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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。我が国の

経常収支（暦年ベース）は 2011 年以降 4 年連続で黒字縮小が続いていたが、直

近 2017 年では 21.9 兆円と 3 年連続で黒字が拡大した。グローバル化に伴う我が

国企業の海外進出や海外の株式・債権などへの投資が活発化したことにより、

それらの収益である第一次所得収支が 19.7 兆円まで拡大しており、これが経常

収支の黒字を支える構造が続いている。一方で、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、労働力の不足、製品の多品種小ロット化に

伴う物流コストの上昇が今後一層懸念されるなど、我が国ものづくり産業を取

り巻く課題は多いといえる。こうした認識のもと、我が国ものづくり産業が直

面する諸課題を整理し、それらに対する対応の方向性を明らかにし、我が国も

のづくり産業の「稼ぐ力」向上を実現するための行動につなげることが求めら

れている。 

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抱えている諸課題（利益水準の低迷、人材の

不足、新たな製造方法の登場、海外展開、ＢＣＰ等）について分析をおこなっ

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

争力を獲得するための対応の方向性について、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、2018 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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2000 年代に入ると、米国の IT バブル崩壊による景気後退に見舞われ、日本の製造業は電

子部品メーカーを中心に影響を受けるものの、在庫調整後はむしろ景気拡大期に突入し、

2000 年代後半にかけて旺盛な設備投資が行われた。増産に次ぐ増産で中小製造業にも恩恵

が行きわたる一方で、産業構造のサービス化に着目が集まり、大手メーカーの中には生産

拠点を売却して EMS に製造委託するところも増えていった。日本をマザー工場とする国際

分業のあり方や、垂直統合的な日本のものづくりに対比する形で台湾の水平分業のエコシ

ステム形成などが話題となった。 

ところが、増産による設備投資が続く最中、2008 年にリーマンショックが起こり、全世

界に激震が走り、日本の製造業も過去最大ともいえる試練を迎えた。リーマンショックは

すべての産業に大きな傷跡を残したが、とりわけ、エレクトロニクス産業はこれまで温存

してきた系列取引を大胆に見直し、コストダウンを優先する調達へと舵を切った。自動車

産業においてもリーマンショックを契機にゆるやかな脱系列が進み、技術力のあるサプラ

イヤーは系列を超えた取引を広めていく契機にもなった。 

しかしながら、系列取引という枠を超えてサプライチェーンを見直す大きな契機になっ

たのは、リーマンショックの影響がまだ尾を引いていた 2011 年 3 月に発生した東日本大震

災である。神戸や新潟の震災もあり、日本のものづくり産業は BCP の強靭化を図ってきた

ものの、東日本大震災の供給途絶は新たに大きく３つの問題を顕在化させた。 

１点目はリスクヘッジをしたつもりの部材のマルチリソース化が徹底されていなかった

こと。セットメーカーが一次サプライヤーをマルチリソース化していても、結果的に基幹

部品や素材が特定サプライヤーに集中していたため、供給途絶に見舞われた。２点目は化

学産業も巻き込んだ BCP 対策の難しさで、レシピにノウハウが凝縮され、かつカスタム化

された素材の代替生産は簡単にはいかないこと。３点目は海外代替生産の難しさである。

すでに多くの製造業が海外にも生産拠点を構えており、有事には海外生産による代替も

BCP 対策の手段として捉えていたところが、日本企業特有の拠点の「個別最適化」が進ん

だ結果、同じ製造品目でも拠点ごとに生産方法が異なるなど、代替生産がスムーズに機能

しにくいことも露見した。 

いずれにせよ、東日本大震災直後までは基本的には国内と海外との適切な国際分業のあ

り方を念頭に置きつつ、日本のものづくり競争力強化のための取り組みを訴求し続けてき

たといえる。その白書のトーンを大きく変えるきっかけは、2013 年になって米国のオバマ

政権が打ち出した製造業ルネサンスであり、ドイツ政府が提唱した Industrie4.0 構想である。 

これまで国際分業を是として海外生産を推奨してきた米国も、ICT を中心とする技術革新

の進展はコストが高い先進国でも成立する製造業を可能にすると考え、また、製造業は雇

用創出に重要な役割を果たすと主張し、これまでのソフトウエア・サービス重視の姿勢を

一転させた。オバマ政権は IoT の進展により、ニューヨークのような都心でも分散型のもの

づくりが可能になるとのビジョンを示し、製造業のイメージを情報ネットワーク産業とし
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て一新させた。その結果、コンピュータサイエンスなどを修了した若者は製造業をクール

