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　この一年、いよいよIoT（Internet of Things）、
ビッグデータ、AI（人工知能）という言葉が
世の中を激しく飛び交い始めました。読者の
中には、昨年の新年号において、私が一つの
項目を割いて「AI（人工知能）新時代の到来・・
その産業イノベーション的な衝撃に括目せ
よ！」と題したことを覚えている方もいるか
も知れません。そこでも指摘した通り、経営
者にとって最も大事なことは、「電気製品がネ
ットでつながるとこんなことができる」とか
「ロボットがこんなにすごいことになる」とい
った個別の製品やサービスの当たり外れでは
ありません。問題の本質は、このようなイノ
ベーションの波が、産業構造をどのように変
えてしまうかです。

　しかし、これだけ世のスポットを浴びてい
るにも関わらず、産業論的な本質が論じられ
ることは少ないのが実情です。

１．歴史は繰り返す・・・
　　これ以上、デジタル革命の敗者に
　　なることは許されない

　私たち経営共創基盤は、東大を代表するAI
ラボの一つである松尾研究室との共同研究な
どを通じ、この領域でかなり早くから社会実
験や事業開発に取り組んできました。そこか
らは、既に、教育分野などいくつかの産業を
根底から変えつつある強力なビジネスモデル
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られる領域はどんどん小さくなっていきます。
　その結果、残念なことに、ここまでのデジ
タル革命、特にその第2ステージにおいては、
日本のエレクトロニクス産業の多くは、ほぼ
負け組となってしまったのです。

２．産業、事業、会社の基本構造の
　　急激なモデルチェンジに備えよ

　今、このデジタル革命の波が、全ての製造業、
もともとITと相性の良い金融業、さらには農
林水産業やサービス産業全体にも押し寄せよ
うとしています。多くのヒト、モノ、サービ
スがネットでつながり大量のデータが集積す
る。そのデータを使ってAIが飛躍的に発達し、
そこから新たなビジネスモデルが生まれ、全
ての産業で、自動化、ロボット化、標準化も
加速する。社会実装されたAIはそこでデータ
を吸収、「自己学習」し、より賢くなっていく。
そして産業の姿を大きく変え、生産性を革命
的に押し上げる。今までのデジタル革命のア
ナロジーでは、製造業はサービス化し、サー
ビス業は製造業化して、多くの産業が2.5次
産業化するでしょう。ドイツなどで言われて
いるインダストリー 4.0の動きは、要は2.5次
産業化した新しい産業の姿を第4次産業と呼
ぼうとしているという捉え方もできます。
　IGPIでは「ものづくり戦略カンパニー」（旧
ネクステックカンパニー）を中心に数多くの
製造業関連の仕事に携わっているのに加え、
私自身、我が国のトップ電子制御部品メーカ
ーであるオムロン社の取締役を8年以上勤め
ています。その実感から言えるのは、このイ

も生み出されています。
　こうした経験と、私自身が、90年代に今の
ソフトバンクモバイルの前身にあたる携帯電
話会社の創業に携わった経験とを重ね合わせ
ると、この変革の波は、80年代のコンピュー
タ・ダウンサイジングの波（デジタル革命第
１ステージ）、90年代以降のインターネット
とモバイルの波（同第2ステージ）に続く第3
ステージ、すなわちデジタル化による破壊的
イノベーションの最終章ではないかという仮
説にたどり着きます。
　過去、デジタル革命の破壊的な影響を受け
てきたのは、コンピュータ産業、続いて通信
やＡＶ機器などのコンシューマエレクトロニ
クス業界であり、こうした業界ではビジネス
モデルが根こそぎ変化し、業界構造も主役企
業の顔ぶれも一変してしまいました。
　産業構造論的には、デジタル化によってハ
ード・ソフトの両面で標準化の波が強烈に襲
い掛かります。標準化は水平分業化を促し、
モノづくりにおいては、どこを差別化領域と
して自らつくり込み、何を標準品やアウトソ
ーシングですませるか、鮮烈な「仕分け」が
求められます。
　そして産業のバリューチェーンの中では、
いわゆる「スマイルカーヴ現象」が起きて、
川上側において寡占化の勝者となったコンポ
ーネントメーカーや材料メーカーと、川下側
で顧客インターフェースを抑えてプラットフ
ォーム化したサービスプロヴァイダーとに利
益が集中します。我が国の電機産業に多かっ
た、川上から川下までを系列モデルで垂直的
に統合し、しかも組立工程を付加価値の源泉
とするモノづくり企業のモデルが利益を上げ



