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I. 概要
本調査は、欧州主要国における IoT 覇権を巡る最新情勢について、現地に赴き、ヒアリングを行った
ものである。
ドイツでは、2035 年を見据え、インダストリー4.0 を筆頭とするデジタル・アジェンダを提示し、対
応するプラットフォームを展開している。国全体の広範なデジタル化を目指している。
イギリスは、産官学による応用研究の拠点カタパルトを展開しており、オープンイノベーションの環
境整備を進めている。
両国ともデジタル経済に国の政策を対応させ、企業活動を支えるプラットフォームづくりを進めてい
る。

訪問時期：２０１５年１１月１１日（水）～２１日（土）
訪 問 先：
［ドイツ（ベルリン）］
連邦経済エネルギー省（BMWi）
VDI/VDE-IT（ドイツエンジニア協会/イノベーション＋テクニック）
［ドイツ（ミュンヘン）
］
バイエルン州経済メディアエネルギー技術省
フラウンホーファー研究所本部
インフィニオン本社
リーゲンスブルグ大学マイケル・ダウリング教授（ミュンヘナー・クライス理事長）
［イギリス（ロンドン）
］
英国貿易投資総省 ICT ｾｸﾀｰｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ クリス・ムーア博士
techUK
文化メディアスポーツ省（DCMS）
デジタル・カタパルトセンター
訪 問 者 ：澤田潤一 国際ＩＴ財団代表理事
榊原清則 中央大学大学院教授、国際ＩＴ財団評議員
丹下 博 フューチャーアーキテクトアドバンストビジネス本部ディレクター
齋藤奈保 国際ＩＴ財団事務局長
※役職名は当時

1

II. 訪問記録
１. ドイツ（ベルリン）
（１） 連邦経済エネルギー省（BMWi）
日

時：２０１５年１１月１２日（木）１０時～１２時

対応者： Mr. Brend-Wolfgang Weismann, Head of Division, Digital Agenda, Digital Economy, National
IT-Summit
Mr. Rainer Meyer, Division IV A 5, Digitisation, Industrie4.0
Ms. Claudia Flügel, Chief Administrator, Division Central Innovation Programme for SMEs
○ ドイツの製造業比率は 23％（バイエルン州は 25％。日本と同じ）と、先進国でも群を抜いて高い。
強みである製造業を維持するため、スマートファクトリー化を通じて国際競争力を一層高めること
を政策の大きな柱としている。これがインダストリー4.0 の背景である。
○ ドイツ製造業の特徴は、中小企業の比重の大きさであり、国の輸出総額で中小企業の占める割合は、
31％である（日本は 8％程度）。ドイツの中小企業には高い技術をもった「隠れたチャンピオン」と
呼ばれる企業が多く、独立性も高い。そのため、新しい技術に蓄積したノウハウをどう合わせてい
くか、というスマートファクトリー化への投資意欲は弱い。そこで中小企業の IoT 化を最重要課題
とし、ユースケースの蓄積や導入テストに取組んでいる。連邦予算は 1 億 2 千万ユーロに上る。
○ インダストリー4.0 で特徴的なのは、連邦政府のリーダーシップである。ドイツでは従来、州政府
が産業政策を担っていたが、インダストリー4.0 を進めるにあたり、201412 月に法改正を行い連邦
政府が産業政策に深く関われるようにした。連邦政府は、産業・学識・政府によるプラットフォー
ムを構成し、国としてコンセプトを共有し、アーキテクチャーの枠組みを敷いたが、技術標準化の
議論はスタートしたばかりである。ドイツとしては 2035 年を見据え、ユースケースを追加しなが
ら、これを実現しようとしている。
○ 一方、GE が主導するインダストリアル・インターネット・コンソーシアム（IIC）の動きもあり、
企業主導の IIC の方がスピード感を持って進むものとみられている。ただし、ドイツとしては法的・
社会的な対応も含めて考える自国が、将来的にはより優位性があると考えている。日本としては、
ドイツが国全体で取り組むスマートファクトリーで蓄積されるビッグデータがもたらす技術革新
については今後注視する必要があろう1。
○ 日本として注意すべきは、
ドイツのデジタル化政策の上位の EU のデジタル化政策である。EU は 2010
年 3 月に欧州経済戦略「Europe2020」を策定し、その柱の 1 つとしてデジタル・アジェンダを推進
している。つまり 2020 年の前に欧州戦略の見直しが行われると考えられるが、ドイツのインダス
トリー4.0 は、これに先行して推進されているとも考えられる。仮に、現在はドイツ規格であるイ
ンダストリー4.0 が、欧州規格になった場合、日本にもそれなりの影響が出ると予想される。

1

2016 年 3 月、Industrie 4.0 プラットフォームと、GE やシスコシステムズなどアメリカのインダスト
リアル・インターネットを推進する IIC は、将来の相互運用性に対してお互いに協力していくことで合
意した。 "Cooperation between Plattform Industrie 4.0 and Industrial Internet Consortium",
https://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/EN/PressReleases/2016/2016-03-02-blog-iic.html
同 4 月には、ドイツの産業見本市「ハノーファー・メッセ」開催式にオバマ大統領が駆けつけ、メルケ
ル首相とともに挨拶。丸川智雄『中国経済事情・ドイツ発の新産業革命「インダストリー4.0」の波に乗
ろうとする中国企業と、動きが鈍い日本企業』Newsweek 日本版ウェブ、2016.5.6.
http://www.newsweekjapan.jp/marukawa/2016/05/40.php
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連邦経済エネルギー省（BMWi）は「デジタル・アジェンダ」2およびデジタル経済政策、そして国家 IT
サミットにおける重要なプラットフォームにおいて役割を果たしている。ドイツは現在、国家をあげて
デジタル化を推進する真っ最中であり、
「デジタル・アジェンダ」以降を一連の IT 政策の取組みの第 2
章と位置づけている。それ以前は、国をあげて IT 分野の強化を図るという一般的なテーマのもとで取組
みを行ってきたが、今後は、特に我々の強みとしている自動車産業や機械工学、化学の分野といった具
体的な事業部門に関して、デジタル化に落とし込むことを強化していく。
この「デジタル・アジェンダ」を実現するためのプラットフォームとして、約 10 年前から毎年国家 IT
サミットを開き、そこで色々なディスカッションをしてきた。各大臣が座長を務め、民間側は業界団体、
シーメンスや SAP など各企業のトップも参加し、協力してデジタル・アジェンダの実施に向けて努力し
ている。国家 IT サミットはここ 1、2 年で様変わりし、今はデジタル化を図るためのプラットフォーム
という位置づけが強くなってきている。IT 分野だけではなく、鉄道事業や機械工学事業、化学事業など、
ありとあらゆる分野から参加している。この国家 IT サミットの中で開かれるプラットフォームの 1 つに
インダストリー4.0 がある。インダストリー4.0 のプラットフォームで目指しているのはより高い生産性
やプロセスの向上である。各国でも似たような取組みがあり、代表的なものがアメリカのインダストリ
アル・インターネット・コンソーシアム（IIC）である。IIC とインダストリー4.0 のプラットフォーム
の違いは、我々はより具体的に技術的な問題に取組んでいること、大臣クラスの政治家が入っているの
で、政治的なとりまとめができる枠組みがあること、国際的な標準化や規格の整備に具体的に力を入れ
ていることである。これらの点でアメリカの取組みとは一線を画している。
大企業、特に車両メーカーや自動車メーカー、重工業の中央制御を非中枢化するのは大きな問題では
ない。現在、問題視されているのは中小企業のデジタル化である。日本も同じだと思われるが、中小企
業の中には高い技術を有している企業が多い。そのような企業は、技術の流出や変革を恐れている面が
ある。そのような不安に対し、どのように対応するかが現在の課題である。色々な導入事例を示し、セ
ンサー類を実際に使ってもらうことで不安を解消する取組みを行っている。特に中小企業に対する施策
を検討する特別なグループを組んでいる。
インダストリー4.0 の柱はもちろん製造業だが、製造業のみではなく、例えば貿易や、取引そのもの、
サービス業、ロジスティック等もある。自営業を営むマイスターというフリーランスが多くおり、その
業態をデジタル化していくことも、もう一つのインダストリー4.0 の柱となっている。そのために重要な
役割を果たすと考えられているのが、スタートアップしたばかりの若い小さな企業である。このような
企業は IT や新しいアイデアを持っており、デジタル化に関して様々なサービスが提供できるが、彼らと
非常に伝統的な製造業をマッチングさせる事業にも力を入れている。起業資金は政府が支援をしていく
ことで、企業を長期的に維持できる形にしたいと思っている。ベルリンはスタートアップ企業の集積地
でもある。同省にはベンチャー企業の様々な支援策があり、その一例が ZIM と呼ばれる中小企業のイノ
ベーションプログラム支援である。このプログラムと IT をうまく合わせて、中小企業のデジタル化がス
ムーズに進行するようにしたいと考えている。
また、インダストリー4.0 という考えを中小企業に浸透させる方法に関しても模索している。
「ヒドゥ
2

