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国際社会経済研究所シンポジウム   ２０１６．３．１８  

「IoTの新地平～日本が勝ち抜くための新戦略」 



シンポジウムの意義 
 「日本が勝ち抜くための新戦略」 

  IoTの個別の活用事例や要素技術の議論 ＝ 戦術論 

 

大戦略なしの戦術論のみでは世界をリードできない 

確固たる思想・哲学をベースとした技術論を展開すべき 

 

本日議論したい事 

 IoTは文明にどのような影響をもたらすのか？ 

 そして日本の課題と進むべき道について （西成） 

 新戦略について（名倉・松永） 

 

 

 

 

 

 



IoTの持つ意味 
IoTが社会に浸透するとは、、 

 

様々なモノに取り付けたセンサーやアクチュエーターが 

ネットワークで結合され、社会のすべてに神経が通うことを 

意味する 

 

これまで繋がっていないものが繋がり、直接ピアトゥピアで 

情報や物質のやりとりが可能になる。 

        

       これが意味するものは何か？ 
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IoTの３つの革命的インパクト 
①「新」経済社会システムへ    

直接の繋がりによる中間の一掃、資本主義の終焉へ？   

（共有型経済、資源の効率的配分、モノのサービス化、Fintech） 

 

②社会における意思決定の明確化と「グレーゾーンの消滅」 

人工知能による自動判断と意思決定の明確化 

プラスの面とマイナス面がある 

（インフラ監視、税金融監視、治安維持） 

 

③「新」人間の時代  

人間のアップグレード、AI時代における人間の役割 

（常時モニタによる健康管理、人工知能の脅威） 

 



①「中間」の一掃 
 ビジネスの再定義を迫られる 
 あらゆる人が提供者と使用者（プロシューマー）になる可能性 
  ニーズとシーズが簡単に直接繋がる 
 
 手数料・紹介ビジネスなどは崩壊 
    銀行  Fintechへ  銀行離れ３割乗り換え（米） 
    出版社、取次、書店 v.s.  書きたい人と読みたい人   
    駐車場 v.s.  駐車場空地提供者と停めたい人 
    メディア v.s.  配信したい人と見たい人   
    ホテル v.s.  泊まりたい人と泊められる人 
    小売業、中古車販売、人材派遣、子供服、教育 
     
 「品質の維持保証」が出来るところは存在価値あり 
  どうやって信頼保証？ 誰が責任をとるか？ 
  リコメンデーション評価を使うことで信用を確保できる 
 



シェアリングエコノミーのインパクトに対して 
クローズドな民間企業は勝てない 
 

 シェア＝財やサービスの生産・提供の限界費用がほぼゼロ 

 従来のクローズドな企業の大半は固定費の大きさと利益率の
低さに長く持ちこたえるのは難しくなる 

 Harvard business review  

   消費を１０％減らしてシェアを１０％増やすだけで 

   昔ながらの企業は大打撃 

       例）音楽業界、書籍、新聞など 
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「限界費用ゼロ社会」 
ジェレミー・リフキン著（NHK出版, 2015） 
 
  資本主義の次は「共有型経済（シェアリングエコノミー）」 
  効率化を突き詰めていくと、直接お互いが繋がる世界になり、 
  中間業者は一掃されて限界費用はゼロになる。 
 
①人類は限りある資源を効率よく使うようになる 
②非営利の「協働型コモンズ」が社会の主体になり全てをシェア 
③成長でなく、幸福や生活の質、限りある資源や富の公平な 
 分配が重んじられる 
    
 これらの活動に既存の垂直統合型の大企業はコストで勝てない  
       
     
 
  



既得権益の抵抗と崩壊 
既得権益の抵抗と崩壊をどのように克服していくのか 

消滅する企業、組織、職業が膨大に生まれる 

緩和ケア必要 

 

第１次産業革命時の「ラッダイト運動」 

 手工業から工場制機械工業へ 

 機械の普及で失業を恐れ労働者が起こした反動 

 

キューブラー・ロス 「死にゆく段階」  

①否認  ②怒り  ③取引 ④抑うつ ⑤受容 
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モノのサービス化 

全産業が「サービス産業」になり、イノベーションと効率化が進む 
 ビッグデータ＋センサー＋人工知能の技術革新により可能になる 
 効率で負ける企業の倒産・吸収合併が進む 
 
１次産業  農業デジタル化、自然の読みと無人最適化 
２次産業  開発から需要の読み、製造、販売、修理などすべてが 
       バリューチェーン化 
       車すらもコネクテッドカーとなり、IoTの単なる部品となる 
  