な産業として捉え、シリコンバレーではハードウエア系ベンチャーの起業も相次ぐように

なった。 

米国は 93 年に「21 世紀の米国製造業のビジョン」を提唱し、このビジョンの中で早くも

21 世紀の企業の姿として「バーチャル・エンタープライズ」という言葉を使っている。顧

客を中心とする市場に素早く反応するには、企業の内外に関する“知識を共有化するしく

み”が必要になるとし、そのツールとして商用 CALS、コンカレントエンジニアリングとい

った手法や概念が打ち出され、政府や産業界への導入が呼びかけられた。情報スーパーハ

イウェーの構築も、ビジョン推進のための施策として打ち出された。 

しかしながら、現在の変化は、90 年代の IT 革命とは大きく性格を異にする。すべてのモ

ノがつながる IoT の急速な普及は、ビジネスモデルを激変させ、産業の垣根を払拭しつつあ

る。ものづくりにおいても、製造業のフィールドだけで発展の姿を描くことは難しくなっ

ている。しかも、シェアリング経済の普及により、供給者と需要者の境界も曖昧になりつ

つある。そして、コンピューティング能力や通信技術の飛躍的な発展により、瞬時に膨大

なデータ処理が可能となったことで、経営資源に占めるデータの重要性が高まり、業界の

垣根を超えたデータ争奪戦が展開されている。競争環境も競争ルールも激変し、ものづく

りの立ち位置も見直す節目に来ているといえよう。 
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2 テクノロジーが産業社会を変える 

 