連邦政府による IT 戦略の行動計画（2014 年、重点分野：①デジタルインフラとブロードバンド整備、
②デジタル経済とデジタル雇用、③公共部門のデジタル化、④デジタル社会の推進、⑤教育、科学、研
究、文化とメディア、⑥安全性及び信頼性の保障、⑦欧州及び国際的な連携強化。）
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ンチャンピオン」
（「隠れたチャンピオン」）と呼ばれている企業は、社内で確立された生産システムを持
っており、自分達だけで仕事をしていることが多い。それらの企業に如何にインダストリー4.0 に不安感
を持たずに、アクセスしてもらうかに苦心している。1 つの取組みとして、中小企業のマップを作り、ど
こがどのようなインダストリー4.0 の取組みをしているかに関する事例を約 200 件紹介している。このよ
うな啓蒙活動が重要と考える。しかし往々にして中小企業は自分のことに一杯一杯で、デジタル化に人
員を割くのが難しいといった問題に直面している。業態別に見ると、自動車産業や機械製造業等の大手
企業でデジタル化が進んでいるのは 15～20％程度であるが、鉄道業界は全く進んでいない。同じ自動車
産業でも、部品製造業になると比較にならないほどデジタル化が遅れている。自動車産業では、サプラ
イヤーの部品メーカーは自動車メーカーに従属しているが、他の業種はかなり自立していて、自分達で
市場開拓を行うこともできる。
中小企業は一つのノウハウに頼っているところも多く、製造ノウハウの流出を懸念し、なかなか参加
してくれないという現状がある。そのため、中小企業が自分達の業務の中でインダストリー4.0 のデジタ
ル化を試せるテストの場を設置している。また、標準化や規格、規制の整備を行い、大企業と中小企業
が同じデジタルのプラットフォームで仕事をしてもノウハウが取られないような法的整備もしている。
ヒドゥンチャンピオンは往々にしてその分野では誰もまねできない製品を販売しており、競合が少なく、
自立性が高い。しかしヒドゥンチャンピオンも、デジタル化に関して全く問題が無く、自分達だけで行
っていれば良いというわけではない。自分達の製品に満足するのではなく、それを販売した後のサービ
スの付与であるとか、データ解析を受けてのメンテナンスシステムの構築等様々な行うべきことがある。
ヒドゥンチャンピオンはそのような分野が不得手で、自分達のプロダクトだけで満足している面がある
ので、彼らを引き込むという難しさもある。
デジタル化を考えた場合、国内だけで実施しても意味がない。従って、国際的なレベルでのデジタル
の標準化を検討している。そうするとアメリカの GE が行っている IIC の取組みも見ていかなければなら
ない。彼らの取組みは民間企業が連なって実施していることもあり、競合関係であるので、組織的に 1
つのプラットフォームで行うことが難しい。ユースケースと言われている、ケースの蓄積をしているに
過ぎない。それを増やし、参加する企業を募ってその体制で進む傾向がある。ドイツの場合は一歩進ん
でおり、国家 IT サミットの中でもプラットフォームがあるのだが、アーキテクチャーの枠組みを敷いて
いる。現在は第一段階であり、コンセプトを議論しているので具体的な落とし込みまで行っていない。
しかし、もう一歩踏み込んで技術のスタンダード化を図りたいと考えている。その意味においては、IIC
の取組みよりも芯がある。皆が実施したいことを一緒に行いケースを増やしていくというのではなく、
国として 1 つのコンセプトを持ちたいと思い取り組んでいる。
我々も日本と同じく IoT の標準化に関しては最初の段階にいる。技術的に守らなければならない要件
を検討しており、それに付随する法的な問題、保証や知的財産等のコンセプトをまとめ始めた段階であ
る。EU は多くの国があり、常にオープンスタンダードを目指しているが、国と国との違いも無視できな
い。その違いの対応に時間がかかるが、時間をかけているとアメリカに負けてしまう。従って、如何に
スピードアップをするのかが問題である。その解決案としてはユースケースを蓄積していくしかないと
考えている。法的な枠組み等を考えるのと同時に、ユースケースも蓄積すること、その双方から取り組
んでいくことが重要である。日本の取組みにも関心があり、インダストリー4.0 を一緒に取り組むことが
できるのならば、様々な面で協力できると思われる。ドイツと日本は共通点も多いので、うまく両者が
4

協力できたらグローバルスタンダードを作りやすい環境になると思われる。インダストリー4.0 ではセン
サーが重要な役割を果たすが、ドイツで言えばセンサー関連でボッシュが強く、日本企業と技術的な交
流・情報交換をして、ドイツでのスタンダードやコンセプトに関する意見交換をすることができる。我々
もコンセプトに関しては考えないといけない。グローバルスタンダードを考えていく上で、日本のコン
セプトや考え方をフィードバック頂ければそれを反映したい。
2015 年 3 月のハノーファー・メッセの時にインダストリー4.0 のプラットフォームが初めて披露され
たが、それまでの道のりは平たんなものではなかった。日本と同じように、標準化に力を持った各企業
が個別で取り組む傾向があった。ドイツの場合、特に製造業が強かったので、IT の位置づけがあまりに
も低かった。イノベーションはモノからくるもので、IT やサービスから来るものではないというのがメ
ーカー側の意見だった。そこを説得し、これからの時代はどちらが優秀かという問題ではなく、IT と一
緒になって取り組まなければならないということを分かってもらうのに労力を割かなければならなかっ
た。ようやく理解してもらった上で、このプラットフォームの中に、ドイツの代表的な大手企業が入る
グループを作り、具体的に共通化が図れる領域に関して技術的な面で検討する場を設けた。そこでは政
府側はあまり口出しをせず、彼らで共通化できる部分、妥協できる部分を探してもらった。
プラットフォームにはワーキンググループがあり、企業の IoT 責任者や実務担当者が参加し、技術的
なディスカッションを行う。国から依頼する形で枠組みを作っただが、国の意向を強調すると企業の関
与の度合いが下がるので、自由に討議しもらい、自分達に可能な範囲内で共通化を図るというイニシア
ティブを与えた。このように、大枠では緩い縛りが有りつつも、民間企業の意向を尊重していることを
示すことが重要である。このワーキンググループでは、自分達の企業に落とし込んだテストができるよ
うになっている。そういった中から、共通化もしくは標準化のヒントを探し出して、その場で検討して
決めてほしいというのが我々の要望である。アメリカの IIC と異なるのは、共通化を検討し、その結論
を出すことが求められており、そのためにシステマティックな対話がなされていることである。ワーキ
ンググループには、締め切りを決めた上で結果を出すよう求めている。

出典：連邦経済エネルギー省提供資料
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政府はワーキンググループのスポンサーのような存在になっており、資金や人材を提供している。取
りまとめを行う人材や事務的な仕事を行うスタッフに関しても、IoT の専門的な知識を持っている人材を
提供している。政府はディスカッションの中身には立ち入らないが、技術的な要請に関する回答や法的
基盤の有り方について、時間を決めて検討してもらっている。インダストリー4.0 の取組みによる、業務
形態や労働形態の変化を扱うワーキンググループもあり、同グループの参加企業数は 120 社である。い
ずれも 2 万人以上の従業員がいるような大企業である。予想される変化を労働組合に知っておいてもら
わないといけないため、労働組合トップも参加している。このワーキンググループの結果は、来週の国
家 IT サミットで発表の予定で、2016 年のハノーファー・メッセを決定版の結果報告会と考えている。各
ワーキンググループに有名企業のトップが座長として率いる。
「研究とイノベーション」はヒューレット
パッカード、
「システムの安全性」はフォルクスワーゲンのトップである。但し、ワーキンググループの
座長になるためには公募を行い、実績やコミュニケーション能力を審査の上、選定している。
これらのワーキンググループ及びそれを管轄する「運営委員会」は民間企業のための組織で、インダ
ストリー4.0 の技術的な仕組み作りについて、標準化も含めて取組みを行っている。それに対して「戦略
委員会」は、政府や業界団体や労働組合から構成され、インダストリー4.0 の中での位置づけや、タイム
ラインをここで検討し決定を下す。
「産業コンソーシアム及びイニシアティブ」では、市場導入に向けて
色々なテストやプロジェクトを実際に行っている。この新プラットフォームのコンセプトは昨年の国家
IT サミットで決定され、今年からの実施となっている。
連邦政府のインダストリー4.0 に関する予算規模は小さい。プラットフォームを運営するための事務局
があり、国が予算を付けているのだが、多額ではなく 1 年あたり約 100 万ユーロである。ミーティング
の場所を貸したり、秘書を雇ったり、国際的なコミュニケーションをする実務担当の人材を雇ったりす
るだけなので最小限の予算にしてある。
予算をかけているのは IoT を推進する様々な支援プログラムで、
約 1 億 2,000 万ユーロとなっている。両方合わせて、インダストリー4.0 に関わる予算全体になる。現在、
「国際協力」というワーキンググループを作ろうとしている。同グループは、他国との連携が関係する
ので、実施する枠組みを慎重に検討している。今すぐには不可能だが、来年に局長が日本を訪問すると
きにはその結果を持っていくので、日本が入ることも歓迎したい。

ワイズマン局長（右から 2 番目）
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（２） VDI/VDE-IT（ドイツエンジニア協会/イノベーション＋テクニック）
日

