
品質管理がプラントフロアのスマート化を促進：

2017 製造業の展望調査
メーカーはオペレーションをつないで可視性と品質保証を向上
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スマートファクトリ

2022 年までに、 
完全なコネクテッドファクトリが  

2 倍に増えることが予想され、 
調査対象企業の 1/3 以上が 

この機能の導入を予定

2 倍

可視性

オペレーション全体の 

可視性向上が成長を 

サポートすると回答

46%
作業工程

10 以上のステージゲートを 

設ける予定

23%

柔軟性

流動的な市場ニーズに 

適応できる柔軟性を 

ビジネス戦略として最重視 

50%

成長

収益増加を期待

88%

前年比 5% 以上の 

成長見込み

44%

高まる懸念

サプライヤの 

品質を問題視

58%

Zebra 2017 製造業の展望調査
ゼブラ・テクノロジーズは世界規模の調査を実施して、メーカー企業に影響を与える傾向や課題を分析しました。 
この調査では、自動車、ハイテク、食品、飲料、タバコ、製薬の各産業のメーカーの経営幹部 1,100 名を対象に、 
プラントフロアへのテクノロジ導入による競争力強化についての見解を尋ねました。

製造業の 5 年後の展望
多くの企業が、2022 年までに製造業の形態が大きく変わると回答しました。

最新テクノロジ

48%
 

RFID を利用予定
55%

 

RTLS の導入を期待
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産業の状況
世界的に見て、製造業は大きな変革の只中にあり、これによりプラント
フロアのオペレーションは大きく変わるでしょう。サプライチェーン全体
の履行を含め、製造工程の全段階をつなぎたいというニーズから、メー
カー各社はオートメーションを導入して、品質向上と今までにない可視
性を実現しています。グローバリゼーションや競争激化、さらには製品
バリエーションに対する顧客ニーズの高まりによる部品表の複雑化が主
な要因となって、コネクテッド・プラント・フロアは、高品質な製品の実
現に必須となりました。

投資判断は数十年ぶりに、短期的な投資利益率（ROI）だけでなく、長
期的な品質実績指標を重視して行われるようになりました。企業は単純
に、欠陥品や基準に満たない製品を生産しながら競争力を維持すること
はできないのです。低品質の製品の廃棄、再加工、返品、瑕疵対応に
かかるコストはあまりにも高くつきます。 

さらには、顧客から苦情が発生し、顧客の信頼が失われ、最終的にはブ
ランドロイヤルティも失われる可能性があるため、低品質の製品は、取
り返しがつかないほど企業の評判を傷つける恐れがあります。サプライ
ヤやメーカーは、エラーのない生産を実現しようと、プラントフロアのオ
ペレーションを徐々に変え、完全なコネクテッド・スマート・ファクトリに
向かって邁進しています。

高まる IIoT の重要性
Industry 4.0（第 4次産業革命）とスマートファクトリを採用するメーカー
は増えています。このような環境では、従業員が RFID、ウェアラブル、
自動システムなどの新しいテクノロジを組み合わせて工場の物理的なプ
ロセスを監視でき、企業は分散型の意思決定を行うことができます *。ま
た、自社の商品、資産、プロセス、施設をリアルタイムで把握しようと、
工場内やサプライチェーン全体でインダストリアル IoT（IIoT）を利用する
企業も増えています。 

オートメーションを利用すると、生産プロセスの円滑な稼動に不可欠な
データにすばやくアクセスできるようになります。重要な点は、サプライ
ヤがこのデータを利用して、顧客のニーズを予測できることです。また、
メーカーが手持ち在庫を少なく抑えたり、障害点を解消することも可能
です。実際に、回答企業の 50% が、流動的な市場ニーズへの適応力強
化を重要なビジネス成長戦略の 1 つに挙げています。 

メーカー各社はすでに、データ接続の具体的なメリット（製造プロセス
全体の可視性向上、出荷・荷受けのペースアップ、障害点特定の迅速
化、オペレーションの連携に関する的確な情報の取得など）に気付いて
います。

