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第 4 次産業革命の実像を追及して相当の年月

になります。ドイツのめざす革命は、Cyber 

Physics とか Mass Customization など、事業構

造の変革を目標とする理想の姿を語っています。

詰まるところグローバル経済下での国際競争力

の維持を狙いとしていると仮定した場合、自動車

産業でのボッシュや通信機械における村田製作

所の如き事業構造に変革を遂げるのは容易では

ありません。また米国流に IoT においても、モ

ノのインターネット化で何が大きな競争力の強

化を遂げる可能性があるかさえも、正直のところ、

その実像を描くには至っていません。 

 

 

 

 

 

 

2018 年 2 月の MOT 研究会のパンフレットの冒

頭に下記したように、情報化の既存プロセスへの

影響は、大別して、「開発、調達そして生産面で

の情報化」と、「販売、メンテ、そして顧客の利

用価値向上に結び付ける情報化」に分類した場合、

この 2 つの領域で、欧米が提案しているように、

総合的な変革に挑戦している我が国企業を探す

ことは相当に困難を伴う課題でした。 

仮に、ディーラーを経由して顧客満足を向上さ

せ事業を強化するために販売網構築して営業の

最末端にまで情報化の網を張り巡らすことが可

能であったとしても、製品メーカである自動車会

社が流通を主たる業務としているディーラーを

資本的に囲い込んでも、収益性の改善は期待でき

ないからである。 

本稿で紹介するコマツは、建設機械という特殊

な製品でもあり、開発・生産の柔軟性と、建機の

市場における利用価値の両面を、情報化すること

を通じて競争優位な事業構造に変革できる事例

は、私共の調査・研究でも希な存在です。実はコ

マツでも情報化の推進部門は、この両領域では異

なっていたと認識しています。しかし同社では、

この 2 領域での情報化に関する情報共有が優れ

ていると評価することができます。換言すれば、

総合的に IoT の産業革命の先端を行っている企

業としても位置付けられます。 

一方、多くの企業では、産業革命を推進母体ろ

して IoT 推進室などの呼称を付けた組織を編成

していますが、多くの情報化の課題から、有効と

見做される変革領域を探すことに汲々としてい

るのが実態であろうと推察されます。仮に、変革

に挑戦するマインドがあったとしても、実利に繋

がるアイデアに到達できている事例が多くはな

いということになる 

でしょう。その原因はわが国企業のめざす成果

（実利）は、IoT 化と称される情報化への投資の

成果とは異なるからであると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

では、異質な新たな企業活動の改革を狙ってい

ると位置付けた場合、その両者に共通な改革視点

を整理してみることが必要であり、現在挑戦して

いる経営改革の真の姿を理解するには、抽象概念

化して捉えることが重要だと考えます。つまり

「情報化による経営改革」の視点に立って、IoT

や Industrie4.0 による産業革命をつぶさに観

察・研究することで、仮説として、両者の諸々の

事例から共通する要素を抽出するならば基本的

課題が何か判ると推察してみました。 

つまりは“デジタル化”ということと“ソフ

トウェア化”・“ネットワーク化”という、極々

抽象度が高“情報化“による変革が浮かび上が

ってきました。 

問題は企業活動との連携にあり、情報化投資の

成果する内容がデジタル化とネットワーク化で

あるとすれば、単に「コスト効率が高い」とい

１、巻頭言 

コマツの IoT戦略:価値ある事例として 
       特定非営利活動法人技術立脚型経営研究会  

              理事長     許斐 義信 

 

 
 

IoT や Industrie4.0 への接近 
 

 

IoT の投資成果は資産効率の高さ 

 
 

多種類の情報化革命論 
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う評価よりも、「資産効率の高さの実現」を評価

することが、それらの情報化への投資の価値あ

るいは成果として適正であり上位に位置すると

考えます。この説明には大きな紙幅で子細な論理

展開が必要でしょうから、今回は別添の解説に譲

りたいと存じます。 

 

 

 

 

 

 

さて、IoT が自動運転やフィンテックのように

あたかも新事業を創生するという事例には、どの

ように情報化が寄与しているか解析が不可欠で

す。多くの IoT や Industrie4.0 の事例は、主に 2

種類の事業変革に整理できるのでは、と仮説して、

既存のサプライチェーンを基本にして、整理分析

してみたのが下図です。図を簡単に説明します。 

 

▥緑色の矢印  

モノに関する機能分担を図式化 

▥青色の矢印  

流通に関する機能分担を下に図式化 

▥白色で記載  

個別機能毎に IoT や Industririe4.0 で紹 

介されている情報化 

 

図は抽象化しているので、実際の機能は更に詳

細に区分する方が良さそうですが、例えば外注で

の生産委託機能や物流機能などは法人格が異な

る場合は区分して捉えることがベターと考えま

す。つまり法人格の相違は取引により債権・債務

が発生するのでサプライチェーンの逆流も金流

（資金の流れ）として捉えることが必要でしょう。

この図はあくまでも概念図であり、極端に単純化

しているのという欠点があることは否めません。 

更に説明を付記させて頂くと、各機能別（或は

統合化とか分離するなどの工夫も必要になる）に

管理情報、判断情報を抽出して、情報化に移行し

た場合の課題と課題解決の方策を検討すること

になるでしょう。 

緑色の部分は「製品価値創出」とし、青色の

部分は単に流通と位置付けず、「顧客仕様価値」

を機能として定義する方がベターであろうと考

えます。 

情報化の影響と改革方向を決めるには、技術的

要素を手法として組み合わせることが避けられ

ません。・クラウド ・AI ・ロボット ・セン

サー・・・・など IoT で提起されている多くの

技術要素を駆使するだけではなく、自動化・資産

効率改善・情報取得方法・新たな川下の需要ニー

ドとの接点など、プロセスや製品の価値変革に寄

与できる経営管理的要因の解析も避けられない

と考えています。 

 

 

 

 

 

同社の事例に関して JCTM では上記した 2 種類

の IoT 改革を進めているという認識の下、本研

究会で 2度にわたる課題提起をお願いしました。 

本講演録は「市場との連携」を含めて、2 種類 即

ち「開発編」・「生産技術編」の改革に関して個々

に視点を置いて社内の責任者に現状の挑戦を披

瀝頂いたものであり、興味を持って講演録を読ま

れることをお勧めします。 

 

 

          （ＪＣＴＭ 許斐 義信）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品価値創出と顧客利用価値の変革 

 

コマツの事例 
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０、はじめに 

ご紹介いただきましたコマツ生産技術開発センタの栗

山です。1984年コマツに入社して、生産技術研究所に配

属となり英国に2年間留学し材料の勉強をしました。研究

所に戻り、このまま研究で仕事を続けると思っていました

が、2001年調達本部に異動となりました。 

ダイナミックあるいはダイバーシティがコマツの社風で

女性の方々、海外の方々にコマツのメンバーになってい

ただくか思索を巡らせています。担当した仕事はキャビ

ン、オペレーターの操縦室に関わる調達で、コマツのパ

ートナー企業、協力企業であるみどり会との交渉を約 10

年間担いました。この時期はコマツのマーケットがアジ

ア・中国を中心に拡大した時期で、協力企業の皆様にも

海外での仕事をお願いしました。また、中国・タイ・インド

ネシアなど現地企業の板金会社とも話をさせていただき

ました。 

ずっと研究所にいれば、海外事情など分らなかったと

思いますので私にとっては非常に貴重な経験でした。

2012年元の部署に戻り現在に至っています。 

ここ 4～5年間は IoTと言われ、コマツの取り組み、そ

の活動や事例を紹介させていただきます。内容は現場

に則った“泥臭い話”になりますが宜しくお願いいたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １－１、コマツの会社紹介 

1921年創業、間もなく 100周年を迎えます。連結で社 

員47,000名、売上は 1兆029億円（2016年度）、建設機 

械・車両で 86.9％ 産業機械（自動車用プレス機・工作機 

械など）10.5％ です。 

地域別売り上げでは、国内約20％で北米22％、中 

南米・アジアで各１3％、欧州 9％オセアニア７％、中国

6％、他 とグローバル市場が 80％を占める事業展開に

なっています。 

昨年来、役員会議の資料も英語になり、資料を英語に

すると大部になってしまいます。こうした文化も変えなけ

ればと思っています。 

製品である建機の歴史は、1970-80年くらいまでは、コ

マツと言えば建機のイメージがあり、本社屋上にもシンボ

リックに飾ってありました。油圧ショベルはさまざまな用途

に使えるとのことで、台数としては最も多く生産していま

す。ダンプトラックはオフロード仕様で掘削した石炭など

の資源を運搬しています。 

中国経済が進展してきた段階では製造できないほど

の需要がありました。この中で大型ショベルはドイツで、

ダンプトラックは米国で生産しています。 

新たな動きとしては、2017年ジョイグローバル社を 

買収しました。大型建設機械のトレンドはマイニングでは

表面を掘るサーフェース機から、地下に向かって掘削す

る機械に転換しつつあります。コマツにはない仕様で

す。 

 

          

 

MOT研究会 講演録  

『産業機械分野における I o T』  

コマツ流 “ものづくりのつながる化” 
コマツ 

生産本部生産技術開発センタ所長 

執行役員  栗山 和也 

 
 

― 目次 ― 

１、会社概要 コマツの会社紹介 

        生産技術開発センタ紹介 

２、コマツ流 “つながる工場” 

          つながる工場の進め方 

        技術事例の紹介 

３、スマートコンストラクションの紹介 

       IoTを活用した建設機械 

       ビジネスモデルの転換 

 

１、会社概要  

１－１、コマツの会社紹介 

  １－２、コマツの戦略  
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                     (出典 講義ｐｐｔ資料より掲載） 

 

市場環境は 2016年秋くらいまでは厳しく、バブル時期

のピーク需要から一転して工場では仕事がない状態でし

た。しかし、2017 年には資源価格が持ち直したことで急

激に需要が回復して、賄うものが造れない状況になって

います。半導体でシリコンサイクルの波があったように、

建機もおよそ 10年サイクルくらいで需要変動が起きる業

界です。 

ものづくりで言えば、自動車ほどのボリュームはなく、

もの自体が大型で設備も高価ですので、需要変動に迅

速な対応をするには厳しいところもあります。そうした背

景からも IoTを使い生産性を上げたいと考えています。 

 

 グローバルオペレーションを図で示します。「ダントツ 

商品」の例としてはハイブリッド油圧ショベルの 80％を海 

外のお客さまに使っていただいています。 

 
生産ベースでは、国内・海外各々半分になります。 

特徴は、エンジン・油圧機器などのキーコンポーネントは

技術開発も含め、ものづくりでも差別化を図るために国

内一極集中です。昨今、建機にも電子部品が多用されて

いますので、コントローラーやモニターなど平塚にある

湘南工場で内製しています。 

  

１－２、コマツの戦略  

「ダントツ商品」「ダントツサービス」「ダントツソリューション」 

 

「ダントツ商品」 

例としては、ハイブリッド油圧ショベルのように他社の 

追随を許さない、プロダクトとしてのダントツをめざすもの

です。 

                    

                  (出展 講義ｐｐｔ資料より掲載） 

 

ショベルは蓄電池を搭載し、稼働時に発生するイナ―

シャーのエネルギーをキャパシタに蓄積して再生してい

ます。キャパシタは電池会社から購入していましたので

自動車の仕様と同じでしたが、自動車が新たな電池に転

換する際に、設備と技術を譲り受け、キャパシタのアッセ

ンブリーも内製化しました。 

その折に電池会社のエンジニアの方と接したのです

が、同じエンジニアでも世界が相違するか痛感しました。

メカニカルとケミカルで言葉が通じない思いもしました。 

 

