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あらまし

• ドイツでは官民が一体となって、米国では主要企
業が複数のコンソーシアムを立ち上げて、それぞ
れそのアプローチは異なるが、産業革命を起こそ
うとしている。

•一方、このような動きに加えて、ソーシャルコン
ピューティングあるいはパーソナルコンピューティ
ングと呼ばれてきた分野でも変化が起こりつつあ
る。

• このようなサイバースペース革命とも言うべき統合
的変化に対応する、あるいはむしろ主導するビジ
ネスモデルを考える。
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はじめに

• ドイツで官民一体となって推進している第4次産業革
命(2013)(Ind.4.0)を、サイバーフィジカルシステムを基
礎とした産業革命であるとし、主導的サプライヤーある
いは市場リーダーとして、製品を輸出するとしている。

• 一方、米国のGEが主導するインダストリアル・インター
ネット(Ind.Net)・コンソーシアム(IIC)(2015)は、協定、原
則、実践を記述するアーキテクチャフレームワークを
提供するとしている。

• そして、わが国も、最近「平成26年度ものづくり基盤技
術の振興施策」と「日本再興戦略」改訂が発表され、
「インダストリアル・バリューチェーン・イニシャティブ」
(IV-I)が設立された。このIV-Iに、「ロボット革命イニシャ
ティブ」が協働するとしているので、追撃する体制が整
いつつあると言えよう。
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インダストリー4.0

• サイバーフィジカルシステムを基礎とした産業革命とし、
生産を自動化するために電子機器およびITを使用した
第3次産業と区別している。

• 当面の国家的目標を、①主導的サプライヤーとして、
工作機械、製造に必要なモジュールを輸出し、世界の
工場の製造技術を主導する、②市場のリーダーとして、
競争力のある産業拠点として付加価値の高い製品を
ドイツで生産し、輸出するとしている。

• 主要活動分野として、①参照アーキテクチャの標準化
とその公開、②複雑系マネージング、③産業用包括的
広域帯基盤の提供、④Ind.4.0の決定的成功要因とし
ての安全と保安をあげている。

小松昭英 5



小松昭英 6



インダストリアルインターネット

• 米国のゼネラルエレクトリック(GE)が主導するインダス
トリアル・インターネット・コンソーシアムでは、その提
供物は協定、原則、実践を記述するアーキテクチャフ
レームワークであり、それは、ISO/IEC/IEEE 42010:
2011に基づいているとし、

• 4つの主要範疇として、ビジネス、利用、機能、実行の
視点をあげている。機能領域では、ビジネスと感覚
(Sense)と作動(Actuation)を含む制御が運用、情報とア
プリケーションの3つの両方向の流れで繋がれている。

• 対象とする産業領域としては、エネルギー、医療、製
造、公共、運輸の5つを挙げている
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インダストリアルインターネット事例

• 現時点(2015/8/8)までに、会員企業のケーススタディ
として、3‐4ページ前後の記述で、通信3ケース、エネル
ギー7ケース、医療1件、製造4件（エアバス、ビール流
通企業など）、保安1件、流通3件、計19件が報告され
ている。

• 我が国では、コンソーシアムとしての動きよりは、個別
企業間の連携、たとえば、コマツGE(2014/01)、ソフトバ
ンクテレコムとGEソフトウェア(2014/04)、三菱電機とイ
ンテル(2014/09)が報道されており、いずれの事例も
ビックデータ分析が謳われている。
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我が国の動き

• この6月に「官」から「平成26年度ものづくり基盤技術
の振興施策」(2015)と「日本再興戦略」改訂(2015)が発
表され、

• 遅まきながらも、この6月に「産学」で「インダストリア
ル・バリューチェーン・イニシャティブ」(IV-I)が設立され
た。

• 形式的には産官学一体となってとは言えないまでも、
このIV-Iに一か月前に設立された「産」による「ロボット
革命イニシャティブ」が協働を表明していることも考え
合わせると、ほぼ体制が整いつつあると言えよう。
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仮想作業空間の形成

• Ind.4.0ロードマップの「バリューチェーンの端々まで横
断するエンジニアリング」の分野のプロジェクトの一つ
に「実相界と仮想界の統合」があげられており、

• 例えば、鍋野(2015)は、IoTはフィジカルの機械にセン
サーを組込み、ネットワーク化してデータを収集、これ
を解析してコスト削減、効率化、最適化して利益を得る
という、フィジカルへの連携であるとともに

• サイバーにある設計データや制御データを利用して、
フィジカルの3Dプリンターで部品を造成し、機械を組み
上げるという、サイバーからフィジカルへの連携でもあ
るとしている。
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仮想作業空間とその相関図

Pruitt & Barrett(1991)
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仮想作業空間の進展

• 公共作業空間は、「人間同士が社会的つながりの中
で、さまざまなコンテンツや活動を共有できるように支
援する」（野村総研(2008)）ソーシャルコンピューティン
グの萌芽とも言えないこともないが、

