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はじめに

企業情報システム（IT システム）は，情報技術の革新及びインターネットの普及によ
り大きく変貌してきている。つまり IT システムはサイロ型のシステムから，インター
ネットとシームレスに接続されたイントラネット（Intranet）へと進化し，さらに SCM

（Supply Chain Management）や EC（Electronic Commerce）等の企業間ネットワー
ク（Extranet）へと拡大してきた。そして端末機器もスマート化し，UX（User 
Experience）も格段に向上してきている。その利用範囲も企業間のみならず，（顧客）
個人まで広がってきている。しかもユーザーが利用している機器は，一般個人のほう
が企業内ユーザーよりも進んでいるケースも多くなってきている。

一方で様々なソフトウェアが電化製品や自動車などの電子機器に組み込まれるよう
になり（組込みシステム），結果として生産コストに占めるソフトウェアの割合はハー
ドウェアよりも大きくなってきている。組込みシステムは，電子機器そのものがハー
ドウェアの一部品として多種多様であるため，IT システムに比べて比較的小規模で，
しかも他の組込みシステムや IT システムとの連携が無いケースも多かった。

ところが最近になり，IoT（Internet of Things）や AI（人工知能），さらにはこれ
までの情報システムと異なるシステムアーキテクチャを持つブロックチェーンなど，
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様々な技術や機器が情報システムに組み込まれつつある。そしてこれまで IT システム
と組込システムは別々に扱われていたが，今後統合されていく可能性が高い。同様に
金融の世界でも，FinTech により金融と IT が融合し，情報システムの使い方も広がっ
てきている。製造業においてもドイツで推進しているインダストリー 4.0や GE が中心
となって推進しているインダストリアル・インターネットなどにより，これまでの情報
システムが大きく変わろうとしている。

本研究では，代表的な先端技術である IoT と AI，ブロックチェーンに絞ってその技
術動向を調査し，これらの先端 IT がこれまでの情報システム及び産業・企業にどの
ような影響を与えるのかを考察する。

１．これまでの情報システム発展の流れ

１.１ 情報システムの現状

１.１.１ 加速化するデジタル化

デジタル化とはアナログ情報がデジタル情報に変化していくことであるが，その代
表例が2011年７月のテレビ放送のデジタル化である。私たちが扱う情報（データ）は，
これまでほとんどアナログ情報であったものがコンピュータの利用の拡大とともに，デジタ
ル化されてきた。その結果，世界のデジタルデータ量は2011年に約1.8ゼタバイト

（1.8兆バイト）だったが，2020年には約40ゼタバイトに達する１）という。このデジタ
ル化によりデータの利用価値も飛躍的に向上してきている。例えば，多くのコンテン
ツがデジタル化され蓄積されてきたおかげで，誰もがスマートフォンや PC を使って簡
単に情報の検索・取得・発信が容易になり，音楽や映像を楽しむことも可能となった。

企業においても，扱うデータはデジタル化され，基幹系の業務処理を中心に，コン
ピュータを駆使した情報システムを利用することにより業務が遂行されている。電子
メールの活用が当たり前となり，業務連絡や共有情報もデジタル化され発信・取得が
容易になった。また私たちが使用している様々な製品にもコンピュータが内蔵され，
デジタル化された情報はそこに組み込まれたソフトウェアにより処理されるように
なってきている。実際，それら製品の開発費の50％をソフトウェア開発費が占めるよ
うになってきている２）。

企業間取引も同様である。電子商取引が拡大し，B to B 市場は2015年で約288兆円
（広義の EC 化率27.3％），B to C 市場は13.8兆円（広義の EC 化率4.8％）と，順調に
拡大している３）。B to C 市場におけるデジタル分野の割合はまだ8.1％に過ぎないが，
今後もデジタル化の拡大と共に，ネットビジネスも拡大し，企業における情報システム
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の役割は益々高まっていくものと予想される。
このように，デジタル化が急速に進んできているが，その原動力はコンピューティン

グパワーの急拡大と通信回線の大容量化・高速化４），そして Web 技術である。また多
くのコンピュータを並列に並べて処理する，並列分散処理技術の進歩やサーバー等の
仮想化技術も見逃せない。

上記のような変化は，これまではデジタル化というより，「高度情報化社会の到来」
とか「IT 革新」と呼ばれていた。この高度情報化社会を支えているのが情報システム
であるが，この情報システムは，実は企業等の各部門のきめ細かいニーズに必ずしも
応えられていなかった。また業界及び企業ごとに情報システムは異なり，業界の壁を
越えた情報システムはあまり多くなかったと言える。

ところがここ数年，IT 革新の中身が大きく変化してきている。この変化が通常デジ
タル化（場合によってはデジタル革命）と呼ばれている。多くの情報がデジタル化さ
れ，これらの情報を日常生活で利用することが当たり前になってきた。スマートフォン
や交通系 IC カードの普及により，デジタル化がさらに加速しつつある。ネットショッ
ピングや，音楽，映像，小説等のデジタルデータの利用，SNS の利用も当たり前のよ
うになってきている。さらにはふるさと納税や確定申告までもがデジタル化の恩恵に
あやかっている。小中学校では教科書がデジタル化されつつある。「ポケモン GO」の
爆発的な拡大や VR（Virtual Reality）の普及によりサイバースペースとリアルスペー
スの融合が一段と進みつつある。

企業の場合も，デジタル化が全産業に広がりつつある。営業職によるスマートフォン
またはタブレット端末の利用は当たり前のようになった。AI やビッグデータが注目さ
れるとともに，IT をマーケティングで活用しようとするデジタルマーケティングも注
目されつつある。また製造業の現場ではウェアラブル端末の利用が拡大しつつある。
製造業は他の業種と比べてデジタル化の進展が遅れ気味であったという印象もある
が，IoT の拡大やドイツや米国中心に推進されている第４次産業革命がビジネスを大
きく変えようとしている。デジタル化が他の産業と比べて比較的進んでいた金融業も
FinTech という形でスタートアップ企業等からの挑戦を受けている。流通業では
Amazon に代表される IT 企業がネットビジネスの世界で革命を起こしつつある。同
様に Uber はタクシー業界等のビジネススキームを変革しつつあり，シェアリングエ
コノミーの到来を告げている。

つまり今注目されているデジタル化は，これまでの IT 革新の流れに加えて，既存
の情報システムでは対応できなかった部分に焦点をあてたものであり，また産業間の
参入の壁を低くしているものと言える。つまり，社会全体に普及してきたインターネッ
トやスマートフォンなど，さらには IoT や AI といった新しいデジタル技術を活用し，
顧客に新たな価値を提供しようとするものである。そして様々な種類のシステムが共
存し連携するエコシステムを作り出している。
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１.１.２ 高速・大量処理の実現

IoT 等の進展に連れて情報システムの大規模化と高機能化が進んできたが，これを
支えるコンピュータの高速処理技術は，① CPU の高速化，②ハードディスクなど補助
記憶装置の高速化，③通信ネットワークの高速化，により達成されてきた。

（1）  CPUの高速化

現在主流となっている CPU の演算処理方式は1971年にインテル社が発表したマ
イクロプロセッサを起源として技術開発が進んできた。最初のマイクロプロセッサで
あるインテル4004は4ビット処理でクロック周波数が500kHz から741kHz と低速
であったが，ムーアの法則（半導体の集積度は18か月で２倍となる）に沿って高集積
化が進展し，現在の Core i シリーズや Xeon シリーズは64ビット処理で，単一コア
でのクロック周波数が３G ～４GHz というように高速処理が可能となってきた。
1995年から現在までの CPU の処理速度の推移を，図表１.１（左）に示す。指数関数的
に高速化が図られてきたことがわかる。

図表１. １　CPU 及びハードディスクの技術進展の推移

（2）  ハードディスクなど補助記憶装置の高速化

情報システムの処理スピードの高速化には，ハードディスクの高密度化，高速化が必
須である。図表１.１（右）はハードディスクの大容量化の流れを示したものであるが，
CPU 同様に指数関数的に拡大してきている。また，近年ではハードディスクに代えて

（出所） 総務省「通信自由化以降の通信政策の評価とＩＣＴ社会の未来像等に関する調査研究」
（平成27年）
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４～７倍アクセスが高速な大容量フラッシュメモリ（SSD：Solid State Drive）が開発
され，これをハードディスクと併用したり，あるいは，ハードディスクを置き換えたり
して大量データへのアクセスを高速化してきている。

（3）  通信ネットワークの高速化

固定通信ネットワーク及びモバイル通信ネットワーク共に，図表１.２に示すように
急速な大容量化と高速化が進展してきた。固定通信ネットワークは，ISDN から ADSL
へ技術が進み，更に，光ファイバーを使う FTTH へと技術が進展し，高速化，大容量
化が図られた。同様にモバイルネットワークでは，W-CDMA から４G LTE へと高速
化と大容量化が行われた。また，データ通信では高速パケット通信が一般的となった。

図表１. ２　ネットワークの大容量化，高速化

情報システムの応用範囲が拡大するにつれ，さらに高速な処理を要求する計算分野も増
えてきた。これらの中で，有限要素法アルゴリズムに始まり，気象など地球環境のシミュ
レーションや分子生物学の応用による新薬の開発など，計算アルゴリズムが並列化してい
る問題に対する高速処理コンピュータとしてスーパーコンピュータが開発された。当初は高
速並列処理を行う専用の CPU が利用されていたが，近年はインターネットのクラウド・シ
ステムで多用されているインテル社の Xeon やセカンドソースである AMD 社の Opteron
などが多数接続された，基本的には SIMD（Single Instruction Multiple Data）演算に
よる，高コストパフォーマンスの高性能スーパーコンピュータが開発された。その後，

（出所） 総務省「通信自由化以降の通信政策の評価とＩＣＴ
社会の未来像等に関する調査研究」（平成27年）
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Xeon などのマルチコア化した CPU の各コアをさらに小さくしたスーパーコンピュー
タも開発されてきた。一方，ゲームで使用される GPU（Graphics Processing Unit）
は３次元で高精細な画像を高速に動かすために，SIMD 方式の多数の演算処理ユニッ
トを一つの LSI に内蔵している。この GPU をゲームの画像処理ではなく，汎用的な
演算処理ユニットとして機能拡張した GPGPU（General Purpose GPU）５）が開発さ
れた。この GPGPU をスーパーコンピュータに応用する方式が開発された。特に，画
像認識などで注目を集めている人工知能技術の１つであるディープラーニングは計算
アルゴリズムが並列化になじむため，注目を集めている。

また，データベースを高速で処理することを狙い，ハードディスクではなく，データア
クセス速度が，100倍以上速い大容量主記憶メモリ（DRAM により構成される）を使用す
る技術が進展してきた。例えば独 SAP 社は半導体メモリ上にデータベースを構築し高速
処理を目指す HANA システムを開発している。

さらに，ビッグデータを使ったシミュレーションや各種の計画作成を行うためには，膨
大な数の組合せ計算が必要となる場合がある。現在主流となっている電子式コンピュー
タでは検討すべき組合せの数が膨大となった場合，解探索空間が巨大なものとなり，効率
が著しく悪くなるという問題が発生している（NP 完全問題など）。個々の CPU のクロッ
ク周波数の高度化やパイプライン処理を可能な限り行うなど部分的な並列化が図られて
おり，ソフトウェア的にも並列アルゴリズムが改良されてきているが，飛躍的な高速化は
難しい状態である。そこで本質的に物理的な性質により並列動作を行う計算方式の新し
いコンピュータが開発されてきた。東京工業大学の西森秀稔教授が提案した量子アニー
リングを用いた量子コンピュータの実用化が進み，2015年にはカナダの D-Wave 社が製
品化した。NASA，Google，マイクロソフト，マーチン社などで実験的な導入が始まって
いる（2017年に２K 量子ビットの製品が出荷されている６）。D-Wave 社の計画では，２年
ごとに２倍の量子ビットの製品を出荷すると発表している）。量子アニーリング・コン
ピュータが本格的に利用され始めれば，大規模な組合せ問題（巡回セールスマン問題，
ナップザック問題，各種の計画問題など）への応用が期待される。

１.１.３ 通信ネットワーク＆クラウドコンピューティングの進展

コンピュータが初めて登場したときは，コンピュータ単体で情報処理を行っていた
が，通信ネットワークの技術が進展すると共に，サーバーマシン（当初は汎用大型コン
ピュータ）に処理を集中させるようになった。つまり，複数のジョブを並行動作させ，
CPU の空き時間を減らす方が効率的にコンピュータを利用できるため，コンピュータ・
リソースをサーバー（あるいはクラウドサービス）に集中させ，ネットワークに接続し
たクライアント端末や他のサーバー（クラウドサービスも使われる）との間でデータの
入出力や計算能力の融通をする方式が使われるようになった。
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クライアント端末からインターネットへのデータ通信は，当初は携帯電話の i モード
による Web 接続利用から始まり，利用者の利便性の認識が進むと共に，携帯電話よ
り高機能な汎用計算能力を持つスマートフォンに置き換えられ，日本など先進国では
急速に普及し飽和状態に近づいている。スマートフォンは新興国でも急速に普及しつ
つある。最近ではこれらのモバイル機器に，IoT 端末機器がネットワークに接続し利用
され始めた。図表１.３に世界のモバイルデバイスの個数の推移と予測を示す。図表
１.４に世界のモバイルデータトラフィックの推移と予測を示す。このような膨大なモ
バイル端末が，サーバーシステムやクラウドサービスに接続されている。スマート
フォンなどモバイル端末向けの通信回線は２G，３G，４G と技術が進展し，2020年頃
に商用化を目指して５G の技術開発と規格化が進んでいる。５G では，①大容量化，
②データ伝送速度の高速化，③低遅延化，④超多数端末の同時接続，⑤低コストかつ
省電力，という魅力的な機能の実現が期待されている。５G の中心部分の規格化が
2018年にまとまる予定で，IoT 端末向けの規格が2019年頃まとめられる予定である。
30GHz 帯までの高周波帯を使用するなど挑戦的な要素もあるが，今後の技術開発の
進展が待たれる。

ネットワーク接続の中で，クラウドサービスに注目すると，世界の市場規模は，図表１.５
に示すように今後も増加が予測される。これは，モバイル端末数の増加と，図表１.２に示す
通信ネットワークの大容量化と通信速度の高速化が影響していると考えられる。

通信ネットワークには，クラウドサービス間など，世界中のコンピュータシステムを接
続するバックボーンとなるグローバルな高速大容量の光ファイバーを通信媒体とした高
速インターネット回線が世界を繋ぎ，このネットワークに接続された IXP（Internet 

図表１. ３
世界のモバイルデバイスの推移及び予測

図表 1. ４
世界のモバイルデータトラフィックの推移及び予測

（出典）Cisco VNI Mobile, 2016年
（出所）平成28年度情報通信白書

（出典）Cisco VNI Mobile, 2016年
（出所）平成28年度情報通信白書
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Exchange Point）に各 ISP（Internet Service Provider）が接続されている。企業や個
人などのインターネット利用者は ISP 経由でインターネットに繋がっている。近年，世界
中に設置された巨大なデータセンターは，高速インターネットに接続し情報処理サービス
を提供している。幾つかのコンピュータネットワークを経由してコンピュータから発信さ
れたパケットはルーターにより送信先のアドレスへ正しく流す機能を果たすが，世界中に
膨大な数のコンピュータやクライアント端末，ルーターが存在し，且つ，インターネットは
常に拡張されたり接続が変更されたりしている。ルーターのネットワーク設定をルーター
のベンダーごとに異なる設定方法で行うことは煩わしく非効率である。近年，ルーターの
もつ機能ブロックを，信号のハードウェア・スイッチ・ブロックとネットワーク・レイヤ
２での（ソフトウェアで制御する）ルーティング・コントロール・ブロックを分離し，コン
トロール・ブロックを標準化する方式としてオープンフローが定められて使われるように
なり，ネットワークのコンフィグレーションを柔軟に変更できるようになった。オープンフ
ローの考え方を更に上位のネットワーク・レイヤも含めたルーターなどネットワーク機器
のコントロール・ブロックを分離し標準化する試みが進行中である。この技術は SDN

（Software Defined Networking）と呼ばれる。最近，SDN に対応したルーターなどネッ
トワーク機器が製品化され，図表１.５に示すように益々クラウドサービスを提供するデー
タセンターの柔軟性が向上している。

図表１. ５　世界のクラウドサービス市場の売上高推移
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このように世界中に張り巡らされた高速インターネットを有効に使うことにより，
サーバーシステムを集積し，巨大なデータセンターを構成することがシステム運用に
とり有利となってきた。インターネットに接続されたデータセンターは世界中に分散
配置することも可能であり，ソフトウェアによりサーバー管理者が仮想マシンのコン
フィグレーションやネットワーク構造を柔軟に変更できる機能が開発されている７）。