データのおかげでこれまで定量化できなかったものが 
定量化できるようになる！ （例：コミュニケーション度など） 
それにより、コミュニティなどの無形資産も新たな価値を生む 
       
 



モノ（実体）の流れの効率化 
 商流（情報、決算）と異なり、物流（モノ）の運送効率は 

 極めて低い 

 一般にトラックの積載率は５０％を下回っている 

 

 食品・日用品・ドラッグ物流、B2B調達物流 

 新聞・牛乳・生協など多種のプレイヤーが分離して存在 

 

       IoTの活躍が大いに期待される 
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②判断の自動化 
＝ 「グレーゾーンの消滅」 
人工知能による自動判断 

社会における「グレーゾーン」＝ハンドルの遊びがシステムに不可欠 

社会には矛盾したことも多く、きれいに白黒線引きできない 

このグレーゾーンを認めて、うまく対応していくのが人間 

 

人口知能に任せる＝すべてを白黒つける社会   

極限の合理化→日本社会に合わない？ 多くの人が刑務所に入る？ 

犯罪のモニタリングと未然防止、警報システムにIoTが活用される。 

例 赤信号停止義務違反  右左折時に多くの車が「グレー」  

                  IoT（カメラと機械学習）により違反判定は容易 

 

社会にグレーゾーンがなくなる危機 
 ・企業評価 全てが外形標準で決められて多様性が無くなる 
 ・自由の無い抑圧された管理社会になる 
 ・固定化すると環境変化に対する適応柔軟性を失う 
 



自動判断と新「都市」システム 
 電力・ガス・水の自動的な全体最適配分と無駄の排除 

 インフラシステムの異常検知・自己修復   

 交通スマート化   

  様々な交通センサーデータによる旅行需要の最適配分 

  物流自動運転、空き駐車場誘導、渋滞緩和 

  公共機関（電車・バス等）のスケジュールマネジメント 

 空気や水の汚染モニタリング、公衆衛生の最適化 

 民意のネットによる意思決定、選挙・政治 



IoTによる破綻の予測 
 病気のサキヨミ 生活習慣病の未然防止、新「人間」化 
 
 破壊のサキヨミ 機器故障の未然防止、検査効率化 
 
 経済のサキヨミ  景気変動、消費者の好みの変化 

 
 交通のサキヨミ  渋滞、事故、誘導 
 
 自然のサキヨミ  災害防止（天気 雨、雷、地震、津波） 
               汚染・公害・災害のチェック 
 
 事件事故のサキヨミ  犯罪未然防止と警備、火災の予防 

 

   課題解決のためのIoT 
     気候変動、資源・エネルギー枯渇、感染症、貧困・格差拡大 
     食糧・水不足、少子高齢化、インフラ老朽化 
            
 
 



IoTの肝になる人工知能とは？ 

     人工知能    センサー技術とビックデータ 
 

    人工知能は中で何をやっているのか？   

      キーワードは「機械学習」   

      要するにいかにうまく白黒を線引きするか？をやっている！ 

      本当はとても「知能」とは言えない？ 

      ブラックボックス化が進む（ディープラーニング） 

 

    膨大なビックデータを人間はいちいち扱うのは面倒なため、 

    機械が人間の代わりに「判断」する 

 



線引きの方法 
機械学習による「判断」の方法 

２大手法 ①サポートベクターマシーン 
       ②ニューラルネットワーク、深層学習(ディープラーニング) 

A 

B 



例 ワインの出来を決める式 
式による自動判定 

当時ワイン業界はこの提案を笑い飛ばしたが、 
その後この判断を正しかったことが判明。 
 
一般には「主成分分析」をすると、各項に意味を 
見出すのは困難になる   直感理解が不可能になる！ 

（出典） https://www.salesforce.com/jp/blog/2015/10/second-machine-age.html 



難しい線引きの例 
診断結果の陽性・陰性、レントゲン画像診断 

意思決定（政治・経営・裁判・運転など）  

投資・賭けのタイミング 今するかしないか？ 

似てるか違うか？ （絵、文章など著作権） 

 

機械学習での判断は正しいのか？人間が納得できるか？  
「因果と相関は違う」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした判断を機械に移譲するか、それとも人間が行うか？ 
誰が責任をとるのか？ 



IoT社会でのドローンの役割 
視覚の身体的延長＝人の「判断」を助ける役割 

機械学習とAIによる判断＝ブラックボックス 

  政策決定者がなかなか決断に踏み切れない 

 