時：２０１５年１１月１２日（木）１３～１４時

対応者：Dr. Jan Wessels, Evaluation
○ インダストリー4.0 の土壌として、中小企業を対象とした研究開発の施策が連邦・州・民間で充実し
ており、イノベーションの土台となっている。
○ 連邦政府の助成では、大企業との連携が条件とされ、技術移転が重視されている。PT(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴｰｼﾞ
ｪﾝｼｰ)が手続きを支援し、助成の成果評価も毎年行われる。
VDI/VDE-IT は民間企業であり、ドイツで PT（Projektträger；プロジェクトエージェンシー）と呼ば
れる機関の 1 つ。主にプロジェクトの実施の際の資金の分配に関する評価を行っている機関である。GMBH
（有限会社）という形態を採っているが、クライアントは全て官公庁であり、中小企業イノベーション
プログラム（ZIM）という経済エネルギー省のプログラムの他、教育研究省が行っている IT の安全性に
関するプログラムや、高齢化社会政策の 1 つ、
「人間と機械のインターフェイス」プログラムの助成金の
PT も行っている。当会の従業員数は約 320 名で、ほとんどがベルリンに在勤している。事業評価業務の
他、様々な研究助成のトレンド等を市場調査して、ロビイングを行い、政府にフィードバックしている。
省庁でプログラム設計をした上で公募をかけ、PT も募集・選抜され、約 5 年の任期でそのプロジェクト
を担当する。当会では、特に評価とプログラムそのものの内容を審査・精査する役割をしている。評価
は、申請内容を審査するのでなく、プロジェクトが一旦終わった後の結果と市場に与えたインパクトを
分析する。プロジェクトを評価するための評価者も公募し、プロジェクトの結果を調査・評価する。
ドイツのイノベーション戦略に関して説明する。ドイツも日本と似たような経済構造を持っており、
非常に製造業が強く、更に急速に進んでいる高齢化に対しての対策も取らなければならない。ドイツの
特殊な事情があるとすれば、90 年にドイツ統一が行われ、政府が東西格差の解消に追われたことである。
90 年代から旧東ドイツの様々なセクターに投資をしたので、そのためストップしたイノベーションもあ
る。2000 年代の初頭、経済が落ち込み、そこでもイノベーションが停滞した。この時期は助成のプログ
ラムもかなり抑えられ、本数も予算も減っていたが 2005 年頃に再始動し、2006 年に「ハイテク戦略3」
が発表された。
「ハイテク戦略」の重点項目の 1 つとして、各省縦割りの推進ではなく、垣根を取り払っ
た学際的な取組みがあったが、非常に課題が多く、難しかった。省庁間のライバル意識もあるし、大連
立であったので、意見の統一がしにくく、非常に苦労した。そこで連邦政府がリーダーシップを発揮し、
垣根を取り払った取組みをしなければいけないというプレッシャーを与えたことで改善された。
「ハイテク戦略」では、縦割りではできないようなテーマを与えている。例えば「エネルギー」や「自
動車、モビリティ」等は、管轄する複数省庁の協力が不可能である。国家を挙げてのハイテク戦略の下
で、プラットフォームを設立し、各省庁の大臣だけでなく民間団体や研究機関からも人材を集め、定期
的にディスカッションを行っている。現在、
「ハイテク戦略」の最も重要なプラットフォームが「ハイテ
ク・フォーラム」であり、民間の工業会、民間企業、研究機関、政治分野から議員が参加して 20 名で構
成され、国家のハイテク戦略の実施方法を定期的に話し合っている。その下にワーキンググループがあ

3

ドイツ初の科学技術イノベーション基本計画。イノベーション創出のため、研究と産業とのより密接な
ネットワーク形成を狙いとする。
7

り、そこでは具体的なテーマ、例えば「インダストリー4.0」や「デジタルの安全性」や「電気自動車」
などに関してディスカッションを行っている。
「ハイテク戦略」で目指しているのは、より多くの資金を工業会・民間企業から拠出してもらうこと
である。現在は約 1/3 を政府から、約 2/3 を企業から拠出してもらっている。研究開発に熱心に取組み、
売上げなどの経済成果に結びつくことが重要である。特に民間企業と研究機関の繋がりを更に強化すべ
きと考える。良い研究ばかり行っていても成果が出なければ意味がない。必ず民間企業と研究機関と、
願わくは中小企業を交えて、この三者で研究開発プロジェクトを実施することを推進してきた。助成を
受ける 80～90％がこのような形態であり、この三者体制が助成を受けやすい状況となっている。この 10
年程、縦割りではなく学際的に行うため、クラスターを多く作り、その強化に取り組んできた。また、
良い研究結果が出ても資金の問題で市場に導入できないという問題もある。そのようなことが起こらな
いように、研究が終わった時点でそれを市場から見て、もう一度評価をする、ということを行ってきた
（バリデーション助成）
。
ドイツにはスタートアップ企業や起業する人が少ないという弱点があり、スタートアップを推進して
いかなければならないと考えている。革新的なことは、スタートアップでしか取り組むことが出来ない。
そういった面がドイツは特に弱かった。急速に社会の高齢化が進んでおり、年長者が保守的になってい
ることがスタートアップの数が少ない理由の一つではないかと思われる。特にバイオ関係や IT 関係は、
スタートアップの取組みが容易である。アメリカは新しい企業が生まれやすい土地であるが、逆に言う
と入れ替わりも激しい。ドイツでは継続して残る企業が多いので、長期的な取組みに強い部分がある。
ドイツのスタートアップはスピンオフで生まれる形が非常に多い。大学の教授が自分達の学生に対し、
スピンオフで企業を作るためのアドバイスや助成をしている。それは経済エネルギー省が管轄している
「イグジスト」というプログラムで、約 1 年間分の奨学金を与え、勉強でなく起業のノウハウや準備の
ために使うもので、成功事例の 1 つとなっている。最初にイグジストを立ち上げたときは、管轄省庁は
BMBF（教育研究省）だったが、その後様々なところが担当し、現在は BMWi（経済省）が管理しており、
導入 15 年程度経っている。他にも、例えば、起業のためのビジネスモデルを競うコンペティションを実
施している。一位だと賞金がもらえるが、それ以上に、社会の注目が集まる。
「ジャーマン・アクセラレ
ーター」という助成プログラム（経済エネルギー省）では、新たに起業した人が半年程度アメリカに渡
り、アメリカで同じような企業を経営している若い人たちと交流が図れるプログラムである。
評価に関して非常に重要なのが、2008～2010 年に評価のための委員会「EFE（エフィー）
」4を作ったこ
とである。この委員会はエコノミスト、イノベーションの専門家など 5 人の教授から構成される中立的
なもので、政府が実行するイノベーション戦略の進展具合を毎年鑑定する。鑑定内容は、年次別の指標
評価と、毎年設定されるテーマによる鑑定である（これは一般的な PT とは別のものである）
。その鑑定
書を政府が受け取り、その内容に関して公開討議を行う。公開されることにより、連邦政府は一定のプ
レッシャーを受けることになる。鑑定書を受け取ってから約 1 年間は討議期間となっている。1 年後に取
組みが進展していない等の事態が起こっていれば、同委員会からフォローアップを受ける。2 年間隔で回
しているので、様々なことがオーバーラップして進む。だいたい 11 月に委託調査の結果が出て、それに
基づき教授が鑑定書を執筆する。2 月頃に提出期限があり、そこから連邦政府との討議が始まる。その間

4

www.e-fe.da
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に次の委託調査の企画を考えなければならない。委員会の教授は、毎年各国に視察に出向き、イノベー
ション政策など戦略の現状把握に努める。中国、アメリカ、恐らく今年は日本にも行ったのではないか。
欧州研究圏（European Research Area）の枠組みでは、研究拠点としての欧州を強化するためのさま
ざまな助成プログラムを実施5しており、毎年、EU 加盟国 28 カ国のイノベーションの評価を行っている。
指標は特許、教育状況、研究予算等様々である。それによって各国ランキングも出る。それにより自国
はどの辺を推移しているかということが分かる。ドイツは 3 位である。イノベーション・リーダーと呼
ばれているのはスカンジナビア 3 国で、デンマーク、フィンランド、スウェーデンが上位になっている。
それにドイツも続いている。EU 加盟国 28 カ国が比較対象だが、その他にスイスも見ている。また、指標
は限定されるが、アメリカや日本や中国とも比較している。そのように各国を比較すると自国の弱みや
強みが非常によく分かる。特にドイツは若年層で起業する人が少ない。また、人口が約 8,500 万人で、
国内で自給自足が可能であるからことから、国際協調も弱い。
研究開発においては、ドイツの大企業は他社との連携には慣れている。むしろ問題があるのは中小企
業である。中小企業から大企業にアクセスするのは非常に難しいので、それを可能にする場を作ること
が重要である。大企業の自前主義を止めるというよりは、中小企業からの協力の可能性を広げることが
大事である。

VDI/VDE-IT ベッセルス博士

5

科学技術振興機構（2015 年）
「1.2 EU の研究開発政策の影響」『科学技術・イノベーション動向報告～
ドイツ～』
、p.11
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２. ドイツ（ミュンヘン）
（１） バイエルン州経済メディアエネルギー技術省
日

時：２０１５年１１月１３日（金）１０時～１１時３０分

対応者：Dr. Rolf Bommer, Head of unit "digital agenda"
○ 連邦政府が国際戦略・標準化などの議論に取組む一方で、州政府は産業政策・イノベーションを担
う。バイエルン州ではバイエルン・デジタルという指針が出され、産業横断型の研究開発プラット
フォームの創出、中小企業のデジタル化支援、2030 年までにスタートアップ企業 3,000 社を目指す。
日本とドイツ、あるいは日本とバイエルン州は非常に多
くの共通点があり、既存の産業が強いことが両国の特徴で
ある。強い産業に IT との関連性を持たせ、更に強化する
という考えがある。恐らく、バイエルンあるいは日本が行
こうとしている道は、アメリカが行きたい方向とは異なる
のかもしれない。アメリカは IT 企業が主体になって動き
を進めているが、日本とドイツの場合はそうではなく、ど
ちらかと言うと製造業が主体になっている。バイエルン州
ではシリコンバレーをコピーするのではなく、理解すると
バイエルン州 ボマー博士