「ダントツサービス」 

KOMTRAXに代表される取り組みで 15年前からはじ

め、IoTのはしりと思います。建設機械に通信デバイスを

取り付け、どこで、どんな作業状況か分るようになりました。

当時の社長が「建設機械全部につける」という方針を示し

ました。 

私はキャビンの調達を担っていましたので、ＫＯＭＴＲ

ＡＸの機器を搭載すると、室内にコントローラーやアンテ

ナが新たに加わります。最量販機種に原価を上乗せす

ることになります。100円・200円と原価低減の改善努力を

積み上げている中で、1000円原価が上がるだけでもとん

でもないと言われる世界でした。 

そうした時期に、現在のような効果や価値を十分に想

定できないながらも思い切って実行してしまうこともコマ

ツのDNAであると思います。トータルで40万台余の建機

が生産され、すべてにKOMTRAXが搭載され、BigDate

が収集できることが強みになっています。今後も、解析方

法やAI利用などが進み、さらなる活用ができると思って

います。 

15年前には通信速度のインフラもさほど速くなく、1日

１回データを送信する仕組みですので、新たなインフラ

を考える時期にきています。今やKOMTRAXのコマツと

言われる存在になり、ネームバリューは向上しました。そ

して、まだまだその価値を向上させることができると思っ

ています。 

 

 

（出典 講義ｐｐｔ資料より掲載） 
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【ダントツサービス  KOMTRAX】 

 

(出典 講義ｐｐｔ資料より掲載） 

 

コマツ社内で開発した仕組みです。コマツは古くから

電気研究所の組織もあり、そのメンバーは連綿とこうした

仕組みの開発をしていました。一時期には、外販をしよう

という時期もありました。新分野であるAIなどのエンジニ

アの採用には大変苦労しています。永く継続してきたゆ

えに、陣容を確保できていますし、こうしたインフラもつく

ることができるようになったと思っています。    

KOMTRAXでは「どこで」「どのくらい」「どのように」に

使われているか、さらには「メンテナンスがの要否」など

が現場に行かなくても分ります。「メンテナンス」はアフタ

ービジネスで、お客さまにとってもコマツにとっても大事

です。産業機械のプレス装置も同様ですが、大きな鉱山

で建設機械のマイニングの際にダンプの運行管理は非

常に重要で、ダンプやショベルが突然止まることはお客

さまにとっては最大の困りごとです。大きな問題が起きる

前にメンテナンスすることが非常に重要で、もっと頻度を

増やして情報を取るように考えています。マイニングでは

昇降の激しい路面での使い方と比較的フラットな路面で

の使い方によって、疲弊度合いは相違します。アイフォ

ンで階段の昇降や距離が分るように、収取した情報を建

機のダメージに変換できるような仕組みを開発してメンテ

ナンスの精度を上げる取り組みもしています。 

 

「ダントツソリューション」 

 
（出典講義ｐｐｔ資料より掲載） 

2つのプロダクトサービスがあります。マイニングでは

「完全自動運転の無人ダンプトラック運行システム」です。

(AHS  Autonomous Haulage System）。センサー類をダ

ンプトラックに装備しGPSでモニタリングしながら運行で

きる基本技術を織り込んであり、完全自動運転が実現で

きています。 

もうひとつは、LANDLOGプラットフォームを使った

ICT建機の土木施工全体の管理と効率化をめざすアプ

ローチです。これはサービスに近いビジネスモデルとし

てお客さまの生産性の向上に貢献しています。製造業に

あって、第3次産業のサービスを指向するはしりであると

思います。 

建機ビジネスの特徴は、建設機械の購入は「車両価格

（イニシャルコスト）」ですが、お客さまの運用する場面で

は建機を酷使するので、アフターの運用コストが大きくか

かります。保守費・燃料費・オペレーター費用、部品費用

などです。それはイニシャルコストの数倍にも及びます。

建機は自動車に比べてもアフターマーケットが非常に大

きいことが特徴です。その中でKOMTRAXを活用してお

客さまのコスト負担がミニマムになるようなサービス・部品、

保守を行います。建機稼働が 1万時間くらいになるとエ

ンジンをオーバーホールします。これをリマンビジネスと

称してコマツが実施しています。よいプロダクトをつくる

以上に、良いサービスを提供して、お客さまのトータルコ

ストを低減を実現し、よいパートナーとして評価されること

をめざしています。その先に、お客さまのビジネスである

コンストラクションがあります。従来であれば1ヶ月間かか

る工期を 2週間で完成させるようにすることもコマツのビ

ジネスのひとつとして捉えています。 

 
 AHS  Aitonomous Haulage System  

ダンプトラックの自動運行システム 

     
   鉱山でサーフェース 表面の石炭を掘っていく。インドネシア 

    オーストラリア・チリの鉱山で稼働。ダンプの動きを事務所のオ 

    ペレ―ターが捉えて最適な動きにするサービス。完全自動運転 

    なので、同じところばかりを走行するのでタイヤの摩耗が少ない 

    などメリットがある。需要が多い時には渋滞するほど並ぶこともあり 

    ダンプのやりくりが生産性に大きく影響する。 Max200ｔ位まで。 
（出典 コマツホームページ より掲載） 

 

【スマートコンストラクション】 

 スマートコンストラクションのコアになっているのは ICT

建機、元々の建機にシリンダーの動きを制御できるハー

ドウエアとソフトウエアのコアを備えたものです。そうした

コアを備え、加えてドローンを飛行させ、建設したい場所

の 3次元データが比較的簡単に手に入ります。  

一方、工事をする図面も 3次元になっています。実際

の地形と最終完成の地形を比較すると、何立米の土を運

んだらよいのか分ります。それをどの順番に削って行こう

か解析して、その通り動くように指示していきます。 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1515574952/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cubmlra2VpLmNvbS9jb250ZW50L3BpYy8yMDE3MTAwNS85Njk1OEE5Rjg4OURFMEUzRTBFN0U2RTFFN0UyRTNFQkUyRUJFMEUyRTNFNUUyRTJFMkUyRTJFMi1EU1haWk8yMTI1NDU1MDE5MDkyMDE3MDAwMDAwLVBOMS0yLmpwZw--/RS=^ADB85cAy3gtzrGJH9Pv84UQaj5LKmQ-;_ylt=A2RimU4ohVRaTWgAah6U3uV7
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2－1、つながる工場の進め方 

 イノベーションをどのように考えるか 3年ほど前に社内 

で発表する機会がありました。おそらく 3年経っても同じ 

ような流れであろうということです。 

最も言いたいのは、現在 IoTと言いますが、大きな IＴ 

革命の流れの中で、さまざまなことが起こっていると捉え

る方がよいと思っています。農業革命でも産業革命でも、

長い時間をかけて革命が起こってきたのではないかとい

うことです。そのど真ん中にいた人たちは、日々革命が

起こっていることには気づかなかったのではと思います。

今の IT もムーアの法則で半導体の集積度が上がり、自

動車も電動になってとか見えるような変化もありますが、

それも大きな流れの中の一コマと思います。 

そうした中でドイツでのインダストリー4.0もそのひとつ 

であろうし、その変化も 10年後にどうなっているかも考え

なくてはならないのですが、予測も難しいので走りながら

やるしかないと思っています。 

インダストリー4.0 でも言われていますが、取り組みの

背景は「労働力確保」「国際競争力の維持向上」となって

います。労動力確保ではここ半年くらいコマツも需要が

増加して忙しくなり苦労しています。 

生産では協力企業からもの（加工品）を調達（購入）し

ます。売上額としては100億円くらいの企業規模です。そ

こでも人が採用できないと言っています。就労可能人口

は減少するばかりで、一方、第１次・第2次産業の有効求

人倍率は第 3次産業に就職したがる傾向もあって、若い

人が溶接・機械加工の職場にはなかなか来てくれません。

それは私自身も感じていて 4～5年の間に顕著になって

いると感じます。10年前は iPhoneもなく電車に乗ってもス

マホを操る姿はありませんでした。今はスマホばかりで、

こうした企業に人が行きアプリをつくっているとか、第3次

産業には人が行くでしょうが、私共の中でも労働力、生産

性を上げ、生産量をいかに確保するのかが非常に大き

な課題になっています。わが国で顕著ですが、中国の人

口カーブも同様です。ものづくりを考えるうえで人の確保

が大事であることを痛感しています。 

そうした背景からコマツの取り組みですが、お客さまの

生産性はKOMTRAXなどを使い向上していますが、コ

マツの生産サイドも加速しなければなりません。活動の

ネーミングをKOM-MICS（Komatsu Manufacturing 

Innovertion Cloud  System）としました。IoTを使い製造

現場を見えるようにしてムダをなくしていこうという考えで

す。 

 
(出典 講義ｐｐｔ資料より掲載） 

 

 
(出典 講義ｐｐｔ資料より掲載） 

  

生産技術開発センターは 19７5年に創設され、ものづ

くりを束ねる生産本部があって、国内の工場と海外工場、

調達部門が属し、サプライヤ約100社、みどり会に生産

委託をし、コマツの図面の通りに部品をつくってもらうよう

にしています。金額比率では外部購入が 80％くらいにな

ります。コマツは建機の組立と大型部品の溶接、エンジ

ンなどキーコンポーネントを内製しています。海外も同様

の形態です。こうした組織は生産本部に直結しており、

国内外の工場および協力企業の生産性改善を行ってい

ます。 

 重点活動としては「コンポーネントの競争力向上」。 エ

ンジン・熱処理・鋳造などものづくりベースで改善する要

素も多々あります。ものづくり全般では「生産性向上」「品

質向上」が中心です。今日の話題である「ICTの活用」

「外部の技術をうまく使う活動」を行っています。 

 世の中は進んでいて、半導体や自動車では、特に生

産量の多い企業では、既に設備から情報が収集可能な

状態になっているでしょうが、建機あるいはお客さまの携

わる施工現場は生産量が少なくて種類が多い現場です。

特に、土木現場は１ヶ所ごとに違うし生産性は必ずしも高

くありません。生産性を上げる例では、ドローンで地形の

情報が取って ICT建機と連動させて稼働すれば改善の

余地が大きいと思っています。特にコマツの場合にはア

フターマーケットの規模も大きく、こうしたところにこそ IoT

の値打ちがあるということです。 

 技術開発の進め方は、ドローンもしかり 3次元カメラを

使った計測技術が非常に進んでいます。精度の高い立

体情報が取り、ものづくりに３Dプリンターを活用していま

す。通信技術も世代が進歩してよいものが出てきますの

でどのように使うか考えています。 

２、コマツ流 “つながる工場” 

   2－1、つながる工場の進め方 

   2－2、技術事例の紹介 
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社内でもシミュレーションと装置制御技術ではエンジ

ニアを採用・養成しなくてはなりません。強化するために

は、テクノロジーが分っていることが要件になります。外

部の企業でどこの技術がよいのかも評価できることも必

要です。社内は勿論のこと、協力企業も含め双方のレベ

ルを向上させないと全体の生産性向上はできません。 

 進め方としてまだまだ紙の情報が多いのですが、パッ

ドのようなツールを使い、クラウドに上げて情報を取得し

ていくことで生産性の倍増を図るようなアプローチをして

いきます。 

IoTを活用する時の流れとして「データを収集して、分

析して、そして活用する」ということであると思っています。

ただ、収集は結構ハードルが高くて、外部の専門会社も

ありますが、この 3つがそろって初めて実になりメリットに

なるのでこのステップを乗り越えなくてはなりません。 

 一方、3次元データ、設計からものづくり、そしてお客さ

まに至るまでの 3次元データデジタル情報は、クラウドの

効果で使いやすくなっています。 

 そして運用は、コマツの生産イメージで新しい開発があ

った時に、生産準備作業として設計情報からCAMなどを

使ってプログラムをつくります。製造工程での熱処理・機

械加工・溶接などのプログラム、半導体ではMESなどで

よいスケジューリングができます。コマツの製品では部

品・部材が大きいこともあって、すべての情報がつながっ

ているわけではありません。入口と出口は見えています

が、工場の中は十分に見えてはいないと思っています。

協力企業に行けばもっと見えているレベルが低く、不要

な部品さえあります。管理レベル、コマツの生産変動も悪

さをしているのかもしれませんが、情報が見えていない

悪さもあると思います。 

 
(出典 講義ｐｐｔ資料より掲載） 

 

