
業は多く、ICI4への対応可
調査③の具体的調査結果

調査②の具体的調査結果
主題：研究機関の取組は何か？

主題：技術と市場興味がある日本企業は？
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日本･サウジアラビアの第4次産業革命分野における協力可能性について提言及び課題
 以下、本調査を行うなかで得られた課題及び今後の推進に向けた提言を記載する
 本調査は、日本企業のサウジ市場における事業拡大に貢献するべきものであり、今後を見据えた提言は重要と考える
本調査を元に、更なる推進を行う上での課題

日・サウジアラビアの第4次産業革命分野推進に向けた提言
 「ICI4」活用の促進
注力産業分野におけるICI4利用が企業経営上のメリットとなりうる制
度設計を行う（ICI4利用の労働者数に応じた補助金設定等）
ICI4利用促進を目的とした活動（現状はKACST HP上から各種申し込
みをする形式、それはそれでいいのだが、どれだけの企業がKACSTの
HPを閲覧するのかという点が問題）

 4次革技術を導入に向け、サウジ市場の受入能力の低さ
「ICI4」の能力の低さ：
現状の展示機材は、産業機械が中心。4次革関連技術の展示は限定的。
又ICI4の利用者数も極めて限定的で、利用促進の具体案もない状況
「エンジニア・SIer」の絶対的不足：
エンジニア・SIerは、サウジ地場一流企業が自前で抱えており、これら
の人材は労働市場に還流しない、背景の一つは非サウジ人が大きな割合
を占める構造にあり、これが人材の還流を妨げている可能性が高い
エンジニア・SIerの育成にはOJTが必須、民間教育施設に対し、行政が
その機能を制限するといった問題も聴取された

 民間企業のOJT機能の活用
民間企業がエンジニアリングセンターを独自で造り、顧客宛にエンジ
ニア・SIerへの教育プログラムの提供および適用技術開発を行うこと
を認め、促進する（教育提供水準に応じた経営プロフィット提供等）

 サウジ事業の採算性の低さ
4次革技術導入は運営効率性を高める一方、初期投資は従来型技術に比
べ高くなる傾向あり。企業経営者や政府機関インフラ整備において、4
次革技術を積極的に取り入れる意識改革が必要

 研究機関・行政府・産業界の連携強化
新たな技術開発、導入促進において、産官学連携が更に強化されるこ
とが望まれる（一部、石油化学技術開発でAramcoとキングファハド
石油・鉱物資源大学で導入例あり、これを4次革分野にも広げる）

 サウジ側とのコミュニケーションの難しさ
本調査にあたり、サウジ側が自国市場のどの業態が如何なる4次革技術
を求めているのかを把握していない等、プロジェクト推進における前提
調査や必要な情報を整備する努力が不足している

 日本企業がサウジ事業をマネタイズするためのSCISP活用
日本企業の最終目的は、サウジ事業のマネタイズにあり、また事業と
して成立するからこそ継続的なサウジ市場へのコミットも期待される。
本調査が対象とするKACSTとの連携、ICI4に対する日本4次革技術の
導入施策は、市場開拓の第一歩としては十分であるが、今後事業性を
高める上では、より実行力のある企業、省庁と連携した大口の案件組
成 が 必 要 。 例 え ば 、 プ ラ ン ト の ス マ ー ト 保 守 で あ れ ば Aramco や
SABIC、公共安全・顔認証技術であれば、空港・スタジアム等の施設
運営者となる。こうした真の需要者へ繋がるためにはSCISPの調整力
と実行力を十分に活用する必要がある

 政策遂行にあたっての省庁間連携
参考として視察したシンガポールでは、新技術振興・中小企業育成に関
係する省庁とA*STARが集まり、月次で情報交換や政策のアップデート
を議論し、効率的かつ実態に即した政策運営に努力している。
サウジアラビアは省庁間の垣根が高く、十分な情報交換や協同がなされ
ているようには見受けられなかった
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