品質は選択肢にあらず
メーカー企業は少し前まで、グローバル市場を上手く生
き抜くために、人件費、間接費、供給コストの削減方
法ばかりを模索していました。しかしながら、製品バリ
エーションの増加、材料費の高騰、顧客の期待値の高
まりなどから、このモデルは変わりつつあります。現在、
未来志向の企業は品質主義を掲げ、これまでとは別の
方法で企業成長と収益増加を図っています。新しいプロ
セスやテクノロジの進歩のおかげで、企業は品質を重
視し、自動化されたコネクテッド・プラント・フロアの恩
恵を享受できるようになりました。 

調査によると、メーカーが製造工程内で品質チェックポ
イントやオートメーションを採り入れるステージは増加
傾向にあります。結局のところ、製品を組み立てた後で
状態をチェックし、不具合を見つける方法では、生産に
遅れが生じてコストが増えるだけでなく、障害点の特定
も格段に難しくなってしまいます。

*Bernard Marr 『What Everyone Must Know About Industry 4.0』Forbes.Forbes Magazine（2016 年 6 月 20 日）Web（2017 年 4 月 10 日）

総生産量 / スループットの増加

流動的な市場ニーズへの適応力強化

製品バリエーションの増加

企業全体の可視性向上

生産コストの削減

成長促進と業績向上のための重要戦略
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資産、在庫、機器をつなぐテクノロジは、IIoT というパズルに不可欠な
ピースです。メーカーは、サプライチェーンを含む完全なコネクテッド
オペレーションに多くのメリットがあることに気付き始めています。未来
の工場では、生産性と品質を高めるためにサプライチェーン全体でプラ
ントフロアについて把握する必要があり、まさにこれが IIoT によって実
現されるものです。完全なコネクテッドファクトリをサポートする企業は 

2022 年までに 2 倍に増えると予想され、調査対象企業の 1/3 以上がこ
の機能を持つと予想されます。

価値あるチャレンジ
製造プロセスやサプライチェーン全体を隈なく把握するという目標は、
容易に達成できるものではありません。採用を阻む障害はいくつもあり
ますが、最も特筆すべきは、この機能を既存のシステムに統合する際の
コストと非常に複雑なプロセスです。 

最適な IIoT に必要な統合を行うには、独自開発の従来型システムを完
全に取り替えなければならない場合もよくあります。完全なコネクテッド
ファクトリをまだ導入していない回答企業が、テクノロジの複雑性と IT 

リソースの可用性を主な理由として挙げたのは、このためと思われます。
幸い、テクノロジの進歩によって、これらの従来型システムの統合が可
能になり、プロセスもシンプルになっています。 

初期導入は難しいかもしれませんが、メーカーが品質向上を望むなら
ば、これらのプロセスの採用は必須です。実際に、2022 年までに調査
対象企業の 34% がコネクテッドファクトリをサポートすると予想されま
す。IIoT を段階的に導入する場合もありますが、企業各社は競争力を維
持しようと、これらの課題に取り組んでいます。

コスト以上に大きなメリット
企業は IIoT を採用しなければならないと認識しています。興味深いこと
に、このような投資について経営陣の賛同を得ることや ROI を見積もる
ことは、回答企業の主な懸念事項には挙がっていません。ROI の判断が
障害になっていると答えた調査対象企業はわずか 29% でした。サプラ
イチェーンとリアルタイムで連携する完全なコネクテッドファクトリを導
入するメリットはコストをはるかに上回り、競争力の維持に大きく貢献し
ます。プラントフロアに IIoT を採用すれば、コスト削減、生産性向上、
品質向上の点で直ちにメリットが現れます。

 