「つながる工場」をめざしてどのように進めて行くかです。 

・ステップ１として、カメラなどの 3 次元の情報を活用して、 

個々の溶接ロボット・工作機械の情報を見えるようにす

る。 

・ステップ 2は 集めた情報をクラウドに集約して加工条

件のばらつきを分析して改善して工場全体の見える化 

に進めます。このハードルがかなり高いと思っています。

制御の分るエンジニアを入れてクリアしています。３Ｄ情

報はカメラで収集できますが、しかし、部材が大きくて、

熱処理をすると微妙な変形が起きます。それを今までの

方式で計測しようとすると非常に大変でした。測定器具・

装置の進歩でリアルに分ります。 

ドイツではサイバー＆フィジクス・デジタルツインやバ

ーチャルとリアルという話が多いのですが、コマツの場合

でもバーチャルな3次元情報とリアルを比べることで生産

性が随分上がるのではと思っています。 

 

 

2－2、技術事例の紹介 

事例の紹介です。 

 

－素材 鍛造部品の駄肉取り－ 

 
(出典 講義ｐｐｔ資料より掲載） 

 

鍛造プロセスで造る部品、ダンプトラックアクスルチュ

ーブ（素材 高1100ｍｍ 外径725ｍｍ）です。協力企業

で加工するリアアクスルの内部に組み込みます。その内

径部分は「駄肉（赤い部位）」と称してムダな部分がありま

した。計測するワークが熱で変形し、機械加工の作業者

は、「このくらい駄肉がないと削り残しが出る」との見解で

した。曲がっているとはだれも思っていずに鍛造作業を

していましたが、追跡すると鍛造が終わった後で並列さ

せて置くと、熱の偏りがあって倒れていました。しかし、

少し離しておくと曲りがなくなり、圧造前の材料はもっと少

なくてもよいと分り、3次元の情報がものづくりでは結構大

事であると分りました。 

 

 

－工作機械の事例－ 

 
(出典 講義ｐｐｔ資料より掲載） 

 

どのように情報を収集するかです。コマツはさまざまな
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工作機械メーカーから購入しており、全ての機械を新設

備に更新したら生産性は上るでしょうが、重要なのは古

い設備をいかに改良して使うかです。工作機械にパッド

をつけてLANあるいはWi-Fiで情報を配信しています。

稼働状況や加工の切削具合などの情報を見ながら改善

をします。 

 捕捉する情報はリアルタイムで機械にかかっている負

荷、機械工程の加工状態、過去一週間の稼働状況、など

の情報を収集します。 

生産技術をずっと担っていますが、驚いたことにNC

設備（自動加工が基本）で、切粉を出している時間（切削

加工正味時間）は 30％しかなかったことです。最初の１

台を見たら 30％しかなかったので、この機械だけが特別

だろうと考えましたが、全体を見たら平均30％でした。こ

の時期、生産が多忙であって仕事量が増加してもこの時

間は変化しませんでした。原因は、材料・部品が大きくプ

ログラム通り稼働させていること、さらに人が介在すること、

でした。スタートボタンを押す、工具のチェック、などの作

業では、機械を停止させて人が来るのを待っているとの

ことでした。 そうした時間を考えれば、実際に切粉が出

ている時間（付加価値がある時間）は 30％しかなったこと

いうことです。コマツに入社した時からずっと世界一の生

産性と言い続けていたのは、実は「切削するスピード」を

語っていたわけです。 

 IoT的に解析できたことであり、個々の改善をして３0％

に到達したのかもしれませんが、残りの時間70％は何を

しているのか個別の機械から情報が上がってきます。そ

れがステップ１での取り組みです。 

その中で大きいのは、工作機械が動いているのに切

粉が出ていない時間（空転時間）があります。プログラム

は現場の方が作成していてバラツキが大きいわけです。

現場では、工具を壊すと怒られるので絶対に干渉しない、

当たらない位置からゆっくりした送りスピードにします。そ

れが非切削時間やATC時間になっています。ここに着

目してすれば単体機械1台でも改善できると思っていま

す。 

 ではどのようにすればよいかです。丸ものの部品はカ

メラで計測できます。複数回加工するプログラムにしてい

ますが、加工しなくてもよい部分は形状情報から分ります

ので不要なパスをプログラムから削除すします。すると

10％～20％生産性が向上します。さらに適応制御的なア

プローチをしてパッドで指示し、切削工具が接触しない

部位で自動的に工具の送りが速くなります。最新の工作

機械ではカメラを装着しているものはまだ少なく、力を見

て切削方法を最適にする機械はあります。ミソは古い機

械に機器を外付けして改善するアプローチをしていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

－溶接－ 

 
（出典 講義ｐｐｔ資料より掲載） 

 

溶接ロボットは 電気研究所がコマツにあった背景もあ

り、 1975年くらいに自社でロボット本体のコントローラー

を開発していました。一時期、外販したこともあり、もう少

し上手にやっていたら今のファナックのようになったかも

しれません。外販よりも社内で優先して使うことになりまし

た。 溶接ロボットはマニュピレーターを安川電機から供

給を受け、 コントローラー制御は自社で開発をしていま

す。   

グローバルで生産をしていますので、コマツ製のロボ

ットポジショナーは同じものを海外でも使う方針で進めて

いました。7～8年前に、このようなシステムを導入しまし

たが、設置するとどのように動くか見たくなります。当時 

LAN でつながることもありましたので一応見えるようには

なっていました。見える化のシステムをつくったわけです

が、見えているだけで終わりました。4～5年間、社内で

「ただ見えるよ」という状態でした。最後のアクションのま

で改善しないと絶対に果実はとれません。しかし、結局

何も良くならなくて、工作機械と同じ様な解析をしないと

何もなりません。当り前のことですが、他社でも見えるけ

れど、景色レベルに止まっていることが多いように思いま

す。工作機械と同じようにリアルタイムで、どういう電流で、

どうなっているか、なぜ止まっているのか、など分析をし

ます。 

今では、いかに止まっている時間を低減するためにロ

ボットデータに基づいて解析したレポートを各現地法人

に送ります。この取り組みがパターン化できると AI でも

代替できるようかなと思っております。溶接も価値ある時

間、即ち火花が出ている時間が本当の溶接ロボットで価

値を生み出している時間です。これが約50%です。 コマ

ツは厚板溶接をするのでまだこのレベルかなと思います。

データを見るまでは、価値は 8割ぐらいのあると想定して

いましたが、半分しか働いていないのは意外でした。停

止の原因はさまざまで、最も多いのは大電流を使います

のでスパッタという微粒子が飛散します。これがトーチに

詰まります。その現象は経験上分っていますのでオペレ

ーターは定期的にロボットを観察するプログラムにしてい

ます。ただ、それをタイムリーにできていないので結構止

まっている時間があり、その時間が 1/4 ありました。詰ま

りを自動的にクリーニングする設備を製作して稼働率は

20％ 向上しました。 
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コマツは 20年ぐらい溶接の生産性改善をやっていて 

5%の改善に大変な時間がかかったのですが、違う視点

でアプローチすることによって投資効率が向上しました。 

3次元データの活用という意味で、設計は CAD、ティ

ーチングもオフラインでできるような仕組みをつくってい

ます。若いエンジニアの方々にもっと興味を持ってもら

いたいと思いから、こうした道具立てをすれば、スマート

フォンを使いこなす若い人たちにも興味を持ってもらえ

ます。自分でやるのは嫌でも、スマートフォンの操作でオ

フラインのティーチングできることはおもちゃを動かす感

覚です。これはＭＵＪＩＮ（ベンチャー企業）との共同で製

作しました。 

 ロボットのティーチングの難しさは、ロボットは稼働軸

数が多いため上手にティーチングしないと干渉してしま

います。 AI を使った道具で干渉を避けるようにプログラ

ムを作成しています。複数の部位を溶接したい時に ロ

ボットの軌跡を演算するソフトを使っています。止まって

いたことが仕組みとして分かり、大阪工場の一例では 停

止時間が 23％減少しました。 

 

見える化をまとめると、機械加工でも溶接でも「価値の

ある時間」と「価値を生まない時間」を分類しています。 

 
(出典 講義ｐｐｔ資料より掲載） 

 

実は、この分類の中身は加工している部品が違うため

に個別のロボットや機械で相違します。ブームやアーム

の部品はグローバルに共通で、かつ作業も同じで日本

で改善したことは海外にも展開できます。 

現場の情報の収集できて、見えるようになり、それを改

善してアクションを展開する、 PDCA のサイクルのよう

にサイクルを完結しないと果実は得られないということで

す。現在は部品を作っている装置も非常に多いので、そ

の展開を行うために専門の要員を配置するようにしてい

ます。 

機械加工で切削している時の力を計測できるようにな

っています。石川県の工場では 100ニュートンで削って

いるのでアメリカの工場でも合わせて同じ力で削ることが

可能になります。 原単位合わせることができるようになり

ます。この材料ならば全部200ニュートンまで引き上げて

加工してもいいのでは、というようなことが分ってきます。

理屈ではなかなか理解できなくても、全体データの中で

ベストなものを選んで、というステップに来ているところで

す。それを実施するためにも、やはりプログラムを改善す

る人が必要になりますので、若手のメンバーを 10人ぐら

い選び専門に行うようにしています。 

溶接の例では、溶接の分布をとると、電流はこの辺ま

で上げても大丈夫とか、継手といって様々な形状や姿勢

がある中で最適な条件を選んでデータベースを作り展開

を始めたところです。他にもロボットが停止している要因

の分析をして、最適なアクションを取るようになり成果が

上がっています。 

このように改善を進めていくと、当然とうまくいところと、

うまくいかないところが出てきます。今までは上手くいっ

たら「良かったね」、うまくいかなかったら「あかんやない

か」で終わっていました。しかし、うまくいかない理由が分

るようになったので、今まで諦めていたような改善も継続

しできるようになりました。茨城工場とタイの工場で、物理

的な距離を乗り越えて改善ができることも IoT の特徴か

なと思います。同じく機械加工も最適なデータを集めて 

バッドを介して展開し仕事をしています 

2021 年がコマツの創立100周年になります。それを期

に大事な生産設備は全てつなげようとしており、それに

先だって 2018年くらいまでには全部つなごうと思ってい

ます。そして生産性向上のため、価値のある時間をさら

に上げることは勿論のこと、価値のない時間に着目をし

て半分にすることを目標にして、全体を最適化ししていき

ます。 

ただ、ステップ 4「工場の全体最適化」のところは私自

身もまだイメージできておりませんので、設備の最適化

できた上で本当のスマートファクトリーとはどのようなもの

か、どのようなことか、社内でも議論をしているところです 

ものづくりにおける IoT の取り組みということで説明を

しました。 

 

 

 

 