図表１. ６　IoT システムに使われる通信ネットワーク技術

一方，企業や個人が ISP 経由でインターネットと接続する場合，当初は公衆回線網
にモデムを接続（300bps ～ 2400bps 程度）して利用するものであったが，ISDN
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（64kbps）が使われ，その後 ADSL（Asymmetric Digital Subscription Line：非対
称デジタル加入者線，ダウンリンク1.5Mbps 程度）により高速化が図られた。しかし，
ADSL は一般のアナログ通信回線にデジタル信号を載せる方式のため，原理的に各家
庭と電話局との距離が離れると通信速度が落ちるなど不安定な面があり，その後の光
回線によるインターネット接続が広まって現在に至っている。事業所内，あるいは，家
庭内ではインターネットプロトコルによる有線 LAN の他に，Wi-Fi 規格の無線 LAN
が広範に利用されている。殆どのノートパソコンでは Wi-Fi インタフェースが標準的
なオプションとして付属している。事業所や家庭から外出した場合には，WiMAX 規
格の広域無線 LAN を利用することが可能となっている。また，外出時に，IoT 端末デ
バイスを使う場合は，インターネットを物理的媒体とする，有線 LAN や無線 LAN，あ
るいはテザリング機能を利用してスマートフォンを経由して４G LTE 回線に接続して
インターネットを利用することができる。但し，３G あるいは４G LTE 通信を用いて
IoT 端末デバイスを接続すると継続的にネットワーク接続する必要があるが，データ
通信量が少ないことが多く IoT 端末デバイスではコストが高くなるというデメリット
がある。IoT 端末デバイスはワイヤレス通信が必須であり，通信データ量が今までの
スマートフォンなどと比べると著しく少ない場合が多い。逆に通信に必要とされるコ
ストは極小であることが求められる。現在，主流のワイヤレス通信として使われてい
る３G，４G LTE など携帯電話回線は，通信料金が高額である。そこで，通信スピー
ドが低速で，到達可能距離も短くても良く，但し，コストは極小となるワイヤレス・
ネットワークが開発され，日本でもサービスが開始され始めている。この技術は，
LPWA（Low Power Wide Area）と呼ばれ，日本で３つのサービスが始まる予定で
ある。それぞれメリット・デメリットがあるので，適切な方式を選択する必要がある。
図表１.６に３種類の LPWA の比較を示す。

１.１.４ 端末機器の高機能化・高性能化

これまで利用されてきた端末機器のほとんどはＰＣ，携帯電話，スマートフォンであ
り，これらは世界中で広く使われてきた。ところが最近になって，① CPU，メモリ，セ
ンサーなどデバイスの小型化，高性能化が進んできた，②広く世界中で使われている
スマートフォンを経由して端末機器からインタ―ネットへ接続可能となった，③クラ
ウドサービスを通じて端末機器からのデータの蓄積及び分析が可能となったことによ
り，様々なウェアラブルデバイスが開発されてきている。現在技術開発が進展してい
るウェアラブルデバイスの主なものは，メガネ型，腕時計型，リストバンド型，カメラ
型である。メガネ型は，片眼の視野部分が透過型ディスプレイになっている。例えば，
製品化は取り下げられたが，Google Glass は，カメラ機能も付属し，計算処理能力も
高かった。カメラによるプライバシーの侵害の問題がなければ成功した製品となった
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可能性がある。腕時計型では，Apple Watch のように腕に装着するがリストバンド型
に比べて時計表示面積が大きく，時計画面が使い勝手の良い画面インタフェースとす
ることができる。時計以外に，心拍センサー，GPS, 加速度センサーなどを備えている
のでスポーツ時の活動量の計測にも使用可能である。リストバンド型は，腕に装着す
る端末であるが，腕時計型よりも幅が狭いので，ディスプレイの使い勝手は良くない。
しかしディスプレイ機能が貧弱であることは必ずしもデメリットにはならない。ス
マートフォンを一緒に携帯すれば，Bluetooth 機能によりスマートフォンと接続し，ス
マートフォンへデータを送りデータの確認をし，さらにスマートフォンからデータを送
信できる。カメラ型は，例えば，GoPro 社の製品のようにヘルメットなどに装着し，
スキーやスケートなどスポーツを楽しんでいるときなどに動画像をスマートフォンへ
転送して確認することができる。

図表１. ７　ウェアラブルデバイスの例

ウェアラブルデバイスの主な用途は，民生用として，ヘルスケア，スポーツ，防犯，
ペットの世話などがある。業務用としては，製造業，医療，物流，交通，マーケティン
グなどがある。ウェアラブルデバイスの市場規模は図表１.８に示すように、急激に拡
大してきている。ウェアラブルデバイスが注目を集めるのは，人間の身体に装着する
ことにより，人間の生体情報を取得し，サーバーへ送信してビッグデータとすること
ができ，サーバー上で解析を行ってヘルスケア分野では健康増進のためのアドバイス

機能付与型（装着者の活動、能力を支援）

モニタリング（装着者の生体・環境・位置データをモニタ）

B to CB to B

（出典） 総務省「IoT時代におけるICT産業の構造分析とICTによる経
済成長への多面的貢献の検証に関する調査研究」（平成28年）
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の出力や，スポーツであれば体力づくりのコンサルティングを行うことが可能となっ
たためである。また，業務用としてハンズフリーとなる特徴を活かし作業支援にも応
用可能であることも挙げられる。

図表１.8　ウェアラブル市場の推移と予測

１.２　情報システムのこれまでの発展と抱える課題

（1）  情報システムのこれまでの発展

情報システム（エンタープライズシステムまたは IT システム）は IT 革新と共に大き
く発展してきた。当初一部の大企業にしか使われていなかった情報システムは，公共
機関等の社会システムでの利用へと広がり，インターネットの普及とともに今ではほと
んどすべての個人が利用している。システム構成も1960代前半は汎用コンピュータに
よるオフライン構成だったものが60年代後半にはオンラインシステムへと発展，そし
て90年代にはダウンサイジングが進行し，分散処理のアーキテクチャであるクライア
ント・サーバーシステムが主流となった（図表１.9参照）。そして2000年代になるとイ
ンターネットの普及と共に，Web システムの利用が一般的になり，３階層モデル８）が
主流になっていった。情報処理の形態もバッチ処理主体から徐々にオンラインリアル
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タイム処理主体に変化していった。さらに2010年前後からクラウドサービスの利用も
広がってきている。このクラウドサービスの普及とともに，これまで情報システムで
利用していた CRM や ERP ソフトなどのソフトウェアパッケージも徐々にクラウド
サービスへと移行してきている。一方で事例は少ないものの，ビットコイン取引のよう
に P2P（Peer to Peer）型のシステムも使われてきている。

図表１. ９　アーキテクチャの変化
 

図表１.９はこれまでの情報システムのネットワーク・アーキテクチャの変遷を示したもの
である。当初は情報処理もデータ管理も中央集中型であったが，高性能な UNIX サーバー
や LAN が出現するとともに，ダウンサイジングが進み，各サイト等で分散処理する形態の
クライアントサーバー型に移行していった。このクライアントサーバー型は２階層モデルが
中心であったが，Web システムの普及とともに３階層モデルのアーキテクチャに進化して
いった。その後クラウドコンピューティングの普及とともに，様々な機能を必要な時利用す
るクラウドサービスの利用へと変わってきている。クラウドコンピューティングにおいては，
基本的にサーバーやデータセンターがどこにあるかを気にする必要のないアーキテクチャ

[図表１．９]アーキテクチャの変化 
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と言える。
なお上記は情報システムから見たアーキテクチャであるが，ユーザー端末から見た

アーキテクチャの変化も大きい。つまり Web システムの普及によりユーザーは，イン
ターネット（または WAN）経由で色々なシステムへ同時に，しかも容易にアクセスで
きるようになったことである（図表１.10参照）。社内システムも同様である。

図表１.10　Web 端末から複数の情報システムへのアクセス
 

情報端末も，当初は文字の入出力機能しか持たない端末だったものが，PC 等の高
機能の端末へと進化し，一部のシステムでは表示機能のような最低限の機能しか持た
せないシンクライアントが出現したが，逆にスマートフォンやタブレット端末，さらに
はウェアラブル端末等，多種多様な端末が使われるようになった。今後は IoT の普及
と共に，センサー等，ネットワーク経由で膨大なデバイスが情報システムに接続される
ようになってくる。ちなみに平成27年版情報通信白書によると，2013年時点でイン
ターネットにつながるモノ（IoT デバイス）の数は約158億個であり，2020年までに約
530億個まで増大するという。一方で，人間が扱う情報端末は Web インタフェースが
主流になり，ユーザーインタフェースが格段に良くなってきた。特に個人が利用する
端末環境では色々なアプリケーションも利用可能となり，ユーザーインタフェースの
みならず，UX９）が重視されるようになってきている。

情報システムの運用管理という面では，汎用コンピュータの時代にはデータセン
ターで集中的に運用管理する形態だったものが，ダウンサイジングが進み，クライア
ントサーバーが主流になると，各現場で管理する分散型の運用管理が主体となって
行った。しかし分散型の運用管理はユーザー自らが管理する形態も多く，品質面及び
効率面，さらにはセキュリティ面などの問題も多かった。従って現在では，またデー
タセンターで一元管理する形態に戻りつつある。クラウドコンピューティングもデータ
センターにおける一元管理となっている。ただし現在注目されているブロックチェー
ンは P2P 型の中央管理者の存在しないネットワークシステムである。この利用が拡大

（出所）筆者作成
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すると，またシステムの管理者が存在しない状況が出現することになる。
情報システムに接続されているネットワークに焦点を当てると，当初企業内に閉じ

ていたものが，取引企業の情報システムやインターネットと接続され，グローバルな
ネットワーク構成へと拡大してきている。しかも最近では FinTech で見るように，こ
れまで考えられなかった異業種企業との接続も出始めている。このような状況の中
で，情報システムの信頼性確保や情報セキュリティ対策，BCP（事業継続計画）が特に
重要になってきており，情報システムの運用管理は益々複雑性を増してきている。

情報システムが扱うデータについては，当初数値データ主体で固定サイズのレコー
ドが中心だった。これが LAN という高速ネットワークの出現，CPU 性能の飛躍的向
上等により，可変サイズのテキストデータ，さらには静止／動画像，音声など非構造
化データを含むビッグデータへと拡大してきている。特に電子メールや SNS の普及は
その動きを加速させている。それと共に，ハードディスクの記憶容量も急拡大し，今で
は数十 TB，数 PB（ペタバイト）のデータも扱えるようになっている。

情報システムの開発を見ると，日本ではいまだにウォーターフォール型中心の開発
を行っておりシステム開発にかかる時間とコストは極めて大きい。そのため情報シス
テムの機能要件等の決定に際しては，最大公約数的な機能のみを開発し，きめ細かな
ニーズには対応しないことが重要であった。きめ細かなニーズへの対応はプログラム
を複雑化し，開発期間と開発コストを押し上げ，品質面での問題が出やすくなるから
である。

情報システムといった場合，通常全社システムや部門システムを指すケースが多く，
「特定の機能を実現するために機械や機器に組み込まれるコンピュータシステム」であ
る組込みシステムとは区別されている。組込みシステムは多種多様な機器に組み込ま
れており，周辺のハードウェアなどと連携して機能するが，情報システムとは，繋がっ
ていないケースが多い。組込みシステムはその性格上，リアルタイム処理が前提で，
CPU 性能が低く，メモリも少ない環境で稼働することが条件となっている場合が多
い。しかも何らかのトリガーに反応して瞬時に動作しなければならないケースもあ
り，OS（基本ソフト）が存在しないケースも多い。しかしスマートフォン等の携帯電話
に搭載された組込みシステムは，500万ステップ以上のソフトウェアに及び，大規模な
情報システムとして認識すべきものである。この場合，Android のような OS 上で開
発され，通常の情報システムと同じような開発工程を踏む10）。しかもインターネットを
介して様々なシステムと接続されている。さらに自動車の場合，車載 LAN が構築さ
れており，ソフトウェアの規模は500万～ 1,000万ステップにも及ぶ。すでに一部の自
動車はインターネット（クラウド）や信号機と接続されており，しかも各自動車メーカー
は自動運転技術という高度な情報システムの開発に全力で取り組んでいる状況であ
る。このように携帯電話や自動車等は開発規模が大きくなり，システムも複雑化して
きており，開発難易度は高くなってきている。
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なお組込みシステムの開発費は2009年度で約2.7兆円（外部委託費は4,000億円程
度）となっており，情報サービス・ソフトウェア産業の売上高約20.2兆円の13％程度

（外部委託費は２％程度）に過ぎない11）。また組込みソフトウェア開発費のうち社内人
件費は約63％，外部委託費は約15％と，エンタープライズシステムの開発に比べて外
部委託費が少ないことも特徴の一つとなっている。

（２）  情報システムが持つ課題

ビジネスは IT 革新により，その変化のスピードは益々速くなり，しかも広がりを
見せてきている。情報システムはこの変化やスピードに合ったものでなければならな
くなり，多くの課題が出てきている。以下に情報システムが抱えている主な課題を挙
げてみた。

①　情報システム同士のシームレスな接続
ビジネスは異業種間で連携しながら拡大している。情報システムはインターネット

をはじめ既に多くのネットワークと接続されているが，今後はさらに異業種の情報シ
ステムや SNS，IoT システム，組込みシステムとのシームレスな接続が重要な課題と
なってくる。そして今後多種多様な情報システムが構築され繋がるようになってい
き，これらは生態系（エコシステム）として形成されることになる。従って，例えば統
一的な基盤の上で様々な情報システムを構築するというような，統一的な価値観は通
じなくなってくるものと考えられる。そういう中で，情報システム同士のインタ
フェースの標準化等をどう進め，シームレスな接続を実現するかが重要となる。
②　デジタル化への対応とビッグデータの活用

「1.1.1加速化するデジタル化」で述べたように，今新しいデジタル化の波が押し寄
せてきている。当然ビジネスの革新があってのデジタル化であるが，情報システム
もこのデジタル化への対応が今後の大きな課題となっている。これまで情報システ
ムでは対応できなかったきめ細かいユーザーニーズにどう対応していくか，AI 等
を活用し，どうスマート化していくかが重要となる。①で述べた SNS，IoT システ
ムへの対応やサイバー空間とフィジカル空間の融合もデジタル化への対応の一環と
なる。デジタル化への対応という点では，拡大する情報システムに集まってくる
データ，つまりビッグデータをどう活用し，企業の競争力強化に結び付けるかも重
要な課題となってくる。また信頼性のあるデータをどう収集し，どうセキュリティ
を確保していくかも大きな課題である。

③　情報端末のスマート化等への対応
情報システムに接続される機器もセンサーやウェアラブル端末等も含めた様々な

スマートデバイスが出現してくる。これらをうまく活用できれば情報システムの価
値が格段に上がるものと期待される。また IoT の進展により，各機器の稼働状態や
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位置情報等がリアルタイムに近いかたちでモニターできるようになるため，機器の
稼働状況の最適化や保守の最適化が図れるようになる。

④　情報セキュリティ対策
これまでも情報セキュリティ対策は重要な課題であったが，IoT システムが拡大

し，組込みシステムがネットワーク接続されると，セキュリティ対策がこれまで以上
に重要となってくる。情報セキュリティ対策は自社内では対応が困難になるため，
外部の力を利用することが必要となってくると予想される。AI を情報セキュリ
ティ対策で活用することが考えられるが，システムのブラックボックス化が進むた
め，逆に AI が情報セキュリティ対策を難しくすることもあり得る。しかもハッカー
自身が AI を活用することも考えられる。

⑤　情報システムのグローバル化対応
これは以前からの課題で目新しいものではない。日系企業は海外進出を急いだこ

ともあり，情報システムのグローバル化が遅れてしまったということである。
⑥　情報システム開発におけるコスト削減と開発期間の短縮，品質向上，人材育成

これらの課題は情報システムと組込みシステムの共通の課題である。特に組込み
システムは機器が多種多様で開発の標準化や共通部品の利用，プラットフォームの
共通化，さらには組込みシステム技術者の養成・確保が課題となっている。また AI
の普及等により , 情報システムはより利用者側に近づくことになる。これまでの
ウォーターフォール型の開発ではユーザー（顧客）満足度の向上は望めそうもない。
AI 等の先端的技術の情報システムへの組込みと，競争力を強化するためのオープン
イノベーションの推進が重要な課題となってくる。

⑦　技術革新への対応
AI や自動車の自動運転等は世界の先進的企業が研究開発にしのぎを削っている。

組込みシステムについても，日本が強みを持っている要素技術はすぐ陳腐化してしま
う。経済産業省は自動車や情報家電分野等を中心に，特に組込みソフトウェア事業者

（中小企業者）による製造業者等のニーズ応えた研究開発を課題に挙げている12）。

２. 情報システムを変革すると考えられる技術の動向

２.１  技術動向全般

近年 IoT 等のシステム関連の技術が著しく進展しているが，情報システムの機能は，
①データ入力と出力の機能を果たす端末，②データを伝送するネットワーク，③デー
タの蓄積と処理・解析，の３つの機能から構成される13）。これらの機能について，技
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術の現状を前章で述べた。これらの機能はそれぞれ，①現実世界の事象について環境
の変化状況を IoT 端末等のセンサーや入力デバイスにより把握することにより “社会
状況を観察する” という社会に対する価値創造を行い，②情報を広範囲に収集し “社会
を繋ぐ” 価値創造の機能を果たし，③ビッグデータ解析を行い，多様な社会的課題に対
してリアルタイムな予測・制御・評価を行う “社会価値を創る” ことを目指している。

