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   『第4次産業革命の本質と産業のデジタル化』  

 

 いよいよ日本は、本格的な第4次産業革命の到来を迎え

ている。本講では、３つの革命視点、すなわち、比較文明
論、第三の波、Industrie4.0と科学技術の発展経緯から  
今日の第4次産産業革命の本質について述べる。 

 

 次に、現在の日本が世界のどの位置にいるのかの時代
認識について述べる。続いて、第4次産業革命の担い手と

なる、国内外の具体的な企業活動について述べ、最後に、
日本の産業界が進むべきデジタル化の方向性について 
述べる。 
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少年時代： 人工物派（自動車など）か？自然派か？では自然派（ザリガニ、天文） 

学歴  京都大学理学部卒業（宇宙物理）/東京大学工学博士（電子情報工学） 

1977～1985年 日本IBM、日立ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ/日立大甕工場【大企業で修行】 

⇒コンピュータ・ネットワーク研究開発エンジニア 

1985～1997年 アスキー 【ベンチャー経営に参加】 

 ・マイクロソフトFE本部：2年（西和彦氏、ビル・ゲイツと仕事） 

 ・動画像圧縮国策研究会社へ出向：10年（MPEG創設など） 

 ⇒動画像符号化の研究と国際標準化競争リーダー 

1996年（株）インターネット総合研究所創業【起業】⇒デジタル情報革命に挑戦する企業家 

1999年（株）インターネット総合研究所創業（IRI）東証マザーズ第1号上場 時価総額1兆円 

2005年同社子会社IRIﾕﾋﾞﾃｯｸ・ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾀﾜｰ(BBTower)を大証ﾍﾗｸﾚｽ 

2007年1月IXI事件により、11月1日 IRIをORIXに100％売却 

2011年3月10日 ORIXからIRIを100％買戻し 

     自己紹介 

 2012年 IRIｸﾞﾙｰﾌﾟ中核事業のBBTower(東証JDQ3776) 会長兼社長CEOに就任 

2017年6月13日  ﾃｸﾆｵﾝ（ｲｽﾗｴﾙ工科大学）に開設（日以共同研究開発拠点）                          

 “Hiroshi Fujiwara Cyber Security Research Center”が始動(従来のｾﾝﾀｰを改組)  
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【総務省・政策委員】 
●「ICT政策タスクフォース」（光の道）⇒FTTHの普及 
●「新たな電波の活用ビジョンに関する検討チーム」（ﾎﾜｲﾄｽﾍﾟｰｽ） 
●「日印ICT成長戦略委員会」  ●「周波数ｵｰｸｼｮﾝ懇談会」  
●電波有効利用の促進に関する検討会 ●ICT基本戦略ﾎﾞｰﾄﾞ構成員 
●ICT戦略会議生活資源対策会議構成員 ●ICT新事業創出会議構成員 
●電波政策2020懇談会構成委員●新世代モバイル通信システム委員会委員 
●電波有効利用成長戦略懇談会構成員（2017年11月10日～） 
 
【文部科学省・自然科学研究機構・経営協議会委員】 
●国立天文台･核融合科学研究所・分子科学研究所、基礎生物学研究所、生理学研究所 
 
【ITS】 Asia Pacific ITS Forum2018 Fukuoka 実行委員会副委員長 
 
【宇宙研究開発機構（JAXA）宇宙委員会評議員】 
●一般財団法人リモート・センシング技術センター理事 
 
【財務省関係】●一般財団法人日本システム開発研究所理事 
 
【大学】 
●SBI大学院大学副学長・教授●京都大学大学院宇宙総合ユニット特任教授   
●慶應義塾大学環境情報学部特別招聘教授『環境ｴﾈﾙｷﾞｰ情報論』 
●豊橋技術科学大学客員教授 ●東京大学大学院数理科学研究科客員教授 
●一橋大学大学院客員教授   

   自己紹介（公職等） 
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 Hiroshi Fujiwara  

Cyber Security Research  

Center at Technion 

 
2018年6月29日日経新聞デジタルより引用 

・・・ 

「これを機に日本とイスラエルの関係がもっと 

緊密になるよう願いたい」。イスラエルの 

テルアビブから車で北に約１時間半。研究 

学園都市ハイファにあるテクニオン・イスラエル工科 

大学から「名誉フェロー」の称号を授与された藤原氏は 

式典で、こう期待を述べた。２年前にオープンした 

サイバーセキュリティ研究センターに藤原氏が資金を 

提供し、研究活動に弾みがついたことが授与に 

つながったようだ。 

 研究センター長を務める著名暗号学者のエリ・ビハム 

教授は「ＩＴが製造業の分野にも広がったことで新たな 

セキュリティ対策が必要になった。ものづくりに強い 

日本には、もっとやれることがある」と指摘。これまで 

米国一辺倒だった研究開発のパートナーに日本が 

新たに加わったことを高く評価した。 5 
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ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ 
（日本中心） 

IRI・NTTﾄﾞｺﾓ・みずほ 



①インターネット・データセンター事業  
（株）ブロードバンドタワー （東証JDQ3776） 

  

“データセンター” 

最高水準のファシリティ
を提供 

“クラウドサービス” 

株式会社エーアイスクエア
（A.I. Squared, Inc.） 

人工知能のR&D企業 

Deep Learning Experts! 

株式会社IoTスクエア 

ＩｏＴサービス提供企業 
IoT EngineeringExperts! “ｽﾄﾚｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ” 

株式会社ｼﾞｬﾊﾟﾝｹｰﾌﾞﾙｷｬｽﾄ 
CATV局向デジタル配信 

データ放送、IP放送 

各種ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ｻｰﾋﾞｽ 

株式会社ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙIoT 

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ 
Venture Capital !  