いうスローガンを揚げている。バイエルン州経済省の中の

少なくとも 20 位のユニットにそれぞれ担当者がおり、そのデジタル化を担当している各ユニット全部を
統括して、バイエルン州のデジタル化戦略を作っている。
「デジタル化」は我々の生活そのものを大きく変えるものである。10 年前の 2005 年に法王がミサを行
っていた際、群衆はただそれを見ているだけだった。しかし、8 年後の 2013 年の同じ行事の際には、皆
がスマホやタブレットでそれを撮影していた（下の写真参照）。デジタル化、端末の利用がどのように個
人の生活そのものを変えるのかが、よく表れている。
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出典：ボマー博士提供資料

デジタル化がもたらす様々な変化のなかで、当省にとってはビジネスの変化が特に重要である。音楽業
界でも、小売業界でもオンライン等での買い物がメインになってきている。保険業界では、自動運転が実
現すると保険料が半額になるのではないかとの議論が行われている。デジタル化やコンピュータは既に
50 年前から存在しているから、新しいものではないという認識は間違っている。新聞業界では、新聞業
界は印刷技術の発明された 500 年前からビジネスモデルがあまり大きく変化していない。新聞は印刷とい
う形で生産し、広告を入れて、読者に届ける。しかし、インターネットが普及してきた 2000 年位から紙
媒体に出される広告が極端に少なくなり、広告で新聞業界は収入を得ることができなくなった。現在も紙
離れが進み、この危機から新聞業界は脱却できていない。自動車業界の場合はどうだろうか。自動車業界
も、自動車が 100 年前に発明されてからあまり変わっていないと思われる。もちろん自動車自体は進歩し
ている。しかし、ビジネスモデル、つまり自動車を売っているお店に行って購入し、年に１回はメンテナ
ンスのために再度ディーラーに依頼するというこれまでの自動車販売のパターンは、以前とあまり変わっ
てない。しかしそれが今では自動車自体がネットに繋がり、ほとんど毎日、ディーラーと顧客が繋がって
いるという状態も起こっている。同様の変化が新聞業界でも将来的に起こるのではないか。
ここで議論すべきは、誰がデジタル化のメリットを受けるのかである。それが BMW やトヨタのようなメ
ーカーなのか、それともネットサービスを提供するグーグルのような企業なのか。グーグルのような IT
企業の強みは、時価総額である。それだけインターネット関連の企業は力を持っていると言える。アップ
ルとグーグルの 2 社だけで、世界中の従業員が約 20 万人である。それに対して、ドイツの上場企業のダ
ックス 30 社のうちの 1 社であるシーメンスを見ると、20 万人を上回る 30 万人いる。これで分かること
は、大企業で、特に従業員数が多いところをデジタル化の波に乗せ、ビジネスをサポートする必要がある
ということである。この点が重要だと思われる。
バイエルン州では現在、技術・学術の振興、とりわけ研究機関で開発したものを実際の市場に導入する
ための措置に力を入れている。当州には教育機関、大学が多く、特許による収入も非常に多い。ドイツの
出願特許の 10 件のうち 3 件が当州から出ている。当州の強みは教育・知識レベルが高い他に、産業が強
いことである。州の GDP において、建設業を除いた製造業だけで 25％を超えている。製造業が強いドイ
ツの中でも当州が突出している。イギリス、フランス、アメリカでは 10％前後しかない。日本もだいた
い 25％くらいで、こういった観点から見てもドイツと日本は似ている。これらの特徴が、デジタル化を
行う上でのベースとなっている。もうひとつの強みは、当州は既に IT 拠点として突出していることで、
昨年、欧州委員会が行った調査でもはっきりと表れている。ミュンヘンやロンドンやパリを凌いで、IT
の拠点として 1 位になっている。このように、教育水準が高く、産業基盤が強く、IT の魅力的な拠点で
あるという、デジタル化で良いポジションを獲得するための前提条件が当州には揃っている。そこで、当
州の強い産業、特に自動車産業や機械製造業など、これに IT を組み合わせていくために、
「バイエルン・
デジタル」という戦略を作った。当州をデジタル・エリアの中心に据えるというビジョンのもと、デジタ
ル化を推進することによって研究開発を更に強化し、起業家、スタートアップをサポートし、そして中小
企業もサポートしながら、同時に雇用を増やしていきたい。そのためには、各企業が独自のデジタル戦略
を持つことが必要である。大企業だけでなく、中小企業、あるいは町工場のようなところも自社に合った
デジタル化戦略を持つ必要があると思われる。そのため、この「バイエルン・デジタル」計画では、予算
は 20 億ユーロの大部分をデジタル化のためのプログラムやインターネットのために充当される（当省で
も 5 億ユーロの予算があり、様々なプロジェクトを行っている）
。
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「バイエルン・デジタル」政策は、ベースとしてブロードバンドがあり、研究開発・中小企業・起業の
3 本柱となっている。通常のインターネット接続は当州全域で実現しているが、デジタル化対応及び高速
化の投資をする予定である。当州には人口が数千人という小規模でも独立した自治体があり、全体で
2,000 自治体。その大部分の 1,600 の自治体がこのプログラムの対象になっている。
研究開発のために、ミュンヘン北部のミュンヘン工科大学のキャンパスにデジタル化センターを設立し
た。州予算は 1 億 2,000 万ユーロである。同センターには教授が 20 名ほどおり、デジタル化について議
論をしている。教授職はバイエルン州内の大学であればどこでも応募でき、州最高レベルの教授を選ぶこ
とができる。センターには、コンセプト段階を含め、6 つのプラットフォームがある。そのプラットフォ
ームの一つ、「コネクテッド・モビリティ」では、将来の交通に関する研究開発を行うのだが、とりわけ
IT がこれからの自動車業界にとって重要となることが認識されている（プレミアムクラスの自動車のプ
ログラムコードの数は、ボーイングの 7 倍という）
。企業と研究機関の交流の場として、ラボも設置して
あり、BMW とシーメンスとミュンヘン工科大学の 3 者が協力をして研究に従事している。モビリティ・デ
ータは色々な形で様々な場所に存在するが、これを 1 つのプラットフォームに集めるというのが主な目的
の 1 つである。モビリティ・データは自動車からだけでなく、列車等からも色々なデータが収集される。
自動車自体から出てくるデータ、あるいはメーカーから出てくるデータ、ユーザーが出したデータ等をプ
ラットフォームに集積している。現在、ミュンヘンとベルリンを繋ぐ高速道路であるアウトバーン 9 号線
でアウディ等の企業が自動運転車のテストを行っている。
コンチネンタル社はもともとハノーファーに本社のあるタイヤ製造業で、現在は自動運転技術に関する
重要なサプライヤーである。当州に大きな拠点があり、同社の自動運転技術はほとんど当州で開発されて
いるため、そういう意味で重要な企業である。自動運転技術は現在かなりの段階まで進歩しており、そこ
から出てくる膨大なデータを、誰がどのように利用するかという権利を議論しないといけない。BMW やト
ヨタなのか、違う企業なのか、そこから生まれるビジネスモデルはどのようなものか。これらの問題を議
論する必要がある。
「デジタル産業」というプラットフォームもあり、今一番有名なのがもちろんインダストリー4.0 で
ある。アメリカでは「インダストリアル・インターネット」と呼ばれている。このように世界中で、
名称こそ違うが製造業と IT・コンピュータとの組み合わせについて取り組まれている。このインダス
トリー4.0 の枠内で、私達も色々なプロジェクトを実施していきたいと考えている。例えば産業用設備
等の遠隔保守や、食料品や機械製造業等のセンサーに関するプラットフォームがある。
「IT セキュリテ
ィ」というプラットフォームでは、フラウンホーファー研究所と一緒に、ミュンヘン北のガルヒング
のクラスターエリアに、応用・統合セキュリティ研究所を設立した。フラウンホーファーのプロジェ
クトの場合は、産業界からの資金協力も引き出して取り組まなければならない。同研究所は、産業界
からのニーズに対応する研究を行い、それに基づいてソリューションを提供している。
「バイエルン・デジタル」戦略に戻るが、2 つ目の柱として、中小企業のデジタル化対策がある。中
小企業はドイツでの定義は 500 人までの従業員を持つ企業のことで、中小企業の IT 化は十分でない。
中小企業はよくサイバー攻撃を受けており、その防衛手段を持っていないという問題もある。当省で
は様々な措置を検討し、中小企業全体を対象とするものや、個別の業種に合わせたもの等、様々な方
策を用意した。中小企業全体を対象としたものに「デジタル化ボーナス」がある。これはシンプルな
助成で、デジタル化のための資金を中小企業に出すというものである。申請用紙一枚に、デジタル化
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のために講じたい措置を記入してもらうだけで手続きが完了するため、非常に簡便である。例えば IT
化のための投資が 2 万ユーロ必要と企業が申告すれば、50％までの助成が可能なので、企業側が半分、
州側が残り半分の額を拠出する。これは多数の企業が応募することが予想され、年間で 1,000 件以上
を予算として見込んでいる。この助成はハードウェアでもソフトウェアでも、外部から購入し利用す