キーテクノロジーにより産業構造そのものが大きく変革することを産業革命と呼ぶ。現

在、第四次産業革命といわれるが、そのキーテクノロジーは IoT である。これまでの産業革

命と IoT がもたらす第四次産業革命との違いは、IoT の性格上、産業のみならず、社会革命

的な要素が非常に強い点にある。IoT の本領は BtoB や BtoC のビジネスモデルを変えていく

ばかりではなく、PtoP の財やサービスの取引を加速させていくところにある。その典型例

はシェアリング・エコノミーである。PtoP の個々の取引は決して大きなものではないが、

シェアリング事業者がプラットフォーマーとなってマッチングの場を提供することで、こ

れまで取引が成立しなかったような、思いもかけない財やサービスの取引が可能となり、

新たな市場が顕在化しつつある。これは製造業にも無縁ではなく、マーケティング上、極

めて重要なポイントとなる。 

たとえば、シェアリングが進んでいる自動車は、現在は UBER や滴滴といったカーシェ

アリングが着目されているが、 本来の PtoP の自動車のシェアリングサービスは個人間の自

動車の貸し借りである。実際、DeNA は Anyca という PtoP のカーシェアリング・サービス

を提供している。 Anyca の特徴は、レンタカーと異なり、高級車への需要が高い点にある。

かつては高級車を個人に貸し出すというサービスは考えにくかったが、プラットフォーマ

ーが仲介する形で信頼や保証が伴う貸出が可能になることで、高級車のシェアリングが進

展した。高級車のオーナーはシェアリングすることでコストをカバーできるので、シェア

リングで需要が減るのではなく、むしろ高級車の売上が伸びるという現象につながってい

る。 

また、これまでのマーケティングは多様化する消費者ニーズにいかにカスタマイズして

売上を伸ばすかという点に注力していたが、シェアリング・エコノミーでは、製品の購入

者が他人に貸し出すことまで想定したマーケティングが必要となるだろう。同じパソコン

をシェアしていても、ログインする人ごとに画面設定などのユーザー環境が変化するよう

に、車も利用者の使い勝手（乗り心地を含む）を反映した仕様になっていく可能性が高い。 

IoT の進展は BtoB の世界も大きく変えている。半導体のテスティングで知られるアドバ

ンテストは、何千万円もするテスターという装置を販売するだけでなく、現在、クラウド

テスティングサービスの提供を行っている。テスターを売るビジネスから、必要なテステ

ィングをサービスとして提供し、課金するビジネスへと転換したことで、これまでは無縁

だった大学の研究室やベンチャー企業、さらには量産前の試作開発に取り組む企業など、

これまでとは異なる客層の開拓につながった。 

超精密な高精度加工機で知られる碌々産業は由紀精密と協力して、±1μm（μは 100 万

分の 1）の加工精度を実現する世界最小クラスのコンピューター数値制御（CNC）自動旋盤

を開発した。卓上サイズで本体重量はわずか 40ｋｇ。「高精度卓上型機を使えば都会のオ

フィスビル内でもモノづくりが可能になる」と考え、精密分野向けのほか、メイカーズや
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個人向けにも販売していく。卓上小型旋盤としたことで、同社はアドバンテスト同様にメ

イカーズや個人、あるいは大学の研究室といった、これまで無縁だった客層の開拓が可能

になる。そして、このデスクトップ型の高精度加工機を国内外に販売し、IoT でネットワー

ク化することで、バーチャルな量産工場もつくれると考えている。今後は工場の生産設備

にもシェアリングの考えを導入することで新しい量産の形が可能となる。 

米国のジョージア工科大学は「Cloud-Based Design and Manufacturing（CBDM）」を提唱

している。これは設計も製造もクラウドサービス化させるもので、設計はクラウドコンピ

ューティングをテコに分散環境で協調的な設計作業を実現する。製造は、様々な場所に様々

な形態で散らばっている製造リソースを必要に応じてその都度つなぎ合わせてバーチャル

な製造ラインとして機能させることで、顧客の多様な要望や嗜好の変化に対応しようとす

るものであり、まさしく、前述した碌々産業の卓上小型旋盤のネットワークと同じ発想で

ある。そして、「注文に合わせてサプライチェーンの構造自体を組み替える」という究極

のマスカスタマイゼーションが現実味を帯びつつある。 

これまではマスカスタマイゼーションといっても、カスタマイズするのは企画設計であ

って、製造のサプライチェーンは固定しているのが当たり前であった。アディダスは、顧

客一人一人の要望に応じたジョギングシューズを量産並みの効率で生産する仕組みを構築

したが、サプライチェーンは固定しているので、顧客はあらかじめ用意された選択肢の中

から好みの仕様を決定するに過ぎない。しかし、顧客のニーズに応じて都度サプライチェ

ーンを構築することになれば、顧客はあらゆる選択肢の中から好みの仕様を決定でき、究

極のマスカスタマイゼーションが可能となる。 

 IoT を中心とするテクノロジーの発展は、新たな製品やサービスを生み出すのみならず、

ものづくりのサプライチェーンの根幹を変えていく可能性が高い。 
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3  オープンイノベーションの進展 

 