IoT 等に対する世の中の関心が高まり，技術の進展が著しく，情報システム技術の
今後の動向が注目されている。前章１.２で述べたような情報システムが持つ7つの課
題がある。この内，技術開発に焦点が当たっている４つの課題について，ここでは取
り上げる。これらの課題は情報システムの構成要素に対して，図表２.１のように位置
づけられる。

これらの課題を解決することを目指した技術開発が進展して行くと考えられる。

図２. １　　技術開発動向

（１）  情報システム同士のシームレスな接続技術

ハードウェアの面では，基本プロトコルはインターネットプロトコルであるが，ネッ
トワーク・レイヤ１の物理層について IoT 端末デバイスが多種多様になるに従い，そ
れぞれの特徴を活かせる接続技術が開発されると考えられる。具体的には，日本で昨
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年から LPWA の技術開発が進展しつつあると考えられる。特に，IoT 端末としては
少いデータ通信量と使用頻度が多いときに適した NB-IoT（Narrow Band-IoT）の動
向が注目される。NB-IoT は既設の携帯電話の基地局をそのまま使用可能なため，短
期間で全国レベルのサービスが可能となると言われている。

クラウドコンピューティングの分野では，ネットワーク・トポロジーとデータ通信容
量 の 柔 軟 な 変 更 を 可 能 と す る，オープンフロー 14）と SDN（Software Defined 
Networking）技術 15）の進展が著しいが今後も引き続き技術の進展が期待される。ま
た，クラウドコンピューティングのコンフィギュレーションをソフトウェアで柔軟に変更
できる技術として仮想マシンに関する技術が更に進展すると考えられる。特に，クラ
ウドサーバー上に仮想マシンを生成せず，Linux などの OS のプロセスのレベルで
ハードウェアの負担を少なくして移植性を高められる Docker16）や類似の技術が進歩
し，クラウドコンピューティングが更に効率的に運用可能となると考えられる。

ソフトウェア面では，SNSやブログなどで発信しているデータを人工知能技術を使っ
た自然言語解析技術により，クラウドコンピューティング上でビッグデータとして解析
し，利用する技術が更に進展すると考えられる。但し，プライバシー保護技術17）の開発
が課題である。ユーザーにとっては，各個人の全般的活動状況から各種のアドバイスを
生成し，情報提供できる可能性があるなど多くのメリットがある。

（２）  デジタル化への対応とビッグデータの活用技術

近年のコンピュータシステムの高性能化／大容量化とネットワーク接続の高速大容量
化により IoT 端末デバイス，クライアントPC 端末，エッジコンピュータ，クラウドサー
ビスなどを密接に連携させて情報システムを構築できるようになったので，クライア
ント端末や IoT 端末デバイスから集められたビッグデータをクラウドコンピューティ
ングで活用できるようになった。このビッグデータを効率的に管理し，活用する技術
が重要である。

①　ビッグデータの管理技術
Google が提供しているような Web アプリケーションでは，極めて大量であるけれ

どもデータ間の関連は企業内データをリレーショナル・データベースでデータベー
ス化する程複雑ではないので，ＫＶＳ（Key Value Store）のような新しいデータベー
ス技術が開発されている。クラウドサービスなど大規模データ処理機能に蓄積され
るデータは，従来から行われてきた構造化されたデータに加えて自然語文のような
非構造化データや，静止画，音声，動画などのストリーミングデータが集められる。
これらの多様な種類のデータを効率的に加工処理できるような技術で蓄積し管理す
る必要がある。既にビッグデータは作られつつあるので，技術開発が進行している
と考えられるが，ビッグデータをサービスとして業務活用している GE，IBM など
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の企業は詳細を公開していない。GE が使用していると発表したオープンソース・
ソフトウェアから必要とされる技術を探って行くことにする。KVS 技術の
Cassandra18），音声，動画などのストリーミングデータベース技術の Storm19），情報
の関連をグラフで表現するデータベース管理ソフトウェアの Titan20）などの技術は
今後開発が進むと考えられる。

②　ビッグデータ解析技術
大量のデータを処理するためにオープンソース・ソフトウェア Hadoop21）などの

MapReduce 方式の並列分散処理システムを用いてデータ解析を効率的に行う技術
が進展している。ビッグデータを扱う場合，先ず ETL（Extract Transform Load）
処理を行い，データの誤記，重複や表記のゆれなどを見つけ修正／削除などのクレン
ジングを行い，その上でレポート作成や統計解析などデータ解析処理を実行する必
要がある。この大量のデータ処理に MapReduce フレームワークによる並列分散処
理行う Hadoop が使われている。Hadoop は Linux などの OS 上のミドルウェアと
して稼働し数千台の計算機クラスタでペタバイトまでのデータを扱うことができ，
現在も機能拡張が進んでいる。Hadoop は特に複雑ではない処理に対してスルー
プットを最大化するように設計されている。しかし，ビッグデータ処理には複雑で
あるが同時点では特定の範囲のデータへのアクセスを繰り返す処理，例えば，機械
学習などのような処理には効率が上がりにくい。それぞれの時点でメモリに入りき
る程度のデータ量にアクセスする場合，メモリアクセスを高速化したオープンソー
ス・ソフトウェアの Spark22）が効率的となる。そこで，ビッグデータを扱うフェーズ
により Hadoop と Spark を連携させ高度なビッグデータ解析を効率的に実行する技
術が開発されると考えられる。Hadoop を実装するコンピュータ環境も現状は物理
マシンのクラスタによるバッチ処理が多いが，今後は，システム構成の柔軟性と
TCO（IT コスト）が安いクラウドコンピューティングにより仮想マシンによるクラ
スタ上に実装されるケースも技術開発が進むと思われる。

これらの技術を使い，大量のデータの統計解析を高速に実行するソフトウェア技
術が進展して行くものと考えられる。統計解析技術の中でも膨大な量のデータから
有意な情報を得るための技術が必要とされる。収集されたビッグデータから潜在的
な要因を抽出するためにベイズ流の確率モデルによる解析技術の開発が進んでいる。

更に，確率グラフィックモデル，あるいは人工知能により知識を学習し，学習し
た知識を用いて推論する技術の開発が進んで行くと考えられる。

③　スーパーコンピュータ等の高性能コンピュータ技術
特定分野の問題に対する計算処理アルゴリズムに高度な並列性があれば，SIMD

方式の並列処理を得意とするスーパーコンピュータが能力を発揮する。初期のスー
パーコンピュータは専用の演算素子を使って設計されていたが，近年はインテル社
の Xeon などサーバーマシンで使用される汎用 CPU が主に使われてきている。最
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近，人工知能技術の中で，画像認識などで効果を発揮するディープラーニング（Deep 
Learning）が成果を上げており，この技術に適した演算素子（汎用 GPU を使い超並
列処理を行う）を使い，高性能化を図る技術が進展している23）。またスーパーコン
ピュータの高性能化の障害となっている電力消費と発熱が少ないことを特徴とする
スマートフォンで使われている ARM アーキテクチャの CPU を演算素子に使った
スーパーコンピュータの技術が進展している24）。

（３）  情報端末のスマート化のための技術

クラウドシステムに人工知能技術も含めた高度なスマート機能を持たせる技術の開
発が進んでいるが，近年の CPU の小型化・高性能化，低価格化によりクライアント端
末側にもスマート機能を持たせることが可能となってきた。ユーザーインタフェース
の良し悪しは結局クライアント端末の技術に負うところが大きい。CPU の高性能，小
型化とネットワークの高速・大容量化によりスマートフォンの情報処理能力が飛躍的
に向上（例えば，iPhone7の場合，クロック周波数2.3GHz，4コア，主記憶メモリ２
GB）しており，音声応答機能のようなスマート機能が開発されてきた。また，スマー
トフォンが持つカメラ機能を使った世界カメラ 25）や最近では「ポケモン Go」のような
技術で注目された VR（Virtual Reality：仮想現実）ソフトウェアに人工知能技術を合
わせたスマート技術の開発が見込まれる。同様にメガネ型ウェアラブル端末も処理能
力が高い CPU を備えていることが多いので，VR 技術も含めて，人工知能技術と結び
付けたスマート機能の技術開発が進むと考えられる。

端末機器ではないが，NC 工作機械や産業用ロボットが稼働している工場で，人工知
能技術を用いてスマート化する場合，人工知能処理機能をすべてクラウドシステムに依
存すると，工場でのリアルタイムに必要とされる制御を適切に行うことが困難になる。
そこで，最終端末機器（ここでは産業用ロボットなど）とクラウドサービスとの間に中
間的なコンピュータ機能（エッジコンピュータと呼ぶ）を設置し，ディープラーニングの
ようなリアルタイム性を要求される処理をエッジコンピュータで実行する方式が今後
進展すると考えられる。

（４）  セキュリティ対策機能

オープンなインターネット環境で情報処理システムを構築した場合，サイバー攻撃を
受ける可能性があり，セキュリティ対策は必須である。サイバー空間のシステム・セ
キュリティ対策技術は進んで来ているが，サイバー攻撃側も技術が向上しており，更
に強力な技術を求めて幾つかの技術開発が進んでいる。サイバー攻撃はシステムの脆
弱性を突いた攻撃であるが，この攻撃によりインシデント発生のリスクが生じる。脆
弱性を少なくする技術として，公開鍵暗号化方式のように各種の暗号化技術が開発さ
れてきている。暗号化は盗み見られるというリスクを減らせるが，システムを正規に
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利用する側も中身を見られなくなりデータを検索して利用する場合に不都合が生じ
る。そこで，データベースを検索可能ではあるが，暗号化によりデータを守ることが
できる技術として検索可能暗号化方式が開発されてきている 26）。また，電子メールな
どの文書や各種コンテンツなどをネットワーク経由でやり取りする場合，改ざんされ
るリスクがある。改ざん防止の認証をする技術として仮想通貨ビットコインを実現す
るブロックチェーン技術が開発されているが，このブロックチェーン技術を応用し，ブ
ロックチェーンの認証機能のみを使い，軽量なセキュリティ対策技術27）の開発が進め
られている。

クラウドシステムのサーバーマシンやクライアント PC もサイバー攻撃の対象になる
が，中でも IoT 端末デバイスは，一般に情報処理能力が低いことや常に人間が近くに
いて動作をチェックしている訳ではないので，サイバー攻撃を受けやすいと考えられ
る。例えば，マルウェア Mirai28）が Web カメラやルーターなどの IoT 端末デバイス
を乗っ取るインシデントが2016年から発生している。Mirai は IoT 端末デバイスの工
場出荷時のハードウェアに書き込まれた初期パスワードを狙って乗っ取りを行うマル
ウェアで，インターネットにソースコードが拡散したことでも有名となった。M2M 機
器の場合，サイバー攻撃されたことに気が付きにくいこともリスクを増大させてい
る。そこで，M2M に限らず IoT 端末デバイスのソフトウェアあるいはコンテンツが改
ざんされたことを識別する技術が必要とされ，このために，ブロックチェーン技術から
派生した技術の研究開発が進められている。

２.２　IoT

（１）  IoTシステムの機能

IoT システムは経済社会システムに対して，次の４つの機能を果たすために開発さ
れると考えられる 29）。

①　モニタリング機能
センサーを利用して製品あるいはサービスの状態，稼働状態，外部環境に関す

るデータを収集する。収集したデータを当該製品の利用実態やサービスの状況の
分析に利用する。

②　制御機能
ネットワークに接続されたクラウドサーバー上のアルゴリズムや人間による遠

隔操作コマンドにより製品の動作を制御する。あるいは①のモニタリングにより
得られた状況や環境が指定した条件やトリガー値に到達した場合，対応するアク
ションを実行する。
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③　最適化機能
上記①のモニタリング機能と②の制御機能とを組み合わせて製品やサービスの

パフォーマンスの最適化を実現する。
④　自律機能

上記の①モニタリング機能，②制御機能，③最適化機能を結び付けて自律的に
機能を果たす。

上記４つの IoT システムの機能は，①から④へと機能の高度化が進む。
IoT システムは，① IoT 端末デバイスと，②ビッグデータを収集・蓄積してデータ

分析を行い IoTシステムを適切に制御するサーバー（クラウドサービスのこともある）
と，③ IoT 端末デバイスとサーバーとの間を接続する通信ネットワークとから構成さ
れる。

（２）  IoT端末デバイス

IoT 端末デバイスの中心部分となるセンサーとマイクロプロセッサによるコント
ローラの部分の概略ブロック図を図表２.２に示す。

図表２. ２　IoT 端末センサー＆コントローラのブロック図の例

図表２.２中の各種センサーは温度センサーのようにアナログ信号を出力するもの
が多い。アナログ信号はデジタル計算機には取り込めないので，アナログ／デジタル
変換器によりデジタル化して演算処理装置に入力する。逆に，コントローラからの制
御信号はデジタル／アナログ変換器でアナログ信号にしてアクチュエーターへ出力す

演算処理装置

各種センサー

デジタル信号

［図表２．２］IoT端末センサー＆コントローラのブロック図の例 

アナログ
・ 温度センサー
・ 湿度センサー
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・ 電流センサー
・ 近接センサー

デジタル
・ 押しボタン

…
…

各種
アクチュエーター

デジタル／
アナログ変換器

無線
接続機能

開発用
PC接続
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（出所）筆者作成
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る。構成比率は少ないが，デジタル信号で動作するセンサーやアクチュエーターの場
合は，演算処理装置とデジタル信号で入出力を行う。ネットワークとの接続は，多くの
場合，無線を使用するので無線接続機能により通信を行う。通信のプロトコルは
LPWA など，使用する規格に従う必要がある。開発時点では開発環境をインストール
した PC と接続するため，開発用 PC 接続機能を使用する。ソフトウェアの開発が終
わったものは制御ソフトウェアを ROM 化することにより開発用 PC 接続機能は不要
となる。なお，クロック，タイマー，パルス生成器は通常演算処理装置と同じ LSI に組
み込まれる。機器制御では，ハードウェア・タイマーあるいはプログラマブル・パル
ス生成器はリアルタイム処理のために必要である。演算用の主記憶メモリとモニター
プログラムを格納する不揮発性メモリも演算処理装置と同じ LSI に実装される。

①　センサー機能
世の中では多種多様なセンサーが使われ始めている。データを取得する状況によ

りセンサーを分類すると，生体センサー，環境センサー，防犯センサーに分けられる。
生体センサーには，心拍センサー，活動量計に使われる加速度センサー，高齢者の見
守り用に使われる心電位センサー，皮膚温センサーなどがある。環境センサーには，
温度センサー，湿度センサー，光度センサーなどがある。防犯センサーには，近接セ
ンサー，赤外線センサー，超音波センサーなどがある。ＪＥＩＴＡ（電子情報技術産業
協会）の2014年の調査による構成割合は，金額ベースでは光度センサーが58％，位
置センサーが17％であった。また，数量割合では，温度センサーが47％，位置セン
サーが21％，光度センサーが20％であった。

②　コントローラ（マイクロプロセッサ）機能
IoT 機器デバイスは，小さく，低コストで実現でき，さらに電池交換の煩わしさが

少ない上に低消費電力が求められる。携帯電話の初期のころには，信号処理に特化
し，汎用演算能力が低いが低コスト，低消費電力の DSP（Digital Signal Processor）
が使われていたが，スマートフォンになってからは汎用演算能力が高く低消費電力の
ARM ア ー キ テ ク チ ャ の マ イク ロ プ ロ セ ッ サ が 主 に 使 わ れ て い る。Texas 
Instruments，ST マイクロ，サムスンなどで製品化されている。今後も低消費電力，
低コスト，高性能なマイクロプロセッサの技術開発が進むと推測される。

③　IoT端末の適用分野
IoT により製品やサービスの高付加価値化に成功した例には次のようなものがある。

	 （a）	製品の高付加価値化
スマートペダル（自転車のペダル），スマート傘，スマート吸入器

	 （b）	サービスの高付加価値化
スマート・コンストラクション（コマツ），スマート・ジェット・エンジン（GE）
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（３）  通信ネットワーク

大多数の IoT 端末デバイスは，現在の代表的なモバイル端末であるスマートフォン
と比べて，IoT 端末デバイスとサーバーとの間の通信量が少ない。また必要とされる
通信速度も要求しない。しかし逆に低コストが求められる。次の３つのネットワーク
接続方法が考えられる。

①　既存の高速で高価な３Ｇ回線，あるいは，４Ｇ LTE 回線を使用する方法であ
る。IoT 端末自体に例えば４Ｇ LTE インターフェースを付けるとデータ量が少
ない IoT 端末ではコストの面で極めて不利となる。そこで考えられることは，
スマートフォンのテザリング機能を使ってネットワーク接続を行う方法である。
IoT 端末とスマートフォンの間は Bluetooth で接続する。この方式ではスマー
トフォンが常に近く（10m 以内）にないとテザリングができないので使用不可
という欠点がある。

