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本日の報告内容 
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1. つながる時代のトレンドと産業界の俯瞰 

2. プラットホーム戦略と産業構造変革 

3. 今後求められる新価値と創出プロセス 

4. マーチン・フランズマンのICTエコシステム 

5. 総務省のIoT時代のICTエコシステムとその課題 

6. 提案するIoT時代の新しいICTエコシステム 

7. まとめ 

 

 

 

 



つながる時代の俯瞰トレンド 
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跳べない日の丸IT 

Appleにも鴻海にもなれなかった
日本メーカー 

レイヤー化する世界で 
自動車メーカーもこう変わっていく 
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世界時価総額ランキングの推移 
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出典：日経ビジネス  http://www.180.co.jp 



プラットフォームの定義 

 『階層構造を有する製品・サービスにお
いて、参加者同士のインタラクションによ
り、創発を促すことが出来る場としての
基盤階層』と定義し、プラットフォームの
運営者をプラットフォーマと呼ぶことにす
る。 

 階層構造とは、製品・サービス全体が下
位層から上位層へと順に積み重なって
構成されている状態をいい、参加者、利
用者は階層を選択的に利活用できるよ
うなアーキテクチャを有するものを言う。 
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プラットフォーム 

補完製品 補完製品 補完製品 補完製品 

補完製品 補完製品 補完製品 補完製品 

クスマノ、ガワー、根来のプラットフォーム概念 

オープンな 
ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ 

上位層 

下位層 

ﾌﾟﾗｯﾄ
ﾌｫｰﾑ層 

出典：根来：早稲田大学IT戦略研究所ワーキングペーパー18 



プラットフォームの機能的側面と産業構造 
 上位のレイヤにプラットフォーム戦略の主戦場が
移動 
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メディア型 

（経営･社会文化） 

コア技術型 

産業横断型 

特定産業型 

Google 
Apple 

Uber 
Airbnb 
Nike 

ARM 
NVIDIA 
Qualcomm 

OSS 

メガ 
プラットフォｰマｰ 

カテゴリ 
プラットフォｰマｰ 

 



市場環境変化に関する経営者の危機意識の違い 
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出典：経済産業省 国際経済調査事業報告書 



IoE（Internet of Everything）時代に向けて 
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 産業構造自体が変化 

 オープンな競争原理 

 グローバルエコシステム 

 競争優位のルールが変化 

⇒ 技術、マーケティング、製造、販売など単独の持ち技で
は通用しない時代に 

 



今求められる新価値とは？ 

 作りこまれた固定価値からマッシュアップ共創価値へ 

 コミュニティにおける再利用価値 

 Experiment & Engagement に基づく価値 

 ステークホルダーとの関係性により決まる無形資産価値 

10 

Software-Defined Everything 



ICT化による社会課題解決 
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出典：平成28年版情報通信白書 



つながる時代の新価値創造に向けたプロセス 
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共創基盤構築としての産業構造 

Data洞察＆アグリゲーション実践 

社会・文化的新価値創生 



マーチン・フランズマンのICTエコシステム 
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出典：平成27年版情報通信白書 



出典：平成27年版情報通信白書 

フランズマンのICTエコシステムの考察 
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標準化 

オープン 
インターフェイス 

モジュール化 

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ 
階層挿入 

階層分離 階層分離 階層分離 

API化 

オープン 
インターフェイス 

経営学的視点 工学的視点 

ネットワーク 
外部性 

イノベーション 
≒ 

ネットワーク外部性 



総務省のIoTの進展を踏まえたICTエコシステム 

15 

出典：平成28年版情報通信白書 



総務省のICTエコシステムの考察 
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出典：平成28年版情報通信白書 

産業構造 
レイヤー？ 

イノベーション 
加速要因？ 

関係性が 
変化していない？ 

関係性が 
変化していない？ 

イノベーション？ 
≒ 

従来産業の継続的発展?? 
モノづくり復活?? 



既提案方式の課題点 
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 新たに加わる要素とされる「ICT利活用産業・事業者」をレイ
ヤーとして扱うと産業のレイヤー構造としての説明が難しい． 

 フランズマンのモデルは既にレイヤー1～3に分離され，各主
体がレイヤーを自由に選択できる．「ICT利活用産業・事業者」
をコミュニケーション主体と位置づけるならば，イノベーション
加速要因がなければならない．いずれも矛盾する． 

 IoTの普及前後で「ICT利活用産業・事業者」とレイヤー1～3と
の関係性，「ICT利活用産業・事業者」及び「モノ」と消費者の
関係性が従来と同じ． 

 



提案するIoT時代の新しいICTエコシステム 
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レイヤー1 
ネットワークエレメント 

事業者 

レイヤー2 
ネットワーク事業者 

レイヤー3 
コンテンツ・アプリケーション 
・プラットフォーム事業者 

レイヤー4 
コミュニティデザインプロデュ‐サ 
（OTT企業 、Industrie4.0、IIC） 

共創する主体 
（消費者、需要企業） 

政府の規制 

標準化 グローバル化 

グローバル化 

グローバル化 

グローバル化 

産業横断化 

カテゴリ化 

工学的レイヤ 

経営学的レイヤ 

社会学的レイヤ 



提案するIoT時代の新しいICTエコシステム 
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レイヤー1 
ネットワークエレメント 

事業者 

レイヤー2 
ネットワーク事業者 

レイヤー3 
コンテンツ・アプリケーション 
・プラットフォーム事業者 

レイヤー4 
コミュニティデザインプロデュ‐サ 
（OTT企業 、Industrie4.0、IIC） 

共創する主体 
（消費者、需要企業） 

政府の規制 

標準化 グローバル化 

グローバル化 

グローバル化 

グローバル化 

産業横断化 

カテゴリ化 

工学的レイヤ 

経営学的レイヤ 

社会学的レイヤ 

コミュニティデザイン 
階層挿入 

ネットワーク 
外部性 

旧イノベーション 
≒ 

ネットワーク外部性 

新イノベーション 
≒ 

旧イノベーション 
＋ 

インタラクディブ糾合 
＋ 

コミュニティ創生 

社会学的視点 

経営学的視点 

経営学的視点 



提案モデルにおける特徴 
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 消費者をイノベーターとして重視し，コミュニケーションという
相互作用によってイノベーションを発現させるというフランズ
マンの考え方を反映させた産業構造のレイヤーモデルである． 

 工学的レイヤー，経営学的レイヤーの上に社会学的レイヤー
を新しく階層挿入．今までとは異なるコミュニティデザインとい
う複雑系のアプローチによって，ネットワーク外部性を上回る
イノベーション創出効果を狙うものである． 

 提案モデルは，共創主体が望む最適な情報，デバイス，他主
体等をAI技術によりCyber Physical Systemすべてからインタ
ラクティブに糾合し，社会・産業創生をイノベーティブに加速す
るものである． 

 



まとめ 
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 IoTの普及による爆発的なデータの増加，AIの進化が産業構造，
市場構造にどのようなパラダイムチェンジをもたらすかについて，
多面的，学際的な考察を行った． 

 マーチン・フランズマンの視点を考慮し，データ駆動型社会にお
いてネットワーク外部性を上回るイノベーション創出効果が期待
出来る新しいIoT時代のICTエコシステムを提案した． 

 欧米のOTT企業，Industrie4.0，IICの諸活動は本提案の産業構
造を意識したものであると考えられる． 
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ご清聴ありがとうございました 


