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１．ビッグデータで出遅れる日本企業

２． 日本企業が中長期に注力すると回答した事業分野

（出典）2014年度設備投資計画調査（日本政策投資銀行）
製造業1,034社、非製造業1,275社に対するアンケート調査

１． ビッグデータの活用状況に関するアンケート調査結果

（出典）2013年ITを活用した経営に対する日米企業の相違
分析（JEITA）日本企業216社、米国企業194社に対
するアンケート調査
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 企業規模：グローバル従業員数300人以上
 産業分野：全業種（医療、教育、政府、情報サービスを除く）
 回答者：経営者、およびIT部門以外のマネージャー以上

※情報通信白書（総務省）においては、ビッグデータとは、「典型的なデータベースソフトウェアが把握し、蓄積し、運用し、分析できる能力を超えたサイズのデータを指す。
（McKinsey Global Institute “Big data： The next frontier for innovation, competition, and productivity”）」とされている。

聞いたことがない、よく知らない 検討したが、利用していない

開発または試験的に
利用中である

いくつかの部門で利用している 会社全体で利用している
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（出所）MIT Sloan Management Review (2011), ’Big Data, Analytics and the Path From Insights to Value’ の
世界108カ国、30産業、3,000サンプルのアンケート調査データを元に経済産業省作成
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日常業務に
データ解析を活用する企業の割合

未来の事業戦略に
データ解析を活用する企業の割合
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 将来戦略の策定や日常業務オペレーションにおけるビッグデータの活用率は、「トップ業績企業」は「業績劣位
企業」の約2倍。

 総務省の調査では、2012年度の日本産業における、データ活用による売上向上効果は60.9兆円（＋4.6％）。
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２．ビッグデータと人工知能 ～ 二つの質的変化

２－１．データ量の爆発的増加

２－２．データの新たな処理技術の登場

（１）クラウドコンピューティング

（２）人工知能
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２－１．データ量の爆発的増加
～ インターネット上だけでなく、実世界（自然現象、生体現象など）のデータも収集・利用可能に ～

2000年のデータ量 2020年のデータ量

6 EB※ 40,000 EB 

インターネット上に加え、実社会の
デジタルデータが増大

生体情報

交通情報

電力情報

<要因>
①センサが小型化・低廉化
②あらゆるモノがインターネットに接続

※EB(エクサバイト) = 1018B

位置情報

機械情報

農作物情報

（出所）平成26年版情報通信白書を元に経済産業省作成

気象情報

取引情報

個人の常時データ

自然現象データ

社
会
現
象
デ
ー
タ

インターネット上の
デジタルデータ

幅広く応用され、経済活動・社会
システムが変革

技術的ブレークスルー

新たな知見の獲得、各種予測精
度の向上などに活用

①新たなコンピューティング技術
②人工知能

データ量が
20年で約6,500倍に

7



２－２．新たなコンピューティング技術の登場： クラウドコンピューティング

PC

IT
システム

インターネット

センサを
搭載した
様々な
情報端末

オフィス毎

自宅でも
オフィスでも
移動中でも

1.利用者がITシステムを保有・管理（面倒・高コスト）

2.データ処理能力に限界

 保有できる情報量に限度

 情報の処理速度に限度

⇒ 大量に扱える情報の種類が限定的
（大量の様々な種類の情報の処理には時間とコストがかかる）

1. 利用者はITシステムを保有せず、ネットワー
クを通じて機能を利用（手軽・低コスト）

2. データを分散処理し、大容量化・高速化

 大量のデータを保有できる（Volume）

 高速（リアルタイム）にデータを処理できる（Velocity）

⇒ 多種多様なデータを大量に扱える（Variety）

データ
センター
事業者データA

データA データB

課題①：大量のデータを保存できない・・・
課題②：処理速度が遅い・・・

効果①：大量のデータを保存可能！
効果②：高速のデータ処理が可能！

大量の安価なサーバデータB

データC

分散処理技術 (Hadoopなど)

⇒余力のあるサーバにデータを割当

従来の形態 クラウドコンピューティング

情報は手入力

・・・

インターネット
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（参考）クラウド・コンピューティングの利用事例