Q)今後、分析装置をクラウドにつなぎサービスを展開し

ようとしていますので、興味深く伺いました。サービス開

発、そのインフラ開発にも費用がかかります。システムの

運用を始めれば、通信費用がかかります。その費用の回

収の仕組み、儲ける仕組みをどのように構築していてい

るのでしょうか。サービス契約の仕方もあれば、サービス

の提供を通じて建機の販売増の見込みも考えているの

でしょうか。 

A)実は、そのことを論議できたらと思っていました。皆さ

んのご意見も伺いたいと思います。ものづくりの話と（後

段の）スマートコンストラクションの話ですが、ハードウエ

アでコストがかかります。IoTで見える化・つながる化は

ハードルが高いのですが、10年前に現在のようなことを

しようと思ったらハードルはとてつもない高さだったでし

ょう。その後、情報を分析するためクラウドにアップ、分析

ツールを使うことによってアクションを考えるはハードル

は下がりました。費用はかかるものの、得られる果実に比

べれば低いと思います。ものづくりでは、コマツと協力企

質疑 意見交換 １ 
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業、改善の実を双方で分け合うので分り易いと思いま

す。 

多分仰っていることは、サービスをビジネスにした時に、

ソフトウエアの方もクラウドの方も儲けたいであろうし、お

客さまも儲けたいし、どこで価値を出すのかということで

しょう。しかもお客さまには価値を実験していただく必要

もあります。 

 GEがPredixでサービスを行っていますが、なかなか成

果が得られません。一方、アクセンチュアは技術を使っ

て最後のアクションまでいっしょに行い、そのノウハウや

ソフトウエアが自社の財産になり、良いビジネスモデルに

なっているようです。ですから、価値がどれだけ上がるの

かということと、自分のところにどれだけものが溜るのか、

コマツスマートコンストラクションは見える化のステップを

建機でやろうとしているので、そこは押えています。お客

さまの価値とコマツの投資とバランスしたところで対価を

頂きますが、コマツも 2年目でこうした議論が出ていると

ころです。内部で行う分は自社の儲けですのでしっかり

やりましょう。外部と行う時には、ビジネスモデルとその対

価をどのくらいに設定するかが課題です。 

KOM-MICSも工作機械を製作しているコマツNTCと

外販しようか話をしています。1年でいくらとも考えますが、

相手様もあるので、実際につないで最後に値打ちを感じ

るまでには時間もかかるでしょう。始めなければ分らない

し、安値で始めれば高値にはできないでしょうし、高値で

始めれば止められることもあります。ビジネスとしてとして

捉えた時に難しい課題であると思います。 

 

Q)KOMTRAXの場合には、コマツの建機を買って頂い

たら100％サービスを提供します。サービス契約をして対

価を支払いいただいてはいませんとの話でした。 

A)建機にはアフターの世界があって、そのシェアが上が

ればよしとして使っていただき、パートナーに新車を購

入いただくことで価値回収はそこで行っています。スマ

ートコンストラクションは価値回収ができないビジネスな

ので、どのようにするか現在社内でも論議しています。 

 

Q)言ってみればサービスを只で提供していることになり

ます。コマツ全体の売上高に対する、アフター・部品代の

収益比率は上がっていますか。アフターで購入できる部

品はかなり多くの種類があるのでしょうか。 

A)結果的には、部品代などでいただきますが、直接的に

はKOMTRAXの仕組みではいただいてはいません。 

アフター関連は予想通り伸びており、昨年は売上げとし

ては約 20％がサービス・アフターマーケットの数字です。

利益比率ではもっと高くなります。アフターがあって

KOMTRAXがあるので、コマツを使ってよかったというこ

とにもなります。 

  

Ｑ）仮説ですが、工作機械会社の例で、NCマシンで 24

時間稼働、作業者もいません。「コストは下がりません」と

言っていました。拝見すれば、工場内にNCマシンやイ

ンジェクションマシンがありロボットでつないでいます。ワ

ークを持ってチャック→リチャック→加工→ワーク移動→

チャック→リチャックの繰り返しでワークチャージまでに

アイドリング（即ちムダ）があります。今、稼働時間・非稼

働時間・準備時間・その他と設備稼働の話がありましたが、

機械の稼働とワークの加工時間が価値のガイドになりま

す。シーケンスコントロールしていますが機械稼働を見

ればムダが多く、改善すれば機械は半分になるのではと

考えました。コマツのＩｏＴの見える化を使った改善は長

期的かつ構造的なものあると思います。固定費があり、

人がいてその作業をＩｏＴでミニマイズ化し機械をフル稼

働に改善します。しかし、先の例で見れば、無人運転で

あって機械フル稼働、コスト削減はできませんので診断

すればムダは多いと考えられます。 

生産量が増加すれば追加投資が必要で費用が大きく

なります。その効果は現場の従来型の損益管理では適し

ていませんので、違うアーキテクチャで評価をしなけれ

ば分りません。コスト低減や利益が出たという概念ではな

く、構造的に設備稼働率が高くなり資産回転率が上がっ

て、換言すれば、ライトアセットで資本が少なくなります。 

だから、よいビジネスの構造に会社は転換できたと評

価をしないと成果が分らないと思います。 

「見える化」 改善の対象が長期的かつ構造的な成果

で、 IoT化して改善できた評価を単にコスト・利益という

範疇でだけ見ることでよいのでしょうか。 

 特に、設備装置とワーク（加工物）双方をシスティマチッ

クに観て、相互の関連やムダの検知、そして改善は従来

の概念とは違う視点、即ち稼働率・価値率などのスケー

ルで評価した方がよと思います。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（仮説 解説  巻末ページ 挿入）  

「国際競争力は回復できるか」 

３、ITを活用した競争力強化  ②マテリアルアワー 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

A) 話は 2つあって、工作機械メーカーもコマツもスマー

トコントラクションや見える化でコマツの生産性が上がると

機械台数は減るわけです。どちらかと言えば売上が減少

する方向のアプローチです。こうしたアプローチをする

べきなのか、やらざるべきか、社内でもいろいろ議論が

あります。 ただ自社でやらないとソフトウェアメーカーや

第三者が入って仕事としてすることになりがちです。コマ

ツは建機台数が減ることも覚悟の上でそうしたビジネスに

参入する決断をしました。 

また、工作機械メーカーにも同様な考えがあると思い

ます。購入してもらってなんぼの世界ですから、自ら生産

性の良い機械とは「削っている状態のみが価値」という考

えはコマツと同じです。ですから「 こんなに速く削れます

よ」が売口上になります。「これだけ短い時間しか止まりま

せん」 それはお客様の個別マターです。工作機械メー

カーはそれを説明するのがなかなか難しいので、 その

他の特徴が評価されなくても、「7割停止していても 3割

は非常にスピードがあります」という売り方はしません。 

「スピードが速い、高精度です」という売り方をします。 あ

えて工作機械メーカーはそちらには踏み込んではいな

いという現実があります。 

コマツでも分かるのは、「使い方はお客さまが決めてく

ださい」ということが今までのスタンスです。工作機械メー

カーも同様で、プログラムをどう組むかは工作機械メーカ
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ーの立入る余地はありません。「お客さまのお好きなよう

にしてください」としています。立ちいると手離れが悪い

こともありますので、 標準的な機械をたくさん買っていた

だくのが一番いいということです。確かに自動車向けの

ビジネスはそれでもでもいいでしょうが、 多様化した仕

事に対しては 私共も工作機械メーカーもそちらの方向

にいく方がいいのかと思います。そうなると停止時間や

全体の生産性の視点が出てきて、お客さまの生産性をど

のように上げるか問われることになるでしょう。     

コマツの土木建設の「4種類の価値がある時間」 に照

らすと実は 2割程度です。なぜ 2割かと言えば油圧ショ

ベルはダンプが到着するまで待っています。お客さまへ

のビジネスで油圧ショベルはお客さまの所有ですが、ダ

ンプは1台いくらという商売でお客さまは費用を支払おま

す。ですからダンプはミニマムにしたい、ショベルは停止

していても構わないという文化があるります。これはやっ

と最近わかってきました。 

どこに立位置を置くかによって、仰ることも見方や考え

方が変化し、お客さまサイドに立てば、新しい建機も各あ

るべしという。新たな価値観が生まれてくる感じがします。

それに基づいてこれから評価の基準も変わってくるのか

なと思います 

 

Ｑ）先ほどＭＵＪＩＮロボットの話がありました。彼らはロボ

ットコントロールとピッキングロボット 、2つが目玉商品で

す。 どのような意味合いでＭＵＪＩＮに魅力があるのでし

ょうか。 

A)ティーチングを簡単にする道具であるという認識です。

やはり餅は餅屋で、ＭＵＪＩＮはどこのロボットでも汎用性

があって同じ演算ができるので、コマツ独自のコントロー

ラーも特殊性がありますが、ティーチングする時にも設備

に干渉しない最適の位置を割り出すことが可能であり、

非常に便利な道具であると思います。少し前までは「そ

んなソフトは買えない。自分たちでやる」という自前文化

でしたが、現在はいいものは使いましょう、というふうに変

わってきています。 

 

Ｑ）先ほどお客さまから見た立場を表した図で、上下に分

けたスライドがありました。価値をどう生むか、お客さまの

価値と云々とありました。気になったのは，コマツにはエ

ンドユーザーの立場で考えてあげられるような組織があ

るのでしょうか。 

A）エンドユーザーのことも考えますし、コマツのことも考

える組織があります。 

 

Ｑ）トラクターを販売する方々とは別組織ですか、 多くの

会社は IoT と言うが、うまくいかないのはエンドユーザ

ーのことを考える仕組みがないことであると思います。本

来ならばシステムインテグレートはお客さまの価値を生

むためのシステムを追求しなければなりませんが、今の

日本のＩＴはお客さんの言っていることを実現する、要す

るにインテグレーションです。世界中にあるものを持って

きて組立て納めるだけです。したがってお客さまはそれ

で価値が分るのか、というとよくわかりません。 

ものづくりの設計とエンドユーザーの立場、設計と組織

が分かれ、うまくミックスしています。例えばトラクターが 1

台売れなくても、エンドユーザーの価値が上がればユー

ザーの価値を折半していただけることで良しとする発想

は日本企業が一番すべきことではないかと思います 

問題設定、これはＴ社が非常に上手で グループ会社

の代表者が集まり、今日は会社Aのラインチェックを徹底

して行います。すると 3割ぐらいはすぐに改善できます。 

様々な角度から観察・診断する方々が来ますから 人の

流れを 24時間見て、人の動きは何メートル、機械の稼働

時間は何分何秒など、徹底して分析します。トータル最

適解は何か。そう考えると、この改善をしなければならな

い、と実に組織的に運営されております。たぶん、そうし

たことも、あと 5年もすればサイバーフィジカルで事前に

シミュレーションできると思います。そうした考えをしっか

り構築して、「コマツは、建設機械を売る営業とシステムを

価値あるものにするグループ、を分けています」と明言

すれば、皆さんに非常にヒントになるではと思います。 

「米国のものを買ってきてつくっているだけではない

か」と文句を言えば、「いや、お客さまがあれがいいと言

っているからするのだ」と言います。そんなことはないで

しょう。わが国でコンピュータが立上がった時に、お客さ

ま以上にお客さまの仕事を勉強して理解しました。そして

お客さまの仕事を変える提案をして、たまたまその中に

コンピュータが入っていたのです。したがって、コンピュ

ータを導入すると効率が非常に上がったわけです。最近

では お客さまが言うことを聞いて、まるで粘土細工での

ようにつくる会社になってしまいました。それを少しでも

見直して、見方を変えて話すようにすれば、皆さんも「さ

すが、コマツだ。コマツはサービスの会社だ」と言われる

と思います。   

A）現社長の肝いりで、スマートコンストラクション事業部

組織をつくり、 営業部隊・開発部隊・生産部隊 が入って

月1回、喧々諤々ステアリングコミッティを行います。某

事業の方は台数ではなくてサービスで儲けたい、 片や

今まで通りの発想の営業の方もいます。変わるにはもう

少し時間がかかるような気もします。 

 