るものを対象にしている。人件費は対象にしていない。一時的に企業の内部で行う活動、つまり人材
を増やして内部で IT 投資をすることを対象にすることも検討したが、手続きがあまりにも複雑になっ
てしまうので除外した。観光業等や卸小売等に対しても小さな助成プログラムを用意し、デジタル化
を促している。
バイエルン・デジタル戦略の 3 つ目の柱が起業家の育成・助成である。起業支援というとシリコン
バレーのように小さな企業が大企業になっていくイメージがあるが、一番典型的な最新例はワッツア
ップだと思われる。
コミュニケーションツールを提供する企業として 30 人規模の企業からスタートし、
現在では企業価値が大幅に増大しただけでなく、利用者の数も 500 人程度から、10 億人にまで増加し
ている。こうしたビジネスは従来の通信企業にもチャンスがあったが、その可能性を見出せなかった。
ワッツアップをはじめとするスタートアップ企業が、既存の通信企業がカバーしていなかったサービ
スを提供して、ビジネスを成功させたのである。そこで、大企業が取り組む州全体あるいは国全体の
デジタル化に加え、スタートアップ企業による新しいアイデアを用いたデジタル化の促進を重要な柱
として位置づけている。
IT 関係の起業家にとっては、ソフトウェア開発の方がコスト的に安価なので、最初からハードウェ
アを扱うのは珍しい。しかし、当州にはマガジーノという、大型倉庫用ロボットのためのハードウェ
アを提供する企業がある。このビジネスが成功すれば、倉庫の人員はほとんど 0 近くになるという。
IT セキュリティのためのハードウェア企業もある。そのハードウェアはコンピュータに取り付けるこ
とで、セキュリティを上げることができる。イノベーションを進めたい大企業が積極的にこのような
スタートアップと協力することで非常によい成果を挙げている。
恐らく、IoT の世界でもスタートアップはソフトウェアを開発し、シーメンスや日本の大企業に提供
して、成功を収めているだろう。大企業もスタートアップの重要性を認識していて、自社の中にイノ
ベーションラボのような、社内のスタートアップのためのインキュベーション施設を持っているとこ
ろが増えていることにも表れている。ドイツの技術系企業の場合は、社内ラボや提携している研究開
発機関などが何らかの形でスタートアップを支援している。新しいイノベーション技術を持ったスタ
ートアップが生まれて成功するポイントは、大企業とうまく提携することだろう。連携は様々な形が
あり、ソフトウェアを開発し、それを大企業が買って利用するもの、あるいはビジネスモデルを開発
して、それを大企業で転用して使う等、色々考えられる。但し、IoT の場合には 2 つの前提条件がなけ
ればうまくいかない。1 つにはまずインフラが必要である。例えば医療関係も IoT に取り組む場合には
整備されたインフラが必要である。インフラに加えて、ビジネスモデルがないと機能しない。このイ
ンフラ及びビジネスモデルの 2 つが必要だと考える。
エネルギー業界では、エネルギー供給企業が今後はスマートメーターでそれぞれの家庭と自社のエ
ネルギー源を繋ぎたいと考えている。その際にスタートアップが提供しているソリューションを選択
し、最適なサービスを考案したいと考えている。電気自動車の利用を自社のサービスに組み込む企業
もあるかもしれない。我々は州としてこのようなことを検討している企業に対して、提供可能なサポ
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ートを考えている。最初のステップが重要で、かつ難しい。すなわち、必要な設備は何で、それを用
意するためにはどうするべきなのかを検討する必要がある。資金調達のためのネットワーキングもサ
ポートしている。技術系のスタートアップを対象としたバイエルン・スタートアップという機関があ
り、起業して数年間ビジネスモデルをケアするシステムを持っている。通常の資金調達の条件では厳
しいので、州として特別枠を設けている。
技術系のスタートアップの半分以上がデジタル関係なので、技術系のスタートアップをサポートす
るということは、デジタル化をサポートすることに繋がる。バイオ系のスタートアップもあるが、デ
ジタル系が多い。その理由は、スピードの速さにあると思われる。バイオ系企業では、開発から商品
化まで 5～10 年はかかり、スタートアップが取り組むにはとても無理がある。短期間でアプリを開発
し、世界を変えることはデジタル系、技術系では可能である。当州には行政区が 7 つあるが、州の戦
略では各行政区に 1 つ、起業家センターを作っている。起業家センターは技術系の起業家を主に対象
としており、大学や研究機関とも協力をしている。実際にミュンヘンにも起業家センターがあるが、
まだ IT との関連性がそこまで強調されたものではない。今後バイエルン州は戦略的に技術系のスター
トアップを、同センターを中心としてサポートしていきたいと考えている。
当州のデジタル化戦略を説明したが、連邦と州では役割分担が異なる。デジタル化戦略についても
同じで、ドイツはまず国家としてデジタル化戦略を持ち、バイエルン州も州としてのデジタル化戦略
を持っている。連邦のデジタル戦略は規制関係が主であり、修正・追加すべき法律等のルールが内容
の中心である。ここに企業も盛り込まれているが、具体性にかけた抽象的な扱いとなっている。当州
のデジタル戦略は、具体的な企業や研究開発機関と協力して、具体的にどのようなプロジェクトを進
めるかという内容になっている。バイエルン州政府は地域の業界団体や商工会議所等と非常に密なパ
イプがあるので、そのような組織と連携して具体的なプロジェクトを決めている。ただ連邦政府も自
由に意思決定できるわけではなく、その上に EU のデジタル化戦略がある。ヨーロッパの場合は EU の
戦略、国の戦略、地域の戦略の 3 段階ある。例えばドイツの場合は、プラットフォーム・インダスト
リー4.0 という枠組みがある。インダストリー4.0 の中で標準化を進めていきたいとすると、バイエル
ン州だけでは小さすぎる。ヨーロッパ全体を視野に入れた標準を作るときには、国全体で取組む必要
があるので、連邦政府が取り組む。アメリカの場合は、産業界が主体となったインダストリアル・イ
ンターネット・コンソーシアムが非常に強い勢力になっている。そこが世界の標準を決めてしまえば、
アメリカに有利な標準になることは目に見えている。
プラットフォームは全てのメンバーに開かれたもので、当州ひいてはドイツが自分達の企業のため
だけに組織したのではない。例を挙げると、当州はミュンヘンが州都で、シーメンスの本社がある。
このシーメンスの直接の競合である GE をミュンヘンに誘致し、彼らはここを欧州の研究開発拠点にし
ている。グーグルもミュンヘンに研究開発拠点を持ち、600 人の従業員を抱えている。アメリカの IT
産業が競合であるという認識はもちつつも、誘致はしている。5G の研究をしている中国の開発企業も
ミュンヘンに来ている。州としては中立的、オープンな立場で誘致している。日本の技術系の企業が
来てくれるなら歓迎する。当州には企業誘致専門の部署「インベスト・イン・ババリア」があり、日
本にオフィスを構え、日本人が日本語で対応もしている。ミュンヘンでは日本人、日系企業が増加し
ている。
当州には 70 年代からのイノベーション政策の伝統がある。戦後は農業が経済の中心だったが、70 年
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代から取り組まれた産業政策のスピードは速かった。70 年代は技術系の企業に対して助成プログラム
を強化してきた。その後に、企業と研究機関を一緒に支援することを始めた。また、
「バイエルン・イ
ノバティブ」という組織があり、現在 150 人の従業員がいる。企業に対して単に助成金で金銭的な支
援をするだけでなく、ネットワーク作りの支援をする。同社は分野やテーマに関わらず、当州の企業
全てに、よりイノベーティブになってもらうことを目的に色々なイベントを行っている。もともとは
90 年代に、自動車産業界のメーカーのプレッシャーが強く、サプライヤーが苦しんでいた時期があっ
た。サプライヤーに対する別のサプライヤーとの協力関係の構築、別のメーカーのコンタクト先の紹
介等を可能にするためにバイエルン・イノバティブができた（1995 年）。現在の州政府のデジタル化戦
略おいて、バイエルン・イノバティブは重要な役割を果たしている。
「バイエルン・デジタル」は、こ
れまで数十年取組まれてきた州政府の産業政策、ハイテク政策を最新版に焼き直したもので、デジタ
ルな世界に移行するという目的が前面に出ており、そこに中小企業やスタートアップ等色々なものを
連携させている。
「バイエルン・デジタル」は 4 年間の計画で作っており、その間でデジタル化センターを作り、数
千の中小企業への助成プログラムの実績をあげるつもりでいる。それに加え、スタートアップのため
のセンターも完成させる予定である。当州には GE もシーメンスもあり、競争があることで大きな成果
が出るのだろう。隣にはベンツの本社があるバーデンブルデンベルグ州もあり、我々の良い好敵手で
ある。このような、様々な州政府や外国をベンチマークしている。また現在、バイエルンとイスラエ
ルの間でスタートアップの交流事業を行っている。イスラエルからスタートアップを何社か呼んで、
こちらのスタートアップと交流してアイデアの交換をし、新しいアイデアの創出に取り組んでいる。
今度はミュンヘンのスタートアップがイスラエルに行き、同様の取組みを行う予定である。
（２） フラウンホーファー研究所
日