・情報サイトのログの過去１年半分のログの処理を5～6時間で完了（１週間分約４分相当。クラ
ウド利用前は、１週間分10時間。）【約140倍】

リクルート

・７３０億件の取引データの処理時間を１ヶ月から１３分に短縮。【約3,300倍】

楽天

・楽天市場での商品レコメンデーションや売上ランキング集計、ユーザーの行動解析などに
活用。処理時間を２６時間から４．５時間に短縮。【約6倍】

ＶＩＳＡ

ディー・エヌ・エー

・１日20億件以上の利用者の行動情報を分析。顧客が夢中になるようなゲーム難易度の
チューニング、不正行為の検出などに活用。

New York Times

・過去の100年分の新聞記事のPDF化処理を、24時間、1,240ドルで完了。

（出所）Hadoop World 2009 ’Large Scale Transaction Analysis’などより経産省作成 9



２－３．人工知能のブレークスルー
～ 機械自身が、ビッグデータを教材に学習し、人間の知見・知識を超えていく ～

①人間が決めて教えた、データ処理の
「ルール」の範囲でしか動かない。

②現実社会で人間並みに振る舞うため
の「ルール」の数は膨大で、教えきれ
ない。【ルールの「量」の問題】

③教えた「ルール」が数千、数万に増え
ると、予期せぬ相互干渉・矛盾が生
じ、期待通りに機能しなくなる。
【ルールの「決め方」・「管理」の問題】

従来の人工知能の限界

多様な事象が複雑に絡み合う現実
社会では、利用範囲は限定的。

・・・・・・
（ネコ？イヌ？）

 人間が着眼点を逐一教える必要がある。
 識別の精度が低い。

① 人間が「ネコ」の情報を網羅的に記述し、「ルール化」。

「ネコ」とは、
・ 目は２つあって丸い
・ 耳は２つあって三角形
・ 口は「へ」の字
・ ひげがある 等

（漏れなく的確に記述するのは膨大で困難な作業）

② ルールに従って、「ネコ」を識別。

Q.これは何？
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起きつつあるブレークスルー

①「ディープラーニング」など「機械学
習」と呼ばれる、自ら学習する人工
知能が登場。

②「ルール」ではなく、事例（データ）
を教材として「パターンの抽象化・
抽出」をし、自ら学習。

③人間が教えずとも、（人間にとって
未知のことも含め）新たな知識を身
につけていく。

ビッグデータを教材として、自ら学
習。複雑な現実社会でも幅広く応用
される可能性。

① 無作為に大量の画像（教材）を入力

② 共通の特徴を持つモノ（この場合はネコ）を自律的に学習（＝
「パターンの抽象化・抽出」）する。人間名前を教えるだけ。

③ 学習結果に従って、「ネコ」を識別

これ（抽象化・抽出した
パターン）は何だろう？

 自律的に学習し、教育に要する膨大な作業が不要に。
 識別の精度が格段に向上（自動翻訳への応用も）。

これは「ネコ」！

それは「ネコ」です。

Q.これは何？
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（参考） 今後解決されていく課題の例

適切な取捨選択ができない

人工知能が自律的に学習することで、以下の問題も解決される可能性。

物事を考える際、現実世界にある無限の情報の中から、真に
必要性・関係性のある情報を選び出すことができない。

・倉庫の壁の色は変わるだろうか
・台車の車輪はどう回転するだろうか
・天井が落ちてこないだろうか 等

当然の推論ができない

「シマウマ＝シマ＋ウマ」

人間には当然の推論ができない。

（例）倉庫の中からバッテリーを取ってくるようロボットに指示。ただ
し、バッテリーが載っている台車の上には、爆弾も載っている。

人間の場合・・・

爆弾を下しさえすれば、バッテリーを安全に持
ち出せるだろう！

ロボット（人工知能）の場合・・・

（例）シマウマを知らないロボットに「シマウマとは、シマ模様を持った
ウマである」と教える。

人間の場合・・・

ロボット（人工知能）の場合・・・

「シマウマとは、このような動物のことだろう」と推論。

⇒ 無限に考え続け、解決できない。 ⇒ シマウマのイメージを正しく推論できない。

① 爆弾を載せたままバッテリーを取ってくる。 ⇒ 爆発

② 爆弾を下ろそうとすると、

「シマ」とは、
・模様の一種
・何本もの線で構成

「ウマ」とは、
・足が４本
・細長い顔 ？

12



目次

１． ビッグデータで出遅れる日本企業

２．ビッグデータと人工知能

３．インパクト
３－１．生産・販売活動
３－２．健康・医療
３－３．交通システム
３－４．都市経営

４．アメリカ・ドイツの動き

５．日本の課題

13



事例①： ＪＩＢＯ
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事例②： ターゲット（アメリカの大手小売チェーン）

＜使用するデータ＞
 顧客の性別・年齢
 ローション、サプリメント等の購入データ

＜活用内容： マーケティング＞
 妊娠中の顧客の購入履歴を分析し、ローション、サプリメント等の25品目の商品について、
以下の事実を発見。
①妊娠中期（13週～27週）中にフレグランスフリーのローションを多く購入していること
②妊娠20週あたりではカルシウムやマグネシウム、亜鉛のサプリメントを購入している傾向が高いこと
③出産が近づくとフレグランスフリーの石鹸やコットンボールのビッグサイズ・パック、手ぬぐいや除菌用ハンドロー
ションを突然購入すること

 これらのデータと各顧客の性別や年齢、購入データから、妊娠中と推測される女性の出
産予定時期を予測（例・出産予定８月：87％）。

 出産予測時期後には、乳児関連商品等のクーポンを送付。

（出所）ニューヨークタイムス記事などより経産省作成 15



事例③： ローソン

＜使用するデータ＞
 販売情報（商品別売上、日時、場所）
 購入者の情報・属性（性別、年齢、個人の商品購入履歴）

＜活用内容： マーケティング＞
 ローソン利用者の約半数が会員カード（Pontaカード）を使用するため、商品の販売情報と
顧客情報の関係を分析することができるようになり、「１割のヘビーユーザの売上が全体
の６割を占める」ことが判明。

 従来のPOSデータでは分からなかった、同じ顧客が同じ商品を繰り返し購入する「リピート
率」の分析が可能に。リピート率が高い新商品の販促を強化することで、素早くヒット商品
を育てることができるようになった。

（出所）IT Mediaなどより経産省作成

（リピート率の分析によってヒット商品に育った商品の例）

「焼パスタ ラザーニャ ボロネーゼ」
（過去最速で100万食を突破）

「ほろにがショコラブラン」
（２年で４,０００万個以上販売）
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事例④： アシュラント・ソリューションズ（アメリカの保険商品の販売会社）