JCC（連結子会社） 

GiTV（連結子会社） 

AIスクエア（連結子会社） ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ・ｸﾗｳﾄﾞ・ｽﾄﾚｰｼﾞ 

IoTスクエア（連結子会社） 
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②インターネット関連イベント事業 
  【（株）ナノオプト・メディア】 

8 

http://www.f2ff.jp/secd/2017/fukuoka/
http://www.f2ff.jp/sck/2017/
http://www.f2ff.jp/iotc/2017/02/
http://www.f2ff.jp/mict/2016/
http://www.f2ff.jp/lict/2016/
http://www.f2ff.jp/dcnc/2016/
http://www.f2ff.jp/fict/2016/
http://www.f2ff.jp/sct/2016/
http://www.f2ff.jp/caic/2016/
http://www.f2ff.jp/idm/2016/
http://www.f2ff.jp/ns/
http://www.f2ff.jp/ap/
http://www.f2ff.jp/lbj/
http://www.f2ff.jp/apps-japan/
http://www.f2ff.jp/3dex/2016/
http://www.f2ff.jp/dsj/2016/
http://www.interop.jp/
http://www.f2ff.jp/cmt/
http://www.f2ff.jp/iotc/2016/07/


 ③ベンチャーキャピタル事業 
（株）モバイル・インターネットキャピタル株式会社 

    ‘ Mobile’及び‘Internet’分野にFocusした  
  

 ・日本のベンチャー企業の資金・経営面のサポート 
 ・米国等海外企業の日本市場向けビジネスの企業化サポート 
 ・情報ハブとしての立場を活用した新規ビジネスのアレンジ・創出 

設立：1999年11月   資本金：1億円   代表取締役社長：海老澤 観    

株主構成：IRI30%、NTTドコモ30％、みずほ証券30％、ﾌｧﾝﾄﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ10％  
第1号ファンド65億円 第2号ファンド45億円 第3号ファンド60億円 第4号ファンド60億円               

 ・日本における新たなベンチャー企業育成インフラの構築 

 ・ＩＴ分野への特化型投資によるノウハウの集積   

            9 



１．私たちは何者なのか？どこから来たのか？ 
 
２．私たちはどこにいるのか？どこへ行くのか？ 
 

３．第４次産業革命とは？  

 ～ドイツの思惑とデジタルトランスフォーメーション～ 
  
４．産業革命は次なるステージへ 
 
５．動き出したIoT/AIビジネス 
 
６.  産業における破壊的イノベーション  
  ～化学工業をケーススタディとして～ 

【目次】 
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１．私たちは何者なのか？どこから来たのか？ 
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             私たちは、どこから？ 

●宇宙の歴史：    138億年 

●太陽の歴史： 46億年 

●地球の歴史： 46億年 

●生命の歴史：   40億年 

●人類の歴史：    700万年 

●文明の歴史： 1万年 

12 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Inflation_Universe.png


 

「数」と「形」を最初に認識したのは？いつ？誰 

 現代霊長類学によると、人類の誕生は、約700万年に類人猿と 
分かれた時とされている。ホモ・サピエンスの特徴は、直立二足 
歩行と犬歯の退化で、他にも器用に動く手指、小さな顔と歯、 

大きな脳、成長の長期化、道具の製作と使用、抽象的な思考能力と言語の発達
であるとされている。それらが今日の「数」と「形」についての認識能力を備える基
礎となったと考えられている。 
 
 「数」と「形」についての認識能力の基礎を備えたホモ・サピエンスは、約20万年
前にアフリカで誕生した。旧人と比べると、脳容積は、やや増加し(1300〜
1600cm3 )、頭は丸くなり、眼窩（がんか、頭骨の前面にある，眼球の入っているく
ぼみ）上隆起は目立たなくなり、咀嚼(そしゃく)器官の退化により、顔は華奢になっ

て奥に引っ込んでいる。骨格は頑丈さが衰えたが、文化的な発達により環境適応
力が強まり、急速に世界中に拡散したと考えられる。オーリニヤック型（約30000
～35000年前、フランス・ピレネー地方を中心とする地域の旧石器時代後期に属
する一文化）のような精密な剥片(はくへん)石器を作り、芸術活動や音声言語に

必要な抽象能力を発達させた。本来は、人間とは、英知をもつ存在として規定す
る哲学上の言葉として用いられたが、その後人類化石が多数発見され，人類進
化の実相が解明されるにつれて、今日の現生人類は，人種の違いは、あってもす
べて同一種であることが確認されている。 13 



 約20万年前に出現した現生人類が、20万年～数万年前の間の旧石器時代に、「数」と

「形」の概念に到達したと考えられる。ホモサピエンスは、アフリカを出発し、イスラエル
のSkhulとQafzehで発掘された初期（10万年前頃と考えられている）の現代人類の化石
が発見済み。 
 とにかく20万年前にアフリカで進化した私たちの祖先ホモ・サピエンスは、何万年かの

時を経て、ヨーロッパ、日本を含むアジア、アメリカなど世界へ拡散していった。地域に
よって、人種や言葉の差は、生じたが、「数」と「形」の認識、すなわち、「数学」は、人種・
言語依存のない普遍的なものとして発展している。このことは、極めて重要である。私
は、インターネット・ビジネスを本業としているが、インターネット・ビジネスの多くは、これ
まで、「言語」依存性が高く、英語圏、中国語圏を対象にした企業が、圧倒的な優位性を
持っている。科学技術力ではなく、提供サービスの言語圏人口で、企業価値が決まって
しまうという側面を持っている。これに対して、数学には、「言語」依存性がないのである。 
「数」という抽象概念に、ホモ・サピエンスは、数万年以上、20万年以内の間に到達して

いたはずである。３人の人間、３個のみかんから抽出される３という「数」については、約

37000年前の「イシャンゴ獣骨」（1960年にアフリカ・コンゴ で発見された後期旧石
器時代の骨角器）の3行の線の記録が見つかっていて、本数は、9,19,21,11などの数が
刻まれている(*1)。 
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この地域には、ホモサピエンス
とネアンデルタール人が住んで
いた洞窟が近接していたことが
最近判明！ 
 

現代人には約２％のネアンデ
ルタール人のDNAが入っている
ことが最近判明！ 
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２．私たちはどこにいるのか？私たちはどこへ行くのか？ 
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動力機関 

物質科学 

工業社会Ⅰ 

工業社会Ⅱ 

通信/半導体/ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ技術 

IoT/BigData/AI技術 
情報社会Ⅰ 

情報社会Ⅱ 

   （モノ） 

   （情報） 

（資本家と労働者） 

（生産者と消費者） 

封建社会 

  （土地）      （領主と領民） 

 

兵器・農機技術 

 

