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     技術 IoT AI         発展         
   方 生産方式  転換  yber     ical  ystem    
      4.0  提起   

1 2013年4月 独 Industry 4.0 産官学連携国家      設立[6,7,19]

2. 2014年3月 米GE IBM intel           AT&T 5社:  IIC 
          Industrial Internet Consor ium)設立[10~12]

3. 2015年3月 中 中国製造2025 発表[14]

4. 2016年6月 日 日本再興戦略2016 第4次産業革命 向   [27]



(1) IoT(Internet of Things) 要素成熟[10,19]

             化 小型化 省  化 低価格化
           通信速度高速化    拡大    低下
     ISDN 64K     ADSL 数十M     FITH 数十M-数Gbps 

           CPU高速化 計算    処理速度向上 誰  安 使 
                   化
(2) 技術的環境整備[6,8,10,19]

 2010  Maze          収集環境整備 
 2011  Apple i Cloud 発表 iPhone4s搭載       A5  IBM    
     Deep Blue  1997   演算速度超   iPhoneX(17 顔認証AI搭載)
 2012   AI          成熟 2006年      大 Google猫 画像認識 
      Cloud(SAP IBM MS Oracle)出揃   IP      IPv    移行 



I             4.0 [6,7,11,12]

  最初 新産業革命論

   契機     自動運転車開発(11) 米IT産業支配 日本       中国経
       済台頭  対抗措置

  2)目的      工場化          生産  中小企業救済
  3) 特徴 政府主導 産官学連携            独企業 研究機関限定 
  4) 背景  産業用機械 世界    (   =         =SAP R&D= 
               研究所 2万4千人 )           産業用機器 毎
       年春開催   EU     統合 実績
  5) 現状         体制変更 IG    労組 参加   技術委員会WG
     RAMI4.0  主導  中小企業    WG LMI4.0            
      WG         WG             WG 
    世界 標準化委員会  協力  Standardization Council I4.0  



  6)産業界 動向:[11,23,26] 

   I 4.0  11)   6年 生産性向上           変革 
       SAP    企業(  作      化 牽引車
 (1)      
   H.      CEO(01~13) 選択 集中 98半導体 07    整理 
   11 9原発 撤退      化推進(01~07       会社買収(50億
                       提供可能 

    .       (13~       2020 (14     化計画 鍵   
        総額1兆円       会社買収   電動化   自動化    
      化  仮想空間          作成             

     構築  事業部再編 16 9             事業部新設   
        要員2万人 自社株保有 16.5万人 
  

  

    



 (2)    [26]

   B            14~ 初 米国人     鍵       
      開発 新    創造 組織次第

   人材         多様性 重視  要職 若手(30代 登用 管
   理職 25%女性 自閉症者1% 
   非財務指標 CO2排出削減量 重視
          VW               作 推進
   10年前ERP 統合基幹業務        開発 
   HANA 高速       開発       新      



  戦後    培     非  化 脱         )化 環境保護= 
 反核 平和運動  連携[7,23]

  戦後   史

 1) 基調: (1)非  化  (2)     化 58年 EEC結成 NATO軍創設 加盟 

   70年代 東方政策   (3)環境保護=反核 平和運動 75年    原発反対 79
   年     核搬入阻止運動 83年緑 党 国会 議席 86年       原発事故  
     (4)   冷戦       壁崩壊(89)  東独   編入 統一 90)       
         条約 EU 欧州連合 発足(92)  NATO軍地位協定改定(93 裁判権 基地管理
      権回復 軍関係者40万人 11万人(01)   中 東欧EU加盟 90年代    EU危
   機対処 09年    難民受入(15 100万人)
 2) 環境保護政策[23] 
 (1)   政権 CDU    CO2排出量 90 2005年/90年比 5% 
   



            購入法 91 再生可能     買取制 5%条項   
       京都議定書  98締結 01年発効 温暖化  2012年/90年比 
    21%   電力自由化 98 4 
  (2)      政権 SPD 緑連立  98 9 05 9 : 脱原発合意 (99 1 財
   界)   再生可能     法改訂 00 5%条項撤廃    原子力法改正
    02 1 原発廃止決定    労働市場改革 02     改革  労働時間 労
   働形態柔軟化 WS 通  失業者増回避 以降雇用者数13%増 [13]

 (3)    政権 CDU/SPD連立 05.9~)[6,7,11]

     高度技術戦略  06 脱化石燃料 脱大量生産 消費 廃棄 

     2022年   原発廃止宣言 (11.5.30       脱原発 同.9 

     高度技術戦略2020  同.11  I 4.0 位置付       
         4.0   単  国益追及     普遍性 持 将来
 構想 脱化石燃料 原発 脱大量生産 重化学工業 脱国家  連携

 

  

      

    



II      I I C   第3 波  
              ICT先進国 産業 空洞化 
    2012年 GE  Industrial Internet Concept 提示[11,12]

   2014年3月 GE他4社 IIC Industrial Internet Consortium)設立

   契機 中国経済台頭(01~  金融危機(09.2 自動車産業救済)     自動
      運転車開発(11)       製造業 呼 戻   2017年   製造業雇
      用 100万人創出  09    )[1~3,5,7]