＜使用するデータ＞
 顧客の年齢、口座残高、貸方残高比、電話をかけてからオペレーターに繋がるまでに
待った時間の平均

 コールセンターに電話をかけてきた顧客の年齢等の情報とその電話の属性（定型的案
件か複雑な案件かなど）の関係の分析結果

＜活用内容： 顧客対応＞

 顧客の年齢、口座残高、貸方残高比などをもとに、顧客ごとに最適なオペレーター（複雑
な案件と予測されれば、能力の高いベテランなど）を割り当て。

 手が空いているオペレーターだけでなく、対応が間もなく終了すると予測される応対中の
オペレーターも含めて、最善のオペレーターを割り当てる。

 この結果、顧客満足度が高まり、同社は、6年間で売上げ190％増、顧客の解約防止率１１
７％増、オペレーターの離職率25％減を実現。

（出所）IBM社HPなどより経産省作成 17



事例⑤： あきんどスシロー

＜使用するデータ＞
 入店者情報（人数、性別、年齢）
 過去の販売実績（曜日、時間帯別 年間10億人皿分）
 天気、気温、湿度

＜活用内容： 在庫管理＞

 すし皿の裏にICタグを取り付け、年間10億件、累積で40億件以上の売上情報を分析。

 顧客の人数、性別、年齢をもとに、その顧客の入店1分後と15分後の食欲を予測。

 食事中の全顧客の予測される食欲に基づき、回転レーンに流すべきネタの種類や量を
予測し、ネタを解凍する量とタイミングを調整。

 この結果、廃棄するネタの量を4分の１に削減。

（出所）日経BP「ビッグデータ総覧2014-15」などより経産省作成 18



事例⑥： IBM(Chef Watson)

＜使用するデータ＞
 既存の料理のレシピ（食材、組合せ、カテゴリー、調理方法）
 食材の成分（例：アミノ酸）・分子構造、風味
 精神物理学の知見（人間が美味しいと感じる味等）

＜活用内容： 創作活動＞
 ユーザーが食材（例：リンゴ）、料理の種類（例：ケバブ）、ジャンル（例：ベトナム風）を指定す
ると、コンピューターが数千兆に及ぶ食材の組み合わせから、思いもよらない食材（例：イチ
ゴ）を追加したこれまでにない料理（例：イチゴを使ったベトナム風リンゴのケバブ）を考案。

アメリカのイベントに出店した際、イチゴを使った
「ベトナム風リンゴのケバブ」が、意外にもおいし
いと評判に。

19



生産・販売活動への応用（将来のイメージ）

ガ オススメ デス！

 人工知能で大量のデータを処理

＜顧客情報＞
・過去の購買・服装データ
・ツイート情報
・身体情報
・流行・友人の購買データ
・使用商品の耐久性・利用状況 等

個人の嗜好に合わせて欲しいモノを推薦

あ、こんなの欲しかったんだ！
早速買おう！

執事（バトラー）ロボット

＜販売実績情報＞
・販売、欠品、売れ残り等
・販売日時
・販売地域
・正規価格、値引き 等

顧客が商品を必要とするタイミングを予
測し、事前に顧客の欲する「世界に一つし
かない商品」を設計
（設計のリードタイムゼロ）

お気に入りのヒールが壊れたから、
新しい靴を買わなきゃ・・・

テーラーメード型生産・販売

高確度で需要を予測して開発・生産

顧客の購入予想時期に合わせ、最適な部
品・生産ライン・生産スケジュールを決定
し、部品調達・製品生産
（在庫ゼロ）

無人配送ヘリコプターが迅速に配達
（待ち時間ゼロ、物流コスト最小化）

＜製造情報＞
・製品の設計データ
・生産設備の稼働状況
・部品の位置データ
・製品の流通動向や利用状況 等

20



生産・販売活動の将来イメージ

①生産の主流が、「規格品」から「テーラーメード品」へ変化

個人向けテーラーメイドが主流となり、個別の顧客ニーズに応えていない規格品の大量生産方
式では、稼ぐことが難しくなる。

②設計のリードタイムゼロ

顧客情報（過去の購買履歴、購入商品の利用状況など）から、顧客が商品を必要とするタイミン
グを予測し、顧客からの発注前に顧客の欲する商品をテーラーメードで設計。顧客情報から顧客
自身も意識していなかった好みを発見し、それに合った思いもよらない商品・サービスの提供も可
能に。

③在庫ゼロ

②の設計情報と顧客の購入予測時期に合わせた生産スケジュールを部品メーカー・最終製品
メーカーが共有し、部品を供給、製品を生産し、予測通りの顧客の発注に応じて出荷。
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事例①： ２３アンド・ミー（アメリカ）

＜使用するデータ＞
 遺伝子情報

＜活用内容＞
 検査用キット（99ドル）で唾液を採取。
 唾液から遺伝子情報を分析して疾患リスクなど２５０以上の項目について判定。将来、ア
ルツハイマー病、がんや糖尿病など約１２０の病気に罹るリスクなどを予測。

 （パートナー候補者の遺伝子情報とともに用いることで）生まれる子供の身長、性格、頭
の強さ、目の色、運動能力、病気の発病リスクなどを予測。

（出所）日経新聞、朝日新聞などより経産省作成

唾液を採取する検査用キット。2007年にサービ
スを開始し、既に約40万人が利用。
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事例②： ドイツ１部リーグ（ブンデスリーガ）所属
TSG1899ホッフェンハイムとSAP

＜使用するデータ＞
 選手の走行距離、加速力、最高速、ボールコンタクト、プレー位置など

＜活用内容＞
 レガース、ユニフォームおよびボールに特殊センサーを設置。
 選手個人及びチーム全体の走行距離、平均スピード、ボール保持率、プレー選択傾向を
分析・把握。それに応じ、強みをさらに高め、弱みを克服するために最適なトレーニングメ
ニューの開発に利用。

（出所）SAP・HPより経産省作成

首の後ろに特殊センサーを設置。 走行距離などのプレーデータを割り出す。
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健康・医療への応用（将来のイメージ）