時：２０１５年１１月１３日（金）１２時３０分～１４時

対応者：Dipl.-Kfm. Marianne Hoffmann M.A., Manager Asia, International Business development
当研究所では、研究スタッフが働きやすいように快適なラボ環境や研究環境を提供している。研究
所の名称は、研究者・発明家・起業家として成功を収めたドイツ人、ヨーゼフ･フォン･フラウンホー
ファーに由来する。起業家という観点を当研究所は重視しており、研究開発スタッフであっても、起
業家としての行動が期待される。自分で開発あるいは発明したものを実際に商品化し、販売ルート等
を獲得、プロジェクトを自分で受注しなければならない。
当研究所はドイツの 40 都市に 66 の研究所がある。1 つの研究所の従業員規模は約 300～500 人であ
る。各研究所のパフォーマンスを測定するので、パフォーマンスが良くなければ研究所を合併・閉鎖
することもある。実際に、最近 1 つの研究所を閉鎖したばかりである。研究所は研究分野により 7 グ
ループに分かれている。グループ分けは、「情報通信技術」が最大のグループであるほか、
「ライフサ
イエンス」
「光・表面技術」
「マイクロエレクトロニクス」
「生産技術」
「材料・部材」
「防衛・安全保障」
となっている（生産技術が最も古く、ライフサイエンスが一番新しいグループ）
。各グループの代表者
をグループスピーカーと呼ぶが、多くの場合、研究所の所長クラスが就任する。当研究所は戦後直後
の 1949 年に、主にドイツ経済を立て直すために設立され、製造業を中心に支援してきた。現在は前述
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の分野別グループの他に「アライアンス」が多くある。アライアンスとは特定のテーマに基づいて、
それぞれの分野を超えて学際的に研究をするもので、何かを組織するというわけではない。対象別・
分野別のグループに横串を刺し、別のグループと組み合わせることにより、アライアンスは成り立っ
ている。
財務状況では、予算の 30％は連邦や州の基金、40％は企業から直接委託契約の他、入札制のプロジ
ェクトに参加して資金を獲得することもあり、そこからの収入が最多である。残りの 30％の主なもの
はライセンス使用料・特許使用料で、年間に約 1 億～1 億 1 千万ユーロである。最も大きいものが 1992
年の MP3 によるものである。2000 年の新しいビデオフォーマットからの収入も最近増えている。共同
研究では大企業からの収益が大きく、年間約 9,000 件のプロジェクトを通じ、利益が 4 億 5 千 2 百万
ユーロである。中小企業はうち 40％で、件数こそ多いものの、1 件当たりのボリュームが小さい。
当研究所には、中小企業支援というミッションがある。中小企業は独自の研究開発部門を持つのが
難しいので、イノベーション・インフラの一環として当研究所を使ってもらうのが重要な役割の一つ
である。ただ日本の場合は事情が異なり、一緒に仕事をしている日本企業は大企業がほとんどである。
理由としては、日本の中小企業はドイツの中小企業よりもイノベーションの力が無く、国際化も遅れ
ている。英語ができる人材がおらず、
（発注元である）大企業に対する依存度が高い。ドイツの中所企
業はこれに比べてかなり独立している。我々は日本の中小企業と協力しないわけではないが、かなり
難しいと思われる。
また、当研究所にはアカデミーがあり、これまで 2,000 人が卒業している。そこに研究者でもある
800 人のトレーナーが在籍している。彼らが企業を訪問し、知識移転等のトレーニングを行っている。
アカデミーでは様々なプログラムがあり、MBA のコースもあるし、短期間のプログラムもある。技術
にフォーカスしたプログラムとなっている。参加者は外部の人材と内部の人材がいる。
委託研究のパートナーを探すのは、研究所によっては自分達で売り込みを行ったり、営業専門人員
を置くところもある。取組み方法は各研究所が自由に決めることができる。当研究所は、中央組織か
らの指示は少なく、各研究所の自由度が高いことが特徴である。重要なのは、最終的に十分な数のプ
ロジェクトが集まったという事実である。我々はドイツにおいて学術界と産業界の橋渡しをしている。
従って、研究開発のサービスをプロフェッショナルに提供するパートナーとして、産業界は我々を見
ている。そして学術界の最高レベルの知識で、市場のニーズに合った研究を行う。そのためには研究
所は最大限の自由を与えられていなければならないと考える。
当研究所はドイツで最初の、学術界と産業界の橋渡しの役割を果たす機関として作られた。営利で
同様のことを行っている企業は他にもドイツにあるが、行っているのは研究というより開発が多い。
これに対し、
「ブリッジ」として機能するためには、学術界との関係が絶対に必要である。各研究所の
所長は必ず大学教授である。我々は応用研究を中心に行っているが、大学教授を所長とすることで基
礎研究にも取り込むことができ、1 人の人材をそこに据えることによって技術移転が容易になる。ド
イツでの基礎研究はマックスプランク研究所を中心に行われているが、マックスプランクとの関係も
深く、共同で仕事をしている。日本だと東北大学や産総研と協力をしている。
一方、産業界には研究サービスを提供している。各研究所には相談役のようなキュラトリアムとい
う組織があり、ここに産業界から代表者を入れている。各研究所は産業界に近いところにいるので、
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各業界のニーズをよく把握している。研究スタッフの中にも時限的に 5～7 年の契約で研究する人がお
り、その後に産業界に移籍することで、そこでも技術移転が行われる。約半数の人が時限契約で研究
しており、人材戦略的に、ここに重要な意味がある。この時期が終わったらまた若い人材を採用し、
そして経験を積んだ人達を、知識を持たせた上で産業界に送る。そこが産総研と異なるところで、産
総研は基礎研究に重きを置いていることもあるが、雇用形態が固定で、大きな変化がすぐには起きな
い。産総研をフラウンホーファー方式に変えるという指示があったというが、人材を入れ替えないと
実現しないだろう。研究所の「プロファイル」を変えないといけないため、時間がかかるかもしれな
い。
「プロファイル」とはマインドセットのことを言う。すなわち、応用技術によって産業界をサポー
トするため、スタッフ自分からプロジェクトを取っていくというマインドに切り替えることである。
当研究所では所長の任期は定められておらず、実績が良ければ長く務める人もいる。所長が産業界
に異動するというパターンもある。社会的地位も高い仕事だが、所長と教授を兼務するという大変な
仕事でもある。しかも二重の収入があるわけではない。どちらか一つを主な契約、もう一つを副契約
の形で結ぶため、メインとなる収入が 2 倍となるわけではない。所長は内部昇格か、外部登用もある
という違いはあるが、全てのポジションは公募で行っている。所長は教授であることを絶対条件とし
ているのは、大学とのパイプを強くしておくことによって、当研究所の機能である産業界との橋渡し
を円滑にできるようにするためである。それと同時に、知識移転という観点で、大学にこちらの知識
を流すという意味もある。これが上手くいっているので、このような形態を続けている。
採用は特段問題にはなっていない。学生に取ったアンケートの結果から、当研究所に就職するのは、
エンジニア系や自然科学系の学生にとっては、ポルシェやシーメンス等のトップ企業に就職するのと
同じ位魅力的ということが分かった。給与の面では民間企業の方が高いが、次の段階に行くためのス
テップとして学生は魅力的に感じている。研究所の所長が大学教授であるため、大学で研究所のスタ
ッフ候補となる人材を早くから探すことができる。例えば博士課程前の学生を対象に、博士論文執筆
のため研究所で勤務することを教授から勧めることができる。