• コンピュータネットワークに繋がれた機械同士が直接
相互に情報交換し、自動的に最適な制御が行われる
システムであるM2Mは想定していなかったと言えよう。

• 今やIoTあるいはIoEと言われ、インダストリアルコン
ピューティング時代を迎えようとしている。すなわち、次
に示すような、サイバースペースが実現されようとして
いる（筆者(2015))。

小松昭英 12



サイバースペース
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サイバースペースの現状

• 現在は、インダストリアルコンピューティングとコーポ
レートコンピューティングに議論が集中しており、サプ
ライチェーンの終端であるマーケット、すなわちソー
シャルコンピューティングを含む議論が疎かになって
いるのではなかろうか。

• また、パーソナルコンピューティングも、ソーシャルコン
ピューティングとの関わりなどから、サイバースペース
の一角として、その存在感を増しているのではなかろ
うか。

• なお、本論では、コンピューティングを、「コンピュータ
サイエンス、コンピュータエンジニアリング、ソフトウェ
ア工学、情報テクノロジー、情報システムという5つの
学問分野を包摂する学際的学問分野である。」（増永
良文(2013)とする。
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インダストリアルコンピューティング

• Ind.4.0であれInd.Netであれ、どちらかと言うと、次に示
すPERA(Purdue Enterprise Reference Architecture)モデ
ル(→IEC 62264-1)でいうと、レベル2/3について主に議
論されているように思われる。

• このレベル2/3では、センサー、制御機能、ソフトウェア
を装備してその計測データを分析して適切に対応をす
るばかりでなく、

• すべての業種と言うわけにはいかないまでも、所要製
品の生産要求に合わせて製造プロセス自体の組換え
も可能にしようとしている。

• このレベル3の技術革新は、上位のレベル4にどのよう
な影響を与えることになるのであろうか。
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コーポレートコンピューティング

• Iansiti & Levien (2004)は、自分たちの社内的な能力に
重点を置くよりも、ビジネスネットワークの共同資産を
重視し、これらを従来のサプライチェーンパートナーと
いうよりも生物界の「エコシステム」であるかのように
取り扱っている。

• 伝統的な戦略モデルは、企業とその外部のエコシステ
ムとの関係性ではなく、企業の内部能力とビジネスモ
デルの発展に焦点をあてている。その外部環境にお
ける脅威の認識は、次世代技術であったり、内部の内
部資源や能力を陳腐化させてしまう新しいビジネスモ
デルの出現だったりする。

• 我々がここで強調しておきたいことは、決定的な競争
は企業間で起きているのではなく、企業ネットワーク間
で起きている。
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エコシステムの形成

• コーポレートコンピューティングの分野で、初めて広く
利用された緩やかな連結のネットワーク・アプリケー
ションは、１９８０年代に出現したEDI標準だろう。

• EDIは、組織を超えた調達や受注管理などのビジネス
プロセスを接続するために広く使われるようになった
標準で、EDI、HTML、XMLなどの標準が広く普及した結
果、企業が技術的なインフラストラクチャーとビジネス
プロセスの両方を統合でき、相互接続されたエコシス
テムが創出されるようになった。

• そして、今や受発注管理だけでなく、設計情報、検査
結果、製品カタログデータ、POS情報なども相互に交信
されつつある（オージス総研(2015)） 。
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ソーシャルコンピューティング

• 野村総研(2008)は「ソーシャルコンピューティングとは、
人間同士が社会的なつながりのなかで、さまざまなコ
ンテンツや活動を共有できるように支援するコンピュー
タシステムの利用形態を指す概念である。

• 具体的には、SNS やブログ、写真・動画共有サイトのよ
うに、消費者がコメントやレビューを書き、活動の記録
をWeb上に残しながら、他の参加者と共有することで
緩やかにつながることのできるサービスを指す。

• 今や、サービス間でのデータの持ち運びが一般化して
いき、消費者は必要に応じてデータを集約することが
できるようになり、Web上での体験を総合的に考慮し
て、最適化されたコンテンツやサービスのレコメンデー
ションを享受できるようになると予測される。
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ソーシャルコンピューティングつづき

• 一方、消費者に財やサービスを提供する企業にとっては、
自社の提供するサービス内における消費活動のみでなく、
消費者の社会的な行動まで把握した上でのサービスの提
供が重要となる。そのため、今後企業においてもソーシャ
ルコンピューティングの重要性は増すと考えられる。

• そして、最近のソーシャルコピューティングシンポジューム
(SoC2015)では、「ウェブ社会が成長していくなか，人や社
会とのかかわりを重視した新しいコンピューティングパラダ
イムが模索されている。」と言われている。

• これらのことは、パーソナルコンピューティングにも少なか
らざる影響を与えることになろう。
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パーソナルコンピューティング

