
製造業のレジリエンスと
素早い対応のための５つの優先事項：
「未知なる将来への備えとは？」

未来に向けた

製造業の見直しを



未来に向けた製造業の見直しを

製造業が抱える未知の課題。恐れずに楽しむには？

新型コロナウイルスのパンデミックは、あらゆる産業、組織、人に影響を
与えました。 最も歴史のあるメーカーでさえ、これほどの混乱に見舞わ
れたことはありません。次に何が来ようとも、なんの備えもなく立ち向か
うことはできません。

今こそ、製造業の未来を見直す

製造業は市場による課題や不確実性に免疫のある業界ですが、新型コロナ
ウイルスがもたらした危機の規模、深刻さ、またその急激さは、これまで
に経験したことのないものです。本ガイドでは、メーカーが生き残りをか
けてこの状況に対処し、事業を再出発させ、最終的に新たな企業文化を築
くためのアイデアを提供します。

市場の劇的な変化にうまく対処することは難しい課題であり、その道のりは
平たんではありません。しかし、製造業に明るい未来がないわけではないの
です。

「…この厳しい時代は、ビジネスの
方法を見直す機会ととらえています。
例えば、企業の転換を図り、顧客体
験を一層強化することで、オペレー
ションを効率化することができるで
しょう。」
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- MITスローン情報システム研究セ
ンター

2020年3月



1. コストの抑制と最適化：今すぐ事業費の削減を図り、資本を確保することで、成長機会を加速させてください。オ

ペレーションにおける新たなベストプラクティスと自動化の機会を見つけ出すべきです。

2. 人材に対する柔軟性：未来の職場や工場は、最新のAI、MRと呼ばれる複合現実、そして自動化テクノロジーと調和し、

デジタルで強化された従業員によって最適化されます。顧客との対話方法から、新しいプロセス、ツール、製品による

イノベーション、さらには会社の戦略的方向性の設定まで、組織のあらゆる側面で従業員をサポートしてください。

3. レジリエンスの核：これからのメーカーは、事業の中核を守り、回復力や拡張性の高いオペレーションを構築して

いく必要があります。目指すべき目標を明確に定義したうえで、この先発生しうる課題にも適応できるオペレー

ションです。そのためには、サプライチェーン、セキュリティ、製品開発、リスク管理などの

「オペレーションのレジリエンス」を確保することです。それに加えて、主要な財政面、つまりコスト管理、

キャッシュフロー、支出分析、サプライヤーパフォーマンス分析などを管理することが必要になります。

4. カスタマーケアと運用：変化する顧客（およびパートナー）のニーズに応えるためには、新たなチャネルに対応する能

力を生み出すことが不可欠です。顧客（およびパートナー）とのコミュニケーションに加え、セキュリティ、持続可能

性、「良き企業市民」としての安全性、顧客管理などに、より一層注力する必要があります。

例えば、エンゲージメント、購入、製品開発、サービス改善プロセスを高度にパーソナライズすることが求められます。

5. 製品とサービス：製品ポートフォリオに影響する変化に素早く対応し、混乱を最小限に抑えるとともに、近い将来

だけでなく、長期的な製品とサービスの進化も予想します。新製品開発の強化、環境に配慮した持続可能な製造方

法、新たな提携、そして良き企業市民であることの優先度を上げるべきです。

3

未来に向けた製造業の見直しを

オペレーションを見直す
組織やパートナーエコシステムが重要な分野を強化し、
それ以外のすべての活動を停止できる絶好の機会です。

成功している製造業社は、以下の5つの分野を重視しています。



未来に向けた製造業の見直しを

「IDCによると、2020年末までに

全製造サプライチェーンの3分の1が

アナリティクス主導のコグニティブ

機能を取り入れることで、

費用対効果が10％、

サービスパフォーマンスが5％向上

します。」
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https://www.idc.com/prodserv/insights#manufacturing-digital_supply_chain


対応する（Respond）、リセットする（Reset）、生
まれ変わる（Renew）ために見直す
ほとんど製造業社は、新型コロナウイルスの
パンデミックによる影響から回復するにあた