IIoT 採用の障害

テクノロジの複雑性

IT リソース

46%

45%

44%

41%

セキュリティ上の懸念

予算

誇大宣伝の上を行く IIoT

IIoT の中心となるのは、データのキャプチャ方法と共有方法です。在庫ニーズに関するデータを直ちにクラウドに送り、
プラントフロアのマネージャとサプライヤの両方に提供できるため、今までにない可視性が得られ、オペレーション効率が
高まります。現在、調査対象企業の 27% が、生産、サプライチェーン、従業員からデータを収集していますが、データは
サイロ化されたままで、提供可能な情報の多くが活用されていません。今後、この数値は 2022 年までに 19% に下がる
と予想されます。したがって、生産性向上とオペレーション合理化のためには、この種の重要データにアクセス可能にする
ことが重要です。 

8% 6%

マシン、センサ、モバイル機器が 
まったくつながっていない

21% 11%

一部のデータはキャプチャされているが、 
システムやスタッフとのつながりはない

27% 19%

複数のソースからデータがキャプチャされているが、 
データはサイロ化されたまま

43% 64%

生産、サプライチェーン、 
従業員とデータが完全につながっている

コネクテッドファクトリに関する予想 

53% 
ヨーロッパ

63% 
北米

77% 
アジア太平洋

64% 
南米

地域別割合
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66%

42% 45%

55% 54%

48%

64%

54%

65%

57%

62%

58%

76%

65%

あらゆる業種のメーカーが、サプライヤの品質を主な懸念事項として挙
げており、サプライヤの品質に問題があると述べた回答企業は 58% に
のぼります。全体的な品質向上はメーカーにとって重要な懸念事項であ
り、このことは、製品の生産に用いる資材や部品にまで及びます。実際
に、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、南米の各国の経営幹部が、
今後 5 年にわたる最優先事項として品質保証の向上を挙げています。 

常に高品質な製品を生産することのメリットは計り知れません。企業は、
生産を遅らせブランドを傷つける恐れのある製品回収の低減、売上の増
加、生産性の向上を期待できます。 

American Society for Quality（ASQ）の調査では、企業が品質マネジメ
ントシステムに 1 ドル費やすごとに、6 ドルの収入増加、16 ドルのコス
ト削減、3 ドルの利益増加を期待できることが明らかになりました *。製
造プロセスの品質向上に投資することは、コストとリスクを減らし、生産
量を最大限に伸ばし、そして最終的に販売利益を増やすために重要な手
段です。

テクノロジの進歩とオートメーションのおかげで、一貫した品質の維持
は今までよりも低コストで実現可能になりました。追跡とトレース、RFID 

タグ付け、ゲートオートメーションを実現する自動 ID テクノロジを利用
すれば、製造工程の各段階で何が起きているかをメーカーが詳細に把
握できるため、障害点の特定や部品表の調整を容易に行うことができ
ます。

品質は重要な懸念事項ですが、メーカー各社は、これが今後も複雑な
問題になるとは予想しておらず、2022 年も品質が問題になる可能性が
あると答えた企業はわずか 34% でした。 

品質管理が変革を促進
メーカー企業は新たな段階に突入し、そこでは非常に現実的で競争力の高い差別化要因として、品質が正当な地位を取り
戻しています。高品質な製品を製造することは、顧客の維持・獲得に必要なだけでなく、大幅なコスト削減にもつながり、
それが最終的に収益に影響を及ぼします。1 つの不良品がプロセス全体に影響を及ぼしかねない、分散型の製造工場では
特にそうです。

*ISO 更新

この結果は、サプライヤと
メーカーの両方の改善が 

最終的に完成品の 

品質向上につながること
を示唆しています。

自信を強めるメーカー 

メーカーは、テクノロジとオートメーションがプラントフロアの変革を進め、 
生産の全段階での品質向上を実現すると期待しています。  

サプライヤの品質 従業員の 

パフォーマンス / 

生産性

マシンの 

パフォーマンス
多すぎるライン停止 SOP（標準操作手順）の

不遵守
説明責任と 

トレーサビリティ
問題が特定 / 

解決されるまでの 

時間の長さ
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製造プロセス全体のリアルタイム監視

調査によると、メーカー各社は、製造プロセス全体を通してゲートの設置
数を増やそうとしています。ゲートを増やすと、品質とスループットの向
上に役立つリアルタイム監視機能が得られます。実際に回答企業の 23% 