• ソーシャルコンピューティングの新しいパラダイムの模
索は、パーソナルコンピューティングにも影響を与えて
いる。それは、消費者生成メディアの誕生である。

• また、公的役割を持った市民や専門資格を持った専
門士を対象にしたシステム（石垣一司、熊野健志
(2015)）や3Dプリンターの登場はこの世界に消費活動
に生産活動をも加えたといえるのではなかろうか。

• さらに、オンライン・ストレージ・サービスであるワンドラ
イブ(OneDrive)による、ファイルの共有、あるいは共同
編集という機能は、パーソナルコンピューティングに新
たな進展を導く発端になるのではなかろうか。
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PERA ４/３レベル間の情報交換
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ビジネスビュー

• IEC62264-1(2013)の生産プロセスのビジネスビュー
(Process Segment View)を、次に示す。このビューは、
パーソナルコンピューティングとインダストリアルコン
ピューティングの関係を示しているものと考えられる。

• そうだとすると、生産プロセスビューは、コーポレートコ
ンピューティングとの関係は、パーソナルとコーポレー
トを入れ替えればよいことになる。

• さらに、消費プロセスビューは、Equipment とMaterial
をMediaとContentに入れ替えればよいことになる。

• それぞれの入れ替えた図を、IECの図に引き続いて以
下に示す。
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アーキテクチャとモデル

• システムの基本的要素とは、そのシステムの物理的ま
たは構造的部分とそれらの関係である。時には、その
基本的要素は機能的または論理的要素である。他の
場合には、対象とするシステムを理解するのに基本的
または本質的であることはその支配的な原理あるい
は様式(Pattern)である。

• さらに、モデルと言う言葉は二つの意向で使用されて
いる。第一に、普通の言葉の意味で使われている。第
二に、アーキテクチャモデルという言葉で具体的に表
現された構成の要（かなめ）部分を定義する限定的な
意味で使用される。

• いずれにしても、モデルはアーキテクチャよりも抽象度
が高いと考えるべきであろう。

ISO/IEC/IEEE42010

小松昭英 27



ビジネスモデル

• Ind.4.0では、「新ビジネスモデルの方法」が、バリュー
ネットワークを横断する水平統合の分野の中で一つの
プロジェクトとしてあげられている。さらに、そのエンジ
ニアリングの分野ではシステムズエンジニアリングも
あげられている。

• 例えば、GoProが、「自撮り」需要に特化したユニーク
な製品開発と、撮影した動画をインターネットを介して
共有するという消費者行動をいち早くマーケティングに
活用して、今や世界市場首位のシェアを握っていると
報道されている。

• このGoProビジネスモデルの場合は、サイバースペー
スの全4象限のすべてに関わっていると言えよう。
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ビジネスモデルからソフトウェアモデルへ

• Ross & Lam (2011) によれば、「ビジネスソリューション
はアーキテクチャスコープを持ち、このスコープはビジ
ネスケイパビリティの境界を定義する。」、「スコープ一
覧の原案を多くの情報源から作成する。この情報源に
は、ビジネスケース文書、フィージビリティスタディ、問
題ステートメント、プロジェクト記述書、スポンサーなど
がある。」と言う。

• また、Ross (2013)によれば、ITシステムモデルはビジネ
スシステムモデルの写像であり、つぎの図に示す関係
があるとしている。そして、これらのモデルは何れも企
画であり、引き続いて業務要求とITシステム要求を定
義するとしている。ただし、この場合のビジネスシステ
ムモデルは、人間系を含まないものと言えよう。
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ソフトウェア要求とアプリの構築

• Jones (2010)は、ソフトウェアの要求として、

• ①アプリケーション（アプリ）からの出力、②アプリへの
入力、③アプリが保持する論理ファイル、④アプリの論
理ファイルのエンティティと関係、⑤アプリで用いられ
る照会のタイプ、⑥アプリと他のシステム間のインター
フェイス、⑦アプリの主要なアルゴリズム、という７つの
基本的テーマを時系列的にあげている。

• そして今や、E2E(End-to-End)バリューチェーンを構築
するには、ビジネスビューを見据えた上で、アプリケー
ションへの入力として、センサーあるいはメディアから
のビッグデータあるいは、それらに由来する集約デー
タを加えることになるのである。
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まとめ

• 今や、インダストリー4.0あるいはインダストリーイン
ターネット以来、サイバースペース革命時代を迎えつ
つあり、個々の企業間の競争から企業ネットワーク、
すなわちエコシステム間の競争に取って代わられよう
としている。

• また、その垂直的かつ横断的統合バリューチェーンの
先端はソーシャルコンピューティング、さらにパーソナ
ルコンピューティングの世界も取り込もうとしている。

• さらに、ソーシャルコンピューティングの世界はパーソ
ナルコンピュータの台頭で、大きく変わろうとしている。
すなわち、新たな視点で、ビジネスモデルを構築しな
ければならない時代になったのではなかろうか。
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