り3つのフェーズを経験します。

対応する

まずは、今すぐコスト構造を評価し、持続的なコスト削減と

キャッシュの確保を重視した対応をしなければいけません。

また、セキュリティ、サプライチェーン、事業継続のシステ

ムが適切かつ完全に機能していることを確認する必要があり

ます。従業員を重視してください。安全かつ安心な職場環境

を確保し、リモートワークを可能にし、有能な従業員を維

持・育成するプログラムを導入してください。大多数のメー

カーは既にこれらの対策を講じていますが、まだ実施してい

ない場合は、最優先事項とする必要があります。

リセットする

次に、ビジネスのアプローチを評価し、可能であれば
リセットします。新型コロナウイルスがもたらす危機
に対応しつつも、即戦力となり、長期的な視点で将来
的にも存続できるような製品を生み出すにはどうした
らいいか見ていきます。
サプライチェーンのレジリエンスを高めるために取り入
れるべきソリューションや手法について調査し、局在し
ているサプライチェーンを検討してください。デジタル
テクノロジーを活用し、顧客やパートナーとともに、素
早く、アジャイルで、パーソナライズされ、可能であれ
ば非接触型のエンゲージメントを実現する方法を検討し
てください。

リセットを成功させるには、デジタル化、インダス

トリー4.0ソリューション、新興テクノロジーの導入が

極めて重要であり、タイミングが肝心です。マイ

クロソフトのCEOであるサティア・ナデラは先日、

同社の顧客が「2年分のデジタル化を2か月で」行った

と述べていました。

生まれ変わる

現在の世界的な危機に関して、今の制限された状況か

ら抜け出した後のビジネスのあり方が注目されます。

未来の製品やサービスでは、持続可能性や人間へのプ

ラスの影響が重視され、社会へのマイナスの影響を最

小限に抑える必要があることが明らかになりつつあり

ます。今回の危機によって、すべてのメーカーは企業

市民としての使命を改めて認識することを求められた

のです。

これは、安全かつ安心な労働環境を提供することは最

低要件に過ぎず、それ以上のものを提供する必要があ

ることを意味します。つまり、従業員が地域社会に貢

献し、それに報いることができる企業文化を築く必要

があります。企業が環境に与え得るあらゆるマイナス

の影響を軽減または埋め合わせる必要があります。そ

して、社会的責任をビジネスの基本的な価値としてい

く必要があるのです。

これが、未来の従業員が雇用主に求め、顧客が取引先

の組織に要求することなのです。

そして、これを正しく実現できない製造業社は、致命

的とは言わないまでも、深刻な結果に至るかもしれま

せん。

未来に向けた製造業の見直しを
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https://www.accenture.com/lu-en/insights/energy/leverage-support-infrastructure
https://www.mhisolutions-digital.com/mhiq/0220_volume_8__issue_2/MobilePagedArticle.action?articleId=1562097&articleId1562097
https://www.linkedin.com/posts/satyanadella_just-last-week-accenture-became-the-first-activity-6664570429451173888-A3aY


ヒント：

新たな企業との提携という興味深い傾
向が見られます。IDCによると、顧客
の期待に後押しされ、2022年までに
メーカーの25％が異業種コラボレー
ションに参加し、収益を10％増加さ
せると見られています。

未来に向けた製造業の見直しを

今後12カ月から1年半の間に今後、企業はどのように生まれ変わ
り、成長、将来に向けての位置づけをするか増々注目するようにな
るでしょう。ビジネスモデルのイノベーションは、経営幹部の積

極的な支持を伴う実験的な取り組みを通して推進されるものです

が、組織の効率化や市場での差別化は新興テクノロジーが促しま

す。フェーズごとに、コストの抑制と最適化、人材に対する柔軟

性、レジリエンスの中核、カスタマーケアと運用、製品とサービス

など、様々な側面から優先事項を検討する必要があるでしょう。
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https://www.idc.com/prodserv/insights#manufacturing


生まれ変わる

ヒント：

多くの製造業社がインダストリー4.0 を採用していますが、
産業のデジタル化はこれで終わりではありません。アバナー
ドは、永久に変化し続ける今日の世界への解決策として、新
たな産業革命を起こすのではなく、製品とその製造方法を転
換することを提案します。

インダストリーX.0として知られるこの転換は、IoT、アナリ
ティクス、AI、複合現実、デジタルツインなどの新興テクノ
ロジーを使って新たな収益源を作り出すことに加え、今まで
とは全く異なる次元で、顧客、従業員、パートナーと
「協働」することで実現されます。