 身体の異常を早期に発見し、将来の発病リ
スクを通知。さらに、予防に必要な生活習慣
改善のプラン（運動・食事など）を提示

 リアルタイムの生体情報

ウェアラブルデバイス
血圧、心拍数、消費カロリー

デジタル錠剤
薬の効き目、服用状況

人工関節
運動量、圧力

マイクロロボット
血液検査

 遺伝子情報

ヒトゲノム：
約30億個の塩基配列

解析コスト
2003年： 約4,000万ドル

2014年： 100ドル以下

 人工知能で大量のデータを処理

・リアルタイムの生体情報 ・遺伝子情報（ヒトゲノム）
・過去の診断結果（電子カルテ） ・生活習慣データ ・医療・生命科学関連文献 等

今の生活習慣のままだと来年中に糖尿病になります！
今晩10時の空き時間に5.3ｋｍ走ってください。

夕食のカロリーは、・・・

病気に罹らなくなった！

 個人の遺伝子特性に合った最適な治療法
を選択

肺癌治療薬Aは、ある遺伝子特性を持つ人に対してのみ
効果又は副作用がありますが、

あなたの遺伝子特性は、投薬に適しています。

副作用なく完治できた！

25



健康・医療の将来イメージ

①医療の重点が「治療」から「予防」へと変化

遺伝子情報、リアルタイムの生体情報等による予防医療により、疾病が減少し、健康寿命が伸び
る。この結果、医療費も削減される。

③医療過誤の減少

医者の意思決定支援システム、遺伝子解析などにより、医療過誤が減少する

②「手遅れ」ゼロ

リアルタイムの生体情報をモニターすることで、病気の兆候をいち早く察知し、治療することで、
「手遅れ」がなくなる。
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事例①： Google 自動走行実験

28



事例②： プログレッシブ保険（アメリカ）

＜使用するデータ＞
 ドライバーの運転頻度、速度、走行距離、運転時間帯、急ブレーキの回数

＜活用内容＞
 保険契約者の運転習性に応じて、自動車の保険料をディスカウント（最大で30%オフ）

START DATA

契約者はデバイスを
車内に設置。

デバイスは、運転頻度、速度、走行距
離、運転時間帯、急ブレーキの回数な
どのデータを収集。

データは無線によって、自動的にプログ
レッシブ保険のサーバにアップロード。

DATADRIVING INPUT

顧客は自分の運転データをネット上で
確認し、運転習性の見直しを行うことが
出来る。

（出所）「ビッグデータの衝撃」より経産省作成 29



事例③： 本田技研工業・埼玉県

＜使用するデータ＞
 自動車の速度と座標のデータ（ホンダ）
 交通事故の情報（埼玉県警察本部）
 口コミ情報（住民）

＜活用内容＞
 ホンダがカーナビで走行位置などのデータを収集し、得られたデータを埼玉県
に提供。

 急ブレーキ発生場所を割り出し、事故予防のために路面標示の修正や街路樹
の剪定を実施。160カ所程度で対策し、急ブレーキが約７割、年間の人身事故発
生を約２割削減。

（出所）ホンダHPなどより経産省作成

見通しが悪く
事故が多発

街路樹を整備
見通しを確保
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交通システムへの応用（将来のイメージ）
 人工知能で大量のデータを処理

・車体位置、車間、標識、白線、３次元空間のデータ
・過去の事故の場所・発生原因データ
・過去の走行履歴、部品の動作状況データ
・他の車・ヒトの移動データ、渋滞・混雑データ、地図データ等

 いつでも・どこでも、目的地の住所を入力するだけで５分以内に無人タクシーが到着し、最短かつ安全なルートで目的地まで案内

 24時間いつでも、企業の依頼があれば、最寄りの無人トラックが最短かつ安全なルートで商品を配送

 自動車が様々な情報を収集するセンサーに

３次元センサビデオカメラ

電波センサ GPS

周囲の車・ヒト・建物など
の３次元空間の情報が
リアルタイムで認識可能

無人タクシー

無人トラック

自動走行システムによる安全・効率的な移動

31



交通システムの将来イメージ

①自動車の価値が、「操作性能」から「安全・快適な移動ツール」へと変化

「安全・快適な移動サービス」の提供には、運行データの収集・分析・活用が必要に。

②「移動時間」が「自由時間」へと変化

運転作業が不要になり、車中で娯楽を楽しんだり、勉強や仕事をすることが可能に。

③社会全体での自動車の共有化

一台の車を多人数で共有して利用することで、自動車の稼働率が向上。社会全体で保有する
自動車の台数は減少。

④その他

交通事故の減少（交通事故の９割は人為的ミス）。
渋滞の緩和（国内での渋滞による損失を貨幣換算すると年間約12兆円）。
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事例①： プレッドポル（アメリカ）

＜使用するデータ＞
 事件・犯罪記録（犯罪種類、犯人属性、発生日時・天候・場所）
 公判前手続・判決記録（公判の争点、犯罪事実、量刑、執行猶予の有無）

＜活用内容＞
 地震予測モデルを犯罪予測に応用し、予測精度を2倍以上向上。過去7年分の犯罪情
報を分析し、犯罪発生の可能性が高い地区を予測ボックスとして表示する。

 犯罪が予測される日時、場所に、警察官が重点的にパトロール。米ジョージア州では、住
居侵入・窃盗と強盗が約30%減少した。

（出所）プレッドポルHP等より経産省作成

予測ボックス
（犯罪発生の可能性が高い地区）
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事例②： インフォメティス