産業の垣根を超えた競争が展開される一方で、産業の垣根を超えた協業もいっそう活発

化していく。そして、これからますます活発化するとみられるのは、技術融合を目的とし

たオープンイノベーション以上に、データ基盤の共有・利活用を目的としたオープンイノ

ベーションとなる。 

アスクルが 2014 年からスタートしている「LOHACO EC マーケティングラボ」には、

現在 123 社の日本を代表する大手メーカーが参加している。アスクルが運営する LOHACO

という EC サイトのビッグデータを共有・オープン化し、消費者の購買行動プロセスやライ

フスタイルの多様化から浮き彫りになる“真のニーズ”に業種や競合関係といった垣根を

超えてラボ参加企業が共に取り組むことで、革新的なマーケティング活動を実践している。

実際に、コト消費につながる協業が広がっており、LOHACO ユーザーの新たな生活提案に

つながる商品を生み出している。現在は第４期に突入しているが、第１期のスタート時に

はたった 12 社しか参加していなかった。わずか 4 年間に 10 倍以上の会員数となった背景

には、ヒット商品を生み出してきた実績がある。 

なお、アスクルでは AI を活用したデジタルマーケティングの他、物流システムを自前で

構築しており、AI が日々効率的な配送ルートを割り出し、素人のドライバーでも顧客に通

知してから 20 分以内の正確さで荷物を配送することが可能となっている。第４期の

「LOHACO EC マーケティングラボ」では、この物流も含めた新しいマーケティングプラ

ットフォームの構築に挑戦している。 

業種や競合関係を超えたデータの共有・利活用に向けたオープンイノベーションは、コ

ト消費につながる革新的商品やサービスを生み出すための手段として、その重要性を増し

ていく。 

また、世界各地でスタートアップのエコシステム構築競争が展開されている。エコシス

テム形成が重視されるのは、そこに投資を呼び込み、海外からも競争力のあるスタートア

ップを惹きつけるためである。しかし、エコシステムは一人勝ちを狙うのではなく、互い

に補完関係をつくり、Win-Win に持ち込む戦略がとられている。国境を越えたエコシステ

ムの連携に日本は完全に立ち遅れている。 

イスラエルはシリコンバレーをしのぐ勢いでベンチャー投資が活発化しており、サイバ

ーセキュリティなど特徴あるテック系ベンチャーを多数輩出しているが、ものづくり系の

スタートアップも多く、優れた量産技術を持つ日本企業との親和性は高い。欧米各国もイ

スラエルとの連携に積極的であり、日本も J-Startup のようなベンチャーエコシステムとイ

スラエルとの連携強化を図っていくべきであろう。 
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4  データの利活用促進に向けた制度設計 

 

コンピューティング能力の飛躍的な高まりや、センサーやスマートデバイスの普及、IoT

の進展等によって、大量のデータを収集・処理できる環境（ビッグデータ）が整ったこと

で、AI の社会実装が急速に進展しつつある。それに伴い、AI を利用した創作と著作権など、

AI 利活用の法的課題も浮上している。たとえば、従来型のソフトウエア開発とは異なる点

として、①AI 生成物が契約締結時には不明瞭、②学習用データセットへの依存が高い、③

学習済みモデルについて再利用の需要が存在する、等が指摘されている。特に、学習済み

モデルに関する特許などについては、特許庁より IoT 関連技術の審査基準や審査ハンドブッ

クを提示しているが、AI と知財の問題はハイテクベンチャーにとってビジネスモデルを構

築する上で重要な課題となっている。 

このような問題提起がなされる中、経済産業省は「ＡＩ・データの利用に関する契約ガ

イドライン」を策定した。民間事業者等が、データの利用等に関する契約や AI 技術を利用

するソフトウェアの開発・利用に関する契約を締結する際の参考として、契約上の主な課

題や論点、契約条項例、条項作成時の考慮要素等が整理されており、データ編と AI 編から

構成されている。データ編では、データ契約を「データ提供型」「データ創出型」「デー

タ共用型（プラットフォーム型）」の 3 つの類型に整理し、それぞれ構造、主な法的論点、

適切な契約の取決め方法等を説明している。AI 編では開発プロセスを「アセスメント段階」

「PoC 段階」「開発段階」「追加学習段階」に分け、探索的に開発を行う「探索的段階型」

の開発方式を提唱し、それぞれの段階における契約方式や契約の考慮要素、契約条項例を

示している。 

新ガイドラン活用のイメージ (データプラットフォーム) 

 
（出所）経済産業省「ＡＩ・データ契約ガイドライン検討会・作業部会」 
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新ガイドラン活用のイメージ（AI開発）  

 

（出所）経済産業省「ＡＩ・データ契約ガイドライン検討会・作業部会」 

 

 また、2017年11月には一般社団法人データ流通推進協議会が設立された。この協議会は、

内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室、総務省、経済産業省におけるワーキンググループ

の検討を踏まえて設立されたもので、データ利用者・提供者にとって安心・安全なデータ

流通の実現のための活動を展開している。内閣府の「AI、IoT 時代におけるデータ活用 WG」

では、データは「個人情報を含むデータ（以下、「パーソナルデータ」」「匿名加工され

たデータ」「個人に関わらないデータ（IoT 機器からのセンシングデータ等）」の３つに分

類することができ、データ流通の便益を個人及び社会全体に還元するために、これら 3 つ

のデータの流通・活用を全体として活性化することが急務としている。 
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5  社会課題への対応 

 

経済産業省は、2017 年 5 月に、「価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス- ESG・

