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（3）設備投資による生産性の向上の必要性

我が国ものづくり産業が直面する課題と展望

例えば、液晶パネルでは、最新設備を導入して生産効
率を高めることが生産性に極めて大きな影響を与える。

加価値の低下した生産工程から利益を得るには、最先端

第6世 代 モ デ ル の 稼 働 開 始（2004年 ） か ら2年 後、

の製造機械の導入による生産性の向上や、投資や生産の

2006年に稼働を開始した第8世代モデルは、生産でき

大規模化によるスケールメリットを享受することが重要

るパネルの面積が第6世代モデルの約2倍となっており、

となる。

これが液晶パネルの生産性に直結する（図214-22）
。
液晶パネルの世代別面取り数

1

節

図214-22
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デジタル化・モジュール化が進んだ領域において、付

我が国ものづくり産業を取り巻く構造変化と企業のビジネスモデルの変化

シャープ：亀山第1
日立（現ｼﾞｬﾊﾟﾝﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ）：茂原

２年で約２倍に

シャープ：亀山第2
パナソニック：姫路

４年で４倍に
シャープ：堺

備考：畳は江戸間を使用（880mm×1760mm）
資料：経済産業省作成
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コラム
300mmウェハの標準化と半導体産業の競争力 ………………………………………………
1994年に公式スタートした300mmウェハの標準化は、その後の半導体産業に大きな影響を与えたとされ
る。
半導体産業では、ウェハの大口径化が生産性に大きな影響を与える。例えば、6インチから8インチにウェ
ハ口径を変更すると、
（6インチ÷8インチ）の2乗、つまり約2倍の生産性向上が得られる（図1）
。他方、大
口径化に対応した装置開発には巨額の投資が必要となる。そこで、材料の標準化、キャリアの標準化、ファ
クトリーデザインの標準化などが段階的に進められていき、1997年に300mmウェハの標準化が完成した。
日系 DRAMメーカーは、この標準化プロセスを主導することにより、標準化にコミットしなかった企業よりも、
大きな先行者利益を手に入れた。また、半導体製造装置メーカーは、半導体メーカーが300mmウェハ用の
半導体製造装置を導入することを期待し、1997年前
後をピークに巨額の開発投資を実施した。
ところが、1997年は前年からの DRAM市況の悪化
から、日系 DRAMメーカーは300mmウェハ向けの設

図1 半導体の製造プロセスの微細化とウェハ口径の推移
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備投資を十分することができなかった。2001年には、
半導体製造装置メーカーが300mmウェハ用の半導体
製造装置の実用化のため、再び巨額の開発投資を実施
したが、この段階で設備投資を主導したのは、米国の
半導体メーカーと韓国及び台湾の半導体メーカーだっ
た（図2）
。
このため、適切なタイミングで十分な規模の設備投
資ができなかった日系 DRAMメーカーは、標準化を
主導したにもかかわらず、その果実を手にすることが
できなかったのである。このことは、デジタル化・モ
ジュール化が進んだ資本集約的産業において十分な設
備投資を行うことがどれほど大切かということを物語
っている。
図2

資料：経済産業省作成

半導体における日本企業の過少投資

半導体におけるサムスン電子のシェアと市場成長率
䟺䟸䟻

サムスン電子と日本企業の半導体関連投資額比較
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市況が落ち込んだときにサムスン電子はシェアを大きく拡大

サムスン電子は市況が落ち込んだときにも積極的な設備投資
日本は「業績が悪くなると利益確保のために設備投資を抑制」

資料：「半導体産業計画総覧」（産業タイムズ社）及び各社ウェブサイトを基に、三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング（株）作成
注 以上の説明は、立本博文「半導体産業における共同研究開発の歴史」（
「赤門マネジメント・レビュー」7巻5号（08年5月）
）によるところが大きい。
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コラム
大規模投資による設備投資効率の向上（COMSイメージセンサー・NANDフラッシュメモリ）… ………
光を電気信号に変換するイメージセンサー（スマートフォンやビデオカメラ等に使われる）や、NAND