②　新しい IoT 端末用に設計された LPWA を用いてネットワーク接続する方法で
ある。IoT 端末デバイスの特性に配慮した規格なので，低コストで IoT 端末デ
バイスのネットワーク接続が可能となる。なお，ネットワーク接続には３つの
規格があり，それぞれ特徴があるので，当該 IoT 端末デバイスの特性に適した
方式を選択する必要がある。

	 （a）	SIGFOX
通信ネットワークと基地局は，日本では KCCS（京セラの子会社）が設置す

るので，IoT 端末デバイスを使う利用者は，構築不要である。一番低コストに
なると思われる。但し，通信スピードは100ビット／秒と低速である。

	 （b）	LoRaWan
通信ネットワークを利用者自身で構築する必要がある。工場内に LAN を

設置し，インターネットと繋ぐときは LAN からインターネットへのゲート
ウェイを設置するのと同じ方式である。通信速度は250 ～ 50kbps で，料金
は100k バイトまで月30円程度である。

	 （c）	NB-IoT
３G 携帯電話回線を使う方式であり，通信速度は100kbps と一番高速

である。しかしコストは未発表であるが一番高くなると思われる。

（４）  サーバー（クラウドコンピューティングを使用する場合もある）

収集したデータを通信ネットワーク経由でサーバーに蓄積し，ビッグデータを作成す
る。このビッグデータを用いてデータ解析を行い，分析，予測，意思決定を行う。サー
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バーでビッグデータを解析する観点は，先ず “可視化（見える化）” である。ビッグデー
タの解析による業務の可視化によりモニタリング機能を実現できる。次に，デジタル
空間上のシミュレーションモデルにより予測制御を行える機能を開発する。更に小規
模な IoT システムであれば最適化機能も実装することが可能である。最後のステップ
は，自律的に IoT システムを運営する機能を実装することである。

IoT システムにおける今後の技術的課題には，次のようなものがある。

①　低消費電力で低コスト極小化プロセッサの開発
②　セキュリティの確保
③　プライバシー保護
④　柔軟性の高い情報システムの構築
⑤　IoT 端末デバイスの高効率ソフトウェア開発技術

IoT 端末は小さく軽量で低コストかつ低消費電力のプロセッサが重要である。この
方向の技術開発は ARM アーキテクチャの CPU により期待に沿う方向で進展してい
る。IoT 端末用プロセッサは，既存の情報通信システムに比べてデバイスがきわめて
多種多様で，処理能力が低いため，セキュリティ確保のための機能を実装することが
難しく，コストも限られる。しかし，現在のアプローチではパソコンと同じように，既
存の情報システムのセキュリティ確保技術（暗号化，認証技術など）を用いて，セキュ
リティ更新ができるような方式が採られている。一方，ブロックチェーン技術がコンテ
ンツの交換時の改ざん防止の仕掛けとして技術開発が進められているが，IoT 端末デ
バイスのソフトウェアについても外部から破壊されたり置き換えられたりしたことを
発見する技術として利用されることが期待される。

IoT システムは人間が活動する空間にセンサーを多数設置し，IoT システムが集め
たビッグデータを何らかの目的で利用してデータ解析を実施することになるが，解析
処理過程で個人を特定できてしまいプライバシーの侵害を引き起こす危険がある。こ
のときに必要となる技術がプライバシー保護技術である。IoT システムの大きな目的
がビッグデータの解析により，マスとしての規則性を発見しその結果を利用して個々
の IoT 端末デバイスを制御しようとするため，途中段階でのプライバシー保護技術は
重要である。悪意の第三者が個人情報を漏洩させるというリスク以外に，クラウドシ
ステムを運営する事業者が必ずしも悪意とは言えず個人情報を利用してしまいプライ
バシー侵害を引き起こすリスクがある。この問題に対処するために，Differential 
Privacy と呼ばれる技術が開発されてきた。この技術は，ユーザー個々の利用状況に
応じて適切な対応をするために，人工知能に個々のユーザーの個人利用情報を学習さ
せるときなどに用いられる。Differential Privacy技術の基本的なアイデアはユーザー
から集められたデータに偽物のデータ（数学的なノイズ）を混ぜることで特定の個人
の識別を困難にする技術である。既に，アップル社が最新 iOS バージョンの機能とし
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て組み込み始めている 30）。
情報システムは運用して行くに従い，変更が必要となり，改良することが普通であり，

機能追加を行う必要も出てくる。また，他の目的でも IoT 端末デバイスを利用したくな
ることもある。このような人間系も含めた情報システムの場合は，柔軟に IoT システム
を対応させる必要がある。IoT システムを固いシステムとして設計してしまうと，完成
したら短期間で使えないシステムとなってしまい，無駄となる可能性もある。IoT 端末
デバイスは個々には低コストであるが広範囲に分散された膨大な設置数のため，この問
題が大きくなる。IoT システムは柔軟性を持たせることが必須条件となる。

スマートフォンでは使い易い開発環境が既に提供されている。一方，IoT システムで
は，スマートフォンほど高機能／高性能は要求されないが，低コストで実装できない
と実用性が希薄となる。そこで複数の用途に使えるように開発するのが効果的であ
る。したがって低性能のハードウェアに盛り沢山な働きを求めがちとなる。このよう
な IoT システムを効率的に開発するためには，オープンソースとして技術を公開し，
他のシステムパートナーが利用できるようにすることも考えられる。

IoT 端末デバイス側のリアルタイム性や情報処理能力をできるだけ抑えた設計にす
ることも柔軟性を確保するために有効である。究極的には，RFID（Radio Frequency 
IDentifier）など端末デバイスの発する情報量を ID 情報のみに最小化したシステムも
開発されている。古くは日立製作所が開発した愛知万博の入場チケットなどがある。
物流システムでは貨物に RFID を付帯させ自動認識し，配送地や配送方法を自動認識
させるシステムが開発されている。RFID は電源を持たないので，センサーデータを
端末デバイス自体に蓄積することができない。これを克服するために，極めて小電力
でかつ電池交換不要で10年間鉄橋などの構築物の劣化状態を記録し続けるシステム
も開発されている。IoT 端末デバイスからのデータ量を多く必要とするシステムで電
池交換が比較的容易な環境では，例えばヘルスケアシステムやスポーツの活動量計な
どの場合は，定期的に充電するタイプの端末デバイスも使用されている。監視カメラ
などのシステムでは端末デバイス側にある程度の情報処理能力が要求されるので，省
電力ではあるが，ある程度高い演算処理能力をもつ ARM アーキテクチャの CPU を
用いたマイコンボードが用いられる。

一方で IoT 端末デバイスを制御するソフトウェアを効率的に開発する必要がある。
制御用のマイコンボードの設計・開発にも人的工数とコストを多く必要とするため，
オープンソースのハードウェアや開発用のソフトウェアが用いられることが多い。イタ
リアの技術者が開発した Arduino やイギリスで開発された Raspberry Pi などが有名
である。これらを使ってプロトタイプを完成させた後，大量に同じ端末デバイスを配置
する場合は，SoC（System on a Chip）化して小型かつ低価格化するケースもある。電
力使用料を計測するスマートメーターなどの場合のように，広範囲に分散して設置さ
れ，かつ通信量がスマートフォンなどに比べて圧倒的に少ない IoT 端末デバイスの場
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合，通信ネットワークには LPWA が使われ始めている。
また，IoT 端末デバイスのためのハードウェアやソフトウェアを開発する環境も重

要であり，使いやすい開発環境も整い始めている。しかし，まだ十分とは言えず，IoT
端末デバイス向けの CPU やマイコンボード開発元の提供する個々に異なる開発環境
が使われている。次の開発環境は夫々，各ベンダーやグループが IoT 端末システムの
イニシアティブを目指して，デファクトスタンダード化を図ろうとして開発されてい
るものである。

①　Arduino開発環境：Arduino	IDE
Arduino LLC. から GPL ライセンスで利用可能な統合開発環境である。C 言語風

の専用言語が，Java 言語環境で実装されており，Windows，Mac OS，Linux など
各種 OS のもとで利用可能となっている。

②　Raspberry	Pi	開発環境：Raspbian
Raspberry Pi Foundation から提供された Linux を基にしたオープンソースソ

フトウェアとして Raspberry Pi 用の OS として公開されている。また，クリティ
カルなリアルタイム性が要求される場合は，Linux-rt カーネルもインストールする
ことが可能である。その他の開発環境は Linux 用に開発された多種多様な開発ツー
ルが利用可能となっている。

③　Windows10	IoT　Core
ユニバーサル Windows アプリケーション（UWP）の実行に特化した組込みシス

テム向けの OS である。利用できるハードウェアは，32ビット CPU 以上であり，必
要メモリも１GB 程度は必要とされる。既存の対応するマイコンボードは，
Raspberry Pi2，Minnow Board Max，Dragon Board 410c である。

デスクトップ／ノート PC と同じ OS がベースであるので開発環境が馴染みやす
いというメリットがある。しかし，要求するターゲット・ハードウェアが処理能力
の高いものに限定されるので，応用範囲が狭くなると思われる。

④　インテル社	Intel	IoT	DevKit
インテル社が販売している SoC である Edison の開発環境である。Edison のイ

ンターフェースを制御するライブラリとノード間の通信を行うライブラリから構成
される。使用言語は，C ／ C++，Node.js である。

Edison は現在広く使われている Arduino との互換性を持たせた拡張ボードとそ
のための開発環境もインテル社が提供している。インテル Arduino IDE　は，オリ
ジナルの Arduino IDE 1.5.3をインテル社がカスタマイズして提供しているもので
あり，Arduino のソフトウェア開発環境が利用できる。

⑤　mruby31）開発環境
特定非営利活動法人 軽量 Ruby フォーラムが公開している開発環境である。イン
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ターネット環境で広く使われている，まつもとゆきひろ氏開発の Ruby を IoT デバイ
スで稼働できるように軽量化した mruby による開発環境である。Ruby はオブジェ
クト指向言語でソフトウェア開発生産性が高いことで知られた言語であるが，この生
産性の高さを処理能力の低い IoT 端末デバイスでも稼働できるように軽量化を図っ
て設計を行い，この mruby を使った開発環境が開発されている。ターゲット・デバ
イスの要求条件は，ARM アーキテクチャの CPU を搭載した32ビットマイコンボー
ドでメモリ容量が１MB 以上あるものとなる。生産性の高い Ruby 言語の特徴を継承
しているので，IoT 端末デバイスの開発効率の向上に寄与できると考えられる。
⑥　ソニー　SDK	for	NFC	Starter	Kit

Windows パソコンに FeliCa ／ NFC カードのリーダー／ライターを接続して，
FeliCa や NFC カードの内容を読み込んだり，書き込んだりするアプリケーション
を開発できる環境である。

Starter Kit の他に有償の SDK for NFCLite，SDK for FeliCa Professional，
SDK for FeliCa Enterprise がある。

２.３ AI（人工知能）

（１）  AI発展の流れと現在のAIの特徴

AI には明確な定義はないが，ここでは「人間が知能を使って判断したり推論したり
する機能の一部を遂行するソフトウェア（プログラム）もしくは機械の総称」と定義す
る。AI の頭脳の部分はコンピュータであり，人間によって組み込まれたロジック（ア
ルゴリズム）に従ってデータ処理を行うソフトウェアである。AI はソフトウェアである
から，基本的にはそこに組まれたロジックで与えられた業務しかこなせないが，確率
統計を活用することにより，抽象的に見えるデータを処理できるようになった。また
これまでのソフトウェアと比べると，AI は前もって与えられたデータを分析して特徴
量を抽出（または報酬を多く得られる行動を学習）し，これにより処理ロジックが変
化（進歩）することが可能となっている。

一言で AI といってもその範囲は広い。人工知能学会は研究分野として，遺伝アル
ゴリズム，エキスパートシステム，音声認識，画像認識，感性処理，機械学習，ゲーム，
自然言語処理，情報検索，推論，探索，知識表現，データマイニング，ニューラルネッ
ト，ヒューマンインターフェース，プラニング，マルチエージェント，ロボットを挙げ
ており，幅広い分野をカバーしている。

よく知られているように，AI は３つのブームに分けることができる。第一次 AI
ブームは1950 ～ 60年代で，解きたい問題の推論・探索ロジックをプログラムに組み
込むアプローチが中心だった。ただし応用範囲が狭いといった欠点があった。第二次

IoT等の進展が与える情報システムへの影響に関する研究

― 55 ―



AI ブームは1980年代で，人間の「知識」を記述した「エキスパートシステム」や第五
世代コンピュータの開発である。ただしコンピュータの性能上の問題と共に，関係ある

「知識」だけをどう選択するのかが難しく応用範囲が狭いといった問題があった。当然
人間が持っている「常識」を組み込むことができなかった。「常識」については現在で
も大きな課題のひとつとなっている。東大合格のための AI 開発における東ロボ君も
この壁にぶつかり，プロジェクトの継続を断念した。また「ニューラルネットワーク」32）

の実用化も試みられたが，当時のコンピュータの能力では，脳の神経回路の階層構造
をまねることができなかった。

2000年代に入ると，ベイズの定理を活用した統計的機械学習が進展した。これは統
計解析を用いてデータを学習し何らかの特徴を抽出する方法である。そして2010年
代に入り，第三次 AI ブームが訪れた。ディープラーニング（DNN：Deep Neural 
Network）や IBM　Watson により AI 技術が進展し，画像認識や音声認識の分野で
AI が活用されるようになり，適用分野が広まってきたからである。

その特徴としては，①コンピュータに学習させるために，大量のデータ（ビッグデー
タ）を利用していること，②データ分析において，統計解析技術や多段階ニューラル
ネットワーク（ディープラーニング（深層学習））を活用し，機械学習を取り入れている
ことである。これにより，AI が判断するためのルールやモデルを導き出したり改善し
たりすることができるようになった。

つまり現在の AI はこれら２つが組み合わさって実現されていると考えられる。①
についてはインターネット等の普及と共に，大量のデータを収集し，蓄積・処理できる
ようになったことが挙げられる。一方で，有用な AI を開発するためには，そのための
データをいかにして収集・作成するかがポイントとなる。また②については，これま
での数理工学分野で開発されてきた技術が発展すると共に，実際に応用できるように
なったことが大きな要因と考えられる。現在注目されているディープラーニングは以
前の三段階のニューラルネットワークを多段階に発展させたものである。なお，①，②
の実現を可能にした裏には情報技術の進歩（CPU の性能向上，記憶容量の拡大，並列
分散処理技術，高速通信など）や UX の向上があることを忘れてはならない。ただし，
少しばかり複雑なロジックを組み込んだ機械を AI 搭載として宣伝しているものも多
いようである。

AI を活用するにあたっては，通常，大量のデータを入力して機械学習し，データの
特徴量（傾向やパターン等）を抽出し，処理のモデルを作成する。このモデルが AI で
あり，この AI を使って目的に合った知的な処理を行うことができるようになる。従っ
て，処理対象のデータの種類が違えば，AI のモデルが異なってくるし，インプットす
るデータの質と量により，AI の性質（もしくは能力）が大きく左右される。

図表２.３は機械学習による AI（モデル）の作成と本番での AI の適用のイメージを
表したものである。
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これまでの情報システムは，プログラムで判断しながら決まった（人間がコーディ
ングした）命令に従って入力データを処理していた。従って複雑な処理やルール化が
難しい処理ができないという欠点があった。しかし機械学習により，非定型な処理も
可能になったことが AI と従来の情報システムとの大きな違いである。

図表２. ３　機械学習によるＡＩ（モデル）の作成（概念図）

（２）AI利用にあたって考慮すべき事項及び課題

現在は第三次 AI ブームということで AI 技術及びその利用について盛り上がって
いる。雑誌等には近い将来 AI が人間を凌駕するとか，AI が意識を持つようになると
いうような論調の記事が多い。確かに AI はコンピュータで処理されるプログラムな
ので，大量データを素早くしかも正確に処理でき，かつ非定型な処理も可能となって
きている。しかしその技術レベルは人間の判断能力と比べて必ずしも高いとは言え
ず，得意な分野や適用領域は限られる。「東ロボくん」が東大合格を断念したのも，AI
がまだまだ成長段階であることを示している。つまりどの分野でも汎用的に利用でき
る汎用人工知能 AGI（Artificial General Intelligence）が出現するのは相当先の話で
あると推定される。

以下に企業経営において，AI の利用にあたって考慮すべき事項（課題）を挙げてみた。
①　AIの理解と適用範囲の絞り込み

まず AI はどういう分野で利用できるか，また AI を利用するためにはどういう
準備が必要かを理解する。AI ツールはオープンソースとして提供されているもの

（出所）筆者作成

［実務への適用］

インプット
データ

AI モデル
（アプリケーション）

ナレッジ
ベース

利用

結果

［準備（機械学習によるモデルの作成）］

フィードバック（データの整備）

機械学習学習／検証
用データ
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も多い。利用しようとしている AI ツールの得意分野と適用が困難な分野を見分け
る必要がある。次に AI を何のために適用するのか，目的と目標，そして現状の課題
を明確にし，AI の適用すべき分野を特定の分野に絞る。

