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 アベノミクスは新たなステージへ ① 

 
●成長率は需要サイドの伸びが規定 
 
 ⇒ 金融政策・財政政策・賃上げで需要拡大 
 

 
●需給ギャップによるデフレ期待の蔓延 
 
 ⇒ 消費者も企業も縮み志向 
 

安倍政権発足前 

アベノミクス第１ステージ 
（需要サイド中心） 

1 出典：産業構造審議会新産業構造部会(第1回) 2015年9月17日 



 アベノミクスは新たなステージへ ② 

現状 

 
●消費税引上げを乗り越えて 
 ・失業率は、ほぼ完全雇用水準（3.3%） 
 ・設備過剰解消 
 ・企業は高収益、キャッシュリッチ 
 
●しかし、企業の投資拡大は弱い 
 

2 出典：産業構造審議会新産業構造部会(第1回) 2015年9月17日 



 アベノミクスは新たなステージへ ③ 

アベノミクス第２ステージ 
（供給サイド中心） 

●成長率は供給サイドの伸びが規定 
 （投資、労働力、生産性） 

 
投資・生産性：投資の本格的拡大 
 ⇒単なる能力増強投資よりも、 
   生産性革命投資（IoT、ロボット、省エネ） 
 
労働供給：女性・高齢者・外国人材の活用、 
         出生率の向上 

3 出典：産業構造審議会新産業構造部会(第1回) 2015年9月17日 



 アベノミクス第２ステージのフレームワーク 

賃上げ 

生産性
向上 投資 

 IoT  

ロボット 
省エネ 
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外国からの 
人材・投資 
呼び込み 

出典：産業構造審議会新産業構造部会(第1回) 2015年9月17日 



「第4次産業革命」のインパクト 

 我が国経済社会は、様々な構造的・社会的課題に直面している。 

 こうした中、IoT、ビッグデータ、人工知能をはじめとした新たな技術（※）により、グロー
バルに「第4次産業革命」とも呼ぶべきインパクトが見込まれる。 

 この結果として、産業構造、就業構造及び経済社会システム自体の変革がもたらされる
可能性。 
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動力の獲得 

（蒸気機関） 

動力の革新 

（モーター） 

自動化 

（ICとプログラム） 

自律化、相互協調 

・ IoT 

・ 人工知能 

（ディープラーニング） 

・ ビッグデータ、 クラウド 

大量生産・高速輸送 
微細な制御 

省人化 
無人化 

将来予測 

相互協調による最適化 
マス・カスタマイゼーション 

遠隔制御 
モノのサービス化 
最適プランニング 

高度化 

(※)あらゆるモノや情報がインターネットを通じて繋がり、それらが互
いにリアルタイムで情報をやり取りしつつ（相互協調）、人の指
示を逐一受けずに判断・機能し（自律化）、システム全体の
効率を高めるとともに新たな製品・サービスを創出（高度化） 

出典：産業構造審議会新産業構造部会(第1回) 2015年9月17日 



データを巡る技術の動向 

 データ量の増加、処理性能の向上、ＡＩの非連続的進化が急速に進展。 

 「第4次産業革命」の進展にあたっては、これらのコア技術を含め、戦略的な技術開発・
効果的な利用拡大が勝敗を分ける可能性。 
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データ量の増加 処理性能の向上 ＡＩの非連続的進化 

世界のデータ量は２年ごと
に倍増。 
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出所：IDC「The Digital Universe of Opportunities」より経産省作成 

※EB(エクサバイト) = 1018B 

EB PFLOPS 

ハードウェアの性能は、指数
関数的に進化。 

※PFLOPS＝演算速度の指標 

出所：TOP500.org「TOP500 list」より経産省作成 

ディープラーニング等により
ＡＩ技術が非連続的に発展。 

出所：東京大学・松尾准教授資料を基に経産省作成 

＜世界のデータ量＞ ＜最先端のスパコンの演算速度＞ 
＜ＡＩの技術的発展の見通し＞ 

次元１（今後０～２年） 

次元２（今後３～５年） 

・ 画像・動画の認識 
・ 異常検知・将来予測 

・ 試行行動を伴う異常検知 
・ 仮説生成・高度なｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 
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33.86 
PFLOPS 