第

フラッシュメモリ（USBメモリや SDカード等に使われる）は、デジタル化・モジュール化が進むエレクト
ロニクス産業にあって、我が国企業が大規模投資により設備投資効率を向上した好例である。
ジセンサー生産拠点は国内に位置している。にもかかわらず、同社はイメージセンサーの大規模投資を繰り返

1

節

イメージセンサー市場において、ソニー（株）は2003年度に参入した後発組である。また、同社のイメー
すことで、コスト低減を実現し、イメージセンサー市
ソニー（株）
（27％）
、2位：オムニビジョン（米）
（11

図

％）
、
3位：シャープ（株）
（9％）
（ガートナー調べ（2010

これらの分野は、巨額の設備投資を必要とするが、
大規模投資でコスト低減を実現することで、同分野
においてソニー（株）、（株）東芝とも投資規模に概
ね見合った収益を得られている（図）。
（4）ネットワーク化がもたらす更なる構造変化
①デジタル化・ネットワーク化による産業構造の更なる

営業利益

を推進することで現在も高い市場シェアを維持し、
サムスン電子としのぎを削っている
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また、NANDフラッシュメモリにおいても、
（株）
東芝は、生産拠点を国内に持ちながら、大規模投資

ソニー（株）及び（株）東芝の電子デバイス部門の
営業利益と設備投資額との関係（年度別）
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備考：ソニー（株）については、2006年度、2007年度はエレクト
ロニクス部門、2009年度は CPD部門、2010年度は PDS部
門の営業利益。
資料：公表財務資料より経済産業省作成

きている。携帯電話市場へのスマートフォンの浸透、ゲ
ーム市場へのソーシャルゲームの浸透が競争構造を一変

変化

させたように、ものづくり産業においても、デジタル化

デジタル化・モジュール化によって、ものづくり産業

やネットワーク化の進展は大きな構造変化をもたらす可

の供給構造が大きく変化し、我が国ものづくり企業の競
争優位が揺らいでいる現状に加え、ネットワーク化の進
展がその産業構造に更なる変化をもたらしている。
昨今、モバイル・インターネット端末の広範な普及、

能性がある。
単なるものづくりから得られる付加価値が低下しつつ
ある今、従来利用されてきた既存の情報システム（企業
の業務システムや顧客管理システム等）内の情報ととも

こうした端末・機器から取得される情報の収集・送受信

に、新たに利用可能となりつつある各種機器から取得さ

のための通信コストの劇的な低減（現在、1985年比

れるセンサーデータ等を統合的に活用していくことで、

100万分の1以下）
、センサーの製造技術・省電力技術・

ものづくり産業全体のバリューチェーンを進化させるこ

狭帯域の無線技術等の進歩によるセンサーコストの低下

とが求められてきている。

が急速に進んでいる。この結果、従来の携帯電話やパソ
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場において世界最大の売上高を実現している。
（1位：

図214-23

IOT時代における情報量の増加

コンを通じたテキスト・画像・動画だけでなく、ものづ
くり産業の各種機器から収集された実世界のあらゆるリ
アルデータ（各種機器の位置情報や稼働情報等）がデジ
タ ル 化・ ネ ッ ト ワ ー ク 化 さ れ 広 く 流 通 す る「IOT
（Internet of Things）」の世界が実現しつつある（図
214-23）
。
これを受け、建設機械やロボット、工作機械、自動車
等の各種機器に通信機能を兼ね備えた安価なセンサーを
搭載することが可能となり、これまで相互に通信し合う
状況になかった様々な機器・機械がネットワーク化して
出所：喜連川優「情報爆発のこれまでとこれから（電子情報通信学会誌,
Vol.94,No8,2011）」
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②ものづくり産業におけるデータを活用した新しい価値