コストの抑制
と最適化

停止または延期することで、今すぐコストを削減できるプ

ロジェクトを評価する。デジタル生産、サプライチェーン、

コラボレーションソリューションを強化する。主要サプラ

イヤーの存続を確保できる支出を優先する。

各部門の効率性とテクノロジー利用状況を評価する。国内

およびリモート（グローバル）サプライチェーンの効率性
を評価する。（サプライチェーン、規制、リモートワーク

に関わる）リスクを軽減する。

何度も繰り返される需給調整に備える。長期的なメリットのあるテ

クノロジー／自動化ソリューションに投資する。インダストリー

X.0ソリューションでイノベーションを実現し、新しい働き方を取

り入れる。

人材に
対する

柔軟性

コミュニケーションとコラボレーションに関する包括的

なプランを作成する。リモートワーク支援テクノロジー

に適応し、オンラインにおけるチームワークやリーダー

シップスキルを育成する。従業員の健康、セキュリティ、
安全を守る。

人材の獲得と維持を重視し、社内でデジタル機能と人材を育

成する。仕事と家庭のバランスを図ることができる柔軟な対

応、また生産力を強化するためのコラボレーションツールな

ど、従業員のサポートを強化する。

新しい働き方を見直す（再教育、能力育成、分野横断型トレーニ

ングプログラム）。真のイノベーションの文化とプログラムを推

進する。IT部門、人事部門、事業部門を統合し、優れた従業員体

験を促す。

レジリエ
ンスの中

核

重要なサプライヤーの存続と主要な従業員の安全確保に

投資する。事業継続性を確保し、期待される価値を明確

に定義し、リモートワークのリスクを軽減する。

M&A戦略を進めつつ、多様なサプライチェーン／サプライ

ヤーエコシステムを通じてビジネスレジリエンスを築き、柔

軟な拡張を可能にする。セキュリティとトレーニングを強化

する。

イノベーション主導型で、セキュリティが重視された、アジャイルな

文化を実現する。クラウド、自動化、全社的な最悪のケースを想定し

たシナリオプランニングを採用する。タイムリーに、サプライチェー

ンの「リショアリング」（自国内に戻すこと）を推進する。

カスタマー
ケアと運用

自動化による大量処理を実現し、デジタル空間内で人間

中心の対応を実現する。豊富な製品情報と「セルフエ

デュケーション（自己学習）」機能で企業イメージを守

る。

エンゲージメント／調達、製品開発、改善プロセスが高

度にパーソナライズされた、優れたデジタル体験のビ

ジョンを描く。顧客をあらゆる角度から分析できる「完

全」なシステムを実現する。

パーソナライズと資産管理にデータに基づく提案を取り入れ、イ

ンダストリーX.0における高い目標を実現する。新たに台頭して

したデジタルに強い多様な顧客層向けに、デジタルコミュニケー

ションの増加に応じて、イノベーションの文化を発展させる。

製品とサービ
スポートフォ

リオ

重要な分野に生産力を振り向ける。妥当でない分野への

投資を停止または延期する。早急な対応が必要な製品分

野に焦点を絞り込む。新たな提携やインセンティブ制度

の可能性を見つけ出す。

製品開発とオペレーションの規模を拡大し、自動化する。

新製品・サービスを素早く立ち上げられるアジャイルプ

ラットフォームを構築する。ポートフォリオを合理化し、

従業員を再教育し、インダストリーX.0ソリューションを取
り入れる。

インダストリーX.0に対応した柔軟なビジネスモデルを新たに

見つけ出し、テストする。主力製品のパートナーエコシステム

を拡大させる。 能力育成、製品設計、現場サービスソリュー

ションの分野でイノベーションを起こす。パーソナライズを強
化する。

対応 リセット

未来に向けた製造業の見直しを

対応、リセット、生まれ変わる
各フェーズで検討すべき5つの優先事項
対応、リセット、生まれ変わるの各フェーズを経るごとに、製造オペレーションにおける5つの優先事項

は変化します。以下の表に、各フェーズの優先事項をまとめました。事業を回復させるためのガイドとし

て、また自社の現状を評価する際の参考情報としてお役立てください。
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https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_4.0
https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_4.0


