
 
製品開発から体験の設計へ

本能の時代の製造業



 
今後成長する製造業者は、製品開発から体験の
設計へと移行するでしょう。

本レポートにより、トランスフォーメーション
を加速させましょう。
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製造業予測：
2025年の世界
未来を形作るのは、今日の出来事です。世界が進化す
るにつれて、製造業者は顧客を支援するためのコネク
テッドサービスを提供する必要性が出てきます。今後
数年の間に、製品とそれを作る企業に、より多くのも
のを求める顧客のニーズに応えるために、製造業はト
ランスフォーメーションを完了するでしょう。記憶に
残るサステナブルな体験を提供する必要性があるこ
とから、製造のサービタイゼーションが促されること
になります。

私たちは、製造業者が備えておくべきことを理解する
ためにThe Future Laboratoryと 提携し、トランス
フォーメーションを支援するための指針を作成しま
した。

本レポートでは、この変わりゆく世界で成功するため
に製造業が実施しなければならない重要な移行につ
いて明らかにします。成長するために、組織はデータ
を中核に据え、あらゆる場面で人工知能（AI）を活用す
ることで、迅速につながり、予測し、適応しなければな
りません。

• 現在の世界の現状
•  世界を変えるであろう3つのマクロ
トレンド

•  成長するために製造業者がどのよう
に今日および未来のトレンドを利用
しなければならないか

本ページ以降の内容は 
以下の通りです。
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̶ Genpact ハイテク・製造・サービス担当上級副社長 Patrick Cogny

“

”

大手製造業者は、製品製造からサービス提供へと焦点を移しま
した。しかし、顧客は特別な体験も求めているため、非中核事業
分野に重点的に取り組むために製造業者はテクノロジーや人材、
パートナーのエコシステムに投資する必要があります。

同時に、製造業者は資源に関する完全な透明性と管理が必要に
なります。所有するものを減らし、より多くをコントロールしよ
うとするこの動きは、将来に何が待ち構えていようと、製造業者
がビジネスの継続性を守り、顧客に効果的にサービスを提供す
ることを可能にする大きな文化的変革となります。
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製品開発から 
体験の設計へ
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この先10年で、製造業者はサービタイゼーション
を採用し、柔軟性とパーソナライゼーション、エシ
カルな選択を求める顧客のために価値を創造する
ための新しい方法を模索することになるでしょう。
製造業者は、大量生産から唯一無二のカスタマーエ
クスペリエンスの設計へと変革を遂げる必要があ
ります。

スマートデバイスと5G通信接続、IoTから得たデー
タを用いて、製造業者はカスタマイゼーションとアッ
プグレード、修理、プラットフォーム、ユーザーコミュ
ニティを網羅するエンドツーエンド体験を創出す
るでしょう。各製品には、顧客の日々の生活におい
て製品が不可欠なものとなるように一連の包括的
サービスが付随し、ロイヤリティを促します。

こうしたサービタイゼーションには、製造業者が
デジタル化に投資するための資金を使用できるよ
うにし、新しい人材を集め、体験に重点を置いた新
しい経営文化を育むことが必要となります。これは、
パートナーシップを通じて所有するものを減らし、
資源を厳密に管理し、直線型のサプライチェーンを
ネットワーク型のサプライブレーンに変える製造
業者によって実現されると考えられます。

大手製造業者はこの挑戦を受け入れなければなり
ません。そうでもしなければ、取り残されてしまう
からです。



今日の製造業:
接続されていないものを接続する
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“依然として導入は遅れており、限定的です。製
造業企業の70%以上がデジタルテクノロジー
導入の道のりの出発点にいるか、または試験ス
テージを超えることができずにいます。

出典：世界経済フォーラム The Next 
Economic Growth Engine: Scaling 
Fourth Industrial Revolution 
Technologies in Production, 2018

AI市場は2016年の80億ドルから2021年に
は720億ドルまで成長し、55.1%の複合年間成
長率を達成すると予測されています。

出典：フォーブス The Future of 
Manufacturing Technologies, 2018

世界の現状 
現在の見解
新型コロナウイルス感染症の流行によって明らかになったように、サイロ化された構造で運営している製造業者はイノベーション
を行うのに苦戦する傾向があり、混乱の影響を受けやすくなっています。デジタルテクノロジーはレジリエンスの構築に役立ちますが、
導入の動きは遅々としたものでした。

今こそ、より反応が早くレジリエントな未来に備えるために、製造業者がスマートかつ強固なコネクテッドサプライチェーンの可能性を模索
するときです。

70% 720億ドル
多くの企業にとって、それは現在の状態から望
む状態への移行に関する問題なのです。ほとん
どの企業はその移行の道のりがどのようなも
のか理解していません。

ブリストル大学 Design and Manufacturing 
Futures Lab 共同所長Ben Hicks教授

本能の時代の製造業  |  今日の製造業

”
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“産業デジタル化技術が今後10年間で英国経済
にもたらすプラスの影響は、6,040億ドルに
達する見込みです。

出典：Gov.uk – Made Smarter Review, 
2017

大量生産を行う製造業者が 
ハイパーパーソナライゼーションを
行う製造業者に
サブスクリプションとD2Cサービスで溢れる共有型経済において、顧客はカスタマイゼーショ
ンとパーソナライゼーションを求めています。