＜使用するデータ＞
 家電の使用電流の変化（分電盤に取り付けた電流センサから取得）から計算される（※）
各家電の使用状況
※AIBOの人工知能技術を応用

＜活用内容＞
 各家庭の家電の動作状況、使用頻度、消費電力などを把握することで節電、機器の老
朽化の検知により、火災の発生を予防。

 家庭内の行動情報は、マーケティング情報としても活用可能。

（出所）インフォメティスHP等より経産省作成 35



都市経営への応用（将来のイメージ）

 人工知能で大量のデータを処理

・自然・気象のモニタリングデータ
・設備の老朽化データ
・防犯カメラ映像データ
・人の行動データ 等

（防犯）
犯罪予知システムが事前に被害者・加害者を予知し、
犯罪実行の予定者を未然に逮捕
（犯罪ゼロの社会）

 駐車場  上下水道
 配電網

 道路

（都市のインフラにセンサを設置）

 橋  地下鉄

 通信

人の行動、気象、設備の劣化状態などのデータをリアルタイムで取得・分析・利用することで、
低コストで効果的に、犯罪・事故・災害を抑えることが可能に。

 人
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アメリカの動き① （ビッグデータへの積極投資）

ビッグデータ・イニシアティブ

アメリカ政府は、ビッグデータ利活用に向けて、２億ドル以上の
研究開発投資を実施（2012年発表）

国防高等研究計画局（DARPA）

・軍隊の意思決定を支援するため、防衛システム上
で得られる膨大かつ複雑なデータを整理・分析・可
視化するソフトウェアを開発（１億ドル）

国立衛生研究所（NIH）

・遺伝子変異と疾患の相関調査などのため、多数の
個人の遺伝子情報を収集し、データを公開（イギリ
ス・中国と共同研究）

国立科学技術財団（NSF）

・データサイエンティストを養成するための大学院プ
ログラムを開設
・カリフォルニア大学を拠点とし、機械学習・クラウドコ
ンピューティング・クラウドソーシングに関わる研究
開発を実施（1000万ドル）

エネルギー省（DOE）

・スーパーコンピュータを活用したシミュレーション
（気候モデリングや物質探求等）によって生成され
るデータを効率的に利用するためのツールを開
発するため、新たに研究所を設立（2500万ドル）
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アメリカの動き② （人工知能への積極投資）

IT企業による人工知能投資の活発化

大手IT企業が、人工知能分野等のベンチャー企業に相次いで投資・買収
人工知能分野の一流研究者（世界に約50人）の獲得競争が激化

・Deep Mind Technologies社（ディープラーニングのアルゴリズムを開発）を
約４億ドルで買収（2014年）

・人工知能研究の世界的権威であるレイ・カーツワイル氏を招へい（2013年）

・日本の優秀な研究者・学生にもアプローチを開始
（東京大学の情報系専攻の学生のうち、成績上位者の多くがGoogleへ就職）

（例）

（例） ・人工知能「Watson」を活用したソリューションビジネスを強化するため、約10
億ドルを投資するとともに、2,000人規模の事業部門を新設（2014年）

・ヒトの脳（ニューロン、シナプス）を模して、54億個のトランジスタを搭載。超消
費電力（70mW）で高速処理が可能な半導体チップを開発（2014年）。

※Intelプロセッサー（2014年発売）： トランジスタ17億個搭載
TrueNorth
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さらに、実空間の産業へ進出

大手IT企業は、ロボット技術を取り込み、実空間ビジネスをも侵食する勢い

・Boston Dynamics社（軍事用ロボットを開発）やSchaft社（東大発ベン
チャー）を相次いで買収（2013年）

・世界最大の受託製造会社・鴻海（ホンハイ）精密工業との協力も（報道ベース）

（例）

・注文から30分以内に商品を配達する無人小型機を開発

・生鮮食品配達サービス（Amazon Fresh）を強化

（例）

アメリカの動き③ （ロボット技術への積極投資）
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（インダストリー4.0で目指す自律生産システムのイメージ）

インダストリー4.0

サプライチェーン間及び工場内の生産設備・製品間をネットワークで繋ぎ、
製造業を高度化するための産官学共同のアクションプラン（2012年発表）
ー 政府（連邦経済エネルギー省、連邦教育研究省）は、総額3.5億ユーロ以上を助成
ー 運営組織には、ドイツ内外の主要企業（シーメンス、SAP、ボッシュ、ダイムラー、ABB等）が参加

ドイツの動き （製造業の高度化）

○通信規格の国際標準化

○サプライチェーンや顧客との間で、
リアルタイムにデータを共有・分析

○設備稼働率平準化、多品種少量生産、
異常の早期発見、需要予測などが可能に

完成品
メーカー

製品
ドイツ製
設備

部品
メーカーB

部品

ドイツ製設備
（稼働率高）

部品
メーカーA

部品

顧客

大量の需要発生！

需要を予測の上、
予め生産された
出来たての製品を
直ちに出荷

ドイツ製設備
（稼働率低）

国際標準化された通信規格

稼働率に余裕のある工場で部品を増産

ドイツの２つの狙い

① 国内製造業の輸出競争力強化
② ドイツ生産技術で世界の工場を席巻

41



アメリカ VS ドイツ プラットフォーム獲得競争の構図

インターネット上のみならず、
実空間の情報も含み、
クラウドサービスの範囲を拡大

(ネットからリアルへ)

得意な製造業のノウハウを堅守
し、技術を武器に世界へ展開

（リアルからネットへ）

①世界の工場・製品に
関わるデータを収集

②クラウドサーバにデータを蓄積
し、人工知能で処理

工場の設備は、クラウドからの指令を受
け、それを実行する安価なデバイスに。

②手元の高性能な製造装
置でデータを蓄積・処理

ドイツ製の製造システムを標準化し、世界へ輸出

①世界の工場・製品に関わるデータ
を企業間・工場間・機器間で共有

③工場を最適に制御
③工場を最適に制御

ドイツの強みである工場の高性能な設
備の価値を維持。 42
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日本の課題