が、今後 5 年以内に生産プロセス内のゲート数を 10 以上に増やす意向
を示しています。チェックポイントを増やすことは、生産品の品質向上と
回復関連コストの削減に役立ちます。

チェックポイントが増えると、成長の不可欠要素である透明性が高まりま
す。調査対象企業の 46% が、オペレーション全体の可視性向上が成長
を後押しし、それにはデータを収集・分析可能なコネクテッド・プラント・
フロアが不可欠であると認識しています。従業員がこのデータにリアルタ
イムでアクセスできれば、生産性が向上し、予定外のダウンタイムが減
り、プロセスのコンプライアンスが保たれ、生産時とサプライチェーン全
体のトレーサビリティが実現されます。 

追跡ポイントの増加が品質向上につながる
製造プロセスの品質を高めるには、複数のチェックポイントを設け、生産ラインに沿ってリアルタイムで監視を行う必要が
あります。コネクテッド・プラント・フロアでは、あらゆる物理的資産にデジタルプロファイルが付きます。メーカーはこれ
らのプロファイルを利用して、リアルタイムロケーション、資材の割り振り、資産の状態を追跡します。また、全体的な製
造プロセスの改善や、ボトルネックの解消、サプライヤとの連絡、品質の確保にもこのデータを利用できます。現在のとこ
ろ、テクノロジ主導型の追跡機能を使用している調査対象企業は 24% しかありませんが、これが必要であることは各メー
カーが認識しています。調査対象企業の 63% は 5 年以内に追跡の強化を予定しており、リアルタイム監視を採用予定の
企業（28%）より多くなっています。 

可視性の新時代 
ゲートは、生産のタイミングを取るためだけでなく、生産プロ
セスを通して品質を確保するためにも重要な役目をします。
現在、半数以上のメーカーが 5 つ以下のゲートで生産を追
跡しており、主に開始ポイントと終了ポイントで製品チェック
が行われています。しかし、これではプロセス全体を十分に
把握できません。自動 ID テクノロジを用いてゲート数を増
やすと、メーカーは可視性を高め、製品の品質管理を強化し
て、問題発生時に問題の特定と解決を容易に行えるようにな
ります。生産途中で問題を検出して解決した方が、プラント
フロアから出荷した後に行うよりも低コストで済みます。

2 以下 3 ～ 5 6 ～ 9 10 以上

製造プロセス全体の 

リアルタイム監視

ゲートとリアルタイム監視の 

組み合わせ

15%

3%

23%

23%

11%

23% 7%

28%

6%
12%

ゲート /ポジション数

10%

38%
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24%
33%

27% 33%

27%
36%

24%
33%

25%
33%

26%
35%

41%

32%31%
37%

企業は資材をなるべく手元に置かず、必要に応じてサプライヤから品物
が供給されるよう求める傾向にあります。Industry 4.0 とともに、サプラ
イヤがメーカーのニーズを予測し、生産サイクルの要件に応じて必要時
に資材を供給する、ジャスト・イン・タイム（JIT）出荷の傾向が高まって
います。 

現在、調査対象企業の 26% が、サプライヤに JIT 出荷通知を出すよう
求めています。今後 5 年で、JIT 通知を求めるメーカーは 35% に増え
ると予想されます。これは、サプライヤも品質保証を重視する必要があ
ることを意味します。メーカーが手元に余剰在庫を持たず、サプライヤ
から受け取ったバッチが不良品だった場合、生産チェーン全体に遅れが
生じ、それにより効率性が低下する恐れがあります。 