②　AI利用のための人材確保
AI を利用するにあたっては人材確保または人材育成が必須となる。ビッグデータ

基盤等を構築するための基盤系エンジニア，機械学習するための統計解析に長けた
データサイエンティスト，適用業務に長けた現場担当者，そして AI（モデル）を活
用するシステムを開発するシステムエンジニアである。機械学習で使うソフトウェア
はオープンソースもしくは IT 企業から提供されるため，開発の必要がない場合が
多いものと考えられるが，データサイエンティストはそのソフトウェアを使いこな
せる必要がある。これらの人材をすべて自社内で賄うことは困難であり，かつ効率
的でない。オープンイノベーションを推進することが重要であると考えられる。

③　図表2.３に示すようなAIモデル作成のための学習データをどう準備するか
すでに AI モデルが機器や情報システムに組み込まれて提供される場合を除き，

AI モデル作成のための学習データをそろえる必要がある。準備した学習データに
より AI モデルの性能が決まってくる。そのためにも現場担当者の知識と知恵が必
要になる。

④　AIモデルによる処理結果に関する説明責任の明確化
ディープラーニングの場合，AI の中身がブラックボックス化していき，AI が出

した判定結果について，問題が出たり，なぜそうなったのかを掴めなくなったりす
る可能性がある。ビジネスで活用する場合，処理結果について説明責任を求められ
たり，場合によっては善管注意義務違反を問われる可能性もある。また AI（モデル）
作成におけるデータの不備やプログラムのバグがあったりすると，AI は思わぬ結
論を出力してしまう。そういう場合においても適切に対処できるように準備してお
くことが必要である。

⑤　これまでの情報システムとの連携
AI モデルをスタンドアローン的に利用している分には問題ないと思われるが，周

りの情報システムと連携させようとした場合，どう統合すべきかが課題となる。これ
までの情報システムは業務アプリケーション主体で，開発者および開発方法論も異
なってくる。一方 AI は業務フローの概念もないし，対象アプリケーションも異なる。
⑥　AIが与える雇用問題や倫理問題への対応

AI はこれまで情報システムが踏み込めなかった部分も担ってくれることになる。
つまりこれまで人間が担当していた業務を効率化したり，代替するようになる。その
ため，場合によっては雇用の問題や配置転換の問題，さらには AI 利用における倫理
面の問題も発生する可能性がある。これらの問題は企業経営の立場から対応してい
く必要がある。特に日本企業の場合，IT 化の目的は業務の効率化・合理化が主体で
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あるという。この目的のための AI 活用が中心になると，新しいビジネス創発がおろ
そかになり，失業が加速することも考えられる。

2.4　ブロックチェーン

（１）ブロックチェーンとは

ブロックチェーンは取引データを一つのブロックごとにまとめ，そのブロックを
チェーンにつなげたソフトウェア基盤であり，仮想通貨であるビットコインで使われて
いるブロックチェーンが発展したものである。これまでの情報システムのように中央
集権的な仕組みでなく，分散ネットワーク技術を活用した自律分散型のデータベース
管理システムともいうことができる。

図表２. ４　P2P のアーキテクチャと各ノード内におけるブロックチェーン（概念図）

ブロックチェーンで使われている技術要素として，①台帳を管理する分散データ
ベース技術，②ハッシュ関数をつかった暗号化技術と公開鍵暗号技術，③コンセンサ

データベース  

ブロックチェーン  
基盤ソフト 

･･･ ･･･ 

 

ブロックヘッダー 

 

ブロックヘッダー 

ＷＡＮ／  
インターネット

 *Etehereumのケース 

P2Pのアーキテクチャ 

… …

（拡大してみると）

（拡大して
　　みると）

ノード（様々なコンピュータ機器） 

ブロックチェーン  
（狭義のブロックチェーン） 

（ノード）

各種アプリケーション

スマートコントラクト

（広義のブロックチェーン） 

（ブロックチェーン（狭義のブロックチェーン）） 

ブロックn 

直前ブロックのハッシュ値
ルートノードのハッシュ値* 

タイムスタンプ 
ナンス 

トランザクションn1 

トランザクションn2 トランザクション（n+１）2 

トランザクション（n+１）1 

ブロックn+1 

（出所）各種資料を基に筆者作成
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ス（合意形成）アルゴリズム，④ P2P（Peer to Peer）型の分散ネットワークが挙げら
れる。

図表２.４に示すように，ブロックチェーンは P2P 型のアーキテクチャであり，各コ
ンピュータは互いに平等で，データも基本的に同じものを保持している33）。従って，多
くの情報システムがこれまで採用してきたアーキテクチャとは異なる形態のものであ
る。しかも通常のクライアントサーバー型のシステムに比べて，信頼性やセキュリティ
レベルの高いシステムを構築することができる。

ブロックチェーンを分類すると，図表２.5のようになる。ビットコインはパブリック
型のブロックチェーンであるが，ブロックチェーンをビジネスで利用する場合，多くは
コンソーシアム型またはプライベート型になるものと推定される。

図表２.5　ブロックチェーンの分類（公開範囲による分類）

（２）ブロックチェーンの特徴

ブロックチェーンの特徴として，通常次の５つが挙げられている。

① システムが中央集権型でなく，水平分散（P2P）自律型のアーキテクチャを持っ
ている。従って必ずしも中央管理者を必要としない。もちろん金融取引等にお
いては，中央管理者を置く必要がある場合も多いと考えられる。

② インターネットのような信頼性の低いネットワーク上でも信頼性の高い情報シス
テムを構築することができる。従ってセキュリティを高めるための複雑な仕組
みや仲介者を不要にすることもできる。

③ スマートコントラクト 34）を使うことにより，取引に関して特定の条件を組み込む
ことができる。

パブリック型 コンソーシアム型 プライベート型

・ ネットワーク（コンセンサ
ス，マイニング）への参加
が誰にでも開かれている。

・ 悪意を持った参加者を排
除するために，コンセンサ
スの手法が重要となる。

・ 特定の企業グループなど，
ある程度信頼の置けるメ
ンバでコンセンサスを形
成しながらブロックチェー
ンを利用する。

・ 身元のわかっている参加
者しかいないため，コンセ
ンサスはとりやすい。

・ 特定の組織の内部でブ
ロックチェーンを利用す
る。

・ 組織内に閉じているため，
合意形成はとりやすい。

（出所） 経済産業省「平成27年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る
基盤整備（ブロックチェーン技術を利用したサービスに関する国内外動
向調査）報告書」
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④ パブリック型ブロックチェーンの場合，参加者すべてが取引内容を確認すること
ができ，取引の透明性が確保されている。コンセンサスアルゴリズム等を使う
ことにより，取引データの改ざんも困難である。ただしコンソーシアム／プラ
イベート型のブロックチェーンを利用することにより，取引の透明性確保を中央
管理者に委ねた方が良い場合もある。この場合，取引参加者は自分のデータを
公開鍵暗号方式により暗号化することにより，特定のデータのみを他の参加者
が閲覧できるようにすることも可能である。

⑤ 取引データの改ざんが困難であるということは，ブロックチェーンの利用が開始
されて以来，現在までのすべてのデータを蓄積していることになる。しかもデー
タの修正ができないため，必ず取引取消のデータと正しい取引データをペアで
追加する必要がある。

⑥ アクセスが集中してもシステムはダウンせず，処理スピードが遅くなるだけで
ある。

（３）ブロックチェーン利用により得られるメリット

ブロックチェーンは前述したような特徴があるため，これを利用することにより得
られるメリットは大きく以下の２つが考えられる。

① すべての取引関係者が信頼できるデータを保持することになるため，取引関係
者同士の取引データの突合（リコンサイル）は不要になり，業務の効率化が図れ
る。場合によっては取引の仲介者を減らす（もしくは無くす）ことも可能となる。

② 同一のデータを保持したコンピュータが複数台できるため，サーバーの冗長性
やデータバックアップ等の考慮が不要になる。そのためITコストの低減や情報
システムの耐障害性の向上が期待できる。また外部からの攻撃や自然災害等に
強いため，事業継続性という観点からも信頼性が高い。

（４）ブロックチェーンが抱える現状の課題（問題）

特にビットコインのブロックチェーンについては多くの課題が指摘されている。例え
ば経済産業省による報告書は13の課題35）を指摘している。ブロックチェーンに共通す
る主な技術的課題について，2016年末現在，各種資料等で指摘されているものを以下
に列挙してみた。

① スクリプト（スマートコントラクト）の実行にはトリガー（トランザクション等）が
必要になる。

② ファイナリティに時間がかかるため，迅速な処理に向かない。
③ ブロック生成時刻（タイムスタンプ）の正確化が難しい。
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④ ブロックチェーンに接続するコンピュータの処理能力やデータ蓄積に関するス
ケーラビリティの確保が課題である 36）。そしてノードごとにマシンパワーレベ
ルを考慮したトランザクション処理も必要になる。さらにトラフィック量が多
い場合，ネットワーク負荷の問題も発生する可能性がある。

⑤ パブリック型の場合，巨大なマイニングパワーを持つ者は限られてしまうため，
完全に不正が行われないようにするのは難しい。たとえば51％アタックにより，
過去のトランザクションデータを塗り替えることが可能となる。また POW

（Proof Of Work）の代替案であるPOS（Proof of Stake）でも残高の多い一部の
団体しかマイニングができないという問題がある 37）。

⑥ 経済合理性を度外視した，ブロックチェーン自体の破壊を目的とした行動に対し
ては対応が難しい。例えばブロックチェーンはP2Pネットワークのため，これ
を分断するエクリプス攻撃に合った場合，ネットワークが分断されてしまうこ
とになる。

なお新しいブロックチェーンの一つである NEM（New Economy Movement）で
は上記問題のいくつかは解決もしくは改善されているようである。またパブリック型
ではなく，プライベート型，またはコンソーシアム型のブロックチェーンを採用する
ことにより，前記問題のいくつかは解決するものと考えられる。

ブロックチェーンの活用に関連して，以下のような課題もある。

① プラットフォームとしてのブロックチェーンの標準化やミドルウェア，アプリケー
ションの充実

ブロックチェーンの利用の拡大及び，短期・低コスト開発，システムの信頼性
向上等には必須となる。

② ブロックチェーンを扱う技術者の養成・確保
ビットコインが普及しだしたのは2009年10月頃からであり，ブロックチェー

ンEthereumのベータ版が出たのも2015年6月で歴史が浅い。技術者自身の養
成・確保が喫緊の課題となる。

③ 採用すべきブロックチェーンソフトの選択
現在多くのブロックチェーンソフトが出現しており，しかもどのソフトも機能

強化の最中である。どのブロックチェーンを採用すべきか，またはどのブロック
チェーンがデファクトスタンダードになるかが見えない。今後は異なるブロック
チェーン間の接続の標準化等も課題として挙がる可能性もある。

④ 既存システムとの親和性確保と業務の再設計
既存の情報システムを一気に捨て去ることはあり得ない。既存システムとの親
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和性確保と全体最適の観点からの業務の再設計も必要になる。特に既存システム
をブロックチェーンシステムで置き換える場合，システムの運用方式や業務プロセ
スが大きく変わる可能性がある。既存システムに慣れているユーザーは，少々メ
リットがあったとしても新しいシステムへの変更を拒否する可能性が高い。

⑤ ビジネスインフラとしての定着のためのブロックチェーンの仕組みやメリット，
デメリット，もしくは課題の明確化

ブロックチェーンは現在，バラ色の世界として，報道や書籍等で宣伝されてい
る。その仕組みも一部のエンジニア等しか理解していないのが現状である。実
用化に際して，どういうメリット，デメリットがあるのか，具体的な事例も含め
て広く流布していく必要がある。

⑥ 法規制面での整備
ブロックチェーンそのものの課題というよりも，ブロックチェーンを適用しようと

しているビジネスに関連した課題である。たとえばビットコインの場合，これまでの
法規制は中央機関の存在が前提であり，匿名性の保証によりマネーロンダリングや
租税回避などの問題が出てくる可能性がある。これらへの対応をどうするかが課題
となる。

（５）ブロックチェーンへの取り組みの状況と今後の方向性

ブロックチェーンにはビットコインで使われているブロックチェーンをはじめ，
Hyperledger や Etehereum など様々なものが存在する。前述したようにブロック
チェーン技術はまだ発展途上の技術であり，実用上必要な機能を徐々に拡大させてい
る状況である。

図表２. ６　予想されるブロックチェーンの適用範囲

ブロックチェーンの活用については，ビットコイン等一部の取引では実用化されてお
り，企業内では技術的理解を主な目的とした試行が多いが，企業間での取り組みはす
でに一部で実用段階にあるという 38）。しかしながら多くの場合，その可能性の追求と

①Blockchain1.0（現在） ②Blockchain2.0
（2018年頃）

③Blockchain3.0
（2023年頃）

・ 仮想通貨への適用
・ 送金，決済への適用

・ 契約行為への適用
・ IoTと組み合わせた複雑

な条件・権利移転の契
約がリアルタイムで可能

・ 金融以外の分野への応
用（公的証明，医療分野，
エンターテインメント事
業など）

（出所）アクセンチュア「フィンテック金融維新へ」
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共に，実証実験等により，客観的な評価を行っているのが現状である。ブロックチェー
ンの活用分野としては，送金・決済や証券取引によるポストトレードでの適用，土地
登記などいろいろな分野での応用が考えられているが，図表２.６はこれから適用され
ると予想されている分野を表したものである。

Blockchain1.0では，ビットコインはもちろんのこと，すでに NASDAQ が未公開株
式の取引決済で使いはじめているという。また国際送金においては，ブロックチェーン
を利用することにより送金手数料を下げたり，送金の手間を簡略化することが可能に
なるため，2016年末現在，一部の銀行ではすでにその準備をしている段階である。し
かしながら Blockchain2.0以降については，まだ構想の段階や実証実験中のものが多
く，必ずしもこの図表のようには進まない可能性が高い。たとえば，土地登記につい
てみると，80％近く土地が登記されていないガーナでは実用化されているようだが，
スウェーデンで実証実験が行われている程度である。IoT の場合も，複数のデバイス
同士が連携する仕組みをブロックチェーンで実現するなどの構想があるが，IoT 自身
も発展段階にあることもあり，Blockchain3.0の段階になる可能性もある。

ブロックチェーンはこれまでの情報システムのアーキテクチャと全く異なるため，
その適用にあたっては，適用する当事者や経営者がその効果と課題と共に，業務フ
ローやシステムの運用管理がどう変化するか，既存の情報システムとの接続性はどう
か等を確認する必要がある。従って，Blockchain2.0以降の実際のブロックチェーンの
適用の拡大は，上記図表の流れというよりも，以下の要件を満たす業務フロー中心に
適用されるものと予想される。

① ブロックチェーン構築及び利用技術を目的に，比較的単純で独立性の高い業務
への応用。

② 現在システム化があまり進んでいない業務フローで，ほぼ独立してブロック
チェーンシステムを構築でき，適用効果が期待されるものへの応用。または既
存の関連する情報システム（仕組み）との接続が容易で，適用効果が期待される
ものへの応用。

③ ブロックチェーンシステムへの参加者のコンセンサスが得られやすく効果が期
待される既存のシステムの代替。

④ 既存の仕組みを劇的に高速化及び低コスト化でき，セキュリティも向上する業
務フローへの応用。

もちろん大きな効果が期待でき，比較的容易にブロックチェーンシステムを構築で
きるとしても，法令上の課題が存在する場合はこれが解決できることが前提となる。

またブロックチェーンに関する技術知識及び構築経験のあるエンジニアは，自社内
はもちろんのこと，国内全体でも少ないものと想定される。少なくとも当面はブロック
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チェーンに関する知識や構築経験のある企業とのタイアップが必要になるものと思わ
れる。ただしブロックチェーンの適用事例が増えるに従い，その効果も具体的に理解で
きるようになり，ブロックチェーン関連のエンジニアも増加してくるものと予想される。
そうなればブロックチェーンの適用スピードも加速されていくものと考えられる。

ブロックチェーンの効果が最も期待できるのは社会インフラとして機能しているシ
ステムに適用された場合である。ところが社会インフラの場合，中央管理機関を中心
とした強固な枠組みが出来上がっているケースが多い。従って，ある部分をブロック
チェーンシステムで置き換えることにより段階的に実現して行くことになるものと予
想される。ただし，関連機関のコンセンサスを得ることが必要となる。例えば日本取
引所グループは株式取引におけるポストトレード処理にブロックチェーンを適用する
実証実験を行い，ブロックチェーンが有効であることを確認している39）。しかし，実際
に適用する場合は，清算機関や証券保管振替機能の役割の見直し等をする必要があ
る。また，同時に資金の移転が伴うため，DVP（証券と資金の同時決済）やネッティン
グ（差額決済）等にも何らかの工夫が必要になる。