課題１．企業経営に関する課題
1. 稼げるビジネスモデルの創出

課題２．他者データ取得に関する課題

１．パーソナルデータの取り扱い
２．日本ではデータ流通市場の広がりが限定的
３．新たな技術の登場による著作権法など既存のルールの
整理
４．工場設備などの互換性や周波数などに関する通信規格
が共通化されていない
５．オープンデータの推進とビジネス活用

課題３．データ分析に関する課題

１．AIをはじめとするデータ処理技術の研究動向
２．不足するデータ・IT活用人材

課題４．その他
１．流通・取引慣行ガイドラインの見直し
２．守りに偏った日本企業のIT投資
３．遅れをとる日本のサイバーセキュリティ対策
４．大量データを有するデジタルプラットフォーマーが市場に与える影響等に関する課題整理
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課題１ ～ 稼げるビジネスモデルの創出

45

顧客の個人情報などのデータ
を活用した商品やサービスの顧
客価値の増大

今年のCEATEC（アジア最大級の最先端IT・エレクトロニクスの総合展示会）に出展された日本企業の高性能な新製品（例）

メガネ型端末
(レンズに情報を投影)

手話ロボット

８Kテレビ

カラー暗視カメラ

製品単体の性能だけでなく、①顧客価値に直結し（利用者目線）、②先に普及（スピード）すること
で、顧客データを取得・分析・活用することが、顧客価値の増大に必要不可欠になる。

競争力の源泉 製品単体としての性能

【顧客価値向上のための視点（例）】
製品単体の売り切りではなく、

行動データを収集・活用してはどうか？ 【顧客価値向上のための視点（例）】
テロップの代替ではなく、

会話データを収集・活用してはどうか？

【顧客価値向上のための視点（例）】
高画質なテレビならではの

アプリケーションを提案してはどうか？

【顧客価値向上のための視点（例）】
防犯性能を高めた監視システムとして、
他社に先駆けて世界展開してはどうか？



課題２－１．パーソナルデータの取り扱い

○利活用するパーソナルデータが個人情報か否かを判断する基準の曖昧さ
－大量のデータが流通しているため、提供先にどのような情報があるかの予測が困難。
－利活用の一環でパーソナルデータを流通する場合、以下の２つの考え方があり
事業者においてどちらの基準で考えるべきか判断できない状況が発生している。
A)データの提供元で個人が特定できないデータは、提供することができる（提供元基準）
B)データの提供元で個人が特定できないと判断したデータであっても、提供先が持つ
様々なデータと組み合わされることで個人が特定できてしまう場合があるため
提供先での特定性を考慮すべき（提供先基準）

※「個人情報」･･･生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名等により特定の個人を識別することができるもの
（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。（個人情報保護法2条1項）

（出典）IT戦略本部第7回パーソナルデータに関する検討会議（平成26年4月）事務局資料より抜粋

○本問題点を解消するため、次期通常国会にて個人情報保護法を改正予定。
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データの保有者や利用者、両者をつなぐプラットフォーマー等、産学官の多様なプレイヤーで設立した『データ駆動型
（ドリブン）イノベーション創出戦略協議会』 において、課題と対応の方向性を議論し、 具体的な対応策を検討する。

データ利活用
プラットフォーム

データを保有する組織の課題

○データの所在・価値に気づいておらず、データを提供する意義を理解して
いない。

○データがイノベーションのツールではなく、オペレーションのツールになって
いる。

○保有するデータの所有者がわからないため、安心して活用できない。
○データを提供する相手が見つからない。 等

データを利活用する組織の課題

○ITベンチャーが多く、信用力が乏しため、データの保有者や利活用者から、
取引の相手として認めてもらえない。

○現状の市場規模が限定的で、資金調達や設備投資が困難。
○契約、値決め、フォーマットなど、取引に必要なツールが標準化されておら
ず、円滑な仲介が困難。 等

○どこに、どのようなデータがあるかわからない。
○他者のデータを利活用することの便益・リスク、それらを管理する方法がわ
からない。

○法制度が曖昧。消費者とのトラブルを懸念し、データの利活用を躊躇。
○データを利活用できる人材が育っていない。 等

様々な組織・分野が保有しているデータ

データを利活用した新商品・サービスを創出！

米国ではデータ流通のマーケットがある一方、日本では、組織・分野の壁を超えたデータの利活用が進んでない。

データ取引を仲介するプラットフォーマーの課題

課題２－２．日本ではデータ流通市場の広がりが限定的
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クラウド等の新しい技術の登場やその普及に伴い、新たなサービスの提供等が可能になってきた。
他方、これに伴い、これまで想定されなかったような制度上の論点が浮上してきており、その整理が
必要な手当の検討が必要。

著作権侵害に関する論点

• ユーザが著作権侵害データをクラウドサー
バーにアップロードする場合、クラウドサービ
ス事業者も著作権法違反となる可能性があ
る。

• 店舗に設置されたダビング機器等は著作権法
上「公衆用設置自動複製機器」であるとして営
利目的に使用できないが、クラウドサーバーも
これに該当する懸念がある。

クラウド上のデータ消失に関する論点

• クラウドサーバーに保管するデータの消失に関し
て、クラウドサービス事業者が負うべき責任範囲が
不明確である。

特許法に関する論点

• クラウドに関するシステム構成の特許がすでにあ
る場合でも、同様のシステム構成のサービスを複
数（プラットフォーム提供者、アプリ提供者等）で提
供している場合、特許侵害が成立しない可能性が
ある。

