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はじめに 
 

インダストリ 4.0の実現により、デジタル化が第 4次産業革

命を可能にする。この激変は、新しいテクノロジー、労働

と企業組織の形態、ビジネスモデルもしくは売上モデル、

価値創造ネットワーク、動的なデジタルエコシステムなど、

今日でもまだ完全に把握しきれないほどの全社会的な影響

をもたらす可能性を秘めている。 

 

技術的な実現手段と、インダストリ 4.0の本来の目標、特に

フレキシブルで自己組織的な製造によりコスト効率の良い

個々の単品製品を大量に提供することは区別する必要があ

る。サイバーフィジカルシステム（CPS）の採用とその包

括的なネットワーク化は、この変革の技術的基盤となって

いる。それは供給、生産、保守、配送、顧客サービスを互

いに連携させ、硬直したバリューチェーンをフレキシビリ

ティの高い企業横断的な価値創造ネットワークに変革する

ことを可能にする。 

 

インダストリ 4.0は、市場サービスの新しいアイデアの開発

に始まり、新しいタイプの生産および製造ソリューション、

ライフサイクル全体を通じた情報の収集に至る価値創造全

体の組織化と制御の新しいレベルを表しており、その基礎

の上に個別化された製品および製品サービスシステム

（PSS）がパーソナライズ可能になる。たとえば、インテ

リジェントなコンポーネントや機械やシステムが生産工程

を能動的に誘導する。装置が自発的に動作を誘発して、次

の作業ステップを決定する。その際に生じる大量のデータ

を用い、進歩した分析と人工知能（AI）により、プロセス

をリアルタイムに分析して最適化することができる。ここ

で基準となるのは、たとえばコスト、可用性、資源消費量

などである。この場合に技術的な観点から新しいのは、す

べての物理的な物体や PSS がいわゆるデジタルツイン1 を

持つことである。さらに、インダストリ 4.0を実施する際の

焦点は、革新的なビジネスモデルの構想と実現の広範囲に

及ぶ可能性に、また、持続可能性の観点から特に循環型経

済の実現に置かれている。 

 

 
1 以下のインダストリ 4.0 を成功させるための研究ニーズの概観は、Stark/Damerau（2019）の次の定義を参考にしている。「デジタルツインとは、アク

ティブな特定の製品（リアルな装置、オブジェクト、リアルな機械、サービス、またはリアルな無形財産価値）、または特定の製品サービスシステム

（製品と関連サービスからなるシステム）のデジタル表現であり、選択された特徴、特性、状態および挙動を、モデル、情報、データを用いて個々のラ

イフサイクル内または異なるライフサイクルにわたって捕捉する。」この場合、中心的な特徴は、現実に存在する製品、機械、またはサービスが、IoT

データ（デジタルシャドウ）を介して元のデジタルマスターモデルまたはデジタルプロトタイプと関連付けられることであり、これが本来の「ツイニン

グ側面」である。 

2 参照：研究諮問委員会/acatech 2021a 

3 参照：研究諮問委員会/acatech 2021b 

インダストリ 4.0の現状 

 