テクノロジー 

   （規範） 

社会  

（ﾌﾟﾚｲﾔｰ） 

新しい社会を創る 

ここで改めて産業革命の本質とは？ 

第1次産業革命⇒ 

第2次産業革命⇒ 

第3次産業革命⇒ 

第4次産業革命⇒ 
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日本にとっての静かなる有事 
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日本にとっての静かなる有事 
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日本にとっての静かなる有事 
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日本にとっての静かなる有事 
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日本にとっての静かなる有事 
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             1994年         2014年                増減 
           
日本       4.85  (38771)         4.59  (36156)        3.4%減(6.6%減) 
米国       7.30  (27755)       17.35  (54360)        2.4倍   (1.96倍) 
ドイツ       2.21  (27116)       3.87  (47716)            1.75倍 (1.76倍) 
英国       1.14  (19743)         2.99  (46313)          2.6倍   (2.35倍) 
フランス         1.40 (24398）         2.83   (44288)          2.0倍   (1.82倍) 
中国               0.56     (471)         10.4     (7626)           17.8倍   (16.2倍) 
韓国               0.46  (10207)         1.4     (27970)          3.0倍 (2.74倍) 
ｵｰｽﾄﾘｱ     0.204 (25688)         0.438 (51433)         2.15倍 (2.0倍) 
ﾊﾝｶﾞﾘｰ       0.043 ( 4148 )        0.137 (14006)         3.2倍   (3.38倍) 
ｲｽﾗｴﾙ    0.084 (15599)        0.305 (37222)        3.6倍  (2.39倍) 
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ    0.226 (25647)        0.571 (58590)          2.5倍  (2.18倍) 

*GDP:単位＝兆USドル（1人当たりGDP＝単位USドル） 

日本だけが衰退！ 

  GDPからの視点 
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20歳未満の米国企業トップ10 

No Company Name Mkt.Cap 

1 Toyota Motor 21.4 

2 Softbank 10.7 

3 Mitsubishi UFJ-FG 9.6 

4 Mitsui-Sumitomo 7.6 

5 NTT docomo 7.6 

6 HONDA 7.5 

7 NTT 6.6 

8 JT 6.4 

9 KDDI 5.7 

10 Mizuho-FG 5.6 

日本企業のトップ10 

(兆円) 

  Mkt.Cap 1260B$  VS  1068B$   ※2014.1 

米国社会は、A.I社会、日本社会は、B.I社会！ 

米国では20年でｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる従来と同等のﾆｭｰｴｺﾉﾐｰが誕生！ 

  (AI=After Internet, BI=Before Internet) 

 20歳未満に米国トップ10企業と日本のトップ10企業の価値比較 24 



1.Illumina (genome-sequencer)  

2.Tesla Motors   

3.Google   

4.Samsung  

5.Salesforce.com  

6.Dropbox  

7.BMW  

8.Third Rock Ventures (Biotech’s Top VCs) 

9.Square  

10.Amazon  

11.Tencent  

12.Snapchat(Social)  

13.Cree (energy-efficient lighting).  

14.Box(online file storage service)  

15.BrightSource Energy (solar thermal plant ) 

16.Wal-Mart Stores  

17.General Electric  

18.Qualcomm   

19.Kaggle(crowdsource data analysis)  

20.Second Sight(artificial retina)  

21.SpaceX   

22.Kickstarter(crowdfunding)  

23.Hanergy Holding Group 

(Chinese solar technologies)  

24.Siemens  

25.1366 Technologies(solar technologies)  

26.Uber (Disrupting the taxi business) 

27.Evernote  

28.Baidu   

29.GitHub(sharing computer code)  

30.Xiaomi (Chinese smartphone)  

31.Oculus VR  

32.Qihoo 360 Technology (Chinese antivirus)  

33.Monsanto(genetically modified crops)  

34.Aquion Energy(low-cost battery)  

35.IBM  

36.Jawbone(fitness)  

37.Medtronic(implantable medical devices)  

38.Valve(online game distribution)  

39.Genomics England(DNA sequencing)  

40.D-Wave Systems(quantum computers)  

41.Siluria Technologies(convert natural gas)  

42.Kaiima Bio-Agritech  

43.Datawind(cheap tablets, India)  

44.Freescale Semiconductor(tiny computers for IoT)  

45.Upworthy(viral content on the Web)  

46.LG  

47.Expect Labs(anticipatory software)  

48.AngelList (matchmaker for early-stage ) 

49.Arcadia Biosciences(Tests crops)  

50.Ripple Labs(digital currency)  

50 Smartest Companies 2014 - MIT Technology Review 

日本企業は1社も 
ランクイン 

せず！ 

 

米国・中国・ドイツ・ 

韓国・英国・ｲｽﾗｴﾙ
企業は 

ランクイン！ 

イノベーション 

日本に求められる
のは、何よりも          
イ ノベーション！ 
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【国土交通省】 

百年で3倍に急増するとピークアウトし 

今後百年で３分の1に急減する？ 

  『1人当たりの労働』の質の向上のためにモノが働く必要性 

人口減少問題があるからこそ 
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○「３つの革命論」 
 

 約700万年前に人類の祖先が誕生し、約20万年前に人類（ホモサピエンス）が、誕生した。
人類の歴史における大きな変化（革命）については、「３つの革命論」の視点が、存在する。 
 

第1の視点は、伊藤俊太郎が、1985年に『比較文明』マクロレンジの『5段階革命論』である。
約20万年の人類の起源から今日の人間社会の形成までを対象としている。人類文化の歩
みは、「人類革命」（ホモサピエンスへの淘汰）、「農業革命」（約1万年以上前の栽培と飼育
への転換による定住化）、「都市革命」（定住化の発展による都市の生成） 、「精神革命」（都
市に人口が集中し、人間関係の複雑化に伴う「哲学」「倫理学」の創生）、「科学革命」（17世
紀ヨーロッパに始まる世界の近代化）の5段階を経て発展したものとされる。 
「科学革命」は、現在進行形である。 
 

第2の視点は、アルビン・トフラーが、1980年の『第三の波』で述べたミッドレンジの『3段階革
命論』である。約15000年の農耕の始まりから今日の情報化社会までを対象としている。第
一の波は、「農業革命」であり、約15000年ほど前から農耕を開始したことにより、それ以前

の狩猟採集社会の文化を置換した。新石器革命、あるいは農耕技術の革命に相当。第二の
波は「工業革命」であり、18世紀から19世紀にかけて起こった。工業化により、それまでの農