非財務情報と無形資産投資 -（価値協創ガイダンス）」を公表し、企業と投資家が情報開⽰

や対話を通じて互いの理解を深め、持続的な価値協創に向けた活動を促してきた。ESG に

取り組む企業に対するインセンティブの仕組みの一つとして、機関投資家による ESG 銘柄

の評価が有望視されている。 

今では、ESG の取り組みは投資家へのアピールのみならず、ESG に敏感な若手人材確保

の手段としても重視されつつある。また、コスト対策と見なされがちで、対応が後手に回

りそうな BCP 対策を、積極的に ESG の一環として評価していこうという動きもある。BCP

に積極的に取り組む企業が投資家から高く評価され、若者からも指示されるというスキー

ムが確立していくことは、日本のものづくり産業にとっても望ましい動きといえる。 

 

価値協創ガイダンスの全体像  

 
出所：経済産業省（2017）「価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス- ESG・非財務情報

と無形資産投資 -（価値協創ガイダンス）」、2017 年 5 月 29 日 
 

  

「価値協創のための統合的開⽰・対話ガイダンス- ESG・⽰財務情報と無形資産投資 -（価値協創ガイダンス）」
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6  物流から押し寄せるロボットの技術革新 

 

人件費の高い日本の工場ではロボットによる自動化が進み、ロボット稼働率では世界最

大のロボット大国であった。ところが、今では大量の量産工場を抱える中国がロボット活

用による完全自動化に邁進しており、中国では三菱電機、ファナック、安川電機といった

日本のロボットメーカーに加えて、KUKA や ABB といった欧州のロボットメーカーによる

自動化が猛烈な勢いで進んでいる。 

一方で、日本国内では量産工場ではなく、多品種小ロット生産の工場が主流であること

もあって、ヒトと協働するロボットの開発が世界に先駆けて進められてきた。ただ、その

際の発想は、「ロットがまとまる固定的な生産ライン（あるいは単純操作の生産ライン）

はロボットに任せ、ヒトが作業の繁閑を補う（あるいはヒトがロボットには対応できない

複雑な作業を担う）」というものであった。ところが、AI 搭載の最先端のロボットは非定

型で複雑な作業も担えるようになりつつあり、ヒトは固定の人数で、むしろロボットが作

業の繁閑を担う時代が近づいている。 

また、かつてロボットの活用は製造業の生産現場が主流であったが、今日、物流現場で

最先端のロジスティクス戦略を担うツールとしてロボットが投入されている。Amazon やア

リババなどの EC サイトでのショッピングがあたり前となる中、流通の現場においてロジス

ティクスは最大の課題かつ勝機となっている。2017 年度に、日本だけでも年間の宅配便取

扱個数は 42 億個に達したと言われており、膨れあがる流通物流で鍛えられたロボット技術

は、いずれ製造業の現場にも転用されるようになるだろう。 

ヒトとロボットの協働も含めて、製造業の現場では繊細な動きを伴う協調型ロボットの

開発が進められているが、奇想天外な発想は物流現場のロボットから飛び込んでくる可能

性もあり、それは膨大な荷さばきの現場がある中国や米国である可能性もある。産業用ロ

ボットで我が国のロボット産業は未だ競争力を維持しているものの、中国や米国の物流現

場を常にウォッチしておく必要がある。 
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II． 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 

2018 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 18.15％ （有効票 4,538 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 

 経営体制 

 グローバル展開と海外生産体制 

 今後のビジネス環境変化の見通しや連携強化の方向性、事業戦略 

 品質問題・技術流出・BCP 対策 

 海外企業と比較した競争力やものづくりの強み 

 人材育成や組織マネジメント 

 データの利活用や Connected Industries への取り組み 
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参考資料 アンケート調査票                      
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「ものづくり基盤技術振興基本法」に基づく年次報告 

「2019年版 ものづくり白書」作成に向けたアンケート調査へのご協力のお願い 

  
 

 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製造管理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、 

  平成３１年１月２４日（木）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 

「ものづくり白書にかかるアンケート調査」事務局  

電 話：０３－６７３３－４９１７（祝日を除く月～金、10：00～12：00、13：00～18：00） 
  

以下からアンケート調査がはじまります         

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２０ 2015 年、国連は「SDGs（持続可能な開発目標）」を採択しました。SDGs で掲げられた 17 の目標は、