顧客との距離を縮め、利益を押し上げるために、製造業者は顧客中心のプロセスにより支えられた
顧客中心のサービスを展開しなければなりません。

6,040億ドル

本能の時代の製造業  |  今日の製造業

今日の顧客は、特定の製品の様々な属性にわたって、
より可変的な付加価値または特殊性、より優れたま
たは管理された正確性を求めています。

Smart Manufacturing Leadership Coalition 
共同創設者Jim Davis

”
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データは21世紀の製造業の原材料です。デー
タは、所有者または利用する権利のある人が
その商業化に重大な影響を与え、ますます複
雑な資産になるでしょう。

The Industries of the Future著者Alec 
Ross

データが 
リーダーとラガードを分かつ
これまで製造業者によるデータ利用は限られたものでしたが、IoTと5G通信接続により、
データが製造業を動かす第四次産業革命を約束します。

現段階でデータをうまく扱っている製造業者は今後成長する可能性が高く、より小規模で俊
敏な競合によるディスラプションに直面する可能性は低いと考えられます。

20%

本能の時代の製造業  |  今日の製造業

““ 管理職の72% が、インダストリアルIoTが業界を根本
から変えると確信しているにも関わらず、インダスト
リアルIoTを利用するための戦略を立てているのはわ
ずか20%です。

Industry X.0: Realizing Digital Value in 
Industrial Sectors著者Eric Shae�er

” ”
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直線型モデルに取って代わる 
循環型消費
サーキュラー・エコノミーは、回復・再生する経済です。 
企業は閉じたループの中で資源を利用する方法を見つけ出そうとしています。

2019年に戦略的意思決定にサステ
ナビリティを組み込んでいると述
べた米国企業は、2018年と比較し
て、約2倍に増加しました。

出典：INGグループ

より回復力の高いアプローチを採
用することによる2025年までの
ヨーロッパ経済に対する一年あた
りの推定純材料費節約効果

出典：エレン・マッカーサー財団

サーキュラー・エコノミーに移行する
ことを計画している米国企業の割合。
16%がすでにサーキュラー・エコノ
ミーの原理を利用しています。

出典：INGグループ

製品と原料をより長く使用することができれば、ビジネスチャンスは広がります。資源採取が減少すること
で廃棄物が減り、利益が増え、顧客満足度が高まります。

2倍 62% 6,000億ドル
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2027年までにロボット革命によって労働人口
の10%以上に相当する1,500万の新規雇用の創
出が見込まれます。

出典：フォレスター・リサーチ

テクノロジーによって、人々の 
未来の働き方に向けた準備を促す
サービス主導のビジネスモデルに移行するためには、既存の労働力を拡張し、様々なスキ
ルを有する新しい人材を集める必要があります。

一部の役割はテクノロジーに取って代わられるでしょうが、クリエイティブな役割やデータサ
イエンス関連の役割、顧客に対応する新たな役割が生まれるはずです。

1,500万

本能の時代の製造業  |  今日の製造業

“テクノロジーと人間の間のシナジーということです。
インサイトを利用する機械とAI、そしてそのインサ
イトを用いて新しいニーズと機会に対応する人間
を組み合わせることができます。こうして人間と機
械を組み合わせることで、人間の世界と機械の世界
の最も良い部分を引き出すことができるでしょう。

Genpact ハイテク・製造・サービス担当副社長
Mark Hall

”
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製造業者は不測の事態を 
予測しなければならない
社会的・地政学的不確実性が製造業者の長期的計画の立案の妨げとなっています。サプ
ライチェーンは、混乱と不確実性の時代に、より俊敏に対応していかなければなりません。

融通の利かないインフラを有する今日の製造業者は、不測の事態や社会、政治、環境、健康に
関する深刻な問題に対応するのに必要な俊敏性を有していません。

俊敏なサプライチェーン慣行を有する企業は、
俊敏性の低い企業よりもサービスレベルが高く、
在庫レベルが低い傾向にあります。

出典：マッキンゼー・アンド・カンパニー

グローバルな視点を持たない製造業者は、世界
規模のパンデミックや自然災害など、予測が難
しい状況によって大混乱に見舞われる場合があ
るため、製造業者は特定の地域に依存しすぎる
ことは避けなければなりません。

Genpact 航空宇宙・工業生産担当上級副社長
Monty Manoranjan

“

本能の時代の製造業  |  今日の製造業

”



2025年の製造業:
世界を変えるであろう 
3つのトレンド
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2025年の製造業 : 
グローバルマクロトレンド
変化する新世代の期待をきっかけに、3つのマクロトレンドが
未来の世界を形作るでしょう。成功するためには、製造業者は
この変化に適応しなければなりません。

私たちは各トレンドを調査し、先行企業を明らかにし、企業が
成功するために講じることができる手段を共有します。

本能の時代の製造業  |  2025年の製造業

オプティマイズド・
リアリティ

エシカルインパクト システム全体の 
プランニング

0301 02



企業は、ハイパーパーソナライゼーション
を行ったサービスと体験を提供する能力を
備えた拡張労働力およびシステムを構築す
るために、テクノロジーと人間を組み合わ
せる必要があります。