2010 年にインダストリ 4.0 プロジェクトが発足して以来、

政治、経済、科学は共同で大きな成果を達成することがで

きた2 。多くの企業はデジタル化を拡充することによって

インダストリ 4.0 の前提条件を作り出し、インダストリ 4.0

の一部を巧みに導入した。これには、たとえば様々なレベ

ルにまたがるデータ統合が含まれる。それでもインダスト

リ 4.0の全面的な実装は、ドイツの工業界にまだ十分に定着

していない。しかも、インダストリ 4.0の中心的な考え方は、

必要な技術を導入することにとどまらない。むしろ、工業

の幅広い分野で既存の価値観を変える可能性が期待されて

いる。これには、革新的なデータ駆動型のプラットフォー

ムに基づくビジネスモデルにより、デジタルエコシステム

においてカスタマイズされた製品やサービスを大量生産の

コストで作り出すことが含まれる。インダストリ 4.0研究活

動の助成について見ると、これまでの高い研究モメンタム

にもかかわらず、インダストリ 4.0をさらに調査し、実際の

場面で広範囲に実装するためには、様々なテーマに重点を

置いた追加の措置とイニシアティブが必要であることが同

時に確認される3 。この分野では科学と企業の大きなコ

ミットメントと連携は、今後も促進され推進されなければ

ならない。共同研究におけるイノベーションの可能性を活

用することは、企業、特に中小企業にとって、研究開発協

力に参加する大きなインセンティブとなる。さらに、イン

ダストリ 4.0の活用は、国内およびグローバルな競争におい

て、目に見えて多くの企業戦略上の利点をもたらす。 

 

インダストリ 4.0は、ドイツにおける価値創造を体系的に確

保し、さらに発展させるための鍵であり、それによって現

代の社会政策上の課題の克服に決定的に寄与することがで

きる。2019 年 9 月に初めて「インダストリ 4.0 のテーマ分

野」が発表されて以来、特に経済システムに対する国内お

よびグローバルな影響を背景として、インダストリ 4.0の重

要性は近年ますます高まっている。気候危機が公に語られ

るようになって行動することへの圧力が著しく高まった結

果、持続可能性の文脈におけるイノベーションが、製品や

サービスの創造においてライフサイクル全体を通じて不可

欠となっている。 
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新型コロナパンデミック、ロシアのウクライナ侵略戦争、

および重要資源の不足は、バリューチェーンと価値創造

ネットワークの脆弱性を浮き彫りにした。ビジネス拠点と

してのドイツの技術的主権は、国際競争の中でますます失

われる危険性が高まっている。さらに、発展しつつある動

的なデジタルエコシステムの中で、多国間のデータ交換を

保証し、スケーラビリティの高いソリューションを生み出

すために、相互運用性の問題に統一的なルーチン、標準お

よび規格によって答えなければならない。このような背景

から、インダストリ 4.0とその実装に関する今後の研究活動

が、実際の場面でますます戦略的に重要であることが明ら

かとなる。 

 

未来への展望 

 

現代の大きな社会的課題は、インダストリ 4.0を活用した価

値創造の包括的な変革を求めている。持続可能性、レジリ

エンス、相互運用性、技術的主権といったテーマが、これ

まで以上にインダストリ 4.0の研究の焦点となっている。研

究の目的は、これらの戦略的目標を実現するうえでインダ

ストリ 4.0の可能性を十分に発揮させるための前提条件を作

り出すことでなければならない。 

 

プラットフォーム・インダストリ 4.0の研究諮問委員会は、

持続可能性を包括的に理解することから出発している。持

続可能性とは、生態学的、経済的および社会的な目標を同

時に達成することで実現される。これら 3 本の柱は、対等

な関係で成り立っている。それゆえ持続可能性を全体的に

実現するためには、これらの柱の相互作用も考慮する必要

がある。1本の柱だけが最適化され、他の柱がないがしろに

されることがあってはならない。ここに、インダストリ 4.0

の枠内における研究開発ニーズがある。その結果、持続可

能性の生態学的側面をデジタル化によって促進し、資源や

エネルギー効率の改善、排出量の削減に貢献することがで

きる。さらに、インダストリ 4.0は、気候変動に配慮した循

環型経済の基盤を構築する。社会的な観点から見ると、労

働のデジタル化は、熟練労働者や管理者の教育や訓練に、

また、組織やグローバルな枠組みの条件に、特に人と機械

の新しい協力形態を背景として、新たな要求を突きつける

ことになる。これらの要求には、相応の教育内容によって

応えなければならない。こうした生態学的および社会的側

面は、持続可能性の経済的側面と相互に作用して初めて達

成することができる。ここでの目標は、国際競争力の点で

データエコノミーおよびプラットフォームエコノミーに成

功するためのコンセプト、方法およびインフラを開発し、

インダストリ 4.0における革新的なビジネスモデルのために

AI を活用することでなければならない。ここでは研究およ

び移転合同プログラムによるプリコンペティティブな助成

が有効であることが証明されている。こうして、国際競争

の中で、ネットワーク化された世界市場におけるドイツ産

 
4 参照：プラットフォーム・インダストリ 4.0 2019a, p. 1 

業の先駆的な役割が維持され、さらには拡大される。それ

によって技術的な卓越性と社会政策上の目標が等しく達成

され、強化されることができる。 

 