Ｑ）日本の IoT がうまくいくかどうかは、偏にお客さまの

意識改革にかかっていると思います。日本のお客はレベ

ルが低いからなかなかそういう発想にはなりません。この

ままいくと、昨日のシーメンスの話では 「なんだシーメン

ス奴隷になるのか」、 シーメンスが全部価値を取って日

本企業はモジュールを納めるだけなのか、というようにも

聞こえます。 是非コマツにはお客さま自身の価値が上

がるような取り組みを期待したいと思います。 

A）私どもでも Microsoft のクラウドや Azure を使ってい

ます。どこの人がどれだけの努力をしたのか、ということと、

お金の変化が違ったり、今仰るように、あれだけ全部でき

ると言われると、やる人の価値がそれだけ下がる気もしま

す。 変化が起こるということは重々感じております。 
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ビデオ紹介   「現場に、未来がやってくる」 

URL https://www.youtube.com/watch?v=hKIGKlmKBag 

 

スマートコンストラクションは、ICT 建機と3元情報を活

用したサービスです。ICT 建機はビデオでご覧いただ

いたように女性がオペレーションをしておりましたのは、

コマツ社員でトレーナーです。現場の法面
のりめん

と平面を図面

通りに合せる作業でなかなか難しいのですが、3日間ぐ

らいのトレーニングで運転することができるようになりま

す。YouTube にも登場して人気がありました。 

 

ビデオ紹介   「3 Days わたしたちの道路」  

女性社員5人で道路工事にチャレンジ 

URL https://www.youtube.com/watch?v=x2Ssi4MBv4E 

 

 
                    (出典 講義ｐｐｔ資料より掲載） 
 

空中にドローンを飛ばすことで元の地形が明確になり、

設計図面が 3次元でできあがり、施工のために、計算で

土を何立米動かしたらいいかデジタル情報として分りま

す。 

それを LANDLOG、クラウド情報に送って、日々の施工

が始まった時に、どこをどう削れば良いか 情報を取ること

ができるようになっています。掘った時の軌跡が情報に

なり、土がどのように無くなったのかが情報に変換される

ようになっています。  ものづくりでCADデータが大事で

あることを言いましたが、こうした現場でもものづくりと同

じであると実感しました。私共は生産部隊のメンバーで

すが、こうした改善活動にも参画しています。 

施工は、元々測量を２人作業で行い、電子データとし

ても採れるものはいくつかありますがとても時間がかかる

作業でした。それがドローンを導入することにより非常に

速くなりました。また、以前は測量データを紙情報に加工

し、施工設計で土量を計算したり、 どのような施工を行う

かは、現場のノウハウに依存していました。概ね 1ヶ月ぐ

らいかなとか、ショベル 3台にダンプ 1台くらいかな、と

経験に基づいて決めていました。検査は最終的に測量と

同じことをしますので、工事期間と人手がかかっていまし

た。  

こうした ICTを導入した機器開発の背景には、昨今の

人手不足があります。東北の震災復興、オリンピックと、

工事の需要は非常に多くあります。しかし、熟練オペレ

ーターはなかなか集まらず 思ったほど工事が進んでお

りません。 

ドローンを使い、施工計画をシミュレーションして行う 

実際の施工では、 ICT の道具があるために 設計した

通りの面を掘る、しかも速く正確に掘ることが可能になり

ます。測って掘り、掘って測るよりもダイレクトに「このレベ

ルまで掘りなさい」という指示を出せるのが ICT のミソで

あり生産性も上がります。 

大きいものはどういうふうに土を掬い、ダンプとタイミン

グ合わせて運ぶ、というシミュレーションも生産性改善に

大きく貢献しています    

先ほど説明した通り、油圧ショベルは 20％程度の稼働

で、ダンプが来るのを待っているわけです。タイミングよ

くダンプが来るように計画すれば、それだけ生産性向上

を実現させることができます。まだ実践できてはいません

が、最良の方法は設計図面を変えることによって、1万立

米の土を掘ってその内の 5千立米を工事現場の外に出

すこと（廃棄）はしばしば行っていることです。しかし、差

引き 5千立米だけ掘れば足りるように施工ができないだ

ろうか考え、設計図面で検討し、平面をあと 30cm 高く設

定したらどうなるか、というような改善要素もまだあると思

っています。  

 

 
(出典 講義ｐｐｔ資料より掲載） 

 

ものづくりで行った機械の見える化、なぜ停止状態な

のか、そうした現象に3次元情報・測定データを使いなが

らアプローチをしてきました。これは現在の施工現場でも

非常に有効に機能しています。 

3次元データを使って機械の見える化をして適切なオ

ペレーションをしていく、 IoT は改善、生産性向上に特

に顕著な効果があります。第一次産業の農業は、今 IoT 

農業とも称されています。改善の余地は多々あると思い

ますし、漁業にも波及するかもしれません。お客様が一

番喜んでいただけるのは、生産性改善は勿論のこと、そ

の結果省人化に繋がるアプローチがいいのかなと思っ

ております   

自社の成功事例ですが、コマツで施工シミュレーショ

ンをやっています。（上掲の図で）現況の地形から施工

の完成に向けて、赤い土を黄色で指示したところに運搬

３、スマートコンストラクションの紹介 

   ３－１、IoTを活用した建設機械 

   ３－２、ビジネスモデルの転換 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hKIGKlmKBag
https://www.youtube.com/watch?v=x2Ssi4MBv4E


14 

 

するとします。このシミュレーションは、鋳造作業のため

に開発したもので、それを施工に適用できないか考えま

した。つまり、溶解された湯がどのように流れるのかシミュ

レーションソフトをつくり、そのまま応用してシミュレーショ

ンすることによって、どの機械を使うか、納期（時間）はど

のぐらいか、分かるソフトができました。 3次元のデジタ

ル情報があればこそ可能であったことです。 

本日はものづくりを中心にしてコマツの IoT の取り組

みをお話ししました 

まだまだ IT 革命まっただ中です。変化はまだまだ起

こってくるのだと考えて仕事を続けてしております。 

 

ご静聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q)スマートコントラクションのところで、スマートな施工サ

ービスを提供できるとあります。 装置メーカーのカテゴリ

ーであるように思いますが、これを将来的にどこが担うの

か気になります。施工を行う方々もセンサーをつけて自

前でしています。今のところは始まったばかりで、コマツ

のコントローラーともうまく合って商品価値を上げるサー

ビスになっていますが、時間が経つにつれてこれはいい

と思う方々が、あれやこれやに使いたいということになる

と、装置に紐付いた人たちへのサービスは全部コマツの

機器でなければダメなのか、うちには他の装置もあるの

に、ということになります。装置によらないサービスを提供

しているソリューションを、計測やデータベースを提供す

るところと施工業者が組んでービスをする人たちが出てく

るような気がします。この先はどのように捉えているので

しょうか。 

A)今、仰ったことはこの先必ず起きてくると思います。先

ずプラットフォームが大事です。コマツのお客さまのプラ

ットフォームだけではだめで、土木建設業を良くするとい

うプラットフォームを考えで、先日LANDLOGとい うプラ

ットフォーム専門会社を SAP・ ドコモ・オプティムとコラ

ボして別会社にしました。 

いろいろなセンサーや情報を 出せるようになって活

用する時に、LANDLOGに入ってもらうと3次元の情報も

手に入るので、プラットフォームのビジネスを考えており

ます。コマツの機械を他社よりももっと賢くして真似ので

きないようなに改善していく方向、と プラットフォームそ

のもののビジネスを展開していく方法と 2つを考えてい

ます。後付でさまざまな機器をつけるというサービスもあ

り得るとは思いますが、現時点ではその話は社内では出

ていません。 

 

Q)社内にコマツ製の機械がいくつかあり、ロボットのティ

ーチングの改善の話は、 最適な位置を ソフトで考えさ

せることができるプログラムを組んでいるというイメージで

話を聞いていました。私どもは ロボットのティーチングに

コツがあって、装置を使いながらインプットしていく独自

のプログラムを組んでメモリーしていく方法を以前からず

っとやっています。コマツはどういうソフトなのでしょうか。

それとも 3次元データ（3Ｄデータ）をイメージをしながら

のソフトであるのか教えて下さい。 

A)オフラインでティーチングするソフトは自社製のものが

あります。今までのオフラインソフトではロボットのアーム

（腕）の干渉やワーク（部材・部品）との干渉とをかなり気

を付けなければなりませんでした。ベンチャー会社ＭＵＪ

ＩＮのソフトで干渉を回避するロボット姿勢をアウトプットし

てくれるソフトを使っています。オフラインソフトで溶接を

したいところをティーチングをしたら、後の最適姿勢はＭ

ＵＪＩＮロボットが考えてくれます。姿勢によって可・不可が

ありますので、まだまだ 100%使えるレベルにはありませ

ん。後はロボットのティーチングとその加工実績と差やワ

ークごとのばらつきが大きいので、実績を補正データとし

てロボットサイドに蓄積してワークをどのようにセッティン

質疑 意見交換 ２ 
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グしたのか、そうした現実を見たうえでティーチングの方

法を決めるなどの使い方を始めています。ロボットメーカ

ーは、マニピュレーターは安川電機製でコントローラー

は自社製です 

 

Q)ということは、安川電機とＭＵＪＩＮベンチャーでソフトは

提携しているのですか。 

A)安川電機製のものも使えると思います。ＭＵＪＩＮは さ

まざまなロボットに適用できる会社です。 

 

Q)関係会社・協力会社との間の改善に関しては相当難し

い経営問題や資金問題などがあると思います。どう考え

るかということですが、某鉄鋼会社の事業所で直接圧送

と実験をしていました。圧延機が直接製品まで加工して

しまうといます。コマツ向けに出荷しているとのことでした。

そうしたことも含め改善に関して、関係会社との関係、あ

るいは上流サイドの材料会社との関係はどのようになる

のでしょうか。 

A）鉄鋼会社とは非常に親しく付き合わせていただいて

おり、工場で熱押しというプロセスでフォークリフトのマス

トをコマツの図面通りに熱押しで造って頂いています。  

そうしたパターンはいくつかあり、チューブも寸法を合わ

せて納入していただくとか、少し加工して納入して頂いて

いる例もあります。 

みどり会協力企業の集まりでは、全体で 200社そのう

ち外注生産委託で機械加工・溶接会社が約100社ありま

す。規模は売上ベースで 20億円～100億円ぐらい 、従

業員100人前後のオーナー系の会社です。そのお付き

合いは、2008年リーマンショックの折に「コマツはみどり

会を一社も潰すな。コマツ内製の仕事を出してでも潰す

な」という号令をかけたぐらい高い依存度です。コマツ製

品はライフが長いので 20年前の機械の（補修）部品がほ

しいというような例もあります。そうした要素やコマツへの

売上げ依存度が 80%～ 90%という会社もあって、一心同

体的な面もありパートナーとして認識し付き合いをしてい

ます 

みどり会の中でも、溶接をやっている会社、機械加工

をやっている会社が部会を組織し、生産性改善活動を10

年以上続けています。部会の中にもある種の競合関係も

あります。そうした人たちが集まって自分たちの生産性、

例えば、切断速度などの情報も公開しあって互いに競い

全体の レベルアップをするという土壌があります。部会

の会社にコマツの使っている見える化の道具を導入して

いただけることは基盤にそうした活動があればこそだと

思います。ビジネスでもありますので、私共も「こうすれば

改善できますよ」とも助言するし実際に協力企業の方に

コマツの条件で加工するための試験など様々な努力を

お願いしていますので、効果もうまくシェアをしながら、

工数が下がったら、それをコマツが独占することがないよ

うにしています。 

先ほど、誰が利益を手にするのか、というグラフを出し

ましたが、コマツ社内とみどり会の間では利益のシェアを

しています。これがビジネスの場合は、途中にもお客さま

がいたりソフトウェア会社もありますので非常に複雑です。

また、会社や協力会社を含めた中での改善というのは効

果も見えますし、シェアも決めた通りやればよいのです

が、ビジネスとなれば簡単にはいきません。コマツのお

客さまも、どこかからお代を頂いて商売をしているわけで

す。支払いをしている人に、そこが見えてしまうと、その

分の発注額を下げることもなり、ビジネスとしてお代を頂

くことが非常に難しくなります。努力をする人がいる一方、

途中のクラウドに情報が通ったらいくらと課金する人たち

もいて、まだまだ難しさがあります。コマツでも 500万円

のシミュレーションソフトソフトを買うと、毎年200万円ず

つ支払うことが当たり前のように要求されます。そういう文

化に変わってしまったし、使用料を払わないとある時バ

ージョンアップされて使えなくなるとか、ビジネスモデル

としてアプローチがますます変化するのではないかと思

います。 

 