製造業者は、大量生産品から、カスタマイズされたサービスへと移行しなければなりません。

01
オプティマイズド・
リアリティ



オプティマイズド・リアリティ

人とテクノロジーを 
組み合わせる

標準としての 
サービタイゼーション

フレキシブルファクトリー

本能の時代の製造業  |  2025年の製造業  |  オプティマイズド・リアリティ

マイクロトレンド

顧客は、パーソナライゼーションを標準として期待しています。  
製造業は、大量生産に取って代わる、慎重なカスタマイゼーションが行
われるサービス主導のビジネスモデルを採用するでしょう。

このサービス主導の未来を実現するため、製造業者は、デジタルスキル
を有し、カスタマーエクスペリエンスについて理解している人材を集め、
能力開発を行う必要があります。

テクノロジーは、状況の変化にリアルタイムで反応することができる
拡張労働力を構築する機会を提供してくれるでしょう。継続的に改善
されるイノベーションループにおいてプロセスはさらに効果的なもの
になります。

製造業者は、過去のサイロ化された生産から、俊敏性が高く常に反応が
早いシステムに移行するでしょう。こうしたシステムは製品最適化を
重視した新しいスマートファクトリーの時代を導くと考えられます。
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標準としてのサービタイゼーション
製造業者は、大切な顧客に付加価値を提供する必要
があります。

製品のサービタイゼーションのビジネスモデルを用
いて、製造業者は製品の寿命を延ばしています。アッ
プグレードやユーザーコミュニティのみならず、修
理でさえも収益を押し上げることができると同時に、
顧客との関係を深めることもできます。

季節ごとのサポート  
John Deereは、テクノロジーを用いて、様々な気象
条件下での製品の使用法に関するアドバイスを顧客
に提供するサービスを開発しています。これにより、
顧客は天候に関係なく自身が投資したものを最大限
に活用することができます。

移動中のアップデート  
テスラはリアルタイムでドライバーに車両アップデー
トを提供し、運転席で常に最新のイノベーションを
手にすることができる忠実な顧客のコミュニティを
構築しています。

結びつける  
IoT対応製品を作ることで、製造業者は顧客から製品
の使用方法に関するより優れたインサイトを得るこ
とができます。これは、製造業者がサービス主導のビ
ジネスモデルの付加価値を実証するのに役立ちます。

きらりと光るアイデア  
Lumenstreamは、企業顧客に対し無料でLED照
明を設置し、最大5年間のメンテナンスを提供し
ています。顧客は低消費電力型照明に変えること
によって節約できた金額の一部を月額料金として
Lumenstreamに支払います。 

本能の時代の製造業  |  2025年の製造業  |  オプティマイズド・リアリティ

リアルタイムの関係 データが道を照らす
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人とテクノロジーを組み合わせる
製造業者は、サービタイゼーションを支える拡張労
働力を構築しなければなりません。

サプライチェーン全体で俊敏性の高い人間と機械に
よる労働力を構築することで、製造業者は迅速に、よ
りパーソナライズされたカスタマイズ可能なサービ
スを提供することができます。

ダウンタイム削減  
企業ビジネスソリューション会社であるHSOは、「デ
ジタルツイン」バーチャルファクトリーを通じて従
業員のトレーニングを行っています。 このテクノロ
ジーは、製品の遅延を引き起こす可能性のある工場
資産のダウンタイムと顧客満足度に対するマイナス
の影響を防ぎます。

人々とテクノロジーを組み合わせることで、従業員
を配置転換するのではなく維持し、レジリエントな
労働力を生み出す機会を提供します。従業員の中に
は仕事を遂行することが物理的に困難な人や、未来
の職務に必要なスキルを有していない人がいたり、
ソーシャルディスタンス対策によって従業員数が限
られたりするかもしれません。どのような問題が生
じても、テクノロジーがサポートすることができます。

救いの手  
フォードは車両にショックアブソーバーを取り付け
るのに協働ロボットを利用しています。これにより
生産性が高まり、人身傷害のリスクが削減され、労働
力がより戦略的な仕事に集中することができるよう
になります。

共有スキル  
Genpactのゲノムプログラムなどの新規スキル習
得計画では、テクノロジーを用いて組織全体で専門
知識を特定し、つなげ、共有することができます。従
業員は、デジタル化が進む世界においても有能であ
り続けるために、必要な新しいスキルを学ぶことが
できます。

本能の時代の製造業  |  2025年の製造業  |  オプティマイズド・リアリティ

維持と再教育顧客中心のコミュニティ
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“

フレキシブルファクトリー
製造業者は、顧客のニーズにいつでも容易に適応できるようになるでしょう。

製造業者は、過去のモデルから、要求に応じて自ら再設定を行うことが可
能な柔軟なセルで構成された生産ラインへと移行しています。

ロボットの導入：  
オートメーション企業であるABBは、固定の組立てラインではなくオー
トメーションセルに基づいたロボット製造施設を建設しています。従来の
直線型の生産システムよりも優れたカスタマイゼーションを実現できる
よう、ロボットはステーション間を移動できるように設計されています。

製造業の上級管理職の92% が、人工知能をはじめとする「スマートファク
トリー」デジタルテクノロジーにより、生産性レベルを高め、スタッフがよ
りスマートに働くことが可能となるだろうと考えています。