他方、あらゆる機器にセンサーが搭載され、ネットワ

創造に向けた取り組み

ークに接続されると、これまで把握することができなか

ものづくり産業において、デジタル化・ネットワーク

った機械の挙動に関するリアルデータ（例：建設機械や

化の流れを利用し、新たに機器・機械から収集されたデ

ガスタービン、コピー機の稼働状況や位置情報、タイヤ

ータを自社の提供する機器の新たな付加価値として活用

の走行状況等）をリアルタイムかつ大量に収集・分析す

している事例を下記に四つ紹介している（表214-24）
。

ることが可能となってきており、データの活用の幅が飛

いずれも、収集されたセンサーデータ等を用いて顧客ニ

躍的に拡大してきている。これにより、顧客ニーズに応

ーズを掘り起こし、ハードウェアの単品売りにとどまら

じた適切なサービスを提供していくことが可能となり、

ず、その後のアフターサービス等をセットで提供してい

ハードウェアに新たな付加価値を与えている。

る事例である。

今後ものづくり産業の競争力強化に向けては、より詳

これまでは、データの収集コストが高かったこともあ

細なデータの取得、取得したデータ分析の深化により、

り、機器から収集されるデータの活用用途は、エレベー

顧客ニーズを的確に捉えた効率的・合理的なサービスを

ターや自動販売機など大型機械の監視・保守業務の効率

展開するなど、自社が提供する機器の高付加価値化を目

化等に限定されていた。

指していくことが肝要である。

表214-24

建設機械メーカー

データを活用した新しい価値創造事例

○油圧ショベルやブルドーザ、ダンプトラック等の建設機械の稼働状況を把握することが可能なシステムを
構築。
○上記システムから収集される情報（稼働情報や位置情報等）を活用し、効率的な建設機械の保守メン
テナンスサービス等を顧客に提供。
○大型車両用のタイヤにセンサーを搭載し、連続的に道路の路面状態を計測することが可能なシステムを
構築。

化学メーカー

重電メーカー

産業機械メーカー

資料：経済産業省作成
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○上記システムからリアルタイムに収集される情報（降雪や降雨などによる道路状態等）を可視化し、車内
ディスプレイを介してドライバーに伝達することで安全運転に貢献するなど、新しいサービスを顧客に提
供。
○世界中に設置してあるガスタービンに200〜2,000個のセンサーを設置し、ガスタービンの稼働状況を把
握することが可能なシステムを構築。
○上記システムから収集される情報（温度や振動、圧力等）を活用し、リアルタイム保守・監視サービスを
顧客に提供。
○レーザープリンターやデジタル複写機等の産業機械にセンサーを搭載し、稼働状況を把握することが可
能なシステムを構築。
○上記システムから取得される情報（トナー残量や機器稼働情報等）を活用し、紙使用削減サポートや、IT
機器から出力されるCO２低減に向けたサポートなど、遠隔診断保守サービスを顧客に提供。
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コラム
製造業におけるデータ活用の先駆例〜コマツの KOMTRAX〜… ……… （株）小松製作所
（株）小松製作所は、油圧ショベル・ブルドーザ・ダンプトラック等の建設機械に、遠隔機械稼働モニタ
25万台が稼働中。）同社は、KOMTRAXから収集可能な建設機械のリアルデータ（建設機械の位置情報、
最適なアフターサービス（効率的な保守、燃費削減のための省エネ運転のサポート等）を提供している（図

1

節

稼働情報、使われ方情報、不具合情報等）を最大限有効に活用し、ユーザーの動向を正確に把握し、顧客に

第

リング・システム（KOMTRAX）を2001年より日本で標準搭載を開始した。
（現在世界70ヶ国以上・約

1・2）
。
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現在、同社が提供する建設機械は、中国・韓国製品に比して高いものの、グローバルで高シェアかつ高利
益率を誇っている。建設機械から収集されるリアルデータを活用し、顧客が求めるアフターサービスを提供
することにより、「機械単品売り」から「機械＋サービスの提供」へとビジネスモデルの転換を実現してい
る好例である。
図1

KOMTRAXの概要（イメージ）

資料：経済産業省作成

図2

情報の活用がもたらした（株）小松製作所における新たな価値創出（イメージ）
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資料：経済産業省作成
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