世界中の製造業社が、未来に向けて既

存のサイロ、システム、プロセスから

抜け出し、ビジネスのやり方を見直

し、自社のポジションを築こうとして

います。スピードは極めて重要です

が、従業員と顧客の体験もこれまで以

上に重要になります。

慣例にとらわれない
素早い適応力

未来に向けた製造業の見直しを

ヒント:

すでに一部の製造業社は、クラウドとAIサービスを融合させた没入型複合現実
デバイスにより、従業員が場所を問わず、今までよりも効果的に学習、通信、コ
ラボレーションを行うことをサポートしています。
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革新的なサプライチェーン
ソリューション

NHS（国民保険サービス）向け人工
呼吸器の課題に関する記事をご覧く
ださい。世界中の企業が集まり、
NHS向けに人工呼吸器を製造しまし
た。
オペレーションと職場の最適化
バーナード・ルーニー
（Bernard Looney）のBPにお
けるMicrosoft Teamsの使用に
関するLinkedIn投稿をご覧くだ
さい。

インダストリーX.0と人材イノベー
ション

ABB Turbochargingのエンジニアは、
複合現実やリモートアシストを使っ
て現場の問題を解決しています。

ここで、新型コロナウイルスに直接対応してい

る製造業社や、自社を様々なビジネス課題をサ

ポートする企業として位置づけている製造業社
の例をご紹介します。

新しい人工呼吸器の供給を支える革新的なサ

プライチェーンソリューション、正に今発生

している世界的な課題を乗り越えるための反

応と再生に焦点を当てている石油・ガス会社、

また新興のインダストリーX.0テクノロジーと

技術者の能力開発を通じて革新的な製品を創り

出す製造業社を始め、さまざまな例を取り上げ

ます。

https://www.avanade.com/en/blogs/avanade-insights/manufacturing/manufacturers-speed-up-to-new-normal
https://www.avanade.com/en/clients/abb-turbocharging
https://news.microsoft.com/en-gb/2020/03/30/global-companies-come-together-to-make-ventilators-for-the-nhs/
https://www.linkedin.com/posts/bernardlooneybp_last-week-i-explained-that-everyone-at-bp-activity-6645634611365982209-KgQc/
https://www.linkedin.com/posts/bernardlooneybp_last-week-i-explained-that-everyone-at-bp-activity-6645634611365982209-KgQc/


「新型コロナウイルスに
どのように対応するかに
よって、組織は評価され
ます。そして、ウイルス
よりもその評価の方が
ずっと長く、人の心に
残るのです。」

– Fjord Trends 2020

未来に向けた製造業の見直しを

回復の道は平坦にあらず
以前なら何年もかかっていた変化を数週間で実現する

現在の世界的な混乱状況に求められている「変化」はまさに急務です。

ビジネスの見直しに求められるのは、まずオペ

レーションのレジリエンス強化です。そして、

製品とサービスの魅力を上げて顧客を引きつけ

る戦略的な手段を素早く見つけ出すことも必要

なのです。 例えば、リモートワークの経験を基

に、柔軟なデジタルワークプレースのあるべき

姿を実現する方法を考えてみてください。ある

いは、クラウドを使った経営モデルを素早く広

める方法を考えてみてください。

生産工程、カスタマーケア、業務を最適化し、

この世界的な混乱とその先の未来に広がる収益

機会を最大化することができるかもしれません。

全体の透明性を確保しつつ、サプライチェーン

に、応用分析、IoT、人工知能、機械学習に対応

したプラットフォームを取り入れる方法を検討

する時期ではないでしょうか。

この世界的な危機に対処すると同時に、この先

に起こりうる出来事にも備えなければなりませ

ん。社会や産業、そして技術の崩壊は定期的に

起こるものなのですから。

そのため、混乱を想定しておく必要があります。

企業やそこで働く人々は、常に「対応、リセット、

生まれ変わり」に備えていなければなりません。

ただし、その道のりが平坦ではな
いことは確かです。

生まれ
変わる

リセット対応
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https://www.accenture.com/gb-en/insights/digital/fjord-trends-2020?src=SOMS
https://www.avanade.com/en/thinking/workplace-experience/elastic-digital-workplace-for-microsoft