耕社会から産業社会へと移り変わる。第三の波は、「情報革命」のもたらす、脱産業社会（脱
工業化社会）である。 トフラーは1950年代末にはこれを言いはじめ、多くの国が第二の波
から第三の波に乗り換えつつあるとした。「情報革命」は、現在進行形である。 
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「３つの革命論」（つづき） 
  
 第3の視点は、私自身も2010年に『第4の産業革命』で述べているミクロレンジの『4段階産
業革命論』である。約300年の産業革命から今日のIoT/AI革命までを対象としている。2011年
に、ドイツが『インダストリー4.0』を発表した（これは、ドイツ工学アカデミーが発表したドイツ

政府が推進する製造業のデジタル化・コンピューター化を目指すコンセプト、国家的戦略的
プロジェクト）。すなわち、「第1次産業革命」（動力革命：紡績機械、蒸気機関、石炭製鉄）、
「第2次産業革命」（重化学工業革命：内燃機関、発送電）、「第3次産業革命」（デジタル情報
革命：通信、半導体、コンピュータ）、「第4次産業革命」（デジタルトランスフォーメーション革
命：IoT、ビッグデータ、AI）である。「第4次産業革命」は、現在進行形。 
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     ３．第４次産業革命とは？  
   

    ～ドイツの思惑とデジタルトランスフォーメーション～ 
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第４次産業革命とは？ 【ドイツのIndustrie4.0での定義】  
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世界各国で進行する第4次産業革命 
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第４次産業革命の本質とは？ 

 ドイツの第4次産業革命は、製造業革命として捉える戦略！ 

 

⇒ドイツ政府主導で推進中、世界各国は振り回されている！ 

32 



第４次産業革命の本質とは？ 

鉄道・海運 

新産業創出
が本質 

自動車＋運輸 

（道路・航路・空路） 

＋エネルギー 

新産業創出 

が本質 

流通・金融等 

第3次産業の 

新産業創出 

が本質 

   ？ 

紡績機械・蒸気機関 

石炭製鉄の発明 

内燃機関 

発送電の発明 

通信・半導体 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの発明 

インターネット 

の発明 
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第４次産業革命の本質とは？ 
過去の３つの産業革命の本質を振り返る！ 

 

第1次産業革命＝イギリスから起こった動力革命（蒸気機関） 
    【繊維＋運輸（鉄道＋海運）】 

 

 

           

第2次産業革命＝ドイツから起こりアメリカで発展した重化学工業革命（内燃機関） 
    【製鉄＋自動車＋運輸（道路＋航路＋空路）＋エネルギー】 

 

 

 

 

第3次産業革命＝アメリカから起こったデジタル情報革命（通信・半導体・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ） 
   【製造業＋流通・金融などあらゆる産業の効率化！】 
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第二次産業革命～重化学工業革命～後も化学は進化する！～  
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第3次産業革命を担うのは？ ～デジタル情報革命～ 企業家！ 

Steve Wozniak 

Co-Founder with Steve Jobs 36 

Gordon Moore 

Bill Gates 

    Irwin Jacobs            

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1519657365/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zLW1lZGlhLWNhY2hlLWFrMC5waW5pbWcuY29tLzczNngvODEvY2EvNTAvODFjYTUwYWZjNjE2YWFkODY1YTIwMjZlMjk4MzA2M2UtLWFtZXJpY2EtbGF0aW5hLXRvLWJyaW5nLmpwZw--/RS=^ADBFEsaHo8qDgOsEmjkGMsXn.ewXvo-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVHBMMy0wbjZ2MEMxdXBRTnZJYTJnYVozdHpldWNiVWZ5N1J5T2gzdVpmQ3QtckNLU2ZXOTNod1JZBHADVVhWaGJHTnZiVzNqZzYzamdyUS0EcG9zAzEEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-


第４次産業革命の本質とは？ 

第4次産業革命＝「インターネット（IoT）」がもたらす革命 
 

⇒製造業を超えてあらゆる産業に波及している 

 

⇒事業モデルを転換する新たな産業革命 

 

⇒IoT（ビッグデータ/AI[人工知能]）を支える数理科学を原理とし、   

 「アナログ情報のデジタル化」（第3次産業革命）を超えて、 

 「ビジネスモデルの転換」をもたらすもの 

 

⇒Airbnb*やUber**やFinTech***等の宿泊業や旅客交通業 

 

【資源の有効活用、シェアードエコノミー等はこの流れにある】  
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  第４次産業革命の本質とは？ 

Airbnb*：正式なホテルなどの宿泊施設ではなく、世界各国の現地の
人たちが、自宅などを宿泊施設として提供するインターネット上の
サービス 

 

 ⇒2008年8月に米サンフランシスコで創業、イギリス発祥の簡易的 

  なホテルをB&B 〔Bed and Breakfast〕と呼び名前の由来。 

 

Uber**：スマートフォン経由で、ハイヤーのような運転手付の 

  中高級車を呼ぶことができるサービス 

 

 ⇒2010年に米国サンフランシスコで創業、45カ国、100以上の 

 都市で利用。 

 

FinTech***：    ITを使った新たな金融サービスで、金融を意味する 

     「Finance」と技術を意味する「Technology」を組み合わせた造語 
38 
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●デジタルトランスフォーメーション（Digital transformation） 

 

「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化 

させる」という概念。 

 

○デジタル化の第1フェーズはIT利用による業務プロセスの強化、 

 

○第2フェーズはITによる業務の置き換え 

 

○第3フェーズは業務がITへ、ITが業務へとシームレスに変換 

 される状態 

 

⇒人工知能やロボティクス等のIT技術の革新により部分的に実現 
 

⇒現実世界と仮想世界が区別なく存在する社会へと発展 
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●デジタルトランスフォーメーションとは「産業のデジタル化」！ 

 

金融  ⇒  FinTech 

 

自動車 ⇒ Connected Car 

 

工場 ⇒ スマート工場 

 

印刷 ⇒ ペーパーレース・メディア 

 

・・・ 

41 

●デジタルトランスフォーメーションの手段とは？ 
 

    IoT           Big Data、       AI 



        アベノミクス 成長戦略で明るい日本に！ 

 

（最終更新日：平成29年5月30日） 
 

 アベノミクスの第三の矢として成長戦略（「日本再興戦略」）を策
定し、大胆かつスピードをもって実行しています。 

 