  2)目的 製造業軸 全産業 運輸 流通           化
  3) 特徴 民間企業 GE,IBM,    ,C S,AT&T 5社主導      会員制 
      会費5千$ 5千万$以上企業5万  R&D 非営利2.5千  政府機関1万2
      千   180社 14 独 6 日企業含  参加   後250社 増加     



  4) 背景 
  (1)政府 製造業再興 最優先課題
    自動車産業救済 09  GM        850億  
     2009年米国再生再投資法 (09.2 8千億 )
     先進的 製造業        構想 (11 5億$予算 
    1990年加州ZEV規制以来 低公害車規制 10州  強化 18 対象拡大 
  (2)GM 製造業回帰[5,6]

        CEO(81~01  脱 製造業         化 非製造業 40%  
     20年間 売上高5倍 純利益8倍 00年株価時価総額6010億$ 世界一 
     80=140億   
        CEO(01~17)     路線継承 07年 過去最高益 [12]

     金融危機(08 金融関連特損160億  
     製造業回帰 選択 集中 弱電 放送 映画 金融部門整理          

     産業機器中心 

          

   



       営業利益2兆円    並  機器提供者 役割陳腐化 怖  [3]

     製造業     化 09 産業用        = Predix 自社開発  
       産業用機器分野 巨額買収(14 仏充電                
       部門 1兆円 16 韓国排熱回収    2億5千万  
      Industrial Internet  数十億 構想発表 11 
                     開発拠点設置(11)
       2020年      事業売上高150億 企業 IT企業   10入目指  
            GE Digital独立 15 2.6万人  16 売上高40億  
     本社     移転 16    
       2016年 売上高 1236億   91%産業用機器
         退任 17.7)            CEO  
        CEO 16年間 売上高2倍 R&D投資22億 55億 (16) 株式時価
             総額1/3 減少 
   

      

   



     Apple; iPhone 07,iOS     Android 2強  Amazon; AWS     S
           自動運転車開発(11) 猫 画像認識(12)[3]

   (3)IBM       分野 最重要顧客 新興企業 奪   危機[11]

         分析        実用化(14    分析 3千億 投入 
      IoT本部立上 (15) 組込                接続     
      分析 

                     医療診断処置 利用

   (4)                販売            転換

   CPS Cyber Physical System   転換
     製品販売       販売 長期的価値 最大化 

    民間企業主導     政府 強力 支援 受  

  

   

      

   



III 中国 製造強国 [14]

   201 年11月  第12次5 年規画  IoT M2M 重点分野 一  

   2014年     首相 訪中 協力要請
   2015年3月  中国製造2025 制定 製造大国 製造強国  
   契機 金融危機(08) 過剰生産 製造大国危機  環境問題悪化

  2)目的 製造大国   製造強国  大衆創業 大衆創新  
  3) 特徴 90~00年代 IT化     化 共 製造大国化 金融危機 機  製
      造強国  転換 目指 

  4)背景  2015年 特許出願件数100万件 世界一 日 40万件 [18]

     華為         企業別 2014~ 年 2年連続世界一 Apple     
             協定締結 華為 Apple(769件  Apple 華為 98件  出超 
         生産 世界一 
     



         PC生産世界一         家電販売   世界一  
             通販  小米    生産  百度 検索     
         留学 IT技術者帰国 起業     化 新担 手 
 5) 現状 [10]

   2015年6月 中独 I 4.0 規格策定 向  協力作業開始       標
     準        形成  布石 

         2016年 第13次5 年規画  2020年   EV/PHV500万台普及目標   
            補助 利用環境補助政策 NEV規制 18,HV除外  20社対象 [25]

     2017年     7/22) 日産(8/29)  19年  中国 EV生産 発表 
   台湾 韓国    詣   Fox.con  I 4.0 転換 企業   追及 
    2015年4月        首相         招待         
       政策  ICT技術 積極的導入推進表明  2017年6月 2030年EV車
    以外販売禁止声明

   

   

      

   



IV 日本  第3 敗戦 [23] 

   2015年3月     首相 訪日 首脳会談 協力要請 中小企業分野 
        7月 GE     会長来日
       10月 IoT推進       設立
  2016年6月  日本再興戦略2016 第4次産業革命 向     [27] 

     2017年6月  未来投資戦略2017  Society5.0       [28]

   契機     首相 訪日 働    自動運転車PH喪失危機

  2)目的       成長戦略 失敗 補填 成長戦略 一環    
  3) 特徴 
    成長戦略 一環 2020年GDP600兆円目標 一部 30兆円  [27]

    国民的議論 欠如

    担 手     企業 産業 不在

 

  



 4)背景 
 (1)      :金融危機(08) 東日本大震災 F1原発事故(11)
       二重危機 対  巨額 財政支出 公共投資 財政規律無視  異次元 金
      融緩和 武器 原発輸出依存 成長戦略 臨 [1]

       異次元金融緩和    政策  物価上昇率   目標 
      株高 円安   輸出企業 収益増
      2%目標達成目途立  (    化 GDP 物価引下 効果無視 
    成長戦略
     原発輸出政策破綻 F1事故後 原発建設   上昇 米      開発成
     功 再生可能        低下 