今すぐ始めましょう

製造業は市場による課題や不確実性に慣れた業界ですが、新型コロナウイルス危機の規模、深刻さ、

またその急激さは、今までに経験したことのないものです。

テクノロジーの進歩により、成功しているメーカーは転換を図り、技術的・文化的な変化を受け入れることができています。製造業におけるデジタルテクノロ

ジーは、単に作業の効率化をサポートする役割をはるかに超え、競争上の優位性をもたらす重要な戦略的、かつ差別化の要因となっています。

ビジネスを見直しする際は、既存の能力を再利用して新たな収益源を生み出す機会を探し出します。継続的にテストを行い、そこから学び、そして戦略的な手段を成果に結びつけてくださ

い。製造業社が総合的な価値を提案するにはテクノロジーパートナーが必要です。それは、正にアバナードが提供しているものです。人材、プロセス、デジタルテクノロジーのすべての分

野でプラスのビジネス成果を促せる多数のソリューションを用意しております。

ワークプレース体験（WX）

人材と生産性を守ると同時に、コストも管理しま
す。安全なリモートワーク計画を拡大し、業務の

パフォーマンスを向上させます。Henkelは、新
たなワークプレイス ソリューションによる生産
力を新たに考案しました。

レスポンシブ・カスタマーケア

カスタマーケア業務を調整および近代化します。 AI
対応の仮想アシスタント、リモートフィールドアシ
スト、Click-to-Chatを取り入れ、従業員はサービス
やサポートに回ります。BDR Thermeaは、コネク
テッドサービスプラットフォームにより、カスタ
マーサービスの訪問を60%削減しました。

Azureへの移行とデータの近代化
クラウドへの移行を加速および最適化することで、
ビジネス価値を最大化し、ビジネスのアジリティ
と拡張性を高め、組織全体のイノベーションを推

進します。Pernod Ricardは、クラウドプラッ
トフォームで自動化と顧客インサイトを強化しま
した。

サプライチェーン・レジリエンス

Microsoft Dynamics、アナリティクス、自動
化を通じて、素早く脆弱性を評価し、サプライ
チェーンを強化します。Theramexは、ビジネ
スを構造化し、財務、人事、サプライチェーン、
在庫などのシステムを立ち上げるために、イン
テリジェントオペレーションを取り入れました。

セキュア・エンタープライズ

過去数か月の間に、企業のリスク体制は急速
に変化しました。アバナードのセキュア・エ
ンタープライズ部門は、プラットフォームや
システムに潜む脆弱性の検出をサポートしま
す。ある大手製薬メーカーは、Microsoft
365ソリューションで安全なコラボレーション
を実現しています。

インテリジェント・インダストリー・ソ
リューション

Microsoft TeamsやDynamicsなどのプラット
フォームに、アナリティクス、自動化、IoT、人
工知能を統合し、人や複雑な業務の動きを追跡
するなどの課題を解決します。thyssenkrupp
Materials Servicesは、データを利用し、理想
的な業務バランスを図っています。

未来に向けた製造業の見直しを
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オペレーションのレジリエンスを強化し、顧客にとっての製品
やサービスの魅力を向上する戦略的な方法を見つけ出しましょ
う。アバナードにご相談ください。

アバナードについて

アバナードは、マイクロソフトのエコシステムにおいて、革新的なデジタルおよびクラウドサービス、ビジネスソリューション、デザイン主導のエクスペリエンスを提供している、業界をリードする

企業です。26か国に50,000人のプロを擁するアバナードは、アクセンチュア、マイクロソフトビジネスグループを支える企業として、Microsoftのプラットフォームを活用し、顧客エンゲージメン

ト、従業員サポート、業務最適化、製品転換をサポートしています。 アバナードは、アクセンチュアを筆頭株主とし、2000年にAccenture LLPとMicrosoft Corporationによって設立されました。詳

しくは、https://www.avanade.com/ja-jpをご覧ください。

© 2022 Avanade Inc. 無断転載を禁じます。Avanadeの名称およびロゴは、米国およびその他の国における登録商標です。その他のブランド名および製品名は、該当する所有者の商標です。

北米

シアトル

電話：+1  206 239 5600

America@avanade.com

南米

サンパウロ

AvanadeBrasil@avanade.com

アジア太平洋

オーストラリア

電話：+61 2 9005 5900

AsiaPac@avanade.com

欧州

ロンドン

電話：+44 0 20 7025
1000

Europe@avanade.com

未来に向けた製造業の見直しを

「対応、リセット、更新」の素早い実現を

アバナードがサポートします
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