＜ クラウドサービスにおける論点例 ＞

出典：「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の検討に関するクラウド研究会「我が国のクラウドサービスにおける競争環境等の整備についての検討」

課題２－３．新たな技術の登場による著作権法など既存のルールの整理
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課題２-４. 標準化への対応の遅れ

 欧州勢は、自らの強みを活かせるスマート工場仕様のデファクト化により、ＦＡ機器等の競争優位性を確保しつつ、
国際標準化活動も展開。

 現在行われている標準化の検討は、上位概念の設計から始まり、それに基づいて細部設計を定めていくため、
上位概念の設計から議論に参加することが重要。しかしながら我が国では、その重要性に対する認識が不足。

 インフラシステム輸出案件等において、欧州仕様の標準への適合を求められた我が国企業に多額の追加コスト
が発生した事例があるのみならず、我が国のＦＡ機器等が国際マーケットに参入できなくなる恐れも。

欧州では通信規格がデファクト標準化されており、
FA機器がすべての工場において利用可能

欧州は上位レイヤーから順に仕様を定めていくのに対し、
日本は下位レイヤーに関心が偏重する傾向

標準化の例： 通信規格

日本では通信規格が企業ごとにばらばらで、
FA機器が特定の工場においてのみ利用可能

→新市場開拓の際、追加でintegration costが発生

スマート工場
の概念

スマート工場の
機能や要件

スマート工場の要
素（機器等）の機
能や要件

実際の工場
への実装

A社
工場

B社
工場

C社
工場

A社
工場

B社
工場

C社
工場

機械a 機械b 機械c

（欧州型） （日本型）

（欧州型）

（日本型）

共通規格

規格
A

規格
B

規格
C
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課題２-５. オープンデータの推進とビジネス活用

 我が国のオープンデータは、本年10月の中央省庁全体のデータカタログ（オープンデータ専用サイト）
『DATA.GO.JP』の本格稼働をはじめ、徐々に進展。

 しかしながら、民間側のニーズが高い、地方自治体等の地域データやリアルタイム性（情報の鮮度）の高い
データの整備・開放は、政府、自治体ともに十分に進んでおらず、諸外国に比べ、ビジネス活用に立ち後れ。

民間のニーズが高いデータの例

テーマ ニーズの高いデータ項目

観光
 駐車場情報
 バリアフリー対応されている箇所の情報

防災
 避難所、診療所、薬局のデータ
 建物や地形のデータ（気象・流量等の計測データ）

インフラ整備  インフラ関係の計画情報・変更予定情報（道路工事等）

エリアマーケティング
 人流や交通情報
 店舗の開廃情報

データカタログ
を持つ自治体

オープンデータを活用した
代表的なビジネスの事例

日本 4自治体 カーリル社（公共図書検索サービス）
売上高：約800万円（推定）

米国 84自治体 The Climate Corporation社（気象データを活用
した農業保険）
売上高：約22億ドル（Monsanto社による買収後）

欧州 （英国）
約18自治体

TOMTOM社（公共データを利用したカーナビ）
売上高：約10億ユーロ（推定）

各国のオープンデータの取組

【海外事例】地域におけるオープンデータ活用例【各国比較】地方自治体のオープンデータ及びビジネス事例

出典：平成24年度電子経済産業
省構築事業（空間位置情報に関
連する公共データの活用実証事
業）調査報告書

公共機関

人口統計

教育

気候

公共
交通機関

健康/
ヘルスケア

MRIS
（Metropolitan 
Regional 
Information 
Systems）

不動産情報
（価格、写真、地図等）

出典：http://www.mrishomes.com/

MRIS（米国）
○ 不動産に関する様々な情報（統計、交通、教育等）を、不動産業者
だけでなく一般消費者へ分かりやすく提供するサービス。

○ 25の不動産協会（協会メンバーの不動産業者数：約５万）が契約。
サービスの推定年間売上高：5,000万ドル
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研究者所属機関国籍別 論文件数推移及び論文件数比率（国際会議発表、2000年～2012年）

（出典）平成２５年度特許出願技術動向調査報告書（ビッグデータ分析技術）
※注目論文とは、被引用件数の多い論文及び有識者から推薦のあった論文を総合的に勘案し、ビッグデータ分析で影響
力の大きいと認められる論文を選定したもの

課題３－１．ＡＩをはじめとするデータ処理技術の低調な研究動向

全体の論文件数
約２．８倍

論
文
件
数

注目論文２２件のうち、日本国籍のも
のは０件であり、過半数の１３件が、米
国企業から発表されたもの。
（グーグル（５件）、ＩＢＭ（３件）、ヤフー
（２件）、フェイスブック（２件）、アマゾン
（１件））

日本は件数少なく、
増加傾向も見られない

米国籍

中国籍

日本国籍
その他
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日米のＩＴ技術者の分布状況データ分析を修得した大学卒業者数
（単位：千人）

（出典）McKinsey Global Institute「Big data: The next frontier for innovation, 
competition, and productivity」

（出典）米国労働省 労働統計局統計資料、
NASCOMM、アジア情報化レポート、IPA IT人材白書2010 等
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課題３－２．不足するデータ・IT活用人材

ユーザー企業

ＩＴサービス企業

ビジネスの現場にＩＴを
活用する人材が不足
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見直しの主な内容

取引慣行における判断基準の明確化･具体化

 メーカーの流通を通じた販売経路・価格調査（いわゆる流通調査）が合法であることの明確化。こ
れによりメーカーと流通との連携によるマーケティングのためのデータの取得・分析等が可能とな
る。