現状 

現状 
現状 

将来予測は、18か月ごとに性能が倍になるものとして算出 

次元３（今後５～１０年） 

6 出典：産業構造審議会新産業構造部会(第1回) 2015年9月17日 
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海外メインプレイヤーのグローバル戦略 
 海外プレイヤーの戦略には、①サービスを起点とするものと、②ものづくり（製品）を起点と

するものの２つの動きが存在。 

①ネット上の強み（様々なサービス（検索・広告、商取引等）のプラットフォーム）をテコにリ
アルな事業分野（ロボット、自動車等）へ拡大（ネットからリアルへ） 

②リアルの強み（現場の生産設備・ロボット等）をテコに、現場データのネットワーク化を通じた
新たなプラットフォーマーを目指す動き（リアルからネットへ） 

出所：平成２６年度ものづくり基盤技術の振興施策 

製造分野
の事例 

ネットから 
リアルへ 

リアルから 
ネットへ 

出典：産業構造審議会新産業構造部会(第1回) 2015年9月17日 



「第４次産業革命」における新たな付加価値の源泉 

 「第４次産業革命」においては、「データの収集・蓄積とその利用手法・戦略」が付加価値
の新たな源泉として重要となる可能性。 

 具体的には、以下の両面から新たな付加価値の増大につながることが期待される。 

  ① 効率性の飛躍的な向上 

  ② 革新的な新たなサービス・製品の創出（マスカスタマイゼーションによるテイラーメイド製品・サービス 

      の迅速・安価な供給／業種の壁を超えた新たなサービス・製品の提供 等） 
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タイプ２：革新的な新サービス・製品の創出 タイプ１：効率性の飛躍的向上 

在庫の減少 

リードタイム
の短縮 

COST 
DOWN 

COST 
DOWN 

COST 
DOWN 

タテ・ヨコのリアルタイム
連携の強化 

ものづくり 

移動手段 

物流・流通 

金融 

医療・健康 

エネルギー 

業種の壁を越えた新たな
サービス・製品の提供 

出典：産業構造審議会新産業構造部会(第1回) 2015年9月17日 



「第４次産業革命」における競争環境の変化 

 (i)これまでの製品・サービス別の業種の壁を越えた革新的なサービス・製品の創出等 

   (ii)IoT等の活用による効率性の飛躍的な向上の可能性(①) 

 これらの比較優位を活かして競争を勝ち抜き、業種の壁を越えて多様なプレイヤーを巻き
込んで、圧倒的な競争力を有する「プラットフォーマー」が出現する可能性（②） 

 付加価値がこれまでの「最終財提供者」から「プラットフォーマー」にシフトする可能性(③) 

   新たな付加価値やプラットフォーマーを巡るグローバルな競争への突入。 
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バリューチェーン 

サービス領域 

業種 

バリューチェーン 

サービス領域 

業種 
付
加
価
値
分
布
の
変
化 

効率性の
向上 

マスカスタマイ
ゼーション 

出典：産業構造審議会新産業構造部会(第1回) 2015年9月17日 



（参考） 「プラットフォーマー」のイメージ 
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それぞれの市場内にも、プラット
フォーマーが存在 

調達・在庫管理システム 

生産ラインビルディング 

生産受託 

生産管理・制御システム 

・・・ 

フォックスコン、TSMC等 

シーメンス等 

SAP、IBM等 

保守サービス 

ものづくり 

金融・決済 

モビリティ 

スマートシティ 

教育・人材育成 

ドコモ等の 
通信事業者 

インテル(PC) 
クアルコム(スマホ) 
シスコ(ルータ) 等 

マイクロソフト 
アップル 
グーグル 等 

アップル(AppStore) 
グーグル(Google Play） 等 

それぞれが 
プラットフォーム 

出典：産業構造審議会新産業構造部会(第1回) 2015年9月17日 



 【参考】「日本再興戦略」改訂2015のポイント 
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新産業構造ビジョン 

 IoT・ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ・人工知能等による変革は、従来にないスピードとインパクト
で進行 

 
 民間が時機を失うことなく的確な投資を行い、また、国がそれを促し加速する

ためのルールの整備・変更を遅滞なく講じていくためには、羅針盤となる官民
共有のビジョンが必要 

 
 ① IoT・ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ・人工知能がもたらす変革の姿や時期（産業構造、就