司会） ＝日置 ＪＣＴＭ理事 元コマツ常務執行役員 コメント＝  

コマツみどり会の経緯に関してコメントします。みどり会

は建設機械のサプライヤです。通称、協力企業と言って

おりますが、広い意味で捉えますと1200社くらいになりま

す。そのうち特別な関係にあるコア 200社から枢要な部

品の75%を調達しています。コマツからは80%を外部に委

託し、そのうち 75%をみどり会から購入しているわけです。

元々は石川県の地場企業で、私は彼らより 10年前に入

ったとすると コマツの文化が大きく変わりました。   

その昔は、購買に資材調達があって 担当が部品を持

って来させたり、コマツの状況が悪くなると内外製区分を

見直して仕事を取込み、下請けのようなスタイルでした。

この体質を改善するまでには 20年近くかかったと思いま

す。 

2008年のリーマンショックの時が大きな転機でした。時

の社長の ポリシーは「みどり会企業は一社たりとも潰す

な」ということで、人事部長であった私は、逆に困惑しまし

た。コマツ内製の仕事を外部に出してみどり会を支える

わけです。雇用助成金を受給申請し、95 %の賃金を払

いながら社員を休業させました。みどり会の雇用を守っ

たということで関係はますます強くなったと思います。 

時の社長は、調達の仕事を経験したこともあり、コマツ

の教育は全てみどり会に解放しました。ビジネスリーダー

教育も開放し、事業後継者育成では、みどり会企業の候

補者を 3年間コマツ社員として採用し、希望するトレーニ

ングを受けた上で会社に戻ってもらいます。これはコマ

ツウエイにも書いてありますが、企業価値を創るのは協

力企業と代理店とコマツであり、Win-Win の関係をつく

ることを強力に進めてきました。その核になる立場として

様々な会社にもお伺いしました。その会社の比べればコ

マツは異常、いい意味で異常です。   

昔の歴史を知っていればこそ、ここまで変わったのか

という印象です。今、それがアメリカにでき、中国にでき、

そしてヨーロッパにも協力企業ができました。みどり会の

名前は、昔のコマツの社歌の出だしが「みどり・・」であっ

たことに因んでいます。「みどり」には成長の意味が込め

られています。みどり会がその流れをつくったと言っても

いいでしょう。 
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Q）3点お聞きします。  

1 点目はみどり会の企業は、例えば、溶接では 100％コ

マツの部品を加工しているのでしょうか。他社のものもや

ってますね。その場合にコマツのカメラ装置をつけてデ

ータを録る場合、他社の部品をつくる時はどうなるのでし

ょうか。IoT をやった場合に起きる問題はクリアされてい

るのでしょうか。 

2点目は、設計データベースと生産におけるデータベー

スとのリンクというのはどのようにしているのでしょうか  

3点目は、今コマツの行っている IoT の仕組みを 国際

標準として提案するとしたら、どんなところが標準案として

提案していただけるのでしょうか。 

A)今日ディスカッションしたいと思っていたことの１つが 

「つながることによるメリットとリスク。 データは誰のもの

か。成果は誰が出して誰がとるか」ということです。本当

に重要なことであると思っています   

コマツとみどり会企業とはつながるようにしています。  

但し、コマツ向けの製品を加工していることを示すフラグ

を立てています。他社の情報は私共には見えないように

して、その知的財産にはコマツは関与しないようにして

います。 

みどり会専用につくったプログラムがあり、例えばA社

の情報はB社には流れないように管理しています。少し

悩ましいところは、どのぐらいの加工条件で切削している

か平均値を取ってデータを使わせていただきます。 

大抵コマツ向けの方が良い条件で研削していますの

で、これに合わせてくださいということです。みどり会から

それ以上の条件で加工していた事例はありません。 

仮にそのような状況が発生した場合には、それを平均

値としてデータ加工して皆さんと共有するかどうかは悩ん

でおります。データに関しては誰のものかということに大

変気を使っています 

一方、 iPhone を持っているだけで誰がどこに行った

とか、楽天市場で何を買ったかとか、知らないうちに 情

報は取られています。一方、コマツのコムトラックスでもヨ

ーロッパではデータという名の知的財産になります。そ

のようなデータを送るな、という規制にかかるリスクもあっ

て、議論は避けることはできませんが現状でできるかぎり

ケアをしています。 

今、みどり会とは成果を上手にシェアしているつもりで

いますが、レベルを見れば努力して高レベルになった場

合もあれば、あまり努力をしないで高いレベルをクリアし

た場合も考えられます。みどり会の中で他社も横にらみ

にしてというステップも出てくるでしょう。レベルアップの

ために他社の事例も勉強することもお願いしています。   

そうしたことにコマツが対価を求めるかどうかもまだ決

めているわけではありません。90%ぐらいコマツ依存です

のでまたそうした事例はでてきてはいません。 

 

Q)みどり会の中で公平さをどうするかという問題はコマツ

の問題としてよいかと思いますが、例えば A 社がコマツ

のほかに、他の 3社に製品を納めていた場合、3社から

モニターを付けさせてくれと言われた場合、カメラ 4台装

備するのではなく、外注先から見れば、それは１個でい

いでしょう。そうした場合にはどのように考えたらよいでし

ょうか。 

A)コマツのスタンスはまだ決まってはいませんが、他社

の改善アプローチもコマツの道具を使うこと、他社とみど

り会がどのような話をするかということには関与しません。

インフラとかソフトウェアで改善提案をするとしたら、それ

は只ではおかしいと思います。カメラが増えるということ

はまず起きないと思います。 

設計データベースと生産データベースの共有に関し

ては、現在オンゴーイングで 3Dデータの中にもっと生

産上のデータを入れていこうとしています。が設計者は

溶接条件の設定をすることができないわけです。現在は

別々になっていますが、3 Dデータになってハンドリング

は楽になってきますので、その中に情報を移していこうと

考えています。情報を移す仕事は生産系で行うのか設

計が行うのかですが、 実際には設計サイドで行うことが

最も速いのでそのツール選定を考えている状態 です。 

国際標準というとちょっと大袈裟かもしれませんが、通

信やその他の標準は、私共は通信ビジネスをやっている

わけではありませんので、製造系のところで標準になると

いうことは思っていません。建機のプラットフォームは、ど

れだけ標準化が起こるかわかりませんが、プラットフォー

ムをつくっていく意味でもスタンダードになればいいと思

っています。日本からスマートコンストラクションは始まっ

ていますので、別会社を起こしたこともあり、グローバル

に展開することもあると思います。どういう標準といえばよ

いのか分りませんが、工作機械の標準とは少し違ってく

ると思います。安全標準というのは多々ありますが、施工

に関する標準は、たぶん 3 D データのフォーマットや、

既存の標準の組み合わせになるような気がしています。     

 

Q）みどり会の見える化、改善で見える化するためにツー

ルを導入する必要があります。そのためのコストがかかる

と思いますし、見えるだけではダメで、分析ができること

が要件になり、そして改善ができるようになります。その

分析をコマツはできるでしょうが、みどり会が行うにはノウ

ハウや時間の制約があるかもしれません。そうしたコスト

や分析に関してどなたが費用を負担しているのでしょう

か。 

A) まず工作機械につけているハードの費用はコマツが

負担しています。 プログラムを分析するのも最初はそん

なに難しいことではないと思い「できる人がやってくださ

い」としました。しかし、人材不足もあって養成することに

し生産技術で専門につけています。解析をし、その上で

プログラムを改良するところまでできる人を入れています。

すると次第に改善パターンが決まってきて、少し機械的

にできるようになるかと思っています。  

そのアプローチから始まり、スマートコンストラクション

でも生産性を上げるパターンができて、次には AI も視

野に入れます。その段階になれば専門の方にお願いし

ます。現在はマンパワ―で対応しています。 

 

Q)そこまでできていることはすごいと思います。その段階

でやはりノウハウが溜まっていくということでしょうか 
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A)始めたら最後までやり切らないと何のメリットも出てきま

せん。大量の工数をかけて、道具でパッドを配り、自分と

ころでやって下さい、プログラムを変えるだけです、とし

たのですが、 なかなか芽はで出ませんでした。少しず

つ改善の事例は出たのですが、いかにも効率が悪いの

で、現在は最後の段階をコマツの生産技術が担っていま

す。ノウハウデータを蓄積していくことも大事であると思っ

ています。 

司会) それは １975年になりますが、生産技術研究所の

時代にシステムエンジニアを抱えました。当時としては非

常に先駆的なことでした。 

 

Q）そうした取り組みが維持されているということがシステ

ムに強い要因でしょうか。 

Ａ） それは 1960年電気研究所が組織的にできて、細々

ながらも、機械メーカーが電気技術者を採用できました。

当初からシステムエンジニアを養成する志向があり、継

続してストックしてきたことが現在の仕組みにつながって

いると思います。 

 