 ドローン（センサー）による目視確認 人間の納得感へ    

  例）建物、橋にクラックが入る  その箇所見る 

    火山が噴火しそう       火口を見る 

 

    
センサー信号 判断 モノ 

ドローン 



③人間とは何か 
「死とは何か」考える必要が出てくる 

 遺伝子検査と保険価格の連動？ 

 

 常時ヘルスモニタによる健康管理 

 人間のアップグレード ＋ 死のコントロール 

 セルフメディケーション 自己治療の時代 

  

 IoTによる死生観の変化？ 

 死期が分かれば人生を最適化できる？ 

 「死ねる薬」の開発？寿命を自分で決める？ 

 



人間の存在価値とは何か 
 人口知能の発達で、人間は機械にとって代わられる？  
  IoTへのラッダイト運動が起こる？ 
 
 創造性が最後の砦？ 
  ＝異なるものを結びつける能力？  
    これは人工知能でも可能（作曲、デザイン、小説、将棋など） 
 
 人間ならでは、とは何か？  
 人工知能は「人間」とは何か、人間の定義を人類につきつけている！ 
  ・非合理性、いい加減さ、好不調  ・ユーモア、コミュニケーション 
  ・喜怒哀楽の感情、プライド、嫉妬 ・死、はかなさ 
 
 人工知能が「汎化能力」を獲得したら怖い    
 ある分野で学習したものを他分野に応用できる力 

 
 



人間と機械のあるべき姿 
○人工知能と共存していく社会へ    
  計算機が提示するものを人間が判断して使っていく。 
  決して重要な最終判断を機械に委ねないことが大切 
  
  グレーゾーン（曖昧さを含むもの、主観的なものや数値化が 
  難しいもの）は人間が最終判断すべき 
  ＝矛盾のバランスをうまくとる、これは機械は苦手 
 
  ただし、判断自体も機械に任せて問題ないこともある。 
  （正解があるものは人工知能の方が正確） 
 

 IoT+人工知能を良きパートナーとして付き合う共存社会へ 
 
    



IoTの意義 まとめ    
あらゆる渋滞（ネック・偏在）を効率化する産業革命 

         情報、サービス、コミュニケーションの移動 
         モノ、人の移動 （物流、交通、３Dプリンタ） 
         エネルギーの移動 （電力・ガス） 
         金の移動 （Fintech、クラウドファンディング） 
 
 異なるレイヤー、カテゴリー間のすべてのネットワーク結合 
 可塑的（ポリモルフィック！）、自律分散的、動的適応ネットワーク 
 
 移動を時空制御でき、渋滞の回避と全体最適が可能になる 
 有限なモノの効率活用とシェア 
 
 IoTは「生物メタファー」で捉えられる 
       セキュリティの問題＝生体免疫機構がヒントになる？ 
 
 



日本の進むべき道について 
日本は独自強みを生かしたIoTを！ 
社会課題を解決するIoT、人に寄り添うIoT 

 グレーゾーンの確保と人間の支配領域の不可侵 
  プライバシーポリシーの明確化と情報の利用制限 

 
 グローバル化における大規模破綻の回避  
  連鎖遮断・局在化が自動で可能なシステム 
  部分と全体の関係と群制御、適応的 
 
 資本主義の次の候補として、共有型経済の検討  
   有限資源の効率的配分とシェア 
     （エネルギー、食料、土地など） 
   利益より永続性を目指す社会への転換  
   利己的ハゲタカの排除（進化ゲーム理論） 
 

 高齢化社会の幸福モデルを作る 誰もが生きやすい社会 
 
    

23 



さいごに   
日本が後進国にならないための課題 
○オープンデータの流れを作る   

 データは公開へ！世界は進んでいて、日本は圧倒的に遅れている！ 

 

○社会制度の整備が急務 

 日本に受容性の高い方法で進める。共感できる技術へ。 

 プライバシー・人間との調和。法整備。 

 

○合意形成、異分野融合を進めていくしくみを本気で作る 

 企業同士の融合だけでなく、大学の知の社会移転も含む。縦割りの強い日本社会。 

 どのように合意形成するか。複雑に絡み合うステイクホルダ－、責任の不明確な組織。 

 IoTの個別要素があっても、それをうまくインテグレートする人財、組織が無い。 

 

○日本の強みである下記の価値観を持つ人材を育成する  

    全体最適 すり合わせの強み（藤本）   モジュール戦略に対抗  

    分散協調 トップダウンとボトムアップのバランス、群制御   中央集権的でない！ 

    長期的  損して得とる発想 

 

 