ンダストリー 4.0運動から間違いなく派生し
つつあるのは、部品の標準化と工程の標準化
です。やはりデジタル技術によるネットワー
ク化は、標準化と相性がいいのです。今までは、
主に勘定系や情報系に留まっていたERP化も、
生産現場やSCMのコア部分にまで企業を超え
たネットワーク化を前提に広がる気配です。
個々の企業としては、何を「競争領域」とし
てクローズにし、何を「共創（非競争）領域」
としてオープン化するか、非常に難しい「あ
れか、これか」の戦略的判断を求められるで
しょう。
　川下側に目を転じると、そこに事業ドメイ
ンを設定する企業は、本気で顧客との直接的
なインターフェースを抑え込み、データ蓄積
で優位に立ち、AI技術を活用してスイッチン
グコストを高めるビジネスモデルを構築しな
くてはなりません。金融業においても、かつ
ての製造業のファブレス化と同じく、水平分
業化とプラットフォーム化を徹底したいわゆ
るフィンテック型ビジネスモデルへの転換に
対応できない既存のプレーヤーは、今後、淘
汰される可能性が生まれます。ここでは、愚
直に「ものづくり」をしていても、あるいは
誠実に「おもてなし」をしていても、それだ
けでは強固な競争障壁を作れません。ある意
味、大変なしたたかさを求められます。
　要は、既にコンシューマエレクトロニクス
分野で起きた標準化の波、水平分業の波、ス
マイルカーヴの波が、今後はほとんどの産業
領域に押し寄せる可能性が高いのです。そし
て歴史からの教訓は、それに備えるには、事
業モデルはもちろん、会社のかたち、ガバナ
ンスや人事・組織の基本構造についても（じ

つはその背景にある規制や法制度も）強烈か
つ迅速なモデルチェンジが求められるという
ことです。

３．BAI設立、IoT推進ラボ座長就任・・・
　  顧客企業とともにスピードを上げて
     ビッグチャンスに挑戦！

　今回、デジタル革命の鍵となるのは、自動
運転にせよ、医療・介護のロボット化にせよ、
我が国のお家芸、メカトロニクスが関わる分
野です。そこで解決が期待されている社会課
題は、少子高齢化、人手不足やエネルギー問
題など、日本が世界に先んじて直面している
課題群。そう、然るべき環境さえ整えば、我
が国をホームグラウンドとしている企業は、
じつは世界の最先端に踊り出られる、まさに
「ビッグチャンス」に遭遇しているのです。
　私たちが5年以上にわたる東大、松尾研究
室とのコラボで実感したのは、この領域の技
術は、社会実装して現実の大量の社会データ
にふれることで、学術的な基礎研究も飛躍的
に発展するという事実です。伝統的な研究領
域のような学術研究～基礎～応用～実用化と
いう線的な段階を必ずしも踏まず、むしろ学
術研究と社会実装が相乗しながらスパイラル
的に発展する特性があるのです。しかもその
発展過程は加速していきます。要は先に社会
実装した方が、技術的なブレークスルーでも
優位に立ち、ビジネスと技術の両面で加速度
的に先行し圧倒的な競争優位に立つというこ
とです。先手必勝のスピードゲームなのです。
　そこで、先にふれた教育分野などに加え、