また既存の仕組み（ネットワーク）にセキュリティや運営コスト等の課題が多い場
合，並行してブロックチェーンの仕組みを構築し，こちらに置き換えていくことも考え
られる。

一企業内には数多くの情報システムが存在し，それぞれが連携することにより成り
立っている場合が一般的である。従ってブロックチェーンが有用だからと言って，既存
の IT システムを置き換えるには膨大な期間とコストを必要とする可能性が高い。全
体最適の観点から全社のシステムを見直す必要がある。

３．今後の技術革新が情報システム及び産業に与える影響

３.１  情報システムの今後の方向性

（１）  エコシステムとしての情報システム

これまでの情報システムは概ね業界内で閉じたシステムを形成していた。しかし今
後は FinTech やブロックチェーンに代表されるように，SNS も含めて情報システム同
士が連動して機能していく。特に IoT の進展やブロックチェーンの拡大，機器のスマー
ト化に伴い，あらゆる情報がデジタル化され，様々なシステムがネットワークにつなが
り，それぞれの役割を果たすようになる。

IoT等の進展が与える情報システムへの影響に関する研究

― 65 ―



（２）  中央管理型のアーキテクチャと組込システム及びP2P型のアーキテクチャとの融合

図表３.１は情報システム同士の連携イメージを表したものである。これまでの情報
システムは，ソフトウェアパッケージを利用していたものの，自社開発が基本であっ
た。しかし2010年代になりクラウドサービスが徐々に普及し，情報システムは所有か
ら利用へシフトしつつあり，CRM や ERP ソフトなどのソフトウェアパッケージもク
ラウドサービスへと移行してきている。ただしクラウドサービスも基本的には中央管
理型のアーキテクチャである。一方組込みシステムは単独で稼働するケースが多いも
のの，組込みシステムの集合が一つの情報システムとして機能するようになり，これ
までの情報システム（クラウドサービス）と連携するようになっていく。この典型的な
例が自動車の自動運転システムと考えられる。組込みシステムとの連携は IoT 進展の
一環でもある。この IoT の進展とともに，情報システムとセンサーや様々な種類の機
器等との連携も増えていき，情報システムは個々のニーズや環境等の変化にリアルタ
イムに対応できるようになる。この情報処理形態が進んだものが Industry4.0もしく
はインダストリアル・インターネットであるとみることができる。ただしリアルタイム
性の要求される組込みシステム等の場合，ネットワークの遅延が問題になる可能性が
ある。このような場合，組込みシステムの近くにサーバー（エッジサーバー）を置いて
処理するエッジコンピューティングの形態を採る。

図表３. １　情報システム同士の連携イメージ

 

・・・・・・ ・・・ 

ブロックチェーンを
使った情報システム

クラウドサービス／
インターネット 

組込みシステム
によるLAN 

組込みシステム
／センサー 

　情報システム
（イントラネット／
　エキストラネット） 

　情報システム
（イントラネット／
　エキストラネット） 

エッジコンピュ
ーティング IoTシステム 

は連携またはサービスの利用を表す。 

  

（出所）筆者作成
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一方で P2P 型のアーキテクチャであるブロックチェーンの適用も増加していくもの
と予想され，これまでの情報システムとは疎結合の形態で連携していくものと考えら
れる。この場合ブロックチェーンは共同利用システム（コンソーシアム型）で使われる
ケースが多いものと推定され，自社独自のデータ等を使った処理は自社の情報システ
ムで処理することになると考えられる。

１.２で述べたように，１台の Web 端末から複数の情報システムが同時利用可能に
なっているが，今後は個別企業の業務系システムの機能を接続サーバー（接続プログ
ラム）から（オープン）API を経由して利用できるような情報システムも増加してくる
ものと推定される。つまり端末機器から見ると，複数の情報システムを１つの情報シ
ステムとして扱うことができ，UX がさらに向上していくことになる。これにより，情
報システムのあるべき姿は企業やシステム開発サイドから，これを利用する顧客へと
主導権がシフトしていくことになる。

（３）  細部に賢い機能が備わった情報システム

情報システムの端末は2000年代初め頃と比べて，機能が豊富になり，かつ使い勝手
は各段に良くなっている。しかし企業の業務フローを見ると，情報システムの主な役
割は，定型的な処理，特に大量データを正確にかつ高速に処理することであり，きめ
細かい処理は人が担当していた。グループウェアやデータウェアハウス等も，ユー
ザーに対してきめ細かなサービスを提供していたとは言い難い。しかし今後は営業や
マーケティングも含めて様々な領域において，AI が活用されるようになる。AI は情
報システムへも組み込まれ，人的ミスの削減や業務処理の効率化に寄与するようにな
る。そして情報システムは半ば自律的に動く仕組みへと発展していくものと予想され
る。つまり AI の活用により，コンピュータがどのような処理をすべきかを判断するよ
うになり，人が入る役割は高度な判断が必要になるものにシフトしていく。また組込
みシステムに AI が搭載されるようになり，システム自体が賢くなっていくものと考え
られる。AI モデル及び知識データはクラウドサービスを通じてスマート化した機器
にダウンロードされ，機能が高度化して（賢くなって）いく。もちろん先端の機器が賢
くなくてもクラウドコンピューティングにより，中央がコントロールする形態もありう
る。

AI の活用により，これからの情報システムは処理の効率性や QCD［Quality（品質），
Cost（費用），Delivery（納期）］のみならず，ユーザーからはさらなる UX の向上が求
められるようになる。
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3.2  FinTech

（１）  FinTechとは

FinTech とは金融ビジネスにおける IT の活用，特に IT スタートアップ企業が中心
となって提供しているような，斬新な金融サービスを指す。従来，金融業は IT 投資を
積極的に進めてきた業種である。ここ数年における売上高に対する IT 予算の割合を
見ても，他の業種が１% 未満がほとんどであるのに比べて，金融業は５～７% 強と５
倍以上になっている 40）。しかし顧客の立場から見ると，これまでの金融サービスは必
ずしも利便性が高かったわけでなく，金融取引において支払う手数料も安かったわけ
ではない。このような金融サービスを IT によって変革しようとするアプローチが
FinTech であると言える。

世の中の流れを見ると，スマートフォンや Suica 等の IC カード等の普及にともない，
特に個人対象に SNS や O2O（Online to Offline），電子書籍販売，電子マネーによる
決済など，ネットを活用した様々なサービスが広がってきている。また工場における
スマートデバイスの活用や Industry4.0の進行など，製造業でも第4次産業革命とし
て IT による変革が急速に進んできている。従って FinTech に類似した変革はすべて
の業種で発生しており，金融だけが特別であるということではない。

図表３. ２　FinTech への発展過程

金融ビジネスの IT による変革は，1960年代以降継続的に行われてきたが，現在の
FinTech につながるものとして，過去に2回ほど大きな変革が行われている。まず

IT革新（インターネット，スマートデバイス，IoT…） 

○金融工学（金融ビジネスへの高度な数学的手法の応用） 
新しい金融商品・投資モデル等の開発 

○金融の自由化 
異業種参入，ネットビジネス（ネット証券・ネット銀行等） 

情報システムの高度化・グローバル金融ネットワーク 

AI 

スタートアップの参入 

FinTech 

○金融情報システムの高度化（ITへの巨大な投資） 

（出所）筆者作成
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1980年代の金融工学を用いた，デリバティブ（派生商品）等の新しい金融商品の開発
や投資モデル等の開発である。当時米国では，NASA の予算縮小に伴い，そこで働いて
いた物理学者たちがウォール街に進出していったと言われている。彼らがクオンツ41）

として活躍した成果でもある。また日本では米国に遅れまいと，野村證券が数理分析
チームを作るなどして金融商品，投資モデル等の開発に力を入れた時代である。この
場合の IT は特に Investment Technology が主体であった。この流れの延長線上に
リーマンショックの発生があるものと考えられる。クオンツが開発した金融商品や投
資モデルは，現在 FinTech の一つとして資産運用などで AI の活用の一環としても使
われている。もう一つの変革は90年代終わりのネット証券，ネット銀行の出現であ
る。インターネット関連技術の進化とともに，金融ビッグバンによる金融自由化の流れ
により，事業会社による金融ビジネスへの進出も実現した。この変革はネットを活用
した金融ビジネス，他業種からの金融ビジネスへの参入が特徴であり，現在では
FinTech の中核としての位置を占めている。

今回の金融ビジネスの変革である FinTech の特徴は，まずクラウドコンピューティ
ングを含めたインターネットの駆使と，最新の IT と AI（人工知能），そしてビッグデー
タの活用，他業種におけるビジネスとの融合があげられる。さらに特徴的なのは，異
業種の企業が FinTech の推進者として金融ビジネスに参入してきていることである。
実際に「FinTech 協会」のメンバーを見ると，FinTech は色々な業種の企業が参加し
ていることがわかる。中でも金融サービスに関する特定の専門技術もしくは金融技術
を持ち，小回りの利くスタートアップ企業がその推進役を果たしている。またかつて事
業会社がネット証券やネット銀行等に進出したように，Amazon や楽天等，既にネッ
トビジネスを展開している企業が自分の持つビジネスインフラやビッグデータを活用
して FinTech に参入してきている。NTT ドコモなどの通信大手も，「おサイフケー
タイ」など以前から金融サービスを展開していたこともあり，この分野でのサービス
を拡大させつつある。

既存金融機関や金融情報システムの構築を担当してきた大手 IT 企業も，自分たち
のビジネス領域に侵入されるのを黙って見ているわけではなく，社内に FinTech 対
応部署を設置したり，他の FinTech 企業と提携することにより，FinTech への対応
を急いでいる。

（２）  FinTechのタイプ及びFinTechが対象とする金融ビジネスの分野

①　ビジネスモデルから見たFinTechのタイプ
FinTech をビジネスモデルから見た場合，3つのタイプに分けることができるも

のと考えられる。
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（a） 　現在の金融サービスの構造を変えずにスマートフォン等の活用や，APIの
活用等により使い勝手がよく，わかりやすい金融サービスとして提供するタ
イプ

 　これまで金融機関ごとにばらばらに提供されていたサービスを一つに融合
したりして使い勝手を良くしたものである。このタイプはあくまで金融機関
が主たる存在であり続けるタイプであるが，サービス主体は金融機関である
とは限らない。個人資産管理（PFM）サービスがその一つの例である。

（b）　SNS等，金融サービス以外のサービスと融合させたり，インターネット技術
や専門家が使っていた投資手法を活用するなどして，新しい金融サービスと
して提供するタイプ

 　例えば電子商取引履歴やSNSの情報を活用した融資，または決済，資産運
用におけるロボアドバイザーなどがこれにあたる。このタイプは，これまで
の金融機関以外からの参入も多い 42）。いわゆる金融システムを中心としたエ
コシステムの形成である。

（c） 　金融ビジネスの秩序だった構造を変革（仲介している金融機関を中抜き）す
るタイプ

 　海外送金において，ビットコインを活用して仲介金融機関を通さないケース
などがこれにあたる。また借り手と投資家をネット上でマッチングさせる
P2Pレンディングの場合，（b）の新しい金融サービスであると同時に，銀行を
中抜きする場合は（c）にも該当すると考えられる。

②　FinTechが対象とする金融ビジネスの分野
FinTech が対象としている分野は多岐にわたっている。FinTech 投資額ではリ

テール分野，特に融資業務が一番多く，次に決済業務が続いている43）。また PFM
（Personal Financial Management：個人資産管理）や資産運用なども対象となっ
ている。一方ホールセール分野では Cash Management（資金管理・移動）やクラ
ウドファンディング，EC 決済，仮想通貨などがあげられる。

以下に主なサービスを挙げてみた。
　（a）　仮想通貨を活用した金融サービス

ビットコインを代表とする仮想通貨は FinTech の中で特に注目されている分
野であり，特にビットコインの時価総額は急激に増えている44）。現在，決済や国際
送金などで使われているが，今後仮想通貨が普及すれば，既存金融機関の業務の
多くが代替されることになり，金融機関に重大な影響を与えることになる等の指
摘がある45）。

日本国内では2016年5月25日に資金決済法が改正され，仮想通貨は決済手段
に使える「財産的価値」と定義された。また仮想通貨交換業者を登録制にして利
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用者保護を図っている。さらに当該業者は犯罪収益移転防止法における特定事業
者に追加し，マネーロンダリング・テロ資金供与対策を図っている。

　（b）　個人資産管理（PFM：Personal	Financial	Management）
個人の毎月の収支を把握する家計管理やいくつかの金融機関に分散している金

融資産を一括して管理できる資産管理サービスである。オンラインリアルタイム
サービスであることと，洗練されたユーザーインタフェース，基本的には無償ま
たは非常に安価であることがキーとなる。国内においては家計管理の Money 
Forward や会計サービス（ソフト）freee が一例である。

　（c）　資産運用
使いやすく簡単なユーザーインタフェースで資産の運用ができるサービスであ

る。これまでファンドマネージャ等が使っていたポートフォリオ理論を個人向け
にアレンジしたサービスも多いようである。

　（d）　決済
米国ではクレジットカードやデビットカード決済が主流である。例えば決済・送金

サービスを手掛ける Paypal や，Square によるスマートフォンをクレジット決済端末
として使えるサービス，iPhone を決済端末として利用した Applepay，電子商取引で
の決済における利便性を高める Stripe など様々なサービスが展開されている。

国内においては Suica のような非接触型 IC カードを使用したプリペイド・電
子マネーによる決済が広がっているものの，まだ現金の利用が主体である 46）。し
かし電子商取引（EC）の拡大とともに，楽天やヤフーなどが決済サービスを開始
している。また Line Pay では決済や LINE の友達への送金・割り勘ができる。
さらに欧米で既にサービスが行われているキャッシュアウトサービス（デビット
カードを利用して小売店のレジ等で現金を受けとることができるサービス）など
も FinTech の一環で開始される可能性がある 47）。

　（e）　融資
これまで国内の消費者金融においても，ホワイトデータ（個人の消費者金融か

らの借入返済情報）等を使って分析し，即日融資を実現していた。FinTech によ
る融資は，分析対象データを電子商取引や SNS の情報等，幅広く使ったサービス
と言える。欧米では，Lending Club のように，インターネット上で借り手と貸し
手をマッチングさせる P2P（ソーシャル）レンディングが急拡大している48）。ま
た融資したお金（ローン）を証券化して売却するビジネスを行う企業も出現して
いる。これはこれまでリーマンブラザーズ等の投資銀行がおこなっていた証券化
ビジネスと類似のものと解釈できる。

　（f）　保険
生命保険や損害保険は FinTech としては遅れている分野である。しかしスマー

トフォンを使って契約ができるようになったり，わかりやすくシンプルな内容の
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商品が出るなど，今後大きく進化する可能性が高い。米国ではすでに身（人また
は自動車）に着けたセンサーから取得した情報と連動させた保険商品が出てきて
おり，IoT と金融が融合する世界の一つである。

　（g）　ホールセール
企業を対象とした FinTech においては，特に中小企業向けの財務会計サービ

スが挙げられる。そして経費精算や会計データの分析など，その機能も徐々に充
実してきている。また，クラウドファンディング 49）も広がりつつある。

主に既存金融機関が抱えるFinTech関連のテーマ（課題）として，金融庁は，（a）
邦銀のキャッシュマネジメントサービスの高度化（グローバルに一元化されたプラッ
トフォームの提供や複数通貨にまたがるネッティング機能の充実など），（b）外為報告
の合理化，（c）電子記録債権の利用者利便性向上，（d）決済インフラの利用者利便
性向上と国際競争力強化（2018年の実現を目指した電文の XML 化や，国内外一
体の決済環境の実現等），（e）仮想通貨に関する制度の在り方，を挙げている 50）。
ただし特に（a）～（d）については，FinTech として扱うよりは，これまでの延長
線上で金融システムの改善の一環で実施すべきモノと考えられる。

証券ビジネスの FinTech の事例はあまり挙げられていない。あえて言えば資産運用ビ
ジネス等が挙げられる。また株取引におけるアルゴリズム取引や株式の需給予測，調査リ
ポートにおける AI を活用したビジネスなども FinTech の一つであると位置づけられる。
また今後は仮想通貨建の債券が発行される可能性もある。

ビットコイン取引で使われている技術であるブロックチェーンについては先述した
通り，金融機関や IT 企業，証券取引所などで実証実験が開始されている。ブロック
チェーンがどの分野に向いているかを見極め，課題は何かを明確にし，これらをどう
解決するかが重要であるが，今後徐々に応用範囲が広がっていくものと予想される。

（３）  FinTechが注目されるようになった背景

FinTech が注目されるようになった背景として，４つ挙げられる。

①　情報インフラの充実によりネットを活用した金融サービスの提供が可能に
基本的には流通・サービス業界，さらには製造業界で起きているテクノロジーを活

用した変革が金融業界にも波及してきているということである。インターネットやス
マートデバイスの普及，コンピュータの高性能化・高機能化と共に，クラウドサービ
スの利用やオープンソースの利用によりソフトウェアの開発コストやサービスコスト
が劇的に下がった。そのため金融の専門家しか使いこなせなかった金融技術を，ユー
ザー満足度（UX）の高い金融サービスとして一般の人々にも提供できるようになっ
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た。同様にインターネットを活用することにより，SNS 等，これまで金融とは異なる
領域のサービスを活用した金融サービスを提供できる環境が整った。