世界全体が目指すべき目標として設定されたものであり、我が国ものづくりにとっても大きなビジネス

チャンスに結びつく可能性があります。                            

以下では、17の領域ごとに想定されるビジネスを列挙していますが、このうち貴社の技術・製品・サー

ビスを生かすことができると思われるものすべてに○をつけてください。複数○をつけた場合は、貴社

が最も関心を持つ領域１つに◎をつけてください。  

１．目標１【貧困】BOPビジネス（注4）、マイクロファイナンス、廃棄食品ゼロ、職業教育訓練、等 
２．目標２【飢餓】廃棄食品ゼロ、給食サービス、食料・農業増産システム、干ばつ・異常気象対策、等 
３．目標３【保健】衛生対策、健康診断、ワクチン開発、予防接種、医療機器、健康増進サービス、等 
４．目標４【教育】学校教育、生涯教育、ｅラーニング、女児・女性の就学率向上、等 
５．目標５【ジェンダー】女性の自立支援、保育・介護、働き方改革、家事支援サービス、美容用品、等 
６．目標６【水・衛生】浄水施設・プラント、上下水道、水質管理システム、公衆トイレ、疫病対策、等 
７．目標７【エネルギー】持続可能な再生可能エネルギー開発、省エネ、等 
８．目標８【経済成長と雇用】就労支援サービス、雇用環境整備、産業用ロボット、ICTの活用、等 
９．目標９【インフラ、産業化、イノベーション】道路・港湾・空港等のインフラ、情報通信技術、等 
10．目標10【不平等】バリアフリー、スマホ決済、デジタル化、自由貿易の推進、等 
11．目標11【持続可能な都市】治安維持、セキュリティサービス、安全・安心、防災、住環境整備、等 
12．目標12【持続可能な消費と生産】リサイクル、サプライチェーン、シェアリングサービス、等 
13．目標13【気候変動】再生可能エネルギー発電、温室効果ガス削減、低炭素、省エネルギー、等 
14．目標14【海洋資源】プラスチックごみ削減、海洋汚染防止、養殖漁業、資源探査システム、等 
15．目標15【陸上資源】持続可能な林業、国土緑化、生物多様性の維持、エコツーリズム、等 
16．目標16【平和】コンプライアンス、電子政府、個人情報保護、セキュリティサービス、等 
17．目標17【実施手段】ネットワーキング、グローバルパートナーシップの形成、等 
18．上記に該当するものがない 

（注4） 開発途上国の低所得者層を対象とした持続可能なビジネス  

問２１ SDGsに示すような社会課題の解決を図り、ビジネスチャンスとして新市場を創造・拡大していくには、

グローバルで通用するルール（基準や認証、規制）が極めて重要となります。ルール次第で競争条件が

影響を受け、自社ビジネスの市場展開において有利にも不利にも作用する可能性があります。 

SQ1 これまでに、国内外において、ビジネスルールの変更により不利益を受けたことがありますか（〇は１

つ）。 

１．ある            ２．ない           ３．わからない 

SQ2 貴社はマーケットの拡大や利益確保のために、国内外において自社に有利になるよう、ルール改正や新

たなルール形成を働きかけたことがありますか（〇は１つ）。 

１．ある                ２．ない              ３．わからない 

SQ3 以下の中から、現在の貴社の方針に最も近いもの１つを選び○をつけてください。 

１． 基本的に事業活動はルールに適合していなければならない 

２． ルールは自社の事業活動を利するように変えていくべきものである 

３． ルールに適合させるか、新たなルールづくりを働きかけるかはケースごとに判断する 
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品質問題・技術流出・BCP対策（注５）についてお尋ねします 