さらなるイノベーション、生産性革命をより
広い産業分野でスピードアップするお手伝い
をすべく、昨年10月、私たちは松尾研と共同
でBAI（ IGPIビジネスアナリティクス＆イン
テリジェンス）社を設立しました。顧客企業
の皆さんが有するデータの分析とAI開発を連
動させ、リアルな事業開発を支援するととも
に、そうした社会実装から得られた知見を基
礎研究にフィードバックし、さらにその研究
成果を社会実装に展開するというスパイラル
を加速する狙いです。案件の性格によっては、
IGPI自ら投資して、事業開発に共同参画する
ことも考えています。
　加えて、昨年11月には産官学の共同でIoT
推進コンソシアムが発足し、私はその実働部
隊の一つである、先進的事業モデル推進ワー
キンググループ（通称「 IoT推進ラボ」）の座
長に就任しました。本コンソシアムは、750
もの企業・団体が参画し、IoT、ビッグデータ
そしてAI（人工知能）革命による破壊的イノ
ベーションの時代に対応した規制改革や新し
い事業モデル創造の推進を企図しています。
　IoT推進ラボでは、先進的な取り組みを試み
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BCG、CDI代表取締役を経て、産業再生機構COOに就任。機構解散後、IGPIを設立し現在に至る。
オムロン社外取締役、ぴあ社外取締役
経済同友会副代表幹事　財務省財政制度等審議会委員、財政投融資に関する基本問題検討会委員、内閣府税制調査会特
別委員、内閣官房まち・ひと・しごと創生会議有識者、内閣府総合科学技術・イノベーション会議基本計画専門調査会
委員、文部科学省中教審実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化に関する特別部会委員、金融庁スチュワー
ドシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議委員、経済産業省産業構造審議会新産業
構造部会委員他。
東京大学法学部卒、スタンフォード大学経営学修士（MBA）、司法試験合格

る企業や組織（国内外のベンチャー、大企業、
大学・研究機関など）が、そのテーマを持ち
寄り、それぞれに抱えている課題、例えばベ
ンチャーなら資金や経営人材、大企業ならベ
ンチャーとのネットワーキング、共通の課題
として社会実装時に壁となる規制改革などに
ついて、解決を支援し、イノベーションを加速、
現実化するアクセラレータ・プラットフォー
ムのようなものを目指しています。

　昨年の年頭巻では、「2015年が、後から振
り返って、デジタル革命最終章において日本
の産業界による逆襲の始まった年と呼べるよ
う」にしようと書きました。もちろん、その
スピード感においてまだまだ満足とは言えま
せんが、この一年間で、IoT推進コンソシアム
をはじめとして、色々なレベルで何とか反転
攻勢の構えは出来つつあります。
　2016年は、読者の皆さんと共に、こうした
運動をより実践フェーズへと発展させ、産業、
事業、会社のかたちを、よりスピーディーに
目に見える形で変革する「実行加速の年」に
したいと思います。



「創る⇒作る⇒造る」の再定義　

　製造業の付加価値創造プロセス、創る（製
品企画） 作る（開発/設計） 造る（製造）
の中で、デジタル化の影響を最も受けるのが、
「造る」プロセスです。企業内においては、AI
を活用した自律最適化による生産効率の飛躍
的向上が狙えますが、これらが更に加速する
と企業の壁を越えた最適化、つまりは生産現
場における標準化が一気に進んでいくでしょ
う。さながら、どこに行っても、ある特定の
工程についてはどこも同じやり方でものづく
りを行うような世界です。この「造る」につ
いては、デジタル化によって付加価値がITに
移っていき、いかに最適な工程設計を、自社
のみならず他社連携も含めてデザインできる
かが勝負になってきます。一方、最上流の「創
る」については、当面は人間の創造性に委ね
られる要素が残ります。AIの専門家によれば、
現時点のAIの実力でも、過去10年の車の販