     武器 原発輸出政策破綻    I 4.0  IoT AI       代替[27]

   I 4.0  IoT AI         生産     化推進 GDP 雇用減 帰結 
      革命 時代認識 欠        政策  第3 敗戦  [23]    

      

   



  (2)産業界     企業 産業不在[20]

   総合重 電 機企業  2006年原子力       経産省誘導 
    東芝 米WH 買収 6千億円  2012年    原発2 3号機 
        原発3 4号機落札 78年      原発事故後34年  新設
      許可  F1原発事故後規制強化 建設   増     技術者退
    職 巨額赤字 17.3, 1兆100億円  破産
    日立 GE 合弁 GE原発製造部門持             
       特化 原発建設部門 日立 GE原発事業 売上高 1%以下 
    2012年原発4基落札出来  2017年3月期決算 米原発事業 700億円
      営業外損失         R&D撤退 17 9 
        三菱重工 仏    出資 合弁 80年代以降仏電力 受注一巡 激減 
           00年代     原発3号機建設遅滞 訴訟 建設   上昇 14年度50億  
            損失      500億円出資 F1事故後     続出 仏30%出資要請
      

   



  情報 通信 弱電産業[20]

  2000年代     化 進展  韓国 台湾 中国企業 主導権移  製
  造業生産額114兆円 97      00年代以降90兆円台 電機 電子凋落 [23]

      製品 技術革新急     製品 違 作 方    差 出  

    半導体 液晶製品   韓国企業      LG  
               台湾 EMS Fox con  
    白物家電 PC製品   中国企業            
        関連基幹製品 CPU MPU OS Soft PH 
    米IT企業 IBM Intel Microsoft Apple 依存 下請 販売企業化
  電力会社 電電公社依存 不況時 設備投資 景気回復 利益 電気料金 
    電話料金値上  回収  親方 日 丸 経営 [20]

  IBM製品 販売     依存
  日本的経営 年功序列型 組織継続 経営者層 60代 大半 
   

   

   

        

   



  研究 開発
  科学論文数 英 Nature 2017 3 特集 [21]

    世界 発表   論文数 過去10年 80%増 日本14%増
     2005年 7.4%   2015年 4.7% 絶対数 減少  中国躍進 
  2004年国立大学法人化 運営交付金削減 教育支出対GDP比OECD平均以下 
  特許出願数 2015年 日本40万件 減少 中国100万件 増加 世界一 
  脳神経科学研究[24]

    米 Brain Initiative;  2014年~19 短期 24 中期 29 長期     5000億円
     EU Human Brain Project;  2013年 10年計画          1500億円
     日 脳科学研究戦略     ;  2015年 10年間                  113億円

  NRI      化進展 企業 意識調査  2016.12~2017.1 [16]

       化  対応遅      90%)  自社 経営 影響   (90%)
 

     

   



     課題 展望 

  現状     革命 一次 70-80年代 PC  二次 90-00年代 IT  三次

  10年代 AI IoT  第三局面         4.0   指数関数的変化 変曲点 
       化  組合 型        [5]

  課題

  ) 大恐慌後 30年代 経済 制御  手段    GDP概念 統計 創出
    金融危機後 2010年代 Cyber新世界 制御  手段 創出 必要
      OECD委員会 幸福度指標     IoT AI         処理
   2) Cyber新世界 特徴[7,8]

            OS          共有財    生産物 限界費用   近  
          起業 容易 物財     土地 工場 機械 設備 輸送手段不要 
                 企業 Amazon(94) Google(98) Facebook(04)等  起業10年
          足   上場       500企業入 
   



  3) Industry 4.0  世界 Cyber Physical System 
  IoT Cloud/C(AI)           仮想 Cyber)世界 現実 Physical)世界 融合
     物財生産 行   [2,6~9]

  (1)仮想空間    作成 試作 現実世界 生産 全過程      
          可能

      製品 修理 機能向上可能                       
              機械                              
                   握  者 勝者
  (2)        生産 注文生産 大量生産化 
      見込 生産   在庫 売 残  解消    生産者主導   消費者主導
   (3) CPS               生産[7,8]

     消費者 地元 機器生産可能 輸送    原材料   削減 
             生命科学 発展 原材料 現地調達 可能 [7]

 

  



3. 展望
        再生可能       食料 機器 現地生産可能 社会  移行
 可能性

       源 原材料 生産手段 偏在(稀少財  所有   市場経済  
        源 原材料 生産手段 普在 潤沢財  共有   協働互酬経済
  [7,9,22]

  過渡期          経済 両者 共存  [7]

  価値観 世界観 転換 二元論的 要素還元的 機械論的世界   一元論的 全体関
  係的 生命論的世界  部分 分断科学   全体 関係科学 宇宙誌 生命誌 人類誌 

 宇宙 膨張 冷却 分化[15] 

 複雑         必  小  世界                存在  小  距離 

   高度 相互連結 条件 

 主体    人間理解 人間 自然 一部 自己考慮型   他者考慮型 [4,17] 
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