（注5） 企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとど

めつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時におけ

る事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のこと 

問２２ 貴社では品質トラブルを把握する体制が構築されていますか。あてはまるものすべてに○をつけてくだ

さい。 
 

１．品質トラブルをシステムを用いて見える化している 

２．品質トラブルは瞬時に現場責任者にも共有されている 

３．品質トラブルに関する情報を経営陣も把握している 

４．上記以外の方法で品質トラブルを把握している（具体的に                 ） 

５．品質トラブル把握のための特別な措置を講じていない 
 

SQ1 貴社における過去３年間の品質トラブルの発生傾向として、あてはまるもの１つに〇をつけてください。 

１．増えている  → SQ2～SQ3へ            ２．減っている → SQ2～SQ3へ     

３．どちらともいえない → SQ2～SQ3へ       ４．ほとんど発生していない → 問23へ 

SQ2 どのような工程で品質トラブルが発生していますか。あてはまるものすべてに〇をつけてください。 

１．設計           ２．製造       ３．検査       ４．その他（     ） 

SQ3 品質トラブルが生じる原因として、あてはまるものすべてに〇をつけてください。 

【組織風土面】 

１．コンプライアンスの欠如        ２．従業員の倫理観等の意識の低下   

３．従来慣行への依存、馴れ合い    ４．経営と現場のコミュニケーション不足 

５．シェア・売上・利益至上主義    ６．顧客からの過剰スペックの要求 

【制度・体制面】 

７．マニュアルの整備の遅れ      ８．作業標準化の遅れ    

９．原因究明・再発防止策の不徹底   10．従業員教育の不足            11．人員配置の不足 

【設備・技術面】 

12．設備投資の不足（設備老朽化等）  13．ソフトウエアの比重の高まり  14．技術の高度化 

15．その他（具体的に                            ） 

 

問２３ 現在の貴社の品質管理強化に向けた取り組みとして、以下の中で重視しているものすべてに○をつけて

ください。 

１．従業員教育                        ２．コンプライアンスの向上        

３．技能継承、現場人材の育成           ４．マニュアルの整備や作業標準化 
５．ガバナンスの強化               ６．組織マネジメントの見直し 
７．設備の近代化                       ８．ICTテクノロジーの活用 

９．その他（         ）         10．特段、重視しているものはない   
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SQ2 一方で、現在自社の弱みであり、今後重点的に取り組むべき経営課題と考えられる項目について、以下

の選択肢の中より優先度の高いものから最大３つ選び、番号を記入してください。 

 

       第１位          第２位          第３位 

【選択肢】 以下の選択肢から選んだ番号を回答欄にご記入ください 

１．ニーズ対応力     ２．カイゼン活動      ３．熟練技能・ノウハウ 
４．量産技術 ５．多品種少量生産          ６．試作開発 
７．品質、安全・安心   ８．コスト対応力            ９．短納期生産 
10．ロボット・自動化技術   11．スマート工場（ITを取り込み賢くモノをつくる工場） 
12．AI、ビッグデータの活用        13．デジタル人材の育成・確保   
14．デジタル化に対応した組織改革    15．シェアリングエコノミー（所有から利用）への対応 

16．その他（具体的に                                ） 
 
 

貴社の人材の育成や組織マネジメントについてお尋ねします 
 

問３２ 少子化が進み、生産年齢人口の減少の影響が顕在化する中、製造業においても必要となる人材確保の問

題が深刻化していると考えられます。そこで、貴社の人材確保の状況についてお尋ねします。貴社の状

況にもっとも近いもの１つに○をつけてください。 

１．大きな課題となっており、ビジネスにも影響が出ている →SQ1へ    

２．課題ではあるが、ビジネスに影響が出ている程ではない →SQ1へ   

３．課題が顕在化しつつある →SQ1へ            

４．特に課題はない → 問33へ 
 

SQ1 確保に課題がある（又は課題が顕在化しつつある）人材のすべてに○をつけてください。また、複数に
○をつけた場合は、特に確保が課題となっている人材１つに◎をつけてください。 

１．経営人材 ２．デジタル人材（IT・IoT・ビッグデータ・AI等）（注6） 

３．技能人材（製造技術・生産管理人材） ４．期間工     ５．企画・マーケティング人材 

６．設計・デザイン人材 ７．研究開発人材 

８．営業・販売、顧客へのｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ人材 ９．上記以外（             ） 

（注6） 本アンケート調査では、デジタル人材とはIT・IoT・AIをツールとして様々な場面で使いこなせる人材、ある

いは、デジタルデータを使いこなせる人材（データサイエンティストなど）、IT・IoT・AIを使いこなすための

システム設計などを手がける人材を指します。 

問３３ ITリテラシー（デジタル化への対応）について必要性を感じますか。（○は１つ） 

１．必要性を感じる →SQ1               ２．必要性を感じない → 問34へ  

 

SQ1 特に必要性を感じる部門はありますか。以下の中からあてはまるすべてに〇をつけてください。 

１．研究開発・設計部門           ２．生産管理・生産技術部門   
３．製造部門                ４．品質管理・品質保証部門   
５．システム部門              ６．企画・マーケティング部門 
７．その他（             ）  ８．部門を問わずすべての従業員に必要   