出典：The Manufacturer, Annual Manufacturing Report 2018

本能の時代の製造業  |  2025年の製造業  |  オプティマイズド・リアリティ

コネクテッド＆カスタマイズ可能 製造業のサービタイゼーション

アディティブ・マニュファクチャリングは、製造業のサービタイゼーションと
いう新しいアプローチを可能にします。世界のどこかでデジタルファイルが作
られ、数時間後に別の場所でプロトタイプが作られ、次の日には世界の反対側
まで送られるということが可能になるでしょう。

UPS  EMEA担当取締役 Jean-François Mathieu 
家具を3Dプリントする：  
Opendeskは、ロンドンに拠点を置くデザイン会社で、家具の作り方を改革し
ています。Opendeskの家具はすべて同社のプラットフォームを通じてダウ
ンロードできるように作られており、CNC工作機械を用いて現地生産されます。 
香水から除菌剤へ
ラグジュアリー企業であるLVMHは、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐ
ために、ディオールとジバンシィ、ゲランの香水製造施設をフランスの医療従
事者のための無料の手指除菌剤を製造するための施設に変えました。

”
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製造業者が備えておくべきこと
大量生産品からカスタマイズされたサービスへと移行するために、製造エコシステム全体の企業は以下のステップを検討しなければ
なりません。

俊敏性を高める  
IoT接続を利用し、自身のサプライチェーンに確実に透明性を持
たせ、需要に応じて拡大、縮小するのに必要な柔軟性を備えるた
めに、製品とプロセスのデジタル化を行います。

コグニティブシステムを改善する  
機械などの、より実体的な側面よりも、データとテクノロジーを
用いたプロセスの改善に重点的に取り組むために、リソースの新
たな割り当て方法を模索します。

財務部門をデータオーナーにする  
テクノロジーがどのように生産性および効率、利益を高めること
ができるかを知るために、財務チームが製造エコシステム全体に
わたるインサイトにアクセスできるようにします。

一歩先へ進む  
非構造化データを整理し、予測的アナリティクスを実施し
てリスクを予測し、未来のサービスと体験を見出します。

パターンを見出す  
顧客データを従業員に提供することで、従業員が顧客の購
入パターンと行動傾向を明らかにし、将来的な需要の急増
を予測することができます。

データを働かせる  
顧客の製品の使用方法に関するデータを集めるサービスを
設計します。製品のライフサイクルに豊富なインサイトを
組み込むために、これを運用データと組み合わせます。

本能の時代の製造業  |  2025年の製造業  |  オプティマイズド・リアリティ  |  製造業者が備えておくべきこと

つなげる

適応する

予測する

自身の労働力を支える  
バーチャルリアリティや拡張現実、ロボティ
クスなどのテクノロジーに投資し、ダウン
タイムを減らし、生産性を高めることで、要
求の多い顧客を満足させることができます。

新しい人材への投資  
従業員にバリューチェーンの全てのステー
ジを把握させ、リアルタイムで、より効率的
に働くための方法を見つけられるインサイ
トへアクセスできるようにします。

多様なスキルを見出す  
多様なチームを作ることで、サービス主導のビ
ジネスモデルを支えます。データサイエンス、
ソフトウェア、デザインのスキルと独創性、問
題解決力、共感力を組み合わせます。



サプライチェーン全体で基準と供給源を管理している製造
業者は、企業に倫理と環境に責任を持ってほしいという顧
客の期待に応えています。

製造業者は、製品重視からパーパス重視へと移行する必要があります。

02
エシカル 
インパクト



エシカルインパクト

人材を集め、守るパーパスが利益につながる 資源を管理する

本能の時代の製造業  |  2025年の製造業  |  エシカルインパクト

顧客は、自身が購入する製品の背後にある倫理に関心があります。公徳
心をより強く持つブランドは、目的意識をはっきりと表現し、目的が顧
客に伝われば、収益はついてきます。

同時に、製造業者は自身のサプライチェーンに関わる人々と地域社会、
環境に対する責任を真剣に受け止めています。製造業者は、企業の価値
観と合った個人的価値観を持つ従業員を雇用しています。このような
思いやりの企業文化は、従業員の安全を守るためのテクノロジーの活
用にまで及んでいます。

製造業者は、工場外の社会問題や環境問題も優先事項として捉えています。
サプライチェーンイノベーションの中心にあるのは、より公正な原料とよ
りエシカルな慣行の追求です。

マイクロトレンド
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パーパスが利益につながる
サステナビリティに関する期待に応える製造業者は、ロイヤルカスタマーを獲
得することができます。

他の企業から商品やサービスを購入している企業は、顧客ロイヤリティを追求
するための闘いはコストだけが目的ではなく、顧客が懸念する環境影響を追跡
することも目的としているということを示さなければなりません。製造業の未
来において、企業の成長を左右するのは環境意識の高い顧客です。

複数の形でサステナブル  
ユニリーバは、ベン＆ジェリーズやヴァセリン、ダヴをはじめとする26の自社
ブランドをサステナブルなブランドとして挙げました。これらのブランドは過
去1年間で同社のポートフォリオ内の他のブランドよりも46%早い成長を見せ
ました。同社のサステナブルブランドは、社会または環境に関する計画を支える
か、原料の供給源に関する透明性を高めます。