 日本経済の未来を切り開く重要な鍵は「第4次産業革命」と呼ば
れる革新的技術の創出とその活用です。IoT、人工知能、ビッグ
データなどの革新的技術を大いに活用することにより、新しいビジ
ネスモデルが登場し、これまで想像もつかなかったような商品や
サービスが生み出されます。また、人手不足や環境といった社会
的な課題も解決され、私たちの生活の質も大きく向上していきます。
成長戦略で明るい日本に！ 
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日本の第4次産業革命政策 
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第4次産業革命＝ＩｏＴ＋ビッグデータ＋ＡＩ 
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    ４． 産業革命は、次なるステージへ 
 

     ～IoT/ビッグデータ/AIというイノベーション～ 
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情報発信源の変化とネットビジネスの進化 

①記述言語：HTML 

②情報発信：Webサーバ ③情報受信：Webブラウザ 

④送受信プロトコル：HTTP 

request 

response 

(Internet Explorer, Firefox,etc.) (IIS, Apache,etc.) 

情報発信源によるネットビジネスの進化 

第1世代ポータル型 

 〔ｻｰﾋﾞｽ事業者〕 

第2世代ＳＮＳ型 

 〔利用者【ヒト】〕 

第3世代 ＩｏＴ型 

 〔機器【モノ】〕 

? 
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モノの接続が人間を超えた！   ﾎﾟｰﾀﾙ→SNS→IoT 
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●Webの標準化もいよいよIoTを対象にし始めた！ 

ティム・バーナーズ・リー氏
がWorld  Wide Webを 

1989年3月12日に発明して 

28年が経過しました。 

 

日本で2017年3月に誕生 

祝い(?)を行いました。 

W3CがIoTを取り込みWoT(Web of Things)へ 
48 



●ビッグデータとは？ 

 

 許容される時間内にデータを処理するために一般的に使用される 

 ソフトウェアツールの能力を超えたサイズのデータ集合体 

 

Big Dataとは？ 

ビッグデータの起源   2001年2月6日 

 

 METAグループ（現ガートナー）のアナリスト、ダグ・レイニーが、 

 「データ成長の課題とチャンスは3次元、すなわち、 

  ボリューム（volume、データ量）、 

  速度（velocity、入出力データ速度）、 

  バラエティ（variety、データタイプとデータ源の範囲）である」 

  

  と定義。 
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http://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf 
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●ビッグデータとビジネス・インテリジェンスの相違 
 

○従来手法 

 

 ⇒ビジネスインテリジェンス＝高密度データに要約統計*を使用 

                     物事の計測や傾向を捉える。 
 

*標本の分布の特徴を代表的に表す統計学上の値で、記述統計量、基本統計量、 代表値 

○新手法 

  

  ⇒ビッグデータ＝低密度データに誘導統計を使用 

  巨大なボリュームにより（回帰性等の）法則を推論 

 

 ⇒後述の深層学習（Deep Learning）と相性が良い！ 
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●1943年 米医学者ウォーレン・マカロックと米数学者ウォルター・ピッツ 

 ⇒「神経活動に内在するアイデアの論理計算」を発表（ニューラルネットワーク） 
 

●現代AI： プログラム可能なデジタルコンピュータの発明で加速 

 

●1956年 ダートマス大学のキャンパスで開催された会議（AI学問として確立） 
  ⇒米ジョン・マッカーシー（LISP言語開発）は、「人工知能」という用語を提起。 

 

 

●1950年 英数学者 アラン・チューリングが「チューリングテスト」を導入 

  ⇒人間の判定者が、一人の（別の）人間と一機の機械に対して通常の言語で 

    の会話を行い、このとき人間も機械も人間らしく見えるように対応する。 

    これらの参加者はそれぞれ隔離されている。 

    判定者は、機械の言葉を音声に変換する能力に左右されることなく、その 

    知性を判定するために、会話はたとえばキーボードとディスプレイのみで、 

    文字のみでの交信に制限。判定者が、機械と人間との確実な区別ができ 

    なかった場合、この機械はテストに合格。 

 

●1964-66年 独系米ジョセフ・ワイゼンバウムは ELIZA（イライザ） を開発 

  ⇒来談者中心療法を行うおしゃべりソフト（自然言語処理プログラム） 

現代人工知能研究の歴史（その１） 

⇒第1次AIブームへ 
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●AI研究者の多くは人間と同程度に知的なマシンが近い将来出現すると予測 

 ⇒数百万ドルの資金を与えられたが、実現せず。 
 

●1973年 英ジェームス・ライトヒル（流体力学、研究予算委員会の長）の批判  

 ⇒アメリカおよびイギリス政府人工知能関連の研究への出資を停止。 
 

●1982-92年 日本の通産省の発案により570億円でAI研究『第5世代コンピュータ』 

 

  ・・・「AIの冬」と「AIの夏」が繰り返される・・・ 
 

●1969-83 米計算機科学者 ジョエル・モーゼス(MIT学長等) 

 ⇒ Macsyma（マクシマ）プログラムで多項式、微分方程式、積分等の解法推論 

 

●1972年 仏計算機科学者 アラン・カルメラウアー ： Prolog言語を開発 
 

●1970年代～80年代 エドワード・ファイゲンバウム（スタンフォード大学） 

 ⇒エキスパートシステム（人間の専門家〔エキスパート〕の意思決定能力をエミュレートする） 

  でAI研究で初めて成功 
 

●1997年 チェス専用コンピュータ・ディープ・ブルー 

 ⇒ガルリ・カスパロフ（世界チャンピオン）に勝利 

現代人工知能研究の歴史（その２） 

⇒第2次AIブームへ 
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●ディープ・ラーニング（deep learning、深層学習）に始まる 

コンピューターによる機械学習〔人間がもつ学習能力と同じく、機械も経験から 学習

し、将来予測や意思決定を行う〕で、従来に比べて深い階層をもつニューラルネット
ワーク〔人間の脳神経系を抽象化し、情報の分散処理システムとしてとらえたモデ
ル〕を駆使し、より正確で効率的な判断を実現させる技術や手法 

⇒音声認識と自然言語処理を組み合わせた音声アシスタントや、 

  画像認識分野などに適用 

 

●2006年にジェフリー・ヒントン（トロント大学、グーグル） 

スタックドオートエンコーダ（ニューラルネットワーク使用時の 

次元圧縮アルゴリズム）など多層にネットワークを積み重ねても 

精度を損なわない手法を提唱 

 