産総研が当研究所と同じようにならないのは、基礎研究が強過ぎるためである。雇用契約も無期限
であれば長い間そのままであり、急に変わることを求められても無理だろう。今まで無期限で研究で
きる環境を与えられていたが故に、研究者が産業界と対話する経験がない。そこが当研究所と決定的
に異なるところである。当研究所は以前から委託研究を重要視してきたので、コンテンツを持ってい
る。産総研を変えるよりも、新しい研究所を作った方が簡単なのではないか。ただ日本の場合は産総
研だけでなく、大学に対しても変化を要求していると聞いたが、難しいと思われる。ドイツでも大学
の場合は基礎研究が中心で、基礎研究が無ければその先に進めないからである。
2012 年に太陽光発電のセルの発電効率を 35％上げるという優れた技術を開発した。その効率は翌年
に更に 44.7％に上昇した。タンポポを使った車のタイヤの開発も行った。普段は石油等を使うが、タ
ンポポの茎の液を使った。この場合は不明だが、産業界が使用する原料を指定する場合もあるし、当
研究所から提案する場合もある。ミーティングで意見交換をして、一緒にアイデアを生む場合もある。
将来のテーマとしては、原材料の安定供給や、サイバースペースの安全性の向上、個人別医療も重要
なテーマとなってくる。産業界が我々に委託し、そのコストを全部産業界が受け持ってくれるときに、
最高品質のものを提供できる。我々のプロジェクトは、フルファイナンスが絶対に必要になる。他の
ファイナンシングの手段がないため、きちんと資金の計画を立てている。商品の改善についてはパフ
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ォーマンス向上に関するコンサルティング、生産ライン関係ではプロトタイプの開発、生産技術の開
発、生産ラインの短縮、市場調査、市場分析、イノベーションのためのコンサルティングサービスを
提供している。新技術を企業に導入する際の支援もしている。ライセンスの収入に関して、自分達の
研究に産業界が資金的なサポートをする場合でも、一部の権利はこちらに残る。基本的に特許は自分
達の権利として残すように努力し、外に対しては使用料を課す。そうしないと今後、研究を続けてい
く上で、最終的には自分で自分の身を切ることになってしまう。
その他の我々のサービスとして、既存の業務プロセスや組織の最適化等を行っている。例えば日本
のパートナーに対して 1 対 1 の関係を構築できると、機密・守秘事項等を守る協力体制ができる。会
社によって様々な守秘のパターンがある。会社によっては自分達が当研究所と一緒に仕事をしている
ことを知られたくないところもある。我々も産業界との関係が重要であるからこそ、どこと今どのよ
うな取組みを行っているかに関してあまり明らかにしない。1 対 1 の関係以外では、1 社が複数の当研
究所と研究をする、あるいは複数の会社が複数の当研究所と協力をする場合もある。あるいは企業だ
けでなく研究機関、政府関係等の機関などがプロジェクトに参加することもある。ただ公共の組織が
入ってきた場合にも、委託研究の費用は免除されることはなく、きちんと払ってもらった上でプロジ
ェクトを行う。
我々は世界のあらゆるところに組織を持っており、アメリカには研究所が 6 つある。EU には子会社
がある。アジアは子会社というよりマーケティングやセールスの機能を担っている会社があり、その
内の 1 つが東京にある。当研究所にとって、日本はトップ 5 の重要な市場の 1 つで、日本の他ではオ
ーストリア、スイス、フランス市場が最も重要と考えている。日本からは毎年約 1,200 万ユーロの委
託研究の収入を得ている。産業界とのプロジェクトの収益全体に占める、海外の収益の割合は 25％で
ある。これは特許や知財等の権利関係からの収益である。我々としては知財権をできるだけ確保して、
ライセンス・使用料を絡めて契約を締結している。最近では知財関係が契約交渉で最も時間がかかる。
基本的には当研究所が独自の知財のバックグラウンドを持って企業とプロジェクトを実施する。企業
は自分の知財を所有している。両者が参加するプロジェクトで新たに生まれた地財については、その
扱いを議論し決定する必要が出てくる。
産業界からの委託研究と並んで、公共機関が実施する公募プロジェクトからの資金獲得が重要にな
っている。その際には最も優秀な人材を充てて、優れた成果を出さなければならない。我々はドイツ
のフューチャープライズを 2012、2013 年に受賞した。ヨーロッパの研究機関ランキングでは、当研究
所は 2 位につけている。
当研究所は、中央よりもむしろ研究所ベースでインダストリー4.0 に関わる研究をしている。例え
ば、「IT とプロダクション」というグループがある。そのグループが中心となり、IT に関してはサイ
バーセキュリティやサイバーフィジカルシステム、ビッグデータ、プロダクションに関してはスマー
トファクトリー等の研究をしている。当研究所としては、昨今のようにインダストリー4.0 が話題に
なる以前から既に研究を行っていた。センサー技術もこれには重要とされている。当協会会長も、ド
イツの連邦政府のプラットフォームであるインダストリー4.0 のメンバーになっている。
ドイツの国家レベルの戦略の 1 つとして、
「ハイテク戦略」がある。これを作成したとき、当時の当
研究所の会長であったブリンガー教授が関わっていた。ハイテク戦略は当研究所の戦略でもある。ド
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イツ政府は 2 面性のある戦略を持っている。一方では自分達が新しいサイバーフィジカルシステム
（CPS）を提供する側として売っていきたい。その場合はセンサーやシステムを提供する。その一方で、
自分達でそれを使うという利用者側の面もある。自分で売る面もあるし、自分で使用してスマートフ
ァクトリー等の取組みを行うという面もある。
ドイツの現在のインダストリー4.0 に対する見方であるが、大企業は取組みに積極的である。しか
し中小企業はそうではない。当研究所のシュトットガルトにある IAO 研究所（労働経済組織研究所）
で作っているネットワークでは、ドイツの大企業が参加し、インダストリー4.0 について学習する機
会が与えられたり、情報を有償で得ることができる。同研究所はイノベーションマネジメントや労働
環境を研究している。インダストリー4.0 に関しても様々な研究しており、アプリケーションや技術
を開発するというよりも、従業員や実際の生産拠点への影響の研究をしている。インダストリー4.0
はドイツでも始まったばかりで、多くの疑問点も残っているし、研究テーマも多い。明らかになって
いることは少ない。インダストリー4.0 は幅広いものであって、インダストリー4.0 に関するプロジェ
クトはほぼないと言ってもよいと思われる。従って、センサー等個別のものを見て、それがインダス
トリー4.0 と関わっているということは言えるかもしれないが、それはあくまでセンサーのプロジェ
クトかもしれない。そういう意味では海外の企業とのプロジェクトも一部では始まっているのもある
かもしれない。ただ、これはインダストリー4.0 のプロジェクトであるという定義づけはできない。
インダストリー4.0 は企業が独自にプロジェクトを作って実施していかなければならないものである。
ゆえにそれを全部の範囲でやるのか、それとも一部でやるのか等は個々の企業が決めなければならな
い。逆に言えば、インダストリー4.0 というテーマはあまりにも大きいので 1 つの研究所がカバーで
きる範囲は一部でしかない。
当研究所は、各研究所が基本的に独立して活動しているので、全部の情報が中央に集まる管理の仕
方はしていない。これは分散型のデメリットでもある。ただ、そのメリットも多い。同じようなテー
マを研究している場合には競合になる。ドイツは、競争があるのでビジネスが成功するということわ
ざもある。従って扱う分野が似ている研究所をグループ化したのもそのような背景がある。そこでグ
ループ内でコミュニケーションが取れるように、複数の研究所が一緒になっても良い。