 「価格が維持されるおそれ」の文言が判断基準となっており、基準が曖昧であることで企業の流通
調査等、萎縮効果をまねいている。基準の明確化による違法性の予見可能性を向上。

メーカー

商品の販売に際し、
付加価値サービス（対外商品
説明者を付ける、商品展示等）

を条件としたいけど、
価格維持とみなされないかな・・・

流通を通じた販売経路や
価格等のデータの

取得・分析をしたいけど、
価格維持とみなされないかな・・・

流通業者

流通・取引慣行ガイドライン
（取引判断基準）
※独占禁止法の運用指針のひとつ

課題４－１．流通・取引慣行ガイドラインの見直し
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ＩＴ支出の内訳（質）では、システム運用
費の比率が高く、戦略投資が不十分。

ＩＴ支出の内訳（2013年）

（出典）ガートナーの下記リサーチを基に経済産業省にてグラフを作成
North America, EMEA, Asia/Pacific:
Gartner "IT Key Metrics Data 2014: Executive Summary" Jamie K. Guevara et al, 16 December 2013
Japan:
ガートナー (ITデマンド・リサーチ)／調査：2013年11月 「2013年後期 企業ユーザーITデマンド調査報告書：第1部
Computer Systems」
N=477

各国のＩＴ投資額の対ＧＤＰ比推移

（出典）『「失われた20年」と日本経済』深尾京司（2012）
(注)日本：RIETIのJIPデータベースより推計、米英独伊：EUKLEMSより推計

68 % 66 % 65 %
78 %

19 % 20 % 22 %

13 %
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課題４－２．守りに偏った日本企業のIT投資①

米国

英国

日本

ドイツ

イタリア

日本のＩＴ投資額（量）は、それほど低い
水準ではない。

運営

成長

変革

（EU・中東・アフリカ）
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（出典）一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）
「ITを活用した経営に対する日米企業の相違分析」調査結果（2013年10月）
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攻めのＩＴ投資

新たな技術／製品／サービス利用

ＩＴを活用したビジネスモデル変革

ＩＴによる製品／サービス開発強化

ＩＴによる顧客行動
／市場の分析強化

事業内容／製品ライン拡大による

法規制対応のため

市場や顧客の変化への迅速な対応

利益が増えているから

売上が増えているから

会社規模が拡大したため

未ＩＴ化業務プロセスの
ＩＴ化のため

定期的なシステム更新サイクル

ＩＴによる業務効率化
／コスト削減

プライベートクラウドの導入のため

モバイルテクノロジーへの投資

米国

日本

守りのＩＴ投資

ＩＴ予算を増額する企業における、増額予算の用途

日本企業はＩＴに対する経営者の認
識が低い。

（％）

ガートナー

（出典）一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）
IDC Japan 株式会社調査（2013年10月）
（経営者およびIT部門以外のマネージャー職以上を対象）

IT/情報システム投資の重要性

課題４－２．守りに偏った日本企業のIT投資②

米国企業は「攻めのＩＴ投資」に主眼が置かれてい
る一方、日本企業は「守りのＩＴ投資」が中心。

極めて重要 重要
どちらとも
言えない

あまり重要
ではない
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（出典）ＭＭ総研2014年9月25日ニュースリリース。
従業員数1,000名以上の日本企業300法人、米国企業300法人のセキュリティ担当者にアンケート結果。

（出典）米国労働省 労働統計局統計資料、
NASCOMM、アジア情報化レポート、IPA IT人材白書2010 等
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 データ・IT利活用と情報セキュリティは車の両輪のような関係。
 サイバーセキュリティに関する脅威は、世界各国において急速に拡大。
 被害金額について、米国は減少しているのに対して日本は増大している。

（出典）米国連邦情報セキュリティ管理法の議会への年次報告2011-2013（出典）JPCERT/CCウェブサイト
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課題４－３．遅れをとる日本のサイバーセキュリティ対策①
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積極的にセキュリティ対策を推進する
経営幹部がいる企業

グローバル

日本

出典：PwC,2014 Global State of Information Security Survey

２７％

５９％

出典：ＭＭ総研2014年9月25日ニュースリリース。
従業員数1,000名以上の日本企業300法人、米国企業300法人のセキュリティ担当者にアンケート結果

セキュリティ対策の年間トータルコスト

課題４－３．遅れをとる日本のサイバーセキュリティ対策②
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既存の企業
（メーカー、流通業者・・・）

消費者

プラットフォーム

情報
（ビッグデータ）

○欧州委員会では、Ｇｏｏｇｌｅが
検索市場における圧倒的な地
位を濫用した検索結果の不正
操作に対する懸念から調査を
実施（これまで数回調査を
行っており、今後も再調査を行
う予定）

○ビッグデータについても、プラッ
トフォームがもつネットワーク効
果※の特殊性等から市場支配
力の強まりや、他のプラット
フォームへの乗り換えの困難性
（高コスト負担）などが起こる可
能性がある。

※ネットワーク効果：加入者数が増えれば増
えるほど、利用者の便益が増加する現象

プラットフォーマーに対する懸念

新規参入

（検索） Google、Yahoo! JAPAN、Bing 等

＜サービス系プラットフォームレイヤー＞

（ＳＮＳ） Facebook、Twitter、Mixi 等

※その他プラットフォームレイヤーには、YouTube、ニコニコ動画 等

ビッグデータを活用した新
ビジネスの可能性

上記を踏まえた競争上の課題
等について整理しておくことが必
要。

課題４－４．大量データを有するデジタルプラットフォーマーが
市場に与える影響等に関する課題整理
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