持続可能性の側面に加え、インダストリ 4.0における価値創

造ネットワークのレジリエンスと技術的主権が、今後の研

究開発ニーズの焦点となりつつある。特に新型コロナパン

デミックやウクライナ戦争は、レジリエントな価値創造

ネットワークの重要性と必要性を明確に示した。データ主

権を確保すると同時に、いわゆるハイパースケーラー

（グーグル、マイクロソフト、アマゾンなど）への依存度

を低減するための前提は、科学をベースとした（国家間の）

データ主権に基づくデータスペースの積極的な構築にある。

これらは、データ駆動型のスケーラブルなビジネスモデル

を実現することを目的として、欧州の法制度や価値体系に

従ってデータ交換の基礎を形成する。さらに、相互運用性、

ひいては多国間のデータ交換を可能にするためには、イン

ダストリ 4.0 に適した標準化および認証プロセスと、IT セ

キュリティが必要である。 

 

今後の研究開発ニーズから、インダストリ 4.0における価値

創造が、社会の中心的な議論や政治問題にどこまで踏み込

むことができるかが明らかになる。インダストリ 4.0は、イ

ノベーションの屋台骨をなすものである。統合に関する

テーマ（たとえばトレーサビリティ、信頼性、倫理を考慮

したインダストリ 4.0 におけるデータスペースと AI）だけ

でなく、応用に関するテーマ（たとえばインダストリ 4.0に

よる持続可能なカーボンニュートラル生産）にも取り組ま

なければならない。これにより、この分野における研究開

発は、現代の転換課題に対する解決策を実践に移すための

決定的な調節ねじの役割を果たす。産業のデジタル化は、

最新の多様な研究全般からイノベーションを生み出すとと

もに、人々のために具体的な応用とそれらの目的を示すた

めの決定的な前提条件となるものである。 

 

このようにして、インダストリ 4.0は、工業界のデジタル化

のための国際的に認知されたベンチマークとブランドとし

てさらに強化され、その結果、ドイツから始まる第 4 次産

業革命が世界中で成功裏に実現されよう。BDI、BITKOM、

VDMA、ZVEI といった協会を含む、科学、労働組合、政治、

経済の相乗的な協力が、プラットフォーム・インダストリ

4.0 という素晴らしい環境を生み出した。プラットフォー

ム・インダストリ 4.0 は、ビジョン 2030により、多様性と、

多元性と、すべての参加者にとって公平な競争を特徴とす

るオープンなデジタルエコシステムを形成するための全体

的なアプローチを策定した4 。将来の欧州産業社会の礎と

なるのは、企業の自由の維持、データと情報のセキュリ

ティ、そして個人の権利の保護である。 
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図 1：プラットフォーム・インダストリ 4.0のビジョン 2030 

 

出典：プラットフォーム・インダストリ 4.0 2019a 

 

このビジョンを成功させるために、プラットフォーム・イ

ンダストリ 4.0は、異質性、ダイバーシティ、専門化を特徴

とするドイツ産業を背景に、相互にリンクした 3 つの戦略

的行動領域、すなわち主権、相互運用性、持続可能性を策

定した5 。これらの行動領域は小項目によって具体化され、

オープンでフレキシブルなエコシステムの分散戦略、およ

び自由で社会的な市場経済の価値に従うデジタルエコノ

ミーの形成と調和している6。 

 

研究諮問委員会は、ビジョン 2030を明確に支持している。

それゆえ以下のテーマ分野に記載されている研究開発ニー

ズは、ビジョンの戦略的行動領域にもはっきり言及してお

り、それらの実現もしくは実施に重要な貢献を果たすもの

である。また、これに関する内容的な関連付けは、それぞ

れのテーマ分野を扱った各章の冒頭に具体的に記されてい

る。 

 