②　個人の情報リテラシーの高まり
ネットショッピングやSNSの普及と共に，個人の情報リテラシーが全体的に高まっ

てきた。
③　ビットコインをはじめとした仮想通貨の利用

特にトラストレス（Trustless）なインターネット環境でセキュリティレベルの高
いビットコインの流通が，スタートアップや既存金融機関にとって，新しいビジネス
モデル創造の手段として認識されるようになった。

④　保守的な金融サービスへの不満
これまでの金融サービスは，規制機関や中央銀行等を中心に堅牢で信頼性が高い

が柔軟性に欠けており，複雑であった。そのため金融取引コストも高く，金融サー
ビスの使い勝手は良くなかったといえる。このような状況に対して，スマートフォン
等を自在に活用するミレニアル世代 51）中心に不満を持つようになった。一方，旧来
の金融の仕組みにこだわることのないスタートアップ企業のエンジニアには，新し
いテクノロジーを活用することにより革新的なサービスを実現できるため，金融分
野は格好の対象として映ったようである。

（４）FinTechの今後の方向性

今後，金融ビジネスのあらゆる分野で変革が起こる可能性が高い。例えば大手銀行
が主催して行っているハッカソンにおいて様々なアイデアが出ていることからも推定
できる。FinTech の今後の方向性として考えられるものを以下に挙げてみた。

① FinTechはいわばネットを駆使した金融サービスであり，この傾向は益々強ま
ると予想される。従って，多くの支店を持つ金融機関は，FinTechの影響を強く
受けることになる。

② 今後も他業態との連携，他業態からのFinTechへの進出が続く。既存金融機関
も他業態と提携もしくは資本参加を通じて，金融ビジネスを展開するようにな
る。FinTechへのスタートアップ企業の参入により，金融サービスのアンバン
ドリング化が進みつつあるが，既存金融機関による，スタートアップ企業の囲
い込みにより，金融サービスのリバンド化も進んでいく可能性が高い。

③ FinTechはIoTやSNS等の他の取引サービスと結びついたり，ユーザーがオー
プンAPIを通じて，複数の金融機関のサービスを統合して使えるようになって
いく。またお金の流れと取引情報の流れ（商流）が結びつくと同時に，ビジネス
の中抜きが進む。顧客はFinTechを意識せずに消費活動（ビジネス）を行うよう
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になる。
④ FinTechにおいて，ビッグデータやAIの活用が進む。これにより，高度なサー

ビスが実現すると同時に，多様なビジネスモデルが創出されるようになる。ま
た，使い勝手の良さは益々重要になる。潜在的な顧客ニーズの開拓が益々重要
になってくる。

⑤ 法制度の改善（規制改革）によりFinTechは顧客の望む方向にシフトしていく。
ただしリスク管理の重要性が低くなることはないので，FinTech企業もビジネ
スの内容によっては，バーゼル規制並みの厳しいリスク管理が求められる可能
性がある。またセキュリティの強化は益々重要な課題になってくる。

（５）  FinTech企業や既存金融機関，法制度等に求められるもの

FinTech は既存の金融サービスや金融市場に対して破壊的イノベーションを起こ
すとも言われている 52）。このような FinTech による変革に対応する（もしくは変革を
推進する）企業や規制機関に求められるものは何か，以下に５つ挙げてみた。

①　顧客ニーズの迅速な把握と小回りの利くシステム対応
一般的にこれまでの情報システムの開発・エンハンスにおいては，対応テーマに

優先順位をつけ，いかに枝葉を切り捨てるかがポイントでもあった。このような慣
習を捨てることが必要となる。金融情報システムも信頼性と堅牢性が重視され，結
果として業務の省力化・効率化が主であった面が強い。今後は顧客ニーズの迅速な
把握と小回りの利くシステム対応が重要となる。システム開発にあたってはオープ
ンソースの利用，アジャイル開発，マイクロサービスの利用が挙げられる。また提
供機能や情報については，ビッグデータによる分析も考えられるが，セブン－イレ
ブンが行っている，関係各社と協力して商品を開発するチームマーチャンダイジン
グや「仮説と検証」も有効であるものと思われる。

②　最新技術を活用したサービスの提供，既存の金融サービスにとらわれない発想
今後は AI の活用やスマートフォンによる UX の向上や，最先端技術を活用した

サービス及び情報システムが要求される。また金融以外のサービスを活用すること
により新たな金融サービスを創造することも可能となる。一方で最先端技術はその
進化が速くそれを使いこなす技術者は少ない。また社内の人材，特に大手企業の場
合は保守的な価値観が強い傾向にあり，かつ最先端技術に投資する金額にも限りが
ある。従って異業種やスタートアップ企業との連携等による内外の技術やアイデア
を活かすオープンイノベーションが重要であると考えられる。

③　既存インフラの革新
最新技術，特にブロックチェーンを採用することにより，機密性が高まると共に，
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対障害性も高まる。従って BCP としても有効であり，システム運用コストも大幅に
削減できるものと期待されている。しかしながらこの分散型ネットワークは中央の
管理機関を必要としないアーキテクチャであるため，これまでの金融システムの組
織や仕組みを大幅に変更する必要があり，既存システムとの接続等も含めて課題が
多い。実証実験等を通じて，少しずつ適用範囲を広げ，課題を解決しながら進めて
いく必要があるものと考えられる。ただし今後の金融情報システムは異業種との接
続や，オープン API を経由した顧客からのアクセス等の形態も増加していくもの
と考えられる。常に最新の動向と課題を把握し積極的にチャレンジしていくことも
必要であると考えられる。

④　セキュリティの強化
金融ビジネスにおいて，セキュリティの確保は特に重要なテーマである。例えば

インターネットを介したユーザーの認証で使われている ID とパスワードではセキュ
リティのレベルが高いとは言い難い。またワンタイムパスワードも利用者に多くの
負担を強いている。今後は生体認証や他のサービスの認証結果を利用する OAuth
認証 53）などの利用も増えてくるものと考えられる。単純にユーザーの利便性を優先
させた場合，事件や事故につながりやすくなり，サービスの信頼性が無くなってし
まう。サイバーセキュリティへの対応も含めて，これまで以上にセキュリティを担
保しながら，ユーザーの利便性を追求していくことが重要である。

⑤　規制緩和
FinTech に関する制度面で英米に後れを取っている我が国であるが，2016年5

月に銀行法等の一部が改正された 54）。今回の法改正により，金融機関による EC ビ
ジネスへの出資や IT ベンチャーへの出資が可能となり，銀行間での決済関連事務
の受託も可能となった。ただし金融審議会の決済ワーキンググループで指摘されて
いる，業務横断的な法制度の構築や，銀行・事業会社間での出資割合の課題，P2P
レンディングに関する制度の整備等の課題が残っている。「日本再興戦略2016」に
よると，政府は第４次産業革命等との関連も含めて検討を進めていく予定である。
当然のことながら FinTech 推進にあたっては法令改正の動きや問題点を認識しな
がら進める必要がある。

なお法制度の整備だけでは英米からの遅れがさらに増すだけである。金融庁はす
でに FinTech サポートデスクを設置しているが，英国における Regulatory 
sandbox のような試行実験の場を提供する等の施策も必要と考えられる。

（６）  金融機関はFinTechにどう対応すべきか

金融ビジネスは IT の活用がキーとなるが，IoT のように様々な機器にセンサーを
付けるというような作業は不要である。従って IT 企業を始め，他業種からの参入が
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比較的容易であると考えられる。各金融機関はこのようなビジネスの特徴を認識しな
がら，顧客が本来求めているニーズに対応していく必要がある。

①　金融機関の今後の可能性の追求
金融ビジネスは IT 革新により，他業界も巻き込み，エコシステムの中に組み込

まれていくものと予想される。しかも革新のスピードは加速されているものと考え
られる。金融機関に身に着いた保守的な体質を破り，金融以外の部分も視野に入れ
ながら自ら主導権を握ってイノベーションを起こしていけば，十分生き残っていく
可能性が高い。

②　既存金融機関の強みと弱点の見極め
既存金融機関の強みは，金融ビジネスをよく理解しており，既に金融マーケット

である程度シェアを獲得しているということである。逆に弱点は現状の仕組み（シ
ステムおよび業務，組織，思考形態）が堅牢な分，保守的となり，イノベーションが
難しいことである。また他の業態のビジネスに関する理解が浅い上に，法制度上の
問題もあり，金融以外のマーケットを押さえてないことである。さらに金融機関と
言っても地域金融機関，メガバンク，生・損保，証券等様々な業態があり，コングロ
マリットの一員かどうかなど，それぞれ立場が異なっており，自ずと強み弱みが異
なる。自社の置かれている外部環境や新規参入者等の動向，社内リソース等を見極
めながら，自社の課題を明確にし，強みを武器に，そして弱点を積極的かつ迅速に
克服していく必要がある。

③　既存ビジネスモデルの活用と新しいビジネスモデルの創出における戦略的対応
アクセンチュアによると，2015年における日本における FinTech 投資は米国の

0.5％に過ぎないという 55）。金融機関に限らず，国内企業の IT 投資は保守的な投資
であり，積極的な投資の割合は少ない。既存システムへの投資を抑えて，積極的な
IT 投資へと切り替える投資戦略がポイントとなる。

また既存金融機関は重要な財産であるシステムインフラと顧客を抱えている。これ
らを活かすビジネスモデルの創出が有効であると考えられるが，今後は特にスピード
重視のサービスと，正確性・信頼性重視のサービスをうまく使い分けていく必要がある。

新しいビジネスモデルへの対応は俊敏性が必須となるが，リスク管理や規制の強
い金融は保守的体質が染みついているといえる。新しいビジネスモデルの創出及び
拡大には，他業種との提携等や金融以外の経験がある人材の獲得が必要となる。

④　新しいテクノロジーの活用
これまで金融機関が取り入れてきたITは「失敗しないIT」であった。これからは，

シーズ（テクノロジーや金融以外のリソース）を武器としたアプローチが有効であ
ると考えられる。ところが FinTech で利用されている IT は今後も生き残る技術な
のかどうか曖昧な部分が多い上に，ビジネスへの適用にあたっては，試行錯誤も必
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要になる。また IT は，本来がビジネスを遂行するために活用する手段であり，IT
の活用が目的ではない。しかし，今後は IT がビジネスの中核を担うようになって
いく。IT をビジネスに先行させることも必要になるケースもありうる。

一方，すべての情報システムを自前開発していたのでは追いつかない。他方で単に
社外のイノベーターにすべてを開放するだけでは自社の存在意義がなくなる。ビジ
ネスに勝つための戦略が必要である。自社の優位性を保ちながらイノベーションを
進めるためには，金融機関自らが新しい技術を評価できる人材を採用・養成すると
ともに，テクノロジーに長けた IT 企業，特にベンチャー企業と連携し，オープンイ
ノベーションを推進する必要がある。その際，FinTech 企業の足腰の軽さを殺さぬ
ようにすると共に，保守的な既存部門の意識改革などが必要になる。

テクノロジーの活用においては，活用分野として２種類に分けることができる。
まず一つ目は AI 等の数理分析技術を応用した新商品開発や，これまでの金融技術
の高度化である。これはネットの高度活用を意味しない。この分野は特に新しいテ
クノロジーを持つベンチャー企業の活用が効果的であると考えられる。二つ目は
ネットを駆使し，SNS 等の他のビジネスや技術を金融サービスとして組み立てたも
のである。必ずしも最新のテクノロジーを使う必要もない。ソフトウェアに例える
と，前者は個々の組込みソフト，後者は一般の情報システムにあたる。当然両者を融
合させたサービスとなっていくと予想される。

一方で，今後は SNS 等を含めて色々なシステムとネットで繋がるということは，
利便性を確保しながらも，セキュリティ確保の重要性が益々高くなっていくという
ことである。

⑤　ビッグデータの活用
多くの業種において，ネットワークを活用したビジネスが広がり，様々なデータ

が収集・蓄積されるようになった。金融機関は，これらのデータをビジネスでどう
活用できるか，特に AI の適用に関してどのようなデータが必要か，真剣に検討し
対応していく必要がある。

3.3　製造業（第4次産業革命及びインダストリアル・インターネット）

IoT システムは大規模なほど，システムの有効性が高まる。従って企業グループ，さ
らには一国単独で取り組むのではシステム開発のリスクも高く有効性（コスト・パー
フォーマンス）も低いものにならざるを得ない。そこで，世界では主に２つのグルー
プによりスマートなものづくりを目指した IoT システムが開発されて来ている。
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（１）  インダストリアル・インターネット（Industrial　Internet）

米国の GE 社が提唱し中心となってアメリカを始め世界の有力企業を巻き込んで，
Industrial Internet Consortium が IoT の産業システムへの実装と標準化の推進を目
指し2014年3月に設立された。インダストリアル・インターネットは米国の GE 社が
提唱した IoT システムコンセプトであり，航空，鉄道，石油，ガス，電力，医療など広
範囲の領域を対象とし，インターネットを活用してスマート化し，高度なサービスを提
供する取り組みである。GE 以外に，IBM, インテル，シスコ，AT&T など世界の著名
民間企業が参加して創設され活動を広げている。

中心的なコンセプトは，“Software Defined Anything” であり，プロダクト・ハード
ウェアそのものではなくサービスの提供と捉える考え方である。あらゆるプロダクト
に対して製品そのものだけを提供するのではなくプロダクトがユーザーに与える継続
的なサービスを提供すると考える。この観点で，プロダクトに付属した IoT 端末デバ
イスからセンサーにより情報を収集し，クラウドシステムで解析し，プロダクトの予防
保全や，ユーザーがより良い使い方ができるように提案を行うなど，ユーザーに対し
てプロダクトを通じてサービスを提供することができるシステムを目指している。GE
社はこの IoT システムの中でクラウドシステムがコア技術と捉え，自社開発を行い，
社外へもサービス提供を行い始めてる。GE 社がクラウド・サーバーシステムとして
開発しているのが，Predix Cloud である。Predix Cloud は今までのコンシューマー
向けインターネットシステムとは違い，次のような特徴を持つ。

① 非常に分散的である。エッジ部分のコンピュータ処理が大量に発生する。
② 事前予測や予防措置の要素を重視する。今までのシステムは，ユーザーの行動

を待ってから事後対応するものが多かったが，常にデータを参照し，コンピュー
タ上で物理世界のシミュレーションを行い，生産性向上の調整をするような
CPS（Cyber Physical System）を目指している。

③ 高い信頼性が求められる。また，高いセキュリティも求められる。
④ 独特のナレッジ（業務分野の知識）も欠かせない。

GE 社が構想するインダストリアル・インターネットのシステム構成を図表３.３に示す。
GE が考える中心部分となる Predix Cloud のソフトウェア構造を図表３.４に示す。

ここで，Cloud Foundry56）は，PaaS（Platform as a Service）を構成するための基礎
ソフトウェアの一種である。PaaS 上で動作するアプリケーションの実行制御やメッ
セージ連携のための統一的な手法をオープンソース・ソフトウェアとして提供するも
のである。特定のベンダーに縛られることなく相互接続性の高い PaaS を目指してい
る。2014年12月に Cloud Foundry Foundation が発足した。メンバー企業には米国
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EMC，HP，IBM，インテル，ピボタル，欧州 SAP，VMWare，日本では，NTT，富士通，
東芝ソリューションズがメンバーとして参加している。

図表３. ３　インダストリアル・インターネットのシステム構成

図表３. ４　Predix Cloud の構造

Predix Cloud の技術的な特徴は，膨大な数の IoT 端末デバイスから集められたビッ
グデータを集積し，加工，分析してプロダクトに関する高度なサービスを提供するア
プリケーションを迅速かつ低コストで，柔軟なシステムとして効率的に提供するため

（出所）GE社HP https://www.predix.io/

アプリケーション

火力発電所運営サービス，ジェットエンジン効率運用サービスなど 

Cloud Foundry（マイクロサービス）
分析，データ処理，セキュリティ，業務運営，各種個別業務処理など，
アラーム管理，ダッシュボード，設備管理，ユーザー管理，…

データインフラストラクチャー 
Postgres（DB），
Redis（キャッシュ）
NewRelic（監視），
RabbitMQ（キュー）

Spark（分散処理)， 
Storm（ストリーミング），
Kafka（分散メッセージング），
Titan（グラフDB），
Cassandra（KVS） 

（出所）筆者作成
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のマイクロサービス・アーキテクチャ 57）を採用している部分である。また，開発が必
要となる膨大なソフトウェアのために，オープンソース・ソフトウェアを積極的に取り込
んでシステムを構成している部分である。オープンソース・ソフトウェアを利用してい
るため，他社が Predix Cloud を採用する場合もシステム連携が行い易くなっている。