新たな基準を定める  
アウディがベルギーのブリュッセルに構えた新しいE-tron電気SUV生産工場
は、カーボンニュートラル認証を受けた初の高級電気自動車量産工場です。同社
は、様々な種類のエネルギー生産方法を用い、工場が使用するエネルギーを最小
化することで認証が実現しました。

新しい時代  
グローバル戦略コンサルティング会社であるFSGにより、2012年クリント
ン・グローバル・イニシアティブ年次総会の一環として米国Shared Value 
Initiativeが発足されました。同イニシアティブは、企業が社会的ニーズと社会
的問題の中にビジネスチャンスを見出す新しい責任の時代を提案しています。

本能の時代の製造業  |  2025年の製造業  |  エシカルインパクト

優れたブランドが勝つ 先駆者になるべき時
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人材を集め、守る
倫理的価値観に導かれた製造業者は、安全で充実し
たキャリアを提供することができます。

目的意識を持った人々を惹きつけるために、製造業
者は、革新的でサステナブルな責任ある企業として
自身の位置付けを見直しています。これは、企業文化
を綿密に調べる新世代の人材を集める際にも重要な
点です。

未来の世代をインスパイアする：  
サンゴバンは、人々がキャリアを設計し、同社の人事
担当上級副社長であるValerie Gervais氏の言う、
「自身を改革し、世界を変える」ことができる役職を
売り込むことで人材不足の問題に取り組んでいます。

製造業においては、他よりも広範囲にわたってロボッ
トが利用されているため、顧客は、製造業が人々の安
全を守り、仕事が自動化された従業員を保護すること
を期待するでしょう。また、そうすることで、過酷な肉
体労働を続けることができない可能性のある従業員
のキャリアを延ばすこともできます。

より安全に、より力強く：  
自動車メーカーであるフォードは試験が成功した後、
反復的な緊張による怪我を減らすことを目的として、
工場全体で75人の労働者にエクソスーツを導入しま
した。工場で腕を伸ばして構成部品を取り付ける頭上
作業を行う労働者の腕をエクソスーツが支えます。

本能の時代の製造業  |  2025年の製造業  |  エシカルインパクト

認識を変える 従業員を守る
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資源を管理する
製造業者は、サプライチェーン全体でパーパスを
実践します。

生産プロセス全体を通じて顧客の関心を引き付け
るサービス主導のビジネスモデルを構築するため
には、サプライチェーン全体でエシカルな慣行を
支持することが重要となります。

説明責任もまた、工場外の範囲にまで及びます。顧
客は、透明性とサプライチェーン内の全ての人を
対象としたエシカルな慣行を求めています。さらに、
混乱の時代においても、品質と倫理が損なわれて
はなりません。

供給源をチェックする  
顧客のトレーサビリティとエシカルな慣行を求め
る声から、マイクロソフトは、スターバックスが農
場から店舗、そして顧客のカップに至るまでのサ
プライチェーン全体を追跡する支援をしました。
工業生産においても類似の慣行を採用することが
できます。 
模造品と闘う  
LuxTagは、製品の動きと購入後の傾向を追跡する
ためにブロックチェーンを用いて顧客エンゲージ
メントを高めています。また、ブランドが非エシカ
ルな原産地のものである可能性がある偽造品や模
造品を購入しないように防ぎます。

本能の時代の製造業  |  2025年の製造業  |  エシカルインパクト

すべての人を守る 追跡可能・透明
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製造業者が備えておくべきこと
製品重視からパーパス主導へと移行するために、製造エコシステムにおける企業は以下のステップを検討しなければなり
ません。

エシカルな労働力を集める  
倫理意識と環境意識が高い人材を発掘するために、
教育機関や政府、企業と提携して自社のパーパスを
推進します。

文化を組み合わせる：  
サプライヤーがベストプラクティスとエシカルなイ
ンサイトを共有することでお互いに価値を付加でき
る環境を作ります。

最終収益以上のものに目を向ける  
調達チームがサプライチェーン全体の倫理に
関する共通価値に基づいてパートナーを選ぶ
のに必要なデータと可視性を確実に取得でき
るようにします。

本能の時代の製造業  |  2025年の製造業  |  エシカルインパクト  |  トランスフォーメーションガイド

つなげる 予測する

適応する
従業員の安全を守る  
サプライチェーン全体で労働者の生産性と安全性を高めるた
めに、テクノロジーとセンサーを用いて、健康と安全に関する
問題に関して発生前にフィードバックを提供し、予測します。

倫理観を広げる  
パートナーの拠点で働く従業員を、確実に自社の工場で働く
従業員と同じように大切に扱います。サプライヤーとパートナー
と定期的に連絡を取り、お互いの労働条件に関するベストプ
ラクティスを共有します。



製造業者は、サービス主導のビジネスモデルに必
要な資本を解放し、再編成するために、所有する
資本を率先して減らし、新しいパートナーシップ
を模索しなければなりません。

製造業者は、融通の利かないオーナーシップからシームレスな連携へと移行しなければなりません。

03
システム全体の 
プランニング



システム全体のプランニング

パートナーシップを通じて 
所有するものを減らすエコシステム投資 ループを閉じる

本能の時代の製造業  |  2025年の製造業 
 システム全体のプランニング

サーキュラー・エコノミーは、資源の効率的な利用に新たに焦点が置か
れた原動力です。製造業者は、ビジネスの中核部分を守るために賢明な
投資を行う一方、利益を押し上げる革新的なソリューションに投資する
ための資金を解放しなければなりません。