売データ（車種や価格、購買者の属性等）を
解析すれば、およそ8割の精度でヒットする
車のデザインは可能だろうとのことですが、
いきなり六輪車とか二階建て車などの斬新な
発想が出てくる訳ではなく、過去の延長での
最適な予測化が行われるのみです。市場の声
に耳を傾ける、自社技術を梃子に新たなもの
を世に送り出す、この辺りは引き続き人間に
軍配が上がる領域です。問題は中間にある「作
る」プロセス、ここでは上流のアナログ情報
を下流のデジタル工程へいかに受け渡しする
かの変換能力、ここでの人の巧拙が になり
ます。現時点でも製品アーキテクチャの検討
過程において、自社コア技術との整合、キー
コンポーネントのコモディティ化度合いやサ
プライヤーとの力関係等に鑑み、すり合わせ
と組み合わせをどう織り交ぜるかの設計を
行っていますが、インダストリー 4.0の世界
になると、更に工程の標準化や均一化、熟練
工AIの出現などの変数が加わり、このアナロ
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グ デジタル変換プロセスが益々複雑化して
いくことになります。

「すり合わせ×組み合わせ」の程よい塩梅

　例えば、自分たちは「創る」に特化、「作
る」についてはモジュール型アーキテクチャ
をベースに、「造る」を徹底的にオープン化、
もしくはEMSを最大限活用してファブレスに
なるというのも一つの戦い方です。また、大
型製品を完全受注・一品料理ベースにて請け
負うようなメーカーは、依然としてすり合わ
せ要素が強く残り続けるので、クローズドな
世界で戦い続けることもありえるでしょう。
しかし多くのメーカーは、この間のどこか、
つまりは付加価値を囲い込む“すり合わせ”領
域と、 徹底的に低コスト化を目指す“組み合わ
せ”領域について明確に定義し、この塩梅をど
うするかについて競争優位性の観点から組み
立て直すことが必須となります。

「何を作るかに加え、どこで稼ぐか」
新たなビジネスモデルを組み上げる

　バリューチェーンを製品ライフサイクル全
体にまで拡げてみた場合、インダストリー 4.0

の世界では“サービス産業化”という戦い方も
視野に入ってきます。コマツのKOMTRAX
は、建機の稼働状況を徹底的に見える化する
ことで、顧客の与信やメンテナンスコストの
削減などをサービスモデルとして展開、収益
基盤の強化と競争優位を実現しています。一
方、フィールドサービス部門はコストセンター
的位置づけという企業がまだまだ多いのも事
実で、今後はIoTを上手く活用しライフサイ
クル全体の中のどこで稼ぐかについて、まだ
まだイノベーションが産まれる可能性を沢山
秘めていると思います。とにかく早くデータ
を収集して蓄積したもの勝ちの世界ですから、
すぐに動き出すことが大切です。

「インダストリー4.0は見える化4.0」
継続した足腰強化を

　結局のところ、インダストリー 4.0は「も
のづくりの見える化」である訳で、その前段に、
見える化1.0 ～ 3.0として、ものづくりの足
腰があると考えています。

 ・見える化1.0：収益の見える化

　製品数・部品点数の増大、生販拠点のグ
ローバル化の進展により、グループ会社間

インダストリー4.0　どう備えるか

ものづくりの思想をどうするかという問い

自社としての『創る 作る 造る』を再定義すること

オープンな
世界

クローズドな
世界

プラットフォームに乗る
徹底的な標準化とCD
要求に応え続ける
ファブレスになり、ものづ
くりを割り切ってしまう

強みの源泉を見極め、「すり合わせ」
と「組み合わせ」のメリハリをつける
どういう塩梅にするか、どう設計を
作り込むかが肝
（アーキテクチャ戦略）

自社流を徹底的に磨き
きり、ダントツ化
ただし、ガラパゴス化、
高コストのリスク　
（規模は狙いづらい）
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ベンチャー企業経営の後、日本NCR、タワーズペリン、ADLにおいて事業戦略策定や経営管
理体制の構築等の案件に従事。IGPI 参画後は、製造業を中心に全社経営改革（事業再編・中長
期戦略・管理体制整備・財務戦略等）や事業強化（成長戦略・新規事業開発・M&A等）など、
様々なステージにおける戦略策定と実行支援を推進。
慶應義塾大学経済学部卒、レスター大学修士（MBA）、ランカスター大学修士（MS in Finance）