さらに、インダストリ 4.0のテーマ分野は、連邦教育研究省

（BMBF）のプログラム「価値創造の未来」7 の中心的な問

題およびテーマ群にも取り組んでいる。このプログラムは、

将来性のある製品、付加価値の高い生産、顧客志向のサー

ビス、そして高い品質の労働を確保するための基礎を築く

ことを目的としている。価値創造について研究するために

取った視点（価値創造システムのダイナミクス、価値創造

に関わる人間、ビジネスモデルとバリュープロポジション、

 
5 参照：プラットフォーム・インダストリ 4.0 2019b, p.3 

6 参照：同上 

7 参照：連邦教育研究省 2021 

資源、社会技術的および方法論的イノベーション、ネット

ワークとコラボレーション）は、研究諮問委員会のインダ

ストリ 4.0テーマ分野でも取り上げられている。 

 

本書の目標と構成 

 

このような背景から将来を見据えると、インダストリ 4.0が

まだまだ完成していないことは明らかである。産業の変革

を成功させるためには、現状を知るだけでなく、現在ない

ものや発展の機会とリスクを明らかにするために、基礎づ

けられた分析が必要である。それには、政治、経済、科学、

社会の各ステークホルダーが一体となった取り組みが必要

である。研究諮問委員会は、ここで決定的な貢献をするこ

とを目指している。独立の戦略的機関として、研究諮問委

員会はプラットフォーム・インダストリ 4.0とそのワーキン

ググループ、関与する連邦省庁、特に BMBF に助言を行う。

また、インダストリ 4.0分野における今後の研究開発ニーズ

を早期に把握し、対応策を提示することも、その役割の一

つである。そうすることで研究諮問委員会は生産、サービ

ス、労働の研究を早い段階で互いに連携させ（これは

BMBF プログラム「価値創造の未来」が目指す目標でもあ

る）、連邦政府の研究助成をさらに拡大する方向性を示す

ことに寄与できる。 

  

主権 
 技術開発 

 セキュリティ 

 デジタルインフラ 

相互運用性 
 規制の枠組み 

 規格と統合 

 分散システムと人工知能 

持続可能性 
 良い労働と教育 

 温暖化防止と循環型経済 

 社会参加 



6 インダストリ 4.0のテーマ分野：インダストリ 4.0を成功させるための研究開発ニーズ  

 

研究諮問委員会は現在、将来の研究開発ニーズを区分する

ための 4 つのテーマ分野を特定しているが、これらはイン

ダストリ 4.0とドイツのイノベーションシステムを成功裏に

形成するために決定的となるであろう。これは 2019年に研

究諮問委員会が初めて発表したテーマ分野を更新し追加を

施したものである。これらの提言は、政策立案者、研究機

関および企業に向けられている。以下の章で詳しく説明す

る 4つのテーマ分野は、次の通りである。 

 

1. 変革期の産業価値創造 

2. 技術開発の展望 

3. インダストリ 4.0ソリューションのエンジニアリング 

4. 労働・企業・社会 

 

 

研究開発は、今後もインダストリ 4.0に焦点を当て続けなけ

ればならないが、それはこれに必要なキーテクノロジーの

活用にのみ向けられているわけではない。既存の製造工程

やルーチンを最適化する可能性に加え、方法論的なアプ

ローチをさらに発展させることにも、インダストリ 4.0を的

確に実装するチャンスがある。この場合、データ駆動型ビ

ジネスモデル、プラットフォーム市場、データスペース、

デジタルエコシステムのための全く新しいアプローチを検

討して設計する必要がある。これらの変化は、常にインダ

ストリ 4.0システムの人間志向の設計と、相応の法的もしく

は制度的な枠組み条件を伴うものでなければならない。イ

ンダストリ 4.0の中心には「人」がいる。人の役割は、形成

し、そして決定することである。人間はこの変革に積極的

に参加して、インダストリ 4.0環境で主権を持って行動でき、

その中で効果的かつ安全に働くのでなければならない。こ

のようにして、インダストリ 4.0は社会的な変革を持続的に

形成し、繁栄を確保することができるのである。 

 

 