Q)社内で IoT を使ったサービスやビジネスを考える時

に、思想を IoT をツールに固定してしまうと発想が広が

らないという課題があるかと思います。自社であっても、

お客様のところであっても IoT を使った結果、社内に残

る利益が増えます。サポートした結果 として出た利益を

お客さまはどこに使おうとするのでしょうか。 そういう思想

でものを見ようということはあるのでしょうか。 

というのも、お客さまの原価をどれだけ削減できるかと

いうことが Io T の価値であるとするならば、 お客さまの

理想とする PL（損益計算書）の支出バランスに近づける

ことをサポートすることになると思います。そこで得た利

益をどこかに投資をしないと企業としての成長はありませ

ん。そうした考え方やフレームワークについてマーケティ

ングで投資など検討していることがあれば教えてくださ

い。 

A）生産の場合であれば協力企業の利益が出て資金が

増えた時には、オーナー企業が多いので、その意向は

ばらつきます。もっと土地を買ってキャパシティを増やし

たい社長、資産として保有する社長、など オーナー系の

方はそれぞれであると思います。果たしてビジネスとなっ

た時はどうなのでしょう。なかなか難しい問題です 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

許斐）今の問題に関して少し話します。 

わが国の製造業の問題に関して ROE（Return of 

Equity 自己資金利益率）をいかに高めるかについて、

Amazon は高い、日本企業は低い、という議論がありま

す。株主価値で株価を中心にして、投資家が資金を投じ

てリターンが多ければいいという考えです。なぜそうなっ

ているか、（仮説ですが）財務諸表で説明すれば、PL(損

益計算書)があります。日本の製造業では平均1.2回転ぐ

らいであると思います。もうひとつBS（ 貸借対照表）に資

金と調達とその使途が書いてあります。  

日本の場合には、BSを見れば自前の工場（固定資産）

があります（連結では捨象して考えます）。 

では米国はどうなっているかと言えば、 Appleなどは

BSがないわけです。それは、工場は台湾フォンファイや

中国で工場生産の大部分を請負っています。いわゆる

台中連合です。するとBSの資金調達は長期借入金と自

己資本（Equity）があります。投資対象が減れば、使途も

減りますので、貸借対照表から消える部分があります。売

上は変わりません。損益に対して資本回転率がすごく高

くなり 2回転・3回転になります。資本に対する利益がい

っしょであるとすれば、資本を少なくすれば儲かることに

なります。  

総資産をいかに圧縮するか。その効果こそが IoT や

インダストリー4.0の最終形であると考えています。総資

産を圧縮するかということが目標であって、原価低減や

や利益が目標ではないのではないかと思います。 

ではどうしたらよいかと言えば、資産では売上債権・棚

卸資産の圧縮 になるでしょう。  ROEは総資本に対する

利益率ですから、総資産を詰めることがAppleやAmazon 

が少ない資本で儲かっているというロジックです。日本は

一所懸命コストダウンなどをしていますが、資本に対する

効率が上がればいいわけで、そうした構造に圧倒的に

変えることができるかどうかです。 

資産が減ればいい、利益を増やそうとしないで、むし

ろ資産を圧縮することの方が簡単であると思います。 わ

が国の企業が財務構造を変えて国際的に通用するよう

な構造にできるかどうか、というところが最大の問題点で

す。国際的にスリムな構造にできるか否かです。米国の

シリコンバレーの会社はフォンファイや中国に外注して

いるわけです。株主資本でと言うならば 、私共は別の方

法で資産を縮小しましょうということです。  

生産委託を中国にして、原価ではかなわないにしても、

アセットを圧縮する方法については同じレベルまでには

いかないにしても、結構改善できるのではないかと思っ

ています。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

A) 協力会みどり会は、株式公開はしていません。設備を

買いたい、土地を買いたい、社長がいます。従業員が幸

せであり、社業の継続がもっと重要な 管理点であって、 

ROE など曝されない人たちの考え方もあります。変わっ

た日本が全体で強くなるのか、今の話は奥が深いなと思

います。 

司会） ROA とか ROE の考えは 1990年代後半からの

日本企業を支配しだしました。 それまではその概念を知

る由もありませんでした。 コマツの場合はインターナショ

ナルアドバイザリーボードを行った時にROE・ROA を考

えていましたので、始めたのは１996年です。経理を中心

に現況を知らせていましたので、世の趨勢よりは少しは

早く認識していたでしょう。その時にはROA であって、

ROEまでいくには アセットそのものを復調させるとことを

考え、経営指標に取り上げて投資家に説明をしました。     

ただ残念なことに、日本の会社はアセットが非常に低

いわけです。当初、日本の会社のターゲットを想定した

のですが、海外のものづくり会社のレベルには至らない

にしても、一応コンペティターとしてベンチマークしまし

た。その意味では日本の会社としては少なくとも改善はさ

れて、結果として IoTがこれに効果を出すということでは
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ありませんが、今コマツして取り上げている最も大きな指

標は ROE です。 

次に ROA は、200社ある個々の関係会社をいかにコ

ントロールするか目標を持たせて適用しています。少な

くとも、 IoT との関係で議論しているわけではありません。

ひとつ新たな指標を入れて三段構えでやる中で思うの

は、 ROEの重要性は株主の構成です。海外投資家比

率はコマツは 4割ぐらいですが、日本企業の多くは過半

数を占めている会社もありますので、いや応なく意識しな

ければならないということになります。 

 

 

 

コマツ）リスクがあると思うのは、セキュリティです。いたち

ごっこの世界で、コマツは決めている IoT のセキュリテ

ィの範囲で行っているので大丈夫だろうと思いますが、

たまたま、コマツの機械を使っている方が USB でつな

いでしまいウイルスが入っていたことがありました。制御

している部分が少ないので問題は起こりにくい状態です

が、コンピュータのスピードも速くなり、リアルタイム制御

のポーションが増えてくると思います。制御すればセキュ

リティリスクを考えないと、設備機械の暴走とか、機械の

破壊につながるような外部からのリスクに晒されます。こ

うした課題を皆さんどのようにお考えかお聞きしたいと思

います。 

 

参加者）生産技術分野で IoT を担当しています。生産

プロセスも同じような形態で、今つなげる段階にいます。

インフラ整備をしていますが 子会社との交信が直接あ

るわけではありません。海外工場とのデータの共有を考

えています。過去の経緯ではローカルそれぞれでネット

ワークを組んでいたのでセキュリティの取り方もバラバラ

です。そもそも日本サイドもバラバラでした。ファイアウォ

ールの取り方、サイバー型とエッジ型のデータの取り方

など、まず日本で整えてそれを海外でも同じようにする

方法を検討しています。 

ただし日本ローカルの ITの専門家の考えもあって、国

際的標準で苦労しています。コマツも海外に様々な拠点

があり、過去の ITの経緯から、海外の各々の拠点が独自

に行っていたものを、共通にしようという取り組みがある

のでしょうか。 

 

コマツ）仰る通りで日本人だけではなく、アジアの方々も

独自色を出したいと考えます。コマツはバラバラになりつ

つあるものを、まず設備を一緒にしましょう、当然 IT系も

一緒にしましょう、とは言うもののなかなか聞いてくれま

せん。一昔前では日本の工場で 工場間の競争もしてお

り、大阪のやり方は合わないので、他工場は違うやり方を

するとか、競争が全体を向上させるよさもありましたが、グ

ローバルになって変化が激しい時代には、ハードウェア

もシステムもいっしょにしていくリーダーシップが必要だ 

うと思います。ソフト・セキュリティに関して全く同様である

と最近つくづくと思います。 

それから、もうひとつですが、コマツの場合は生産変

動が非常に多くて、生産性を上げていけば設備余力が

出るので生産変動にも強いはずだ、と活動しております。

しかし、協力企業に行けば人が足りないと言います。機

械などよく観れば、切粉の排出処理だけの作業、ボタン

を押すだけの作業など 自動化も意外と簡単にできるだ

ろうし、誰でもできるというモーションが80%ぐらいあります。  

技能が必要な工具チェックや寸法チェックとかの比率は

20%くらいで、人が足りないとはいうものの本来なら技能を

特に求めなくてもいないこともあります。仕事が 1.5倍に

なるなら人も 1.5倍必要だと思っています。 

見える化で総生産のフレキシビリティを保つためにも、

仕事の内容を分類するのは機械サイドでできます。しか

し、人は何をするのか、何をしているのか、が逆に分りに

くいわけです。機械は人が何かしらの行為をするのを待

っています。そうしたアプローチにはテンポラリーに人を

採れない事情もあるでしょう。難しい仕事と簡便な仕事と、

人の仕事自体も分けることができればと思っております 

自動車メーカーは安定した能率でできて羨ましいので

すが、こうしたことも分析して、よりよくする値打ちはあると

思います。日本の中小企業の多くはそうした状態にある

とも思います。ものづくりの改革というのはできますが、そ

の中でもセキュリティの改革というのはなかなか難儀であ

るように思います 

 

参加者)基本的には主として受注生産ということになるの

でしょうか 

コマツ）ケースバイケースで大きな建機はほぼお客さま

が決まっています。お客さま力が強いので注文を受けて

も納入時になってキャンセルというケースもないわけで

はありません。「はいわかりました」になってしまいますが 

そういう変動がある業界です  

 

参加者）私共は自動車部品業界ですが、メーカーから鍛

えられ、かんばん生産なるがゆえに生産は比較的平準

化されていて状況は違うかもしれません。 

 

参加者) 2社が合併しましたケースで、セキュリティに関し

て言えば、技術開発などはあっと言う間にいっしょになり

ましたが、部品調達システムは最後まで融合できません

でした。今まで通りの意向が非常に強く、」どちらか一方

に集約することもできず、改めてどちらでもないものをつ

くることになりました。開発には日々開発・改善があります

が、国益の仕事になると今まで通りが基本になります。

M&Aの場合もそうでしょうがなかなか難しいと思います。

正論では進みません。 

 

コマツ) 米国のように人の流動性が高いところは仕組み

がしっかりしていて、日本のように長期間働くことに依存

しているところではM&Aにしても難しさがあるように思い

ます。 

 

参加者)セキュリティに関して解答があるわけではありま

せんが、自社の試みを紹介します。 

①外部から侵入されてシステムを破壊される、 

②自社の情報が外部に漏洩する、 

この２つがあります 

＝コマツ 講師 栗山様と皆様との意見交換＝ 
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①では、原子炉の例で、大分前から制御システムのセキ

ュリティを盛んにやっています。昨日もうちはこのセキュリ

ティに対応しているので侵入されることはない。つなぐこ

とができると話していました。私共もその試みに参加して

いて、特定の認証を受ければ要求されるレベルは満たし

ているでしょう。 

IoT時代のセキュリティはファイヤーウォールで 1ヶ所

を守って内部がクリーンな状態であることは無理で、さま

ざまなパスがあって一個一個守ることが前提になります。

先ずは一個一個のコントローラーが特定の認証を満たし

ている状態まで持っていき担保しましょう。 

②情報が漏洩するリスクがあります。個人情報が漏れた

時にいかにするかで事件がありました。企業が滅びるの

ではないかとも言われました。漏れた方にはXX円の券

を配るなど対応をしました。それは漏洩が分った時点で

情報の価値をも決めてしまうということになります。産業系

の方は 保険のような感覚で漏れた情報にどこまで対応

するか決めてコンセンサスを得られない可能性もあるで

しょう。漏れた企業・自社から瞬間に対応すれば企業は

滅びることはないように思います。 

 

コマツ)本当の価値はどこにあっていくらか決めておけば

よいということですね。 

 

参加者）セキュリティを担っている企業で相談を受ける立

場ですが、オファーを受けてどんなセキュリティを組みこ

んだらいいのか薦めたり、プロテクトを薦めてもいます。

その技術を提供する側から考え、そもそも 1社がセキュリ

ティ対策を考えてお金を払うべきなのかなと思います。 

資金もかかるしきりがありません。アップデートもモニタ 

リングも必要になります。本来はこうしたものこそ業界で 

仕組みを入れて守るとか、オールジャパンで標準化した 

ものを組み込んでいくことがよいと思いながら相談に乗 

り事故に対応しています。セキュリティは守りの対策であ 

って価値を生むものではないと考えています。そこに各 

社が資金を掛けているのもいかがかなと思います。 

 

コマツ）しなくてもいいことを一生懸命しているイメージが 

あります。日本全体の大きな生産性ロスも生んでいるの 

ではと思います。 

 

司会）業界の横のネットワークをつくりたいと思い横の建

設機械工業会ネットワークを考えました。勉強をしあうこと

が大事であり、「拝啓。。。」ではなく「前略。。。」で話せる

関係ができるといいと思います。 

国に頼ることなく、民間ベースで考えて提言していくこと

も大事なことです。 

 

 

                              (了) 

 

（文責 ： 技術立脚型経営研究会） 
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①世界先進国の産業トレンド 