業構造、経済社会システムの変革）、②ビジネスチャンスの可能性、③官
民が行うべき対応（規制制度改革、研究開発・設備・人材投資等）、に
ついて時間軸を明確にしながら検討 

（本年6月30日閣議決定） 

出典：産業構造審議会新産業構造部会(第1回) 2015年9月17日 



Mission 1. 「第4次産業革命」のインパクト 
 Ｑ１．IoT、ビッグデータ、人工知能といった新たな技術は、経済・社会にどのような変革をもたらすのか。 
 Ｑ２．我が国経済が抱える構造的・社会的課題をどのように克服していくのか。 
 Ｑ３．個々人の暮らしの変革の姿はどのようなものか（光と影）。 
 

Mission 2. ゲームの変革を踏まえた我が国の戦略 
 Ｑ１．海外のメインプレーヤーは、どのようなグローバル戦略を描いているのか。 
 Ｑ２．「第4次産業革命」による変革の中で、何が（誰が）付加価値を獲得するのか。競争優位の鍵を 
      握るのは誰か。 
 Ｑ３．日本の強み・弱みを分析した上で、それを活かして、政府・企業はどのような戦略を描くか。 
 Ｑ４．その中で、中堅・中小企業、ベンチャー、担い手としての個人は、各々どういう役割を担うのか。 
 

Mission ３. 2030年代に向けた主要分野の将来像・産業構造の姿 
 Ｑ１．主な分野における将来像はどのようなものか。 
 Ｑ２．「第４次産業革命」による変革の結果として、どのような産業構造の転換が生じるか。 
 

Mission ４. 2030年代の就業構造の姿（どのような分野にどのような人材が求められるか） 
 

Mission ５. 2030年代に向けた技術のあり方（ロードマップ） 
 

Mission ６. 官民の取組みのあり方（短期・中長期、その実行のスピードアップのあり方） 
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主な検討事項 

出典：産業構造審議会新産業構造部会(第1回) 2015年9月17日 
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IoT、ビッグデータ、ロボット、AI等のデータを巡る技術革新（ブレイクスルー） 

急速な技術革新により、大量データの取得、分析、実行の循環が可能に 

データのやり取り・通信 

センサ、機器、ロボットによる
データの取得 

ビッグデータ化 

人工知能等を用いて分析 

ロボット等を通じた実環境での
アクション 

1 

2 4 

5 

3 

出典：産業構造審議会新産業構造部会(第3回) 2015年11月27日 
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 「第４次産業革命」がもたらす競争環境の変化 

企業の競争力の源泉は①新たなサービス・製品の創出、②供給効率性の向上、および、
③競争優位を維持・強化し収益を最大化するための戦略、に大別される。 

需要サイド 

供給サイド 

新たなサービス・
製品の創出 

2 
供給効率性
の向上 

競争優位を維持・
強化し収益を最大
化するための戦略 

3 1 

出典：産業構造審議会新産業構造部会(第3回) 2015年11月27日 



中間プロセスの 
競争圧力が 

増大 
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第4次産業革命により、バリューチェーンの『スマイルカーブ化』が急速に進展する中、革新
的なサービス・新製品の創出が一層重要に。 

*IoT経済価値の4割近くの実現に機器間を相互に繋いで運用することが必要（McKinsey, 2015） 
 出所：McKinsey Global Institute “The Internet of Things: Mapping the Value beyond the Hype”(2015) 

バリューチェーン 

付
加
価
値 

個々人のデータ 
分析が可能に 

↓ 
カスタマイズを 
通じた価値向上 

IoTにおける相互 
接続の必要性* 

↓ 
モジュール化 
圧力の増大 

（下流への動き） （上流への動き） 

革新的なサービス・新製品の創出 

(１) 革新的なサービス・新製品の創出 

出典：産業構造審議会新産業構造部会(第3回) 2015年11月27日 



データをリアルタイムに取得・分析し、さらに実世界にフィードバックすることで飛躍的に効率
性を向上することが可能に。 

企画・
設計 

調達・
生産 

流通・
販売 

アフター
サービス 

市場 
・顧客 

センサ 

 
基本サイクル 

ビッグデータ 

人工知能 

実行 

フィードバック
（PDCA） 
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企業経営の全体最適化による総合的な効率向上 
（資金、設備、在庫等） 