ただし、JIT 出荷要件に従い始める必要があるのはサプライヤだけでは
ありません。メーカーも顧客から同じことをするよう求められます。調査
対象企業の 27% が、顧客は現在 JIT 出荷通知を求めていると答えてい
ます。この数値は 2022 年までに 36% に増えると予想されます。 

この傾向が特に顕著なのは、この分野の大きな変化を期待するハイテク
産業と製薬産業です。

機能性の拡張
JIT 出荷通知を求める顧客のニーズに企業が応えるには、機能が完備さ
れたベスト・オブ・ブリードの製造実行システム（MES）を導入して、原材
料が完成品になるまでを追跡・記録する必要があります。 

現在、回答企業の 40% が、機能が完備された MES を自社の工場で使
用していると答えています。2022 年までに、この数値は 52% に増える
と予想されます。意外にもハイテク産業はこの傾向に乗り遅れており、現
在ベスト・オブ・ブリードの MES を使用している企業の割合は 34% に
留まっています。この産業の採用率は今後 5 年で増大し、回答企業の 

50% が MES を導入することが予想されます。 

採用企業がこれほど増える要因は何でしょうか。採用率を高める有力な
要因としては、オンデマンド、クラウド、サービス型ソフトウェア（SaaS）
ソリューションが挙げられます。現在、回答企業の 38% がこれらのサー
ビスを利用していますが、2022 年にはこの数値が 52% になると予想さ
れます。またこれは、ERP が MES として利用されなくなることも意味し
ています。

Industry 4.0 の需要
スマートファクトリは、サプライチェーンと生産ライン間のリアルタイム通信によって高レベルのオートメーションとデジタル
化を実現する、Industry 4.0 の中核をなします。これを可能にするのが、リアルタイムでデータを自己最適化および共有
して、高品質な製品、従来にない可視性、高い費用効率を実現するマシンです。 

今後 5 年で、ジャスト・ 

イン・タイム（JIT）出荷は 

ハイテク産業と製薬産業で、 
地域的にはアジア太平洋 

地域と南米で最も多用され
るようになるでしょう。

出荷通知に対するニーズの増加

2022 年頃のジャスト・イン・タイム出荷

ジャスト・イン・タイム（JIT）出荷

サプライヤから 顧客へ

出荷の事前通知（ASN）

製品の RFID タグ付けまたは梱包

32% 
ヨーロッパ

31% 
北米

40% 
アジア太平洋

42% 
南米

地域別割合

産業別割合

ハイテク 食品 /飲料 /タバコ自動車 製薬
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32%

65% +33%

35%

60% +25%

40%

55% +15%

45%

51% +6%

62%

21% 50%

37%

成長の可能性を実現するテクノロジの活用
製造業でのオートメーション導入が増えると、ウェアラブルや音声ソリューションが重要な役割を担うようになります。ウェ
アラブルや音声主導型のテクノロジは利便性が高く、メーカーはこれらを利用してプロセスを自動化し、効率性を高めるこ
とができます。

プラントフロアを変えるテクノロジ

ウェアラブルはまだ比較的新しいテクノ
ロジですが、さまざまな機会でプラント
フロアの安全性と生産性を高めることが
できます。たとえば、作業員の体調を監
視して、健康被害と思われる問題が発生
したら管理者に通知するソリューション

などがあります。また、従業員がビデオカメラ付きのメガネをかけて、生
産ラインで何が起きているかを記録することもできます。ウェアラブルが

生産ラインを変える機会は多く、そのため、ウェアラブルテクノロジを利
用する企業は今後 5 年で 15% 増加すると思われます。

余剰在庫を抱えたくないメーカーにとって、音声テクノロジは JIT 製造 /

オートメーションプロセスにおいて重要な役割を果たします。51% の企
業が、今後 5 年で音声テクノロジの使用拡大を予定しています。音声テ
クノロジの大幅な成長は大企業（10 億ドル超）で見られ、現在報告され
ている採用率 28% から 2022 年には 55% に増えると予想されます。