プラザ合意以降、持ち前のハード生産の国際競争力

が毀損して20年の年月を経過した。一方2000年に入り、

欧州で議論が盛んに展開されてきた産業革命である

Indstrie4.0 がハード生産王国であるドイツで声高に叫ば

れ、更に米国でも、一旦は中国に移転した製造業が、中

国のコスト上昇と為替変動リスクから、大挙して米国に回

帰し、国際分業の流れが逆流しはじめている。サービス

産業化こそが先進国の主要産業だと一部で認識されて

いた産業構造を、再度見直し、付加価値のある製造業の

再生へ向けた方向展開に関心が高まっている。 

特に、我が国の製造業は大挙して主にアジア諸国に

生産拠点を移動し、人件費の低減を狙いにして産業の延

命を志向してきた。一旦はアジア諸国での工業生産の主

軸は、我が国の現地製造業であると見做される状況でも

あったが、その後の国際生産分業の進展と製造技術の

モジュール化というシステム革命の台頭から、アジア全

域を統合的に製造体系に組み込むという頭書の理想は

限界に達し、再び、我が国でハード産業の国際競争力を

再構成すること、が命題となっている。 

この間、主に米国発のスマイル・カーブ理論が常識化

し、ハードシステムであっても研究・開発などの上流とサ

ービスなどの川下にしか付加価値は生まれない、という

理論を拠り所にして、生産工程はEMSやFoundryなどへ

外部経済化することが巧い経営モデルとであるという既

成概念が蔓延している。 

 

②新たな産業融合志向の出現 

ところが、パソコン関連やモバイルそして検索エンジン

などをコアにした IT技術も革命を先導する技術と新産業

の基盤としては限界で、米国のシリコンバレーですら IT

を駆使したバイオ産業へ産業領域をシフトする、つまり IT

技術単独では、枯れた技術基盤であるという限界説まで

出だし、その存立すら危惧されだしていた。 

一方、TESLAなどの電気自動車やGoogleの開発する

自動運転自動車の開発など、ITを梃子にした新たなハ 

ードとソフトとの融合産業が生まれる可能性が提示さ 

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３次元 CAD を利用して新たな生産技術を拡大するな

ど、ハードとソフトの産業技術の融合領域が拡大する

可能性が例示され、“IoT”と称する、新たなイノベー

ションを生むことへの衝撃は大きい。特に EURO 圏

での通貨統合の恩恵を受け、ハード産業の国際競争力

が毀損していないドイツでは、EURO維持への疑念も

加わり、大きな危機感を生んだ。   

筆者は、その経済的優位性を維持できるかという疑問

が、先に紹介した Industrie4.0の産業革命という将来ビジ

ョンに行きついた背景だろうと仮説を立てている。 

産業革命に関する梃子を退いたと見做している米国の

視点は、IT を梃子にした新製品開発のイノベーションで

あるとか、サービス産業を強化した市場囲い込みの戦略

だと認識していた。   

しかし、製造業の基軸である生産プロセスも、ITとの融

合で高度化が可能であるというドイツの Industrie4.0の提

言は、ハードとその製造に長年大きな経営資源を投下し、

技術主導の価値観に囚われている我が国企業に対して

大きな衝撃を与えた。このことが我が国の製造業再生と

生産革命への関心を一気に高めている。 

 

 

 

 

 

JCTM(技術立脚型経営研究会)では、IoT, Industrial 

Internetそして Indstrie4.0 という提案に対して、産業革命

の内実を探索し、その将来像を見るべく討議の場を設定

してきた。 

しかし、その革命の技術的主軸を探ると、例外なく、

BigData, クラウド、画像、センサー、そしてその情報処理

を AI(人工知能)で行う、など 5種類程度の要素技術に分

解しているものが多い。 

確かに、過去の産業革命は蒸気機関、内燃機関、そし

て ITなど、革命の技術的基盤は明確であったから、今回

のその技術的変化の引き金を探ることは全面的には否

定できない。さらに、広大な経営システムを前提にしなが

ら、新たな技術を持って変革の可能な事例を模索するこ

とが続いているが、それも否定するものではない。 

検討すべき命題は、プラザ合意以降、我が国製造業

の延命策であったGlobal化への変革を越える

Industrie4.0革命は実存するのか、その命題に関して、何

らかの論理的仮説を検討したいというのが、本MOT研究

会の狙いでもある。 

１、巻頭言 

「国際競争力は回復できるのか」 
特定非営利活動法人技術立脚型経営研究会 

理事長  許斐 義信 

 

１、Industrie4.0  

産業革命へのアプローチか 

２、Industrie4.0 

製造システムは革命を起こせるのか 
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本稿では、我が国で、主として海外移転による解決策

を信じて邁進してきた生産プロセスの国際競争力を高揚

できる理論的可能性に集中して検討することに挑戦した

い。 

 

❐Global生産システムとの連携 

人件費をはじめとした生産コストの削減を狙いとした 

EMSの生産機能の外部化や、設備投資リスクの回避を狙

いとした Foundry活用の外部化など、所謂、SCMの改革

による生産システムを導入することで生産機能に関する

コストを極小化する。EMSやFoundryなどを活用すること

は、その機能は規模の経 

済を基盤にした生産システムを構築できることに繋がると、

再定義することでもある。この種の SCMには潜在的にデ

メリットもある。それは自前の生産システムを保有しないこ

とから抱える生産技術革新を、ある種阻害する確率が高

いということでもある。 

 

❐主要要素に特化させて当該コア部品で市場支配 

要素部品の事業に特化した事業に絞ることである。例 

えばインテルのプロセッサーや村田製作所の通信用フィ

ルターのように、技術移転不可能な IPRや生産技術の移

転が困難であるなどの周辺経営要素の独自性が必要で

ある。また、完成品として全体システムとの連動性が担保

されなければならないので、他の機能とのインターフェ

ースに工夫を要するという条件も付加される。 

 

❐技術による生産の改革 

GE の３D CAD による生産革新や、デンソーが挑戦し

てき技術による低コスト化への技術改革の連鎖など、人

件費を除く多様なコスト競争力の改善は、高度な生産技

術の開発によって、連鎖的に高度化を達成できる可能性

がある。つまり、生産技術にしろ、部品に関わる製品技術

にしろ、広い意味での生産システムの改革を狙いとする、

ということもできる。 

 

❐生産の改革による高度化 

Man, Machine, Material, Methodの４M、つまり生産に 

関わる要因分析で多用される4要素の生産技術を駆使し

たQuality, CostそしてDeliveryのQCD成果の高揚が基

本的生産改善のフレームワークといわれている。生産シ

ステムの Industrie4.0 で提言されている伝統的生産シス

テムへの多様な IT 技術の適合・融合には、理論的に改

革を成し遂げる狙いがあるが、一概に多くの提起されて

いる要素技術を組み込めば生産システム関わる産業革

命が達成できるとは言えない。それには、同期化 (注 1)、 

マテリアル・アワーによる改善(資産回転率の向上 (注 2)、 

生産設備の汎用化(資産価値の向上 (注 3) などが改革

の対象となる。 

注1：和田順三 「同期化実験」  昭和39年5月、 

日産自動車株式会社 

注2：許斐義信 「日本企業は国際競争力をどう取り戻すか」  

1995年10月、 

   P4 に 図および記述 

      DKM  MANAGEMENT  REPORT 

注3：機関誌Vol.5 「SKYACTIVE 新世代技術の開発と経営    

マツダの“ものづくり革新」 

P16詳細記述,  2003年6月 JCTM  

 

 

 

前述したように、生産システムの高度化には、EMS な

どを組込んだ Global 生産システムを高度化させることや、

競争力コアを形成する特定部品に特化して、そのコア部

品を他の製品メーカへ遍く供給するという、厳選した製品

戦略で対応することも考えられる。また多くの新たな生産

技術を活用することで、設計にも関わる改革を成し遂げ

ることも可能である。 

加えて階層化した材料、部品、モジュール、そして最

終組立てを対象にした同期化も、成果を享受できる生産

システムの改革領域である。 

 

①国際競争による競争要因の変化 

筆者は、これらの改革は個々の製品の研究・開発・生

産・新たな付加的改革などは、大局的に見れば、開発と

生産の過程に対応して主要な改革領域は、変質すると仮

定している。 

 「図１ 国際競争を決める競争要因の変化」 を参照し

て頂きたいが、本図では 3段階の異な競争要因を斟酌し

て、それぞれの段階での最適な機能的高度化を達成す

ることが重要となる。 

製品イノベーションで、先行的成果を挙げた我が国製

造業は、主に、第3段階の改革で競争優位性を毀損させ

てきたと観察している。主要技術による囲い込みに成功

せず、技術移転を加速化させて、世界規模での市場を立

ち上げる時期に投資不足となり、市場ニードに対応した

生産システムを構築するに至らなかった。しかも、規模の

経済を梃子にした第 3 国からの価格競争に敗れるという

経営的失策が続いている。 

それは新製品に関わる、仕様のオープン化と生産の

モジュール化、及び製品化する過程での組立ての仕組

み、つまりインターフェースの掌握にも失敗した、という

多くの技術経営的失策の連鎖が続いた。 

特に、多くの電子機器製品では、量産段階にありなが

ら、低価格競争に敗れたという問題も起きたのである。そ

れが Industrie4.0で巻き返せるという保証はない。 

３、ITを活用した競争力強化 

2つの視点 
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②「マテリアルアワー」に着目した事例 

さて、新興国に産業が既に移転してしまった場合は別

にして、現在も生産が続いている多くの事業分野で、如

何なる生産システムの改革が可能なのか、それを検討し

てみたい。 

 「図２ マテリアル・アワーに着目して設備を半減した例」 

をご覧いただきたい。 

上段は、ある加工工程の現存する生産システムである。

そこでは機能の異なる多様な生産設備を活用して、ロボ

ットを活用した全自動化システムが稼働している。しかし

個々のロボットと射出成型機とで構成されるある 1 ライン

で、個々の工程で利用している生産機械で加工される材

料（ここではマテリアルと呼んでいるが）に着目したい。 

その時間軸上の同期化に成功すれば、約半分の時間

で同じ加工を完了することができることを例示している。 

つまり一定の時間で、同じ機械群を利用しながらも倍の

生産量を達成できることを示している。 

このように生産設備の有効稼働時間を増やすとか、加

工材料の時間当たり付加価値を増加させることで、時間

当りの付加価値を大幅に増加させることが可能となること

を例示した。 

 この生産システム改革で成し遂げられる、その会計

的成果は、特定時間での生産量を増加させるから、仮に

同じ規模の生産量であっても利用時間が増えるだけ、相

対的に固定費が圧縮されることを示している。 

 
 

 

自動化や Industrie4.0で追加投資した IT投資などは、

伝統的方法で、単に既存工程の人件費圧縮に止まらず、

固定費率の大幅な圧縮も同時に達成できることを示して

いる。 

筆者は効率化の対象として、伝統的に検討してきた、

Manアワーや、機械主導設備の場合に利用してきた

Machineアワー、次の効率化測定尺度として、材料(本来

はワークだが、敢えてManと比較する狙いでMaterialと

呼称し（Materialアワー)の時間当り付加価値の増大を提

案したい。 

本稿では Industrie4.0 で対象としている生産システムの

ITによる改革を如何に進めるか。それに焦点を当てて持

論を披瀝した。 

我が国の持ち前の多様な自動化技術は、新たな生産

システム改革と同時に、巧みで、しかも国際競争力のあ

る日本土独自のシステムとして開花を遂げることを期待し

たい。 

本稿で講演録として掲載する、富士通アドバンストテク

ノロジ社長の宮澤秋彦氏による、“IoT 時代を見据えたも

のつくりイノベーションへの挑戦”を検討して頂きたい。            

  

                        （許斐 義信） 

 

注）機関紙Vol.15  富士通アドバンテスト株式会社     

 巻頭言より掲載      （2016年3月 発刊） 
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