●2012年には物体の認識率を競うILSVRCにおいてヒントン率トロント大学のチーム
がディープラーニングにより従来の手法(エラー率26%)に比べてエラー率17%実現 

 

●同年Googleがyoutube画像のディープラーニングを16,000のCPUコアで3日間計算
し猫を認識できるようになったと発表、物体認識の従来手法より飛躍的な進歩を 

もたらした！ 

  人工知能研究の革命 

⇒第3次AIブームへ 
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●技術的特異点とは？（Technological Singularity）：2人の提唱者 

 

 「強い人工知能」や人間の知能増幅が可能となったとき出現。 

 

⇒特異点の後、科学技術の進歩を支配するのは人類では 

 なく強い人工知能やポストヒューマンで、これまでの人類 

 の傾向に基づく人類技術の進歩予測は通用しなくなる  

＊ヴァーナー・シュテファン・ヴィンジ（Vernor Steffen Vinge） 

 1944年生まれ、アメリカの数学者、計算機科学者、SF作家、 

ヒューゴー賞受賞作の長編『遠き神々の炎』と『最果ての銀河船団』 

＊レイモンド・カーツワイル（Ray Kurzweil）：現Google所属 

1948年生まれ、アメリカの発明家（MITコンテスト優勝）、 

フューチャリスト。オムニ・フォント式OCRソフト、 

フラットベッド・スキャナー、シンセサイザーK250、 

文章音声読み上げマシーン（カーツワイル朗読機）など 

     人工知能革命と2045年問題 
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●米国労働省から委託「AIによる労働市場への影響」 

オックスフォード大学のカール・フレイ博士と 

マイケル・オズボーン博士の論文（2013年9月17日） 

 

⇒機械（ＡＩ）に奪われる職業・仕事という視点。 

 楽観論者は、人間の代わりにやってくれるとか、 

 人がやらなくていいことを機械がやってくれる。 

 

⇒米国労働省が定めた702の職業を 

 クリエイティビティ、社会性、知覚、細かい動きを 

 分析しそれぞれの職業の10年後の消滅率を算出。 

 

⇒「消える職業」「なくなる仕事」を明確化。 

『雇用の未来』の衝撃 

⇒今後10～20年で、米国の総雇用者の約47% 

  の仕事が自動化されるリスクが高い 
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５．動き出したIoT/AIビジネス 
     
        ～IoT/AIによる新ビジネス～ 
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5.1 海外企業のIoT/AIビジネス動向 
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●AI知能の活用に積極的な製造業 

 

○米GE社： 

 

 GEの航空機関連事業では、従来の「高性能なエンジンを造って
売る」というビジネスから、「快適で効率の良い運航をサポートする
サービス」にビジネスモデルを切り替えるために、エンジンの状況、
燃費、飛行状態といった航空機の運航に関わるあらゆるデータを
センシングし、集めた大量のデータの相関関係を人工知能で解析
し、快適で低燃費な飛行や、故障ゼロの運航の実現をサポート 

 

⇒そのために構築したデータ解析の基盤「Predix」を、風力発電や 

 鉄道など自社の他事業でも使うと共に、自身が提唱するIoTの 

 世界、「Industrial Internet」のプラットフォームとして、他企業に 

 提供開始 

 

GEは、トーマス・エジソンが起業！ 
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●AI知能の活用に積極的な製造業 

 

○「スマート工場」を実現する独Siemens 

 

○ドイツが国ぐるみで進める製造業革命「Industry 4.0」の 

 コンセプトに沿った、クラウドを使った「スマート）工場」の 

 実現・提供 

 

○センサーを備え、全てネットに繫げられた生産ラインと、 

 クラウドに集められたデータを解析するAIにより、高効率で 

 柔軟な生産可能な工場の実現 

 

⇒カスタムメイドの多品種・低コストで量産可能な生産システム 

 

⇒データを全てクラウドに集めるので、生産だけでなく、設計から 

 物流、販売まで、サプライチェーン全体の最適化までをサポート 
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●GoogleのAIへの取り組み 

 

○人工知能の研究・開発から試行・実用において最も活発。 

 

○完全自動運転車の試行 

 

○「ディープラーニング」の生みの親、ジェフリー・ヒントン氏を招聘 

 

○人工知能やロボティクス関連ベンチャーの買収も20社以上 

 

⇒「AlphaGo」も、Googleが買収した「ディープラーニング」の 

  ベンチャーDeep Mindが開発 

 

⇒「機械学習」に特化した半導体チップ「TPU」の自社開発 

 

○データ収集・処理、アルゴリズムだけでなく、専用ハードまで創る 
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●FacebookのAIへの取り組み 

 

○人工知能をコミュニケーション支援での活用にフォーカス 

 

○「ディープラーニング」の開発第一人者、ヤン・ルカン氏を招聘し 

 AI研究所を創設 

 

⇒SNS上で交わされる大量な会話や写真画像などの認識・解 

 

○人工知能関連ベンチャーを約10社買収 

 

○企業向けにチャット・ボット（ユーザのメッセージや質問に自動
応答するメッセンジャー）の開発プラットフォームを無償提供開始 

 

⇒スマホ上にバーチャルなドロイドを作れる 

 

⇒「仲間集めをし一緒に知能を磨く」戦略 
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●MicrosoftのAIへの取り組み 

 

○文字だけでなく音声による会話も含めて対話支援のAI開発 

 

○AIの自社のビジネスのクラウドサービス化着手 

 

⇒ユーザー・インターフェースも徹底的に簡素化、利便性強化 

 

●スマートフォン等を音声で操作可能にするインタフェース 

 「Cortana」を提供 

 

●自動対話支援ツールを他社も利用可能とし、クラウドで様々な
API(Application Program Interface)があるプラットフォームとして
提供 
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●AmazonのAIへの取り組み 

 

○2016年米国からリビングに置けるスピーカー一体型対話デバイス 

 「Amazon Echo」を販売 

 

⇒音声による様々な家電の操作、質問への自動応答など 

 

⇒デザイン性に優れ、累積販売台数は 

【世界スマートスピーカー市場予測】2017年に出荷台数2,400万台、  

市場シェアはAmazon 70%・Google 15% 

 

⇒Amazonが開発した人工知能 

 「Alexa」を使用 

 