取引の商流や取引構造が複雑化し、事業や
顧客、製品といった軸で一気通貫した収益
管理が益々難しい状況に。一番大事な、「ど
の拠点・顧客・製品が儲かっているのか（い
ないのか）」を見て、正しい意思決定が行
える仕組み作りを行う。

 ・プロセスの見える化（2.0）

　製品企画から概念設計、基本設計の流れ
の中で、上流から下流へのバケツリレー型、
しかもうまく引き渡しが行われないケース
が良く見受けられます。更に同じフェーズ
内でもメカ・エレキ・ソフト間の整合も難
しく、製品ライフサイクルの短命化などに
より、開発部門は疲弊状態。インダストリー
4.0の世界になると、アナログ デジタル
変換が更に高度化するので、少なくともプ
ロセス自体は整流化し、余計な手戻りを発
生させない仕組み作りを行う。

 ・顧客ニーズの見える化（3.0）

　顧客ニーズをものづくりプロセス全体の
中で共通言語化するということ。顧客要求
は何でも聞きたい営業サイド、機能てんこ
盛りになりがちな開発サイド、造りやすい
設計を求める製造サイドと同床異夢になり
がちだが、顧客要求 製品仕様 製品構成
へと展開し、共通言語化してプロセスが流
れる仕組み作りを行う。

　インダストリー 4.0によって、その前段に
ある見える化1.0 ～ 3.0は、より一層高度化・
複雑化・高速化していくことは間違いありま
せん。これらは業種に関係なく普遍的かつ本
質的な製造業の足腰です。自分たちの見える
化段階はどこにあるのか、まずはそこをしっ
かりと押さえて基礎力を高めていくことこそ、
その先にあるものづくりデジタル革命の勝者
となるための入場切符でしょう。

インダストリー4.0 は見える化4.0！

真価の発揮には、3つの基礎力を作り込むことが前提

付加価値強化

生産性強化

ものづくりの見える化
　 Industry4.0

顧客ニーズの見える化
　市場の多様化・
　グローバル化

プロセスの見える化
　モノの作り込みが
　益々多様化収益の見える化

　製品・部品数・拠点の
　掛け算的増加



であれば一日で回せるトライアンドエラーのサ
イクルが、製品にもよりますが短くても数週間
以上かかるような時間軸となります。
           トライアンドエラーのサイクルが長くな
りがちであるからこそ、このサイクルをいかに速
く回すかが他社に先んじる成功要因となります。

　自社に存在するデータの活用を行うケースに
おいても、実際には既存データの棚卸ができて
いないケースが存在します。データの広がりに
は、件数の大小である「縦の広がり」と、デー
タの種類が増える「横の広がり」がありますが、
特に「横の広がり」が複数部門にまたがる場合、
同一の顧客について複数部門で異なるコードや
微妙に異なる名称が付されているケースが非常
に多く見られます。このような名寄せ作業は一
見泥臭いですが、データ活用のためには避けて
通れない第一歩です。
           社内データの活用には、データの棚卸と
データ間の「横のつながり」の確保が第一歩です。

　一般的にビッグデータ解析をともなう IoT 系
ハードウェアの開発は大きく、①製品・サービ
スの仮説立案、②ハードウェア開発・設計（各
種センサの実装を含む）、③取得したデータの
解析およびモデリング、の 3つのフェーズに分
かれます。
　当然にして、これらのステップは何度も
フィードバックのサイクルを重ねてブラッシュ
アップされていくものです。例えば製品・サー
ビスの仮説に誤りがあれば、実装されるセンサ
がオーバースペック（ジャイロセンサで足りる
ところにカメラを付けてしまう等）またはアン
ダースペックになる危険があります。実装され
たセンサと取得データに誤りがあった場合で
も、実際に解析やモデリングに失敗してはじめ
てそれが明らかになるケースもあります。また、
時系列での母集団の蓄積に時間がかかるケース
（故障の事例を集める場合など）でも検証サイ
クルに時間がかかります。このため一般には開
発サイクルは長くなり、例えばWebサービス