サプライチェーン
全体の最適化 

供給効率性の飛躍的向上 

出典：産業構造審議会新産業構造部会(第3回) 2015年11月27日 
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(2) 競争力の源泉を巡る変化 
      ③競争優位を維持・強化するための鍵 

競争優位を維持・強化するための鍵は「データの集積・利活用」であり、「データ」を「強み」
と戦略的に結び付け、いかに好循環のビジネスモデルを構築するかが重要。 

データを収積・利活用 

データを基本とする 
ビジネスモデル構築 

さらにデータの集積・利
活用が高度化 

（＝強みの進化） 

好循環を維持・強化するための様々な戦略を選択できる競争優位を構築 

データの利活用が進む好循環 
（正のフィードバック） 

データ収集、蓄積、利活用 ビジネスモデル構築 

事業領域のボトルネック
を事実上独占 

競争優位を維持・強化するための鍵 

出典：産業構造審議会新産業構造部会(第3回) 2015年11月27日 
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（1） 「リアルデータ」の利活用の基本サイクル 
 

ユーザーの求める新たな価値を予測・マーケティングし、必要に応じて外部とも提携しつつ、
下記の要素を一体的に提供していくビジネスモデルを確立することが重要。 

好循環のビジ
ネスモデル確立 

1 

6 

2 4 

5 

3 

基本サイクル 

データ利活用の 
社会的基盤 人材の育成・獲

得、有効活用 
インフラの高度化 

世界最先端の 
制度整備 

8 9 7 

データのやり取り・通信 

センサ、機器、ロボットによる
データの取得 

利活用可能なビッグデータ化 

人工知能等を
用いて分析 

ロボット等を通じた 
実環境でのアクション 

「リアルデータ」の利活用の基本サイクル 

出典：産業構造審議会新産業構造部会(第3回) 2015年11月27日 
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(1) データと強みを結びつけた好循環の形成 
 

「第4次産業革命」に的確に対応するためには、付加価値の新たな源泉となる「データ」と
「強み」を戦略的に結びつけていくことが極めて重要。 

ハードの強みの活用
によるデータ確保 

ソフト面の弱みの
早急な克服 

事業成長期待の
好循環を形成 

1 

2 

3 

従来の「ヒト、モノ、カネ」に加え、「データ・AI」の重要性が一層高まる。 

これらの変革を踏まえた官民の取組を行い、 
様々な構造的・社会的課題の解決に繋げる必要がある。 

センサやロボット等によっ
て多様な「現場」のリア
ルデータを確保 

AIの開発・実装、ビッグデー
タ化、データサイエンティスト
等の人材の獲得・登用等
を推進 

ビジネスモデル（戦略）
を、「スピーディ」、「グロー
バル」、協調領域における
「オープン」と競争領域にお
ける「クローズ」の明確化を
基本として構築 

データと強みを結びつけた好循環の形成 

出典：産業構造審議会新産業構造部会(第3回) 2015年11月27日 



20 

産学官で競争領域・協調領域の明確化と、重要な領域での標準化対応・研究開発等を
推進してはどうか。また、情報システムについても中小・ベンチャーを含めたオープン化等の 
支援を実施してはどうか。 

論点１：どのような領域を対象とするべきか 
 ものづくり現場の生産プロセスデータ 
 自動走行関連データ 
 ３Ｄプリンタ関連データ 
 医療・健康関連データ 
 データ解析に用いる人工知能アルゴリズム など 

論点２：協調領域での標準化・共同研究に向けてどこまでの合意形成を求め、  
 どのように進めるべきか。 

 コンセンサスを形成 
 協調を志向する者から順次実施 

論点３：どこにデータが集まる仕組みにすべきか。 
 クラウド（クラウドにおける中央集権的なスキーム） 
 エッジ（個々の機器・デバイスにおける分散的スキーム） 

論点４：何を政策目的として上記を考えるべきか 
 産業競争力強化 
 ユーザー利便性向上 
 セキュリティ 

実現に向けた論点 

（例） 

（例） 

（例） 

（例） 

4-2 官民の戦略的取組 
   ①データを巡る競争領域・協調領域の明確化と戦略的投資の促進 

官民の戦略的取組 
   ①データを巡る競争領域・協調領域の明確化と戦略的投資の促進 

出典：産業構造審議会新産業構造部会(第3回) 2015年11月27日 
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(2) 官民の戦略的取組 
   ②人工知能の開発・利活用を加速するプラットフォームの創出 