 

64 



●IBMのAIへの取り組み 

 

○昔から開発を進めてきた人工知能「Watson」の技術を、2015年 

 より一般のソフトウェアデベロッパーに公開 

 

○パートナー企業と共に産業別に人工知能のソリューションを生み
出す「エコシステム」を構築するのが狙い 

⇒企業の情報システム構築を担うSI(System Integration)企業 

 らしい戦略でヘルスケア、金融などの分野で適用事例 
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●Google/Facebook/Microsoft/IBM/Amazonに共通する3点 

 

①それぞれに、大きな狙い、目指す姿を持っている  

 

②より多くのデータを集められるように仲間をより多く集める工夫 

 

③データが集まる「ヒトとの接点／インタフェース」に仕掛けの存在 

 

⇒人工知能の使い方をITプレイヤー側だけでなく、利用者や企業 

 側の知恵も集めて考えており、合理的 

 

⇒多くの仲間を囲い込んだプラットフォームを築くための覇権争い 

 

⇒背後に多くのAI関連ベンチャーが存在 

 

⇒2015年時点で世界にアクティブなAI関連ベンチャーは約1,800 

 50％以上が米国集中 
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5.2 日本企業のIoT/AIビジネス動向 
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●日本企業のAIへの取り組み 

 
 

○ファナック（産業ロボット） 
 

「ディープラーニング」に取り組む 

日本のベンチャーPreferred Networksや米CISCOなど複数の企業
との連携で人工知能による制御が組み込まれた産業ロボットシス 

テムの提供を準備 

 

⇒各ロボットや生産設備は全てネットワークに繋がりデータ処理する 

 

⇒Siemensと異なる点は、データをクラウドで集めるのでなく工場内
のサーバ群（「フォグ」と呼ばれる）に集めて解析しリアルタイム制御 

 

⇒工場内（フォグ内）処理の方が高速かつセキュリティレベルが高い 
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Siemensとファナックの製造業AIの相違 

出典：ﾄﾞﾘｰﾑｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀ 69 



●日本企業のAIへの取り組み 

 

 

○トヨタ自動車 
 

 米国に人工知能の研究所（TRI）を独立組織として設立、 

 人工知能やロボティクス分野の第一人者である元DARPAの 

 ギル・プラット氏をCEOとして招聘 

 

⇒完全自動運転車など、国内では規制や様々なしがらみで試行 

 しづらいような最先端の研究を、外部から高度人材を集めて 

 日本ではなく海外で推進 
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 自然言語解析技術を利用し、国内初となるAIコールセンターのサービス開始 
  ＝RPA（ Robotics Process Automation ）センター 

 インタープロテイン社（創薬ベンチャー）と創薬の開発を共同で開始 

連結子会社エーアイスクエアのAI事業 

○ブロードバンドタワー/IRI 

 AI・機械学習を活用した多言語コミュニケーションの実現に向け、
豊橋技術科学大学、日本マイクロソフトと協働を開始 

AI自動翻訳！ 

AIコールセンター！ 

AI創薬！ 
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     EverySenseサービスの全体像 

○EverySense™ 社 IoTデータのオープン取引所！ 
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○JR東日本の技術革新中長期ビジョン（2016年11月8日発表） 
 

～30年としいう節目を目前に20年後をターゲットに140年の技術の蓄積を基に～ 

 

【1】技術革新中長期ビジョンとは？ 

 

 ・IoT/ビッグデータ/AI等を活用してモビリティ革命の実現 

 

 ・4分野において当社グループのあらゆる事業活動で得られたデータからＡＩ等 

  により新しい価値を生み出す。 

 

  (1) 「安心・安全」 

  (2) 「サービス＆マーケティング」 

    (3) 「オペレーション＆メンテナンス」 

  (4) 「エネルギー・環境」 

  

 ・その実現に向け世界最先端の技術を取り入れるためにオープンイノベーション  

  を推進し、モビリティ分野で革新的なサービスを提供し続ける 

  「イノベーション・エコシステム」を構築 
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●本当なら家から目的地まで直接行き 

たいはず。移動のために、途中の鉄道利用。 

●混んできたら臨時列車を走らせたり、故障
があったら空いた線で他の列車を柔軟に走ら
せるなど、状況に応じたフレキシブルな輸送
サービスへ。 

●シチュエーションに応じた輸送だけでなく、
鉄道を降りた後もわれわれのサービスを利用
してもらう仕組みづくり 

●車いすのお客さま案内が回りくどい 

● Suicaの入出場データからシチュエーション 

 に応じたサービスを提供（路線不通時など） 75 



IoT・ビックデータ活用例（東京メトロアプリ） 

車両の位置情報＋運行情報＋お客様による情報発信＝お客様サービス向上 

沿線に関するSNSの投稿を集約 

急な遅延もタイムリーにお知らせ 

遅延時の最適な迂回ルートをご案内 

列車走行位置をリアルタイムにご案内 

駅周辺のトレンド情報をご案内 

電車がつながれば、人もつながる 

IoTのクローズ情報とオープン情報とＣＧＭ（消費者生成メディア）でお客様間のサー
ビス向上を図る、他路線とも連携を行いより便利な交通インフラを提供していく 

「東京メトロアプリ」 

⇒AppStoreとGoogle playストアより無料ダウンロード 
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６.  産業における破壊的イノベーション 
     
   ～化学工業をケーススタディとして～ 
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●化学（科学） 

 物質を構成している原子や分子に注目し、物質の成分組成・構造、その生成と分
解の反応および他物質との間に起こす反応が対象。 

 対象または目的により、無機化学・有機化学・生物化学・物理化学・分析化学・地
球化学・応用化学などに分けられる。 

化学とは？  デジタルとは？ 

●デジタル 

情報を0と1の数字の組み合わせ、あるいは、オンとオフで扱う情報表現方式。 

数値、文字、音声、画像などあらゆる物理的な量や状態をデジタルで表現できる。 

伝送と記憶に対する劣化しないこと、再現性にあることが特徴。 

●化学（工業） 

化学反応を主要な生産工程とする工業。石油化学・肥料・セメント・化学薬品・染
料・合成樹脂などの工業。 

●デジタル化 

アナログ信号をデジタル・データに変換すること。  しかし・・・ 
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●原料を「反応」や「分離」させることによって化学物質を生産 

⇒「反応」（合成・分解etc.）、「分離」（蒸留・抽出・吸着etc.） 

●生産プロセス 

⇒「反応生成物」、「反応条件」、「反応空間」で決まる 

化学工業の実現手法 

●生産プロセスの決定要素とは？ 

  「反応生成物」⇒原料と生成物としての製品 

  「反応条件」  ⇒温度・圧力etc. 