ペンと紙からの脱却
現在、調査対象企業の 62% が重要な製造工程をペンと
紙で追跡記録しており、50% がスプレッドシートやキャス
ターテーブルに載せたコンピュータを使用しています。ペ
ンと紙による作業工程の記録は非常に効率が悪く、プロセ
スが人為的ミスの影響を受けやすくなります。プラントフ
ロアのマネージャは、スプレッドシート形式で保管された
データから改善が必要なエリアを特定しますが、これは時
間のかかる手作業のプロセスです。プラントフロアの従業
員にモバイル携帯機器を持たせれば、従業員は作業工程
データをリアルタイムでスキャンおよび収集でき、マネー
ジャはこのデータを確認して迅速に判断を下せるようにな
ります。 

関連テクノロジを 

現在利用している企業の
大半が、2022 年までに
使用レベルの拡大を 

予定しています。

レベル維持 使用拡大

モバイルテクノロジ

ロケーション追跡 

（リアルタイム）

ウェアラブルテクノロジ

音声指示 /認識 

手作業プロセスの減少

ペンと紙 キャスターテーブルに載せた 

コンピュータ /スプレッドシート



ゼブラ・テクノロジーズ   9

RFID はプラントフロアに最適
メーカー各社は、ウェアラブルや音声ソリューションに加え、既存のバーコードテクノロジとともに RFID を追加導入して、
コネクテッド・プラント・フロアの強化を図っています。IIoT はすでに製造業を変え始めており、RFID をパワフルなツール
として利用して、物理的な資材から、プラントフロアで容易にリアルタイム追跡できるデジタル資産に切り替える企業が増
えています。 

12%
8%

42%

65%

54%

69%

59%

52%

2022 年には RFID の利用が拡大

41% 49%

レベル維持 使用拡大

コネクテッドファクトリにおける RFID

RFID は、箱に RFID タグを貼り付けて出荷する手法で初めて採用されま
した。この頃から小売企業はメーカーに対し、すべてのケースとパレッ
トに RFID タグを付けるよう求め始めました。小売企業にとって、RFID 

タグは人件費削減に役立ちました。RFID タグには必要なデータがすべ
て記録されているため、作業員がフォークリフトから降りてパレットをス
キャンする必要もなくなりました。 

現在、回答企業の 37% が RFID を使用しており、この数値は今後 5 年
で増えると予想されます。2022 年までに、全業種にわたる回答企業
の 48% が、製造プロセスの一部として RFID の使用を予定しています。
RFID を用いた生産の最適化は、コネクテッドファクトリの実現に向け

て IIoT テクノロジを導入する主なメリットの 1 つと考えられています。ま
た、作業工程の追跡や出荷に RFID を利用するケースも増えると予想さ
れます。

RFID タグを使用すれば、パレットに何が載っているかだけでなく、さら
に多くの情報を扱えるため、RFID の普及が進むのは当然と言えます。具
体的には、作業指示、部品表、追跡番号などを RFID タグに含めること
ができます。作業員はこの情報をもとに、生産工程を通して品目を効率
的に運ぶことができます。RFID は、オーダーの正確性向上にも活用で
きます。これはサプライヤにとって重要であり、トレーサビリティ向上に
も役立ちます。

入荷 作業工程 出荷

RFID 不使用
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39% 53%

41% 47% 40% 44% 37% 42% 35% 50%

製造環境にリアルタイム・ロケーション・システム（RTLS）を導入すると、
新たにさまざまなメリットが得られます。RLTS を利用すると、資産に関
する重要なデータ（ロケーション、段階、状態など）を収集できます。マ
ネージャは提供された実用的なデータをもとに、より適切な意思決定を
行い、生産性を向上させることができます。RTLS ソフトウェアによって
収集されたデータは、プラントフロアから社内外のサプライヤに直接送
信できるため、サプライヤは要求に迅速に対応することができます。ま
たこれにより、余剰在庫を保管しておく必要もなくなります。回答企業の 