（２）  インダストリー４.０

ドイツ政府が推進する製造業の高度化を目指すプロジェクトである。製造業に高度
な情報技術を活用しスマートファクトリーを目指して，機器の開発やソフトウェアの開
発，大量のデータ処理を行うための技術開発や標準化に取り組んでいる。

工場を中心とした発想で新しい価値やサービスの創出を目指した取り組みであり，同
様な課題を抱えるドイツを中心とした世界中の国々や企業にも協力を呼び掛けている。

第１の産業革命は，18 ～ 19世紀の英国で始まった蒸気機関，水力機関などによる
自動織機の開発など繊維産業の生産性を飛躍的に向上させた革命を指す。第２の産業
革命は，20世紀初頭に始まった電力を使った労働集約型の大量生産方式，例えば，米
国のフォードが導入したベルトコンベア方式による自動車の大量生産による革命を指
す。第３の産業革命は，1970年代に始まった電子技術の導入による生産工程の部分的
な自動化である。例えば，自動車の組立工程における工業用ロボットの導入などの産
業革命を指す。

第４の産業革命（インダストリー４.０）の目的は，工場の見える化を行い，つながる
工場，あるいはスマート工場を実現し，製造コストを極小化することであり，最終的
には人間が関与しなくても機械がネットワークを通じて情報を伝達し合い最適化する
ことである。企業は人間の関与を減らすことにより，人件費を大幅に減らすことが可
能になる。つまり，単位労働コスト比率（［製造業の労働者の１時間当たりコスト］／

［労働生産性］）を最小化することを狙う。
工場を中心に水平方向にも垂直方向にもリアルタイムに連携して少量多種，高付加

価値製品を大規模生産することを目指している（マス・カスタマイゼーション）。その
ための生産方式としてダイナミックセル生産方式が採用された。ダイナミックセル生
産方式は，ライン生産とセル生産の折衷案でラインをいくつかの工程に分割し，それ
ぞれの工程の中でダイナミックに変更できるようにする方式である。ドイツの中小企
業（従業員数500名程度）のものづくり（工程）を結び付けるために標準化を行ってい
る。日本の現状では大企業の中ではスマート工場化が進んでいるが，他の大企業や下
請けの中小企業との連携が不十分で後れをとっている。
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（３）  インダストリアル・インターネットとインダストリー４.０の比較

インダストリアル・インターネットもインダストリー４.０も IoT システムとして開発
が進められている。類似している部分も多いが，異なる視点で進められている部分も
存在する。図表３.５で２つのアプローチの比較を行った。

図表３. ５　インダストリアル・インターネットとインダストリー４. ０の比較

比較項目 インダストリアル・インターネット インダストリー 4.0
主提唱国 米国 ドイツ

推進組織 企業主導の企業連合
IIC（インダストリアル・インター
ネット・コンソーシアム）

政府主導の産官学共同事業
ドイツ工学アカデミー

参加企業 主に大企業 中小企業にフォーカス，
大企業も全面支援

主な参加企業名 GE，ピボタル，インテル，シス
コ，IBMなど

SAP，シーメンスなど

コンセプト Software Defined Anything
プロダクトのサービス化

スマート工場（見える化，つな
がる工場），
工場中心の発想

狙っている
ビジネスモデル

稼働している製品をリアルタイ
ムに管理して最適化するソフト
ウェアを提供する。
誰でもアプリケーションによる
サービスを開発・利用できる
プラットフォームのグローバル
スタンダードの開発を目指す。
GE社はPredix Cloudとして開
発中。

ドイツ流のものづくり「ダイナ
ミックセル生産方式」を標準化
し，世界標準化を図り，グローバ
ルスタンダードを目指す。

中心的技術 マイクロサービスの観点から粒
度の比較的小さなサービスを多
数用意し，これらをPaaS構築ソ
フトであるCloud Foundryを用
いて連携させて，各種の目的に
沿ったアプリケーションを構築
しプロダクト・サービスを提供
する。

生産工程のモジュール化，標準
化
マス・カスタマイゼーションとし
ての３Dプリンター（特に金属
材料）

特徴 各種のオープンソース・ソフト
ウェアを利用している。
Cloud Foundry，Postgres，
RabbitMQ，Titan，など

ドイツの有力な中小企業（従業
員数500名程度）をスマートに
連結し労働生産性を上げ，ドイ
ツの産業競争力を向上させる
ことを狙う。

（出所）筆者作成
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おわりに

本研究では IoT や AI などを中心とした技術開発が企業を中心とした情報システム
にどう影響し，情報システムがどう変容していくかを調査し考察してきた。その結果
改めて確認できたことは，程度の差こそあれ，社会システムや個人も含めて，全産業に
おいてデジタル化が急速に進みつつあるということである。そして企業や産業間の壁
はどんどん低くなって来ているということである。その結果，企業が競争力を強化し，
社会における存在価値を高めるためには，先端 IT を戦略的に活用することが益々重
要になってきていることが明らかになった。

従って，情報システムはその時点における様々な先端 IT を活用したものであるべ
きであり，その後の技術革新に併せて柔軟に発展させていくべきものである。つまり
これまでのように，実績のある技術やソフトウェアばかりを採用した情報システムで
は，ビジネスにおける競争に後れを取るリスクが高いということになる。また一方で，
顧客のニーズ（needs）とシーズ（seeds）をどう先取りして情報システムに組込み，発
展させていくかが重要となる。そのためにもビッグデータ分析や AI の活用が重要に
なる。そして今後の情報システムは，クラウドコンピューティングを中心に，ネットワー
ク主体としたシステム，必要なサービスを簡単にプラグインできるシステムとなり，
SNS や他業種の企業とシームレスな接続を通じて，個人または企業のユーザーに対し
て UX の高い情報システムを構築し運営する必要がある。

このような状況においては，情報システムの開発・エンハンスのスピードを速め，
かつ低コストで実現し，AI や IoT，場合によってはブロックチェーンなど，先端技術
を情報システムにうまく組込んでいくことが重要になる。そのためには，情報システ
ムを開発する人材として，これまでのようなシステムエンジニアに加えてデザイナー
や数理統計分析に強い人材，ビジネスを熟知しかつ革新していこうという意識の強い
人材が必要になる。しかも情報システムをすべて手作りするという価値観から，クラ
ウドサービスの利用やオープンソースの利用，外部人材の利用等，オープンイノベー
ションへと価値観をシフトさせる必要がある。

なお今後の研究課題としては，IoT 等の先端技術の動向が企業経営や社会システム
をどう変化させ，その結果どのような問題が生じてくるか，企業のあるべき IT 戦略，
情報システムの開発のあるべき姿などが挙げられる。

注

１） 総務省「平成26年版情報通信白書」平成26年７月15日（p.100）参照。
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２） IPA「ソフトウェア産業の実態把握に関する調査」2013年４月（p.239）によると，組込みシス

テムの開発費の約54％がソフトウェア開発に係る費用，ハードウェア（電子系）開発費かかる

費用が約14％，システム開発に係る費用が約16％，ハードウェア（機械系）開発に係る費用

が約７％となっている。

３） 経済産業省「平成2₇年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備（電子商取引

に関する市場調査）」平成28年６月14日参照。なお広義の EC とはインターネットに限らずコ

ンピューターネットワークシステムを介して，商取引（受発注）が行われ，かつ，その成約金額

が捕捉されるものをいう。

４） 総務省「平成27年版  情報通信白書」（p.237）によると，CPUの処理速度は2000年に1.4GHz

だったものが，2015年には31.5GHz に，同様に HDD の記録密度は1.2GB から６ TB へと増

加した。また家庭向け固定通信の通信速度も2Mbps から2Bbps へと高速化した。

５） GPGPU（General Purpose Graphic Processing Unit）は NVIDIA 社の製品である。同社は

近年業績を飛躍的に向上させている。

６） D-Wave 社ホームページ参照。（https://www.dwavesys.com/press-releases/d-wave%C2%

 A0announces%C2%A0d-wave-2000q-quantum-computer-and-first-system-order）

７） SDDC（Software Defined Data Center）と呼ばれる。物理サーバーにバーチャルマシンを

複数稼働させ，ソフトウェアによりデータセンターの構成を柔軟に変更可能である。また SDN

によりネットワーク構成も柔軟に変更できる。

８） これまでのクライアントサーバー型システムを表示（プレゼンテーション層），ビジネスロジッ

ク（アプリケーション層），データ（データベース）の３階層に分けたモデルである。

９） UX（User Experience：ユーザエクスペリエンス）とはユーザーがあるサービスを使ったと

きに得られる経験や満足など全体を指す。

10） 長内伊理一，吉沢尚子「携帯電話ソフトウェア開発の取り組み」，FUJITSU 61.2（pp.161－

168）参照。

11） 経済産業省「組込みシステム産業の課題と政策展開」平成23年11月16日（p.6）参照。

12） 経済産業省「組込みシステム産業の課題と政策展開」平成23年11月16日（p.16）参照。

13） 「平成27年版情報通信白書」第６章を参照。

14） JPNIC の OpenFlow 記事（https://www.nic.ad.jp/ja/newsletter/No52/0800.html）参照。

15） SDN 記事（http://jpn.nec.com/sdn/about_sdn.html）参照。

16） Docker 情報サイト（https://www.docker.com/）参照。

17） 確率的にノイズを混入させ特定の個人を識別できにくくする技術（Dif ferecial Privacy）が

研究されている。

18） Apache Cassandra 情報サイト（http://cassandra.apache.org/）参照。

19） オープンソース×クラウド情報サイト（https://www.ossnews.jp/oss_info/Apache_Storm）参照。

20） Titan 情報サイト（http://titan.thinkaurelius.com/）参照。

21） 日本 Hadoop ユーザ会（http://hadoop.apache.jp/）参照。
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22） Apache Spark サイト（http://spark.apache.org/）参照。

23） 東京工業大学が開発中の TSUBAME3.0などで実装中。

24） 理化学研究所が2020年完成予定のポスト「京」などで実装中。

25） 頓智ドットが2008年に開発し注目されたが現在はサービスを停止している。

26） 日立製作所の技術紹介サイト（http://www.hitachi.co.jp/rd/por tal/contents/story/sear-

chable_encryption/）参照。

27） Keychain 方式などが開発されている（http://jp.techcrunch.com/2016/07/21/keychain/）

参照。

28） IPA の Mirai に関する記事（https://www.ipa.go.jp/security/anshin/mgdayori20161125.

html）参照。

29） マイケル E. ポーター他 「接続機能を持つスマート製品が変える IoT 時代の競争戦略」

DIAMOND ハーバードビジネスレビュー論文，2016年２月刊の図を参考に作成した。

30） 佐久間淳 「データ解析におけるプライバシー保護」 2016年８月24日，講談社。

31） 特定非営利活動法人 軽量 Ruby フォーラム（http://forum.mruby.org/）参照。

32） ニューラルネットワークとは，脳の神経細胞の回路に近い仕組みをコンピュータで作るアプ

ローチ（モデル）である。

33） 処理性能を上げるために一部のノードのみにハッシュ値の計算をさせるようにしているブ

ロックチェーンもある。

34） ブロックチェーン上に組み込まれた取引に関する約束事（契約情報を記述したプログラム）をいう。

35） 経済産業省 「ブロックチェーン技術を利用したサービスに関する国内外動向調査」 （平成28年

３月）の中（pp.16－31）で以下の13の課題を挙げている。

① スクリプトの仕様が，チューリング完全ではない。

② スクリプトの実行にはトリガー（トランザクション等）が必要となる。

③ 取引内容を後から修正することが難しい。

④ ファイナリティに時間を要し，フォークによる手戻りリスクが存在する。（厳密にはトラ

ンザクションは確定していない）

⑤ 単位時間あたりのトランザクション処理量が少ない。

⑥ 取引者や取引の内容が公開されるため，プライバシーが保たれない恐れがある。

⑦ 肥大化するブロックチェーンによりノードの容量が圧迫される。

⑧ ノードごとにマシンパワーのレベル差を考慮した，トランザクション処理のネットワーク

全体での最適化が行われない。

⑨ 一部の（強力なマシンを保有する）団体しかマイニングできない上，電力を過剰に利用するこ

とになる。

⑩ トランザクションに押されるタイムスタンプは正確性や保証がない。

⑪ トークンの価格変動により取引手数料の事前想定が困難である。

⑫  P2P のネットワークを分断するような物理攻撃や障害が生じた場合に，ブロックチェー
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ンがフォーク（分岐）する可能性がある。

⑬ 誰でも参加でき，特定のノードを排除する仕組みがないため，違法な取引にも利用され

る可能性がある。

36） 現在稼働しているビットコインは過去の取引量の合計は90GB 程度とも言われているが，こ

の程度では問題がないものと考えられる。

37） POSについては，「トークンのため込み」や，「「何も賭けていない﹂問題」「低コスト51％攻撃」

という問題が挙げられている。詳しくは「ブロックチェーンの衝撃」日経BP，2016年６月13日，

pp.167－169参照。

38） NRI 「ブロックチェーンは社会に何をもたらすか」  IT Solutions Frontier, 2016.08（pp.10－

13）参照。

39） 日本取引所グループ「金融市場インフラに対する分散型台帳技術の適用可能性について」

JPX WORKING PAPER，2016年８月30日参照。

40） JUAS「企業 IT 動向調査報告書2014」～「企業 IT 動向調査報告書2016」の「IT 予算の売上

高に対する比率」を参照。

41） 高度な数学的手法や数理モデルを駆使してマーケット分析や投資モデルを開発する専門家のこと。

42） もちろん新しいサービスを行う場合，投資一任業務など，金融商品取引法の制約を受ける場

合がある。

43） アクセンチュア「FinTech 企業は共生型と競合型に分かれる」参照。（https://japan.zdnet.

com/article/35084111/?ref=antenna&utm_source=antenna）

44） 2017年４月５日の日経ニュースによると，ビットコインの時価総額は，2兆円を超えたよう

だが，規模としては小さいといえる。またその取引の大半は中国であり，使える店舗やサービス

が少ないのが現状である。（http://www.nikkei.com/ar ticle/DGXLASDC04H24-U7A400 

CIEA2000/）

45） 「ブロックチェーンの衝撃」 （pp.17－18）参照。

46） プリペイド・電子マネーによる決済の割合は2015年で2.2％に過ぎず，現金決済が80.8％，

クレジットカード決済16.7％となっている。（http://www.paymentnavi.com/paymentnews/

 57487.html）

47） 金融審議会「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ報告書」平成27年12月22日

（pp.12－13）参照。

48） 辻庸介，瀧俊雄「FinTech 入門」参照（p.95）。なお日本では制度上，１対１のソーシャルレン

ディングは認められていない。

49） ある目的を実現するために，専用の Web サイトを通じて，幅広く資金を集める方法。

50） 金融庁「FinTech 関連施策について」平成28年3月参照。

51） 1980年代から1990年代（または2000年代初頭まで）に生まれた世代。

52） 淵田康之「金融の破壊的イノベーションとFinTech」資本市場クォータリー 2015  Summer参照。

53） ユーザーが複数のサービスを連携させて利用する場合，外部サービスに IDやパスワードを漏ら
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すことなく，必要最低限のアクセス権限のみを委譲して利用できるようにした仕様を指す。

54） 制度面での改善が必須条件となる。制度のあり方については，2015年半ばから金融審議会に

おいて２つのグループで検討が行われ，その年の12月に報告書が出ている。「金融グループ

を巡る制度のあり方に関するワーキンググループ報告～金融グループを巡る制度のあり方

について～」と「決済業務等の高度化に関するワーキンググループ報告～決済高度化に向け

た戦略的取組み～」の２つである。これを受けて2016年３月に「情報通信技術の進展等の環

境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案」が国会に提出され，同年５月に

成立し，2017年４月に施行された。今回の改正により，以下の制度が整備された。

① 金融グループの銀行持ち株会社（もしくはグループ頂点の銀行）の経営管理機能

の法令上における明確化

② 金融グループ内の共通・重複業務（システム管理業務，資産運用業務等）の集約

③ グループ内の資金融通の容易化

④ （限定列挙方式でなく）個別認可方式により銀行グループによる金融関連 IT 企業

等への出資が柔軟化

⑤ 銀行グループ内外の決算関連事務等の受託の容易化

⑥ IT の進展に対応した決算関連サービス提供の容易化（電子端末型プリペイドカー

ドへの対応）と電子記録債権の利便性向上

⑦ 仮想通貨（ビットコイン）にかかる法制度の整備（マネーロンダリング・テロ資金

供与対策と利用者保護。）

55） アクセンチュア 「フィンテック，発展する市場環境 : 日本市場への示唆」  2017年１月９日参

照。（https://www.accenture.com/t20160627T031500__w__/jp-ja/_acnmedia/Accenture/

jp-ja/Documents/DotCom/Accenture-Fintech-Evolving-Landscape-jp-ver3.pdf）

56） Cloud Foundry ホームページ参照。（https://www.cloudfoundry.org/）

57） マイクロサービスは，システムを比較的小さなサービスの集合体で構成し，サービス間は

RESTful Web API のようなシンプルな方法で接続するシステム構築手法である。
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