人工知能の現場での利活用を推進すべく、具体的な技術・サービスの開発・標準化・新た
なビジネスモデルの創出に繋げるプラットフォーム機能立ち上げを推進してはどうか。 

論点１：AIの活用はどのような領域を対象として重視するべきか。 
（例） - 供給サイド：ものづくり、流通・小売・物流、医療・介護、インフラ・建設、エネルギー、金融、    
         教育、メディアコンテンツ、行政、観光、農業等 
 - 需要サイド：モビリティ、スマートハウス・スマートコミュニティ、健康等 

 
論点２：どのようなプラットフォームなら日本の強みを活かして実現する余地があるか。 
（例） - 「情報路線」 
 - 「運動路線」 

 
論点３：プラットフォーマーがもたらすメリット・デメリット、それらへの対応はどう考えていくべきか。 
（例） - 米国 
 - 欧州 
 - 中国 
 

論点４：AI活用のため、産官学でどのような体制を構築するか。 

実現に向けた論点 

官民の戦略的取組 
   ②人工知能の開発・利活用を加速するプラットフォームの創出 

出典：産業構造審議会新産業構造部会(第3回) 2015年11月27日 
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(2) 官民の戦略的取組 
   ③必要人材（データサイエンティスト等）の獲得、育成 

第4次産業革命に対応するために、特にユーザー企業で圧倒的に不足している      
データサイエンティスト※、データセキュリティ人材等の獲得・育成の強化が必要ではないか。 

論点１：どのような人材がどの程度必要となるのか。 
（例） - データサイエンティスト 
 - データセキュリティ人材 等 

 
論点２：どのようにグローバルなトップ人材を日本国内に惹き付けるのか。 
（例） - 教育機関・研究機関の魅力向上（「卓越大学院」等） 
             - 企業におけるキャリアパスの見直し 
 - ベンチャーのスタートアップ環境の改革 
             - ＡＩ等技術の現場での利活用を競う国際コンテスト（参考「DARPAロボティクスチャレンジ」) 
 
 

実現に向けた論点 

官民の戦略的取組 
   ③必要人材（データサイエンティスト等）の獲得、育成 

※データサイエンティスト：データ分析の才能を有する人材 

出典：産業構造審議会新産業構造部会(第3回) 2015年11月27日 



鍵となる技術・先端人材等の獲得を目的とした未来投資型M&A促進のために、     
長期かつ大規模な伴走投資の充実等が必要ではないか。 

実現に向けた論点 

論点１：どのような投資案件を対象とするべきか。 
 
 
論点２：誰が、どのような条件で投資を行うべきか。 
 
 
論点３：経営資源の再配置や事業再編をどのように促進するか。 

官民の戦略的取組 
   ④未来投資型M&A促進に向けた伴走投資の充実 

23 出典：産業構造審議会新産業構造部会(第3回) 2015年11月27日 
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(3) 横断的な制度整備 
 

政府はさらに、データ確保・利活用に取り組みやすい社会的基盤の構築に向けて、技術・
制度・ルール等において、以下のような横断的な制度整備を進める必要がある。 

問題提起された主な環境整備（案） 

④データ利活用促進に向けた制度整備 
（セキュリティ強化への対応や個人情報のバランスのとれた取り扱い等） 
 
⑤個別領域における規制制度改革の実施 
（新規ビジネスの参入規制となっている個別の規制制度改革や特区制度の活用等) 
 
⑥「第4次産業革命」に対応できる制度・ルールの高度化 
（知的財産制度、競争ルール、製造物責任等） 

制度・ルール 

技術・インフラ ②重要技術の特定と技術開発ロードマップの策定を通じた研究開発投資の活性化 
（ディープラーニング等、第4次産業革命に対応するための重要技術等） 
 
③重要インフラの高度化 
（データセンターの国内設置促進・５Ｇへの先行対応等） 

横断的な制度整備 

①人材の教育および雇用の流動性向上 
（初等中等教育（プログラミング教育等）から高等教育、職業訓練等） 

人材 

出典：産業構造審議会新産業構造部会(第3回) 2015年11月27日 