50% 以上が 2022 年までに RTLS の導入を予定しています。

スマートアクセス
プラントフロアで追跡が必要な資産は、製品だけではありません。従業
員にスマート ID（ID）カードを配布すると、さらなる効率性の向上が期待
できます。調査では、多くの企業が、従業員の居場所に関するリアルタイ
ムデータを得るために ID カードを利用したいと回答しました。現在、調
査対象企業の 35% が、ID カードを利用して従業員のロケーションデー
タを収集しています。5 年以内に 50% の企業が、ID カードによる従業
員のロケーション追跡を導入する予定です。 

資産管理が成功に不可欠
メーカーは、リアルタイムの資産管理と、生産プロセス全体を通じた製品の品質管理を必要としています。これらの管理
の重要性はますます高まっています。なぜなら、競争の激化により、高品質な製品の提供が重視され始め、資産の追跡が
製造業で注目されているためです。もはや企業は、入荷時と出荷時に製品を追跡するだけでは済まなくなりました。調査
では、製造プロセス全体を通してリアルタイム監視を実施している企業はわずか 7% でした。ただし、28% の企業が今後 

5 年以内にこの機能を加えると予想されます。 

ID カードの用途

RTLS（リアルタイム・ロケーション・システム）の導入

2017 2022

データアクセス ツールの使用 

アクセス
作業セルの活動 リアルタイムロケーション
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調査について

回答企業の地域別割合

北米

27%

南米

18%

ヨーロッパ

27%

アジア太平洋

28%

産業別割合

航空宇宙

自動車部品メーカー

自動車 OEM

食品 /飲料 /タバコ

ハイテク部品

ハイテク OEM

産業機器

医薬品

従業員別割合

収益別割合

100 万 ～  
1 億ドル
（純利益）

製造工場の数別割合

33%
1 億 ～ 10 億ドル
（純利益）

45%

10 億ドル以上 
（純利益）

22% 2 ～ 3 プラント
31%

11 プラント以上
7%

1 プラント
13%

6 ～ 10 プラント
17%

4 ～ 5 プラント
32%

2%

12%

17%

18%

8%

7%

12%

24%

役職 /レベル
最高責任者レベル

副社長、取締役、部門責任者

部門 /グループのマネージャ 
または監督者

従業員数
100 < 500

500 < 1,000

1,000 < 5,000

5,000 < 10,000

> 10,000

31%

34%

35%

23%

26%

31%

12%

8%



詳細は、www.zebra.com/manufacturing を参照してください。

品質重視の姿勢が競争力維持に不可欠
Industry 4.0 と IIoT は製造業を変化させているかもしれませんが、イノベーションを促進し、競争を活発にしているのは
品質保証に対するニーズです。変化はすでに進んでおり、メーカーやサプライヤは、品質の向上、生産の効率化、コスト
の削減を実現しようと、可視性を高めるソリューションをプラントフロアに統合しています。主な取り組みとしては、生産ラ
インに設けるゲート数の増加、サプライヤとメーカー間の通信の自動化、先進のテクノロジを導入した生産性と意思決定
の向上などが挙げられます。これらはすべて、企業が未来の完全スマートファクトリーを実現すべく取り組んでいる戦略的
ステップです。

ゼブラ・テクノロジーズについて

ゼブラは、未来志向のメーカーが製品、資産、従業員、取引をこれまでになく詳細に把握するための 

テクノロジを提供し、よりスマートなコネクテッド・プラント・フロアによって生産量の最大化、 
品質保証とトレーサビリティの実現、オペレーションの柔軟性向上を支援しています。

Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.
71 Robinson Road #05-01/02/03 Singapore 068895
電話 +65 6858 0722  FAX +65 6885 0838

ゼブラ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社
〒 100-0011 東京都千代田区内幸町一丁目５番２号内幸町平和ビル 14F
電話 03.4510.2450　FAX 03.3580.8301
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