世界規模の社会、環境、政治に関する不確実性と健康に関する問題を受け、
サプライチェーンは、より包括的な循環型のアプローチを取り、レジリ
エントであり続けるために長期的な視点で物事をとらえる必要があり
ます。今後10年で、こうした姿勢は将来の収益性のために欠かせないも
のとなるでしょう。

サービス主導のビジネスモデルが進化するにつれて、直線型のサプライ
チェーンはネットワーク型のサプライブレーンへ移行していくでしょう。
オートメーションとデータの台頭により、新しいテクノロジーに力を注ぎ、
常に学習し、適応するスマートなコネクテッドファクトリーとサービスエ
コシステムが歓迎されると考えられます。

マイクロトレンド
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エコシステム投資
製造業者は、イノベーションのために資源を再配分
する必要があることを認識しています。

企業はイノベーションを育むために新しい投資戦
略を用いています。事業の業績の高い部分をスピ
ンオフすることで利益を最大化することができ、
スタートアップ企業に投資することで新しいプロ
セスや原料、テクノロジー、ソフトウェアの発見を
加速することができます。

スピンオフストーリー  
航空宇宙メーカーであるSpirit Aerosystemsは、
元々はボーイング社の一部門 でした。2006年に
スピンオフされ、売却されたものの、今でもボーイ
ング航空機の装備品の主要サプライヤーそして世
界有数の航空機部品設計製造業者であり続けてい
ます。

スマート＆サステナブル  
アウトドア衣料品メーカーのパタゴニアは、社会
的責任のあるスタートアップ企業への投資を行う
Tin Shed Venturesというファンドを運用して
います。パタゴニアによる投資の一つの例として、
回収された漁網からプラスチックのスケートボー
ドを作るBureoという企業が挙げられます。パタ
ゴニアはBureoと協力し、製品ラインの中でプラ
スチックを別の素材で置き換える費用対効果の高
い方法を模索しています。

本能の時代の製造業  |  2025年の製造業 
 システム全体のプランニング

スピンアウトによる 
イノベーション

サプライチェーンに 
投資する
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パートナーシップを通じて 
所有するものを減らす
製造業者は、より協調的で費用対効果の高い働き方を模索し
ています。

サービス主導のビジネスモデルには、サプライチェーンの厳格な管
理と透明性および柔軟性、品質を提供するために大量のデータを可
視化する能力が必要となります。

常に時間通り  
サプライチェーン全体を包括的に把握するために、様々なデータセッ
トを統合します。機械学習アルゴリズムは、時間通りの配送、在庫管理、
キャッシュフローを改善するために、サプライヤーの行動に基づき、
部品が届く時間の見込みを正確に予測することができます。

単一の真実のソース  
世界有数の電力会社は、調達部門が事業を所有・管理するのに費やす
時間を減らし、データガバナンスの管理に費やす時間を増やすよう
求めました。目標とするオペレーティングモデルを標準化すること
で調達データソースが単一つとなり、アナリティクスが、より多くの
情報に基づいた支出に関する意思決定を支援することで、業務効率
が40%向上しました。

新しい協力体制、契約、マネージドサービス関係を通じて、製
造業者は、バリューチェーン全ての側面を所有するのに必要
な投資をすることなく、コントロールを得ることができます。

救いの手  
ファイザーの胸焼け用処方薬が市販薬になったとき、ファイザー
は錠剤を製造するためにテクノロジーを強化する必要があり
ました。ファイザーは、この古い製品の生産能力の強化を社内
で行うのではなく、同じく製薬会社であり、ファイザーが必要
とする錠剤製造の経験を有するキャタレントと契約を結びま
した。

本能の時代の製造業  |  2025年の製造業 
 システム全体のプランニング

ダイナミックデータ 強力なパートナーシップ
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ループを閉じる
製造業者はサーキュラー・エコノミーによって成長
することができます。

原料を採掘し、最終的に埋め立て地行きになって
しまう製品を製造する代わりに、利益を守るため
に廃棄物をほとんど、または全く出さず、閉じた
ループの中で資源を利用し続ける方法を見つけ
出そうとしている企業が増えています。これも、
パートナーシップが重要になる分野の一つです。

インサイトに基づいて行動する  
ボルボのベルギー部門は、クリーン電力の供給会
社であるエネコと提携し、顧客に家庭用の低コス
トグリーンエネルギーを提供しています。ボルボ
によると、ハイブリッドカーまたは電気自動車に
乗っているベルギー人の90%は、その理由を環
境上の利点があるからだとしているものの、56%
が車をチャージするためにはグリーン電力を使
用していません。

サーキュラー・エコノミーは、廃棄物と汚染を生み出
さない設計、製品と原料を使い続ける、自然システム
を再生するという3つの原理に基づいて成長を再定
義することを目的としています。

実践でのパートナーシップ  
Appleは、サプライヤークリーンエネルギープログ
ラムにおいて、自社のサプライヤー44社とパートナー
シップを結びました。同プログラムでは、サプライヤー
は2020年までに4ギガワット以上のクリーンエネ
ルギーを生成することを約束しており、この数字は
2018年にAppleが製品を作るのに使った電力のほ
ぼ3分の1にあたります。