    「反応空間」  ⇒反応の進行空間    ここにセンサー
を設置する！ 
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出典：石油化学工業協会資料元に作成 

化学工業プラントの例 

センサーを設置！ 

【IoTの適用】 
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化学工業のデジタル化とは？ 

●化学のデジタル化とは？ 化学工業のデータ 

●化学工業のデータをどう収集/蓄積/分析/するのか？ 

化学プラントに（非接触）センサーをできるだけ付ける！（IoT） 

（非接触）センサーから収集されるデータを分析する！（BigData） 

（非接触）センサーから収集されるデータを蓄積する！（BigData） 

収集されるデータの相関関係を発見する！（AI） 
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化学のデジタル化とは？ 

STEP1【IoTの適用】 

 

STEP2【Big Data分析】 

STEP3【AIの適用】 

●化学（科学）のデータ 

 

●化学（工業）のデータ 

Big Data収集 

●化学（科学）の収集データ 

 

●化学（工業）の収集データ 

Big data分析 

●化学（科学）のデジタル化 

 

●化学（工業）のデジタル化 

解（新合成法etc.） 

解（品質・安全性向上＋コスト低減） 
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タンパク質＋候補化合物 

複合体立体構造・相互作用 

 候補化合物の活性予測 

    ヒット率の向上 

  活性化合物の新規創出 

化学（科学）のデジタル化（例：創薬における） 

 Protein Data Bank 

 PDBbind化合物 

 活性データベース 

ＡＩ（Deep Learning） 
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●化学プラントに「IoT/Big Data/AI」を適用すること！ 

    化学（工業）のデジタル化 

最新の分散制御システムおよび情報システムにより、 

化学プラントを「ＩｏＴ」でつなぎ 

「Big Data分析」によって資産活用率を向上させ！ 

「ＡＩ」による判断で 

「品質＋安全性」を向上させ、 

「コストとリスク」を低減する！ 
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●化学工業の課題 
 

○熟練労働者の減少 ○コンプライアンス要件の増加 ○セキュリティ脅威の増加 

化学プラントにおける課題と要因と対策とは？ 

●課題の根本的な要因と対策とは？ 
 

⇒老朽化が進む既存の分散制御システム(DCS: Distributed Control System） 

  ex.PLC:Plogrammable Logic Controler ）、ESD:Emergency Shut Down） 

 

○故障多発・MTTR 長期化・予期せぬダウンタイム・サポートコストの上昇 

 

○ベンダー依存によるオートメーション基準＋計画の欠如 

 

○ROI 重視の技術への投資 

 

○サイバーセキュリティの脅威への対策 
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●化学プラントＩｏＴシステム 

 

◎プロセスオートメーションと情報システムを刷新することに全てがある！ 

生産性・安全性の向上とリスクとコストの低減は、どこにあるか？ 

⇒４つのポイント 

 

○ IT（Information Technology）とOT（Operational Technology）の融合による 

  プラント内情報のリアルタイム流通 

 

○人とモノ（センサー、プロセスetc.）の相互接続を実現 

 

○収集データのフル活用 

 

○熟練者と初心者との情報・ノウハウ共有を実現 
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①リアルタイムでのプロセス＋メンテナンス分析の実現 

化学プラントＩｏＴシステムの導入効果（その１） 

②インテリジェント電気デバイス(IED) との相互接続 

⇒インテグレーテッド・エネルギー制御 

⇒スマートプロセス装置＋スマートスキッド機器などの情報活用 

 ⇒強固なＩＴ基盤の実現とスマートデバイスへの統合によるＩＴシステムの 

 機能＋性能 

⑤オペレータスキルによらない生産性の実現 

④危険源の特定、各保護層適用、ライフサイクルの一括管理 

③自律主機としてのタービン、ボイラー、コンプレッサ、ポンプetc＋協調スキッド 

⇒人手なしにシステムダウンと事故防止 
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「化学製品製造会社は、デジタル化を利用して、業務システムと製造システムの
統合、生産スペースの最適化、およびプロセスの再設計を行なうことで、最大
25% の設備稼働率を得ることができる。」 

 
- 出典：2017 Chemical Industry Trends, PwC, 2017 

 

化学プラントＩｏＴシステムの導入効果（その２） 

①品質のばらつきを最大75% 低減 

 

②特定のエネルギーの消費を最大20% 削減 

 

③スループットを最大25% 向上 

 

④工程歩留まりの最大化 

 
- 出典： Digital Transformation: Are Chemical Enterprises Ready? Deloitte, 2017 
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動力機関 

物質科学 

工業社会Ⅰ 

工業社会Ⅱ 

通信/半導体/ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ技術 

IoT/BigData/AI技術 
情報社会Ⅰ 

情報社会Ⅱ 

   （モノ） 

   （情報） 

（資本家と労働者） 

（生産者と消費者） 

封建社会 

  （土地）      （領主と領民） 

 

兵器・農機技術 

 

テクノロジー 

   （規範） 

社会  

（ﾌﾟﾚｲﾔｰ） 

新しい社会を創る 

ここで改めて産業革命の本質とは？ 

第1次産業革命⇒ 

第2次産業革命⇒ 

第3次産業革命⇒ 

第4次産業革命⇒ 

日本の勝敗 

（○かＸか？） 

○ 

Ｘ 

○ 

Ｘ 

？ 

日本創生は、第4次産業革命への対応力にかかっている！ 89 



第1章 第4次産業革命は、日本創生の大チャンス 
――日本が再び世界をリードするとき 
 
第2章 IoTがもたらす過去最大の成長 
――「製造業のサービス化」でつながるビジネス 
 
第3章 企業にとってAIは脅威か 
――置き換えられない人材の条件 
 
第4章 フィンテックと金融の未来 
――日本でも続々と育ち始めた企業・サービス 
 
 
第5章 「世界のイスラエル」にチャンスあり 
――日本の「実装力」が活きる共創 
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  ご清聴ありがとうございました 
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