トライアンドエラー
サイクルの長さ

自社の既存データの活用

IoTとこれを通じたビッグデータ、AIの活用が日本企業にとって大きなチャンスであるとともに、
その実行スピードが絶対的に求められる最重要課題であることは論を待ちません。一方でこの領
域には、主にハードウェアを扱うからこその固有の困難性が存在します。本稿ではいくつかの視
点から、個別企業における取組の典型的なリスクや落とし穴と、その対処法につき考察します。

豊田 康一郎　 
経営共創基盤（IGPI）　マネジャー

IoT系製品・サービス開発の
リスクと対処法



　新規に製品・サービスを開発する場合でも、
自社の既存のデータを活用する場合でも、ある
程度パッケージ化された分析ではなく新規の取
り組みとして解析を行う場合、解析結果の期待
値と解析に要する期間を事前に正確に予想する
ことは優れたデータサイエンティストであって
も難しいケースが多いのが実情です。この場合、
自社のプロジェクト評価としても、自社の一般
的な他事業と同列のDCF的評価ではなく、「上
手くいけばこれだけの価値があるのでこれだけ
の資源を投下して賭けよう」というリアルオプ
ション的評価が合致すると考えられます。
 　　　 IoT系事業の評価はリアルオプション
的観点を持つ必要があります。

　IoT ベンチャーの最大の特徴とハードルは、
多くの場合ハードウェアの開発から生産まで
を行う必要があることです。そもそも我が国
において起業する人材の多く（特に若手層）は
ネット育ちの人材が多いため、ハードウェアの
開発から試作、量産に至るまでのものづくりの
プロセスに明るくなく、設計図を描けないベン
チャーも存在するのが実情です。これらものづ
くりプロセスをこなせる人材の多くは未だベン
チャー市場には出てきていません。加えて IoT
系ベンチャーに多いテクノロジーサイドの人材
は法規制の存在とそれを乗り越えることの困難

性に十分な注意を払わないケースが多いのも実
情です。
　ハードウェアはものづくりのプロセスが長い
ことに加え、量産までの必要資金も相対的に大
きくなります。その長い道のりの中で、チーム
が途中で立ち行かなくなるケースも多く見られ
ます。IoTベンチャーは必要スキルの関係から、
メンバーを集めにくいこともチーム運営を難し
くする要因です。
 　　　 IoT ベンチャー側は設計と規制の重要
性を認識し足の長いビジネスに耐えうるチーム
アップが必要です。

　ものづくりがわからない IoT ベンチャーに
とって、（特に製造業系の）大企業との連携は
非常に有効な手法であり、IoT ベンチャーが大
企業の出資を受け入れたり協業してメンターが
付くようなケースにおいては、上手く回れば補
完関係から好循環が得られます。しかし（IoT
に限りませんが）得てしてメンターが十分な時
間を取れなかったり、大企業側は意図していな
いにもかかわらず IoT ベンチャーに、「自社に
都合の良い、デザインしてパーツを作ってくれ
る下請け」のように接してしまい、メンタリン
グ能力を発揮しきれず、単なる業務委託の域か
ら脱せないケースも存在します。
         IoTベンチャーと大企業はお互いのカル
チャーとインセンティブの違いを理解し期待値
を明確に設定する必要があります。

豊田 康一郎　 経営共創基盤（IGPI）　マネジャー
あずさ監査法人にて製造業、エネルギー業、製薬業を中心に、会計監査、内部統制監査
および財務デューデリジェンス業務に従事。IGPI参画後は、製造業、情報サービス業、
外食業、小売業、エンタ－テイメント業、ネットベンチャー等を対象とした、プリンシ
パル投資の検討・実行、経営計画策定支援業務、業務改善ハンズオン支援業務、新規事
業開発業務、M&Aアドバイザリー業務、PMI業務に従事。
東京大学大学院工学修士、公認会計士

プロジェクト評価の観点

IoT ベンチャーの特性

ベンチャーと組む
大企業側の目線