本能の時代の製造業  |  2025年の製造業 
 システム全体のプランニング  |  トランスフォーメーションガイド

リデュース、リユース、 
リサイクル

サステナブルなシステム



30

システム全体のプランニング

製造業者が備えておくべきこと
融通の利かないオーナーシップからシームレスな連携へと移行するために、製造エコシステムにおける企業は以下のステップを検討
しなければなりません。

新たな基準を定める  
サステナブルかつ革新的で費用対効果の高い製品およ
びサービス、循環型の生産システムを作るために、エコ
システム全体のデータとパートナーシップを結びつけ
ます。

サプライヤーに関して選択的になる  
全てのサプライヤーを接続してデータを追跡し、その
データがどれほど自社のエコシステムにとって有用に
なるかに基づきサプライヤーを選択することを検討し
ます。

明確に理解する  
サプライチェーン全体に実装されたクラウドネイティブデー
タプラットフォームやAIなどのテクノロジーを組み込むこと
で、認知度と意思決定を改善します。

実践していることだけを説く  
アナリティクスを用いて、サステナブルな資源のコストへの
影響を予測します。

テクノロジーで物事を明確にする  
透明性を高めるべく、安全性と製品効率、高い水準の維持のた
めに、全てのパートナーにおける認知度を広げるテクノロジー
への投資を行います。

本能の時代の製造業  |  2025年の製造業  |  システム全体のプランニング  |  製造業者が備えておくべきこと

つなげる 予測する

適応する
パーパスを持った調達  
サプライチェーン全体で廃棄物を減らし、利益を守るのに役立つパー
トナーシップを特定するために、調達チームが、サステナビリティ
に関する実績に基づいてサプライヤーの基準を適用することがで
きるようにします。

従業員に力を与える  
従業員が資源を守る重要性を確実に理解するようにします。無駄をもっ
とも最小限に抑えながら働くために必要なツールを従業員に与えます。
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オプティマイズド・ 
リアリティ

エシカル 
インパクト

体験エンジニアリングへの道
各マクロトレンドにおいて成長するためには、製造業者は大きな文化的変化を起こしてサービタイゼーションを支援し、3つの移行を
乗り切る必要があります。

大量生産品から、カスタマイズされた 
サービスへ

融通の利かないオーナーシップから 
シームレスな連携へ

製品重視から 
パーパス主導へ

•  サービタイゼーションを採用し、顧客のために
付加価値を創出するための新しい方法を模索
し、カスタマイズ可能な体験を設計するために
コネクテッド製品インサイトを利用します。

•  カスタマイゼーションの準備が万全に整った
ネットワーク型のフレキシブルファクトリー
を建設し、テクノロジーによって拡張された
データスマートでクリエイティブな労働力に
力を与えます。

•  パーパスを持って利益を押し上げるために、社
会および倫理、環境に配慮した選択と資源に対
する顧客の期待に応えます。

•  自身の価値観を明確にし、従業員とサプライ
ヤー、パートナーがサプライチェーン全体でエ
シカルな慣行を支持することができるように
します。

•  集団的知性を有する強力なパートナーシップ、サ
プライチェーンへの投資、イノベーション事業の
スピンオフによる資金の自由化を通じ、より少な
い資本での所有を実現します。

•  サーキュラー・エコノミーを採用し、直線型の消費
から再生可能な生産へと移行し、閉じたループの
中で資源を利用する方法を見つけます。

システム全体の 
プランニング

本能の時代の製造業  |  2025年に成長する  |  製造業における変化



本能の時代の製造業
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未来の製造業者を実現する
2025年に成長するために、企業がトランスフォー
メーションを行う前にしなければならないこと

成功を収める製造業者は、上記を基盤として顧客の期待に応え、次世代の製造業を形作ること
になるはずです。私たちはこうした先見の明のある組織を本能的な企業と呼んでいます。

本能の時代の製造業  |  2025年に成長する  |  製造業における変化

01

05
04
03
02

データを組織の中核に据える

社内と社外でシームレスに協力する

予測を利用してリスクと機会を特定する

パーパス主導の人材を育てる

AIを組み込み、そのインサイトを状況と労働力の知識と組
み合わせる



2025年に成長する

本能的な企業への進化

本能の時代の製造業  |  2025年に成長する  |  本能的な企業

オプティマイズド・リアリティとエシカルイン
パクト、システム全体のプランニングにより形
作られる世界において成長する企業は、エコシ
ステム全体からのデータと知識、人々、インサ
イトを結びつけ、ユーザーと顧客に利益をもた
らす迅速かつ正確な意思決定を行うことがで
きます。 これが本能的な企業です。

製造業者は、新しいテクノロジーに支えられて
製品開発から体験の設計へと移行すると、全て
のステージで価値感や基準をコントロールす
る一方で、パートナーシップを通じて所有を減
らすことになります。これにより製造業は、カ
スタマイズ可能かつサステナブルでエシカル
なサービスと、体験を顧客に提供するために必
要な柔軟性と俊敏性、レジリエンスを得ること
ができます。
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“

̶  Genpact 社長兼CEO Tiger Tyagarajan

私たちは、ビジネスリーダーが、組織、業界、社会全体を
変えることで、本能的な企業への進化を導くことができ
る可能性があると考えています。コネクテッドエコシス
テム、予測的インサイト、適応力のある労働力により、世
界で最先端企業は、本能的な企業へと進化し、次の時代
のビジネスを切り拓くでしょう。

本能の時代の製造業  |  2025年に成長する  |  本能的な企業

”
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予測的 
インサイト

適応力のある
労働力

コネクテッド
エコシステム

本能的な製造業者
未来のマクロトレンドを乗り切ることができる本能的な製造業者は、拡張労働力の構築を模索し、新しいパートナーシップを築き、
新しいテクノロジーを採用することで、サステナブルで記憶に残るサービスと体験を提供する準備ができています。

本能的な製造業者は、従業員やパートナーから得た状況や知識と、AIインサイトを組み合わせ、3つの特徴を有しています。

サービタイゼーションのためには、製造業者は
部門間の垣根を壊し、集団的知性に基づくパー
トナーシップの力を模索する必要があります。
社会的意識と環境意識の高い顧客により、企業
は問題が起きてから対応するアプローチではな
く、先を見越したアプローチを取ることを余儀
なくされています。結果として、新しい環境に優
しい原料とエシカルな慣行が、サプライチェー
ン全体でさらに広がるでしょう。

データと先進テクノロジーを利用することで、
本能的な製造業者は、未来のサービスと体験を
作り出すために、顧客の期待を予測する予測的
アナリティクスからリアルタイムの実用的なイ
ンサイトを得ることができるでしょう。スマー
トファクトリーの誕生により、コネクテッドシ
ステムがAIとロボティクスを3Dプリンティン
グやIoTと組み合わせ、適応力のある未来の工場
が作られます。

テクノロジーによって拡張された製造業の労働
力は、全てのタッチポイントで人間と機械の最
も良い部分を統合し、サービタイゼーションを
支援するのに必要な文化的変化をもたらします。
従業員の安全を守り、生産性を高めることも重
要になるでしょう。他の製造業者や教育機関、政
府機関と提携することで、企業は人々の配置転
換と再教育、スキルアップを実施し、全く新しい
役割を創出することになります。

本能の時代の製造業  |  2025年に成長する  |  本能的な企業
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もしも製造業者が 
本能的な企業に進化することができたら？

もしも製造業者がバリューチェーン全体をデジタルで再現することができ
たら？機械学習と強力なVRとARによるシミュレーションを活用して、個々
の構成要素からプロセス、ワークフロー、消費ライフサイクルに至るまで
の全てを仮想化します。これらのシステムは、ダウンタイムやコアバリュー
チェーンの混乱を引き起こすことなく、工場のメンテナンス、顧客需要、輸
送ロジスティクスを予測することが可能となります。

もしもサプライチェーンの全ての部分において全てのステップを追跡でき
るとしたら？マイクロバイオーム技術は、企業が物体に付いている微生物
でさえも場所を特定することを可能にし、グローバルサプライチェーンに
全く新しいレベルの透明性を与えます。製品の原産地を確認することで、企
業はサステナブルな調達を確実なものにし、自社のサプライチェーンの全
体的なレジリエンスとパフォーマンスを高めることができます。

本能の時代の製造業  |  2025年に成長する  |  もしも…

未来を視覚化する 見える化されたサプライチェーン
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もしも製造業者が 
本能的な企業に進化することができたら？

もしも近い将来のサプライチェーンが私たちの家または近所に存在したら？
アディティブ・マニュファクチャリングや産業3Dプリンティング、サービ
ス主導型ビジネスモデルが進歩することにより、大きなコンテナで実際の
製品を出荷する代わりに、私たちはデジタルファイルを送付し、サステナブ
ルで、リサイクルされた現地の原料で製品を作ることが可能となります。

もしも製造業で使用される全ての原料が生物学的に作られたもの、または
廃棄物から再生されたものだったら？生物学的技術が急速に進歩している
ことから、環境に優しい代替案であるバクテリアや植物、キノコから作られ
る原料が、製造業者が廃棄物ゼロの未来を達成する一助となるでしょう。バ
イオリファイナリーが残渣有機バイオマスから燃料や化学物質、電気を作り、
その副産物を新しい循環型のエコシステムに再生することができるかもし
れません。

地元の工場 バイオ原料の世界を生きる

本能の時代の製造業  |  2025年に成長する  |  もしも…
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2025年の製造業 :  
 準備はできていますか？
企業が、未来の世界に備えて準備を進めるために、私たちのレポートはトランスフォーメー
ションに関する指針を提供します。

未来志向の製造業者は、神経回路としてAIが組み込まれたコネクテッドエコシステムや
予測的インサイト、適応力のある労働力を実現するために、すでに確固たる手段を講じ始
めています。

こうした移行を実施し、成功を収めるのが本能的な製造業者です。顧客に焦点を当てる本
能的な製造業者は、優れたサービス主導ビジネスモデルを提供し、製品開発から体験エン
ジニアリングへと移行するでしょう。

本能の時代の製造業  |  2025年に成長する  |  準備はできていますか？

今こそトランスフォーメーションを加速させる時です。
トランスフォーメーションの始め方の詳細については、genpact.com/jp/へアクセスして
ください。

https://www.genpact.com/jp/
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