ホフマン氏
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（３） インフィニオン
日

時：２０１５年１１月１３日（金）１５時３０分～１７時

対応者：Dr. Detlef Houdeau, Senior Director, Chip Card & Security Division
Dr. Angelika Iberl, Director Industrial Policy
当社は 1999 年にシーメンスから分離・独立
した半導体メーカーで、エネルギー分野、モビ
リティ分野、セキュリティ分野のアプリケーシ
ョンに使われている。例えばエネルギー分野に
おいても、発電から送電、エネルギーを実際に
利用する所まで、多岐にわたる。工場はドイツ
国内に 2 箇所、アメリカにも幾つかあるが、最
大の工場はシンガポールやマレーシアにある。
半導体は色々な種類があり、大きなものもある
が、小さなものは銀行のカードやパスポートに

（左から）イベール博士、ホウデュー博士、

つけるなどの用途で使われる。

今年 1 月にシリコンバレーのインターナショナルレクティファイアー社を買収し、グループ企業が１
つ増えた。当社の売上は 51 億 5,000 万ユーロである（2014 年）
。インターナショナルレクティファイア
ー社を除いたインフィニオンだけの売上は、43 億ユーロで、8 億ユーロがインターナショナルレクティ
ファイアー分の金額となる。インターナショナルレクティファイアーが入っていない金額の地域別内訳
では、アメリカが 12％、ヨーロッパが 40％、アジアが 40％、日本は 7％である。直近のデータでは、
アジア市場が伸びている。市場シェアでは、自動車用半導体ではルネサスがトップで、インフィニオン
が 10％程度である。パワー半導体と呼ばれる製品では、インターナショナルレクティファイアーが入っ
たので、インフィニオンがトップとなった。セキュリティ分野では、特に欧州で重要性が高まっている
こともあり、トップ 2 社が欧州系。インフィニオンは 24％のシェア（世界第二位）を取っている。
従業員は 35,000 人、そのうち 4,000 人がインターナショナルレクティファイアーの買収で追加にな
った人数である。この 4,000 人の大部分はアメリカにいる。世界中に 33 ヶ所の R＆D センター、20 か所
の生産拠点がある。ここでフロントエンドからバックエンドまで、色々な種類の生産活動を行っている。
また市場に出てくる商品を 5 年前位から研究開発している。現場からのニーズを早期に拾い上げ、ある
いは予測をして、それをもとにロードマップ、製品を作り、できるだけそれが必要とされる時期に市場
に導入できるようにしている。普通の企業よりは 3～5 年先を行っている。カスタマーの方から相談を
受けても、我々が使っているものは数年前から何らかの形で研究しているので、簡単に対応できる。半
導体産業は、他の下流の産業よりも時期的に早く動く必要がある。例えば新しい自動車を開発する際に、
その自動車のコンセプトができ上がっている頃には、そこに使われる半導体開発は既にスタートを切っ
て、製作に取り掛かっている。日本の免許証に 2007 年に付いた電子チップの例だが、当社が 2003 年に
開発をスタートしていた。これは日本のパートナーと取り組んだ。
当社で開発するセンサーは自動車用が主で、他にエアバックのためのセンサーやレーザーセンサーを
作っている。現在のセンサーは事故が起こったこと、あるいは衝突を感知することはできるが、今はそ
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の先を行き、衝突が起きる前に感知して伝えるセンサーを開発している。既にカスタマーと一緒に自動
走行技術についても取り組んでおり、例えばアウディと一緒にそのセンサーの開発を行っている。
我々がターゲットとしているのはモビリティ、省エネルギー、セキュリティの 3 つのエリアである。
モビリティエリアの中でも特に売上げが大きいのが従来式の自動車関連である。中でも駆動装置に関す
る売上げが大きい。また、数年前から BMW 等のカスタマーと一緒に電気自動車からハイブリッドカーな
どの様々なシステムの開発にあたっている。インターナショナルレクティファイアーはテスラの電気自
動車の開発に最初から携わっていた。それがインフィニオンと合併したので、2 社でテスラと BMW の双
方の電気自動車に情報を提供している。ただモビリティと言っても自動車だけでなく、電車や地下鉄等
も含まれる。それらの中でも、現在は電気自動車が最大のテーマとなっている。省エネルギーのための
技術では、発電の段階から送電、最終的には消費まで全ての領域におけるソリューションを提供する。
セキュリティ分野に関してだが、このテーマは最近、特に重要性が高まっている。以前はセキュリティ
というと一種独立した分野として捉えていたが、現在はインダストリー4.0 あるいは IoT の関連で重要
となっている。全ての産業分野においてセキュリティが重要と見られている。セキュリティはドイツの
みならずヨーロッパ全体で共通のテーマとなっている。理想的にはセキュリティのヨーロッパの統一ル
ールを作りたいと考えている。
日本には 175 人の従業員がいるが、そのうち 150 人が東京に在籍している。本社的な機能が東京にあ
り、進出して 20 年経つ。ここのキャンパスが本社の機能を果たしているのと同じように、東京オフィ
スが本社的な機能を有している。日本の重要なカスタマーは、自動車関係及び製造業が多い。日本政府
関係のトップとも緊密なコンタクトを持っている。こちらのキャンパスの本社に取締役が 3 人いるのだ
が、そのうちの 1 人のミッタル氏が昨年ブリュッセルで安倍首相とお会いしたこともある。
ヨーロッパの場合、IT 産業界は 2 つの大きな分野がある。1 つは制御ソフトの関係である。制御ソフ
ト分野ではシーメンスが圧倒的な力を持っている。シーメンスのシーマティックという制御ソフトがあ
るが、これが製造業ではシェアの約 80％を占めている。もう 1 つはオフィス IT 関係の分野である。こ
ちらは SAP が大きなシェアを取っている。一般市民のレベルだと、アップルやその他の OS を使うシェ
アが大きい。しかし、インダストリーになると様相が変わってくるので区別する必要がある。
インダストリー4.0 について話を進めたい。インダストリー4.0 の関係では、当社ではアプリケーシ
ョンを実際に購入して利用する側である。我々が生産関係の設備、ロボット等にチップを使ったりして
いるので、アプリケーションを購入して入れることがある。同時に、ロボットなどに使うチップを提供
する側でもある。インフィニオンは半導体メーカーなので、市場の動向のトレンドの 3～5 年前に、そ
の後を見越して動く必要がある。IDC によると、2020 年には 40 億人がネットワークで繋がるようにな
り、そこで生まれる売上げが 4 兆ドル、2,500 万のアプリであり、2020 年までにこれだけの規模のネッ
トワーク世界ができる。また PwC によると、企業のトップ層の 85％が、2020 年までにはインダストリ
ー4.0 が完全に製造の中に入り、実際にモノのインターネットや製造の自動化が出来ていると見ている。
ヨーロッパでは自動車業界が最も先を行っている。製造業では企業によって人よりロボットの数が多
いという現象も起こっている。半導体業界も自動車業界にそれ程遅れをとらず、自動化のポテンシャル
を持っている。ネットワーク化という意味では、機械と機械の繋がりも重要になってくる。スマートホ
ーム、自動運転車、生産の自動化、コミュニケーションにおいても機械同士の連携が重要となってくる。
携帯電話だが、昔は GSM（携帯電話の通信方式の一例）だけできればよかったが、今日ではブルート
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ゥース、GPS にも対応できなければならない。4 つ位のチャネルが無ければスマートフォンとして機能
しない。スマートホームも色々なチャネルと繋がらなければならないし、自動車にいたっては、ヨーロ
ッパでは e コールという緊急電話を新しい車には付けなければならない。それに加えて、GPS、ブルー
トゥース、ナビ等色々なものが繋がらないといけない。
IoT についてはスマートホーム、オートモーティブ、インダストリー、ICT という 4 つの領域で定義
することができる。そこに新しいアイデアとサービスを入れることによって新しいビジネスモデルが生
まれる。産業面だと、遠隔保守作業も考えられる。飛行機の保守のために人が作業することも不要にな
る。機械にプログラムを後からダウンロードするときも、人は必要なく全部自動的にできるようになる。
同様に自動車でも、例えばソフトウェアを無線で送ってしまうという考えもある。現在は基本的にはパ
ソコンを使って行っているが、それをパソコン無しで自動車から直接操作できるようにする開発が行わ
れている。同様の考えは自動車だけでなく、機械や制御装置に対しても、同じように適用できる。また、
IoT によって、新しいサービスが生まれ、効率がアップする。試算によると、ドイツでは年間に 700 億
ユーロ程度の効率アップによるコスト削減ができる。生産分野では、フレキシビリティが上がりカスタ
マイズが容易になり、完全個別生産も夢ではなくなる。
それに対するリスクを 3 つのレベルに分けて説明する。1 つ目がデバイスレベルで、ここからデータ
を受け取る。2 つ目がネットワークのレベルである。ここでデータが処理される。3 つ目がサーバーレ
ベルで、ここでデータを保存する。これはただ単に工場内にあるだけでなく、自動車一つをとってみて
も、この 3 つのレベルが存在する。そこで、それぞれのレベルでどのようなリスクがあるかを分析する。
例えばデバイスレベルで故障があったら、プールのポンプだと、水が十分に循環できないあるいは十分
な量を確保できないという問題が発生する。サーバーレベルでの不正も考えられる。ドイツは特に米国
家安全保障局（NSA）によるメルケル首相の携帯電話盗聴事件があった際に、このレベルでの安全性が
かなり議論された。ソニーの個人データが流出したという事件が日本でもあった。問題は自分が安全だ
と思っている会話や通信が漏れて外に出ることである。これはいわゆるバックドアと呼ばれるもので、
データそのものは何も変わっておらず、普段通り受け取りも可能であるが、実はバックドアを開けて誰
かから見られていたというものである。経済的、あるいは政治的データだと非常に影響が大きくなる。
これは機械の遠隔メンテナンスについても同じである。ドイツのメーカーがインドに出荷した機械を遠
隔でメンテナンスする場合にも、そのデータは暗号化する等の対策を施して、安全な形で送られなけれ
ばならない。
そのため、銀行のキャッシュカードと同じような認証の流れが無ければいけない。すなわち、カード
が挿入されたときにその人が ID を自分で入れて、本人確認をする。その上で今度は銀行にこの人にお
金をおろしていいのか確認を取って初めてそれが成立する。日本の銀行カードをこちらで使って現金を
下ろす時にもこの仕組みが機能しないといけない。こうしたデータの確認等の作業はグローバルに機能
しないといけない。これを機械のレベルにおいて転用しなければならない。機械に上記の認証をさせて、
例えば不正にサーバーに入って来ようとしても、機械が不正であると認証しないといけない。センサー
が違うものと交換されていた場合にも、それを見抜く必要がある。
セキュリティに関しては、1 つの手段の有効期間が短いのが特徴である。銀行のカードの場合、3～4
年で次のカードを発行して、偽のカードが使われたりする可能性を少なくする。産業においてもこれと
同じことを行う必要があるが、実現可能性において問題がある。パソコンの場合は 3～5 年で取り換え
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ても問題はないが、機械は一旦購入すると 20 年位使う。インフィニオンとしては、研究を行って、こ
うした長期に使われる機械、設備等の全部を取り換えなくても暗号化技術もしくはプロトコル技術でセ
キュリティを高めていく研究をしている。
こうしたシステムに対するサイバー攻撃は 2 種類ある。1 つめはホワイトハットという。これは事前
に行うことを告知し、メーカーに対して警告を与えて、修正する箇所を教えてくれる。ホワイトハット
に対してブラックハットというのは完全に犯罪であるサイバー攻撃で、経済犯罪に成り得る。そうした
ことが起きるとコンサルティング等の必要性も高まる。セキュリティ問題は消火器を持ってきて一部を
消せばいいというものではない。全部を注意深く見ておく必要がある。商品のライフサイクル等も重要
になるし、コミュニケーション、暗号化の技術等も関係してくる。コンピュータやシステムの立ち上げ
時に、アップデートの有無等を自動的にチェックするのも重要な機能だ。パスワードも、今後どうする
かを考えている。パスワードの桁数は少なくても大丈夫と思われていたが、10 桁程度なら 4 分で解かれ
てしまう。これを 15 桁にしても、2 年位で同じ状況になる。では 20 桁にすると、今度はハンドリング
が間に合わない。このような事情があるので、パスワード自体をどうするかを検討している。
セキュリティのニーズに関して、インダストリー4.0 ではデータそのもののセキュリティが問われる。
ここでいうデータとは製品データとかビジネスモデルのデータ等である。その他に、実際の生産現場の
オペレーションのセキュリティも問題となる。それをどう安全にするかが重要である。これまではオフ
ィスのコンピュータが攻撃のターゲットとなり、そこから生産現場に悪影響が行くと考えられていた。
これからはデータが生産現場の方でも多く使われるようになると、どこでも狙われる危険性が高まる。
今までは、通常ソフトウェアだけでこうした危険を防御できると考えられていた。しかし、最近サイバ
ー攻撃のレベルが上がってきた事実を見ても、コードの書き換えやコピー時に偽のコードを混ぜるとい
った手口が簡単にできる。ソフトウェアだけでは十分とは言い切れず、ハードウェアとの組み合わせに
よるセキュリティが重要になっている。
ドイツ機械工業連盟（VDMA）によると、ドイツには 6,500 社の機械メーカーがある。そこで働く従業
員は約 110 万人である。売り上げは全体で 2,400 億ユーロとなっている。そこから計算すると、平均的
なドイツの機械メーカーは、従業員は約 200 人である。これは中小企業の定義に当たる。企業規模が小
さいので、独自の IT 部門はほとんどのところは持っておらず、セキュリティ対策も講ずることはでき
ない。これがドイツの現状だとすれば、ドイツの中小企業はインダストリー4.0 によって自社の文化を
変える必要がある。現在のインダストリー3.0 で止まって、4.0 に行けない機械メーカーは恐らく淘汰
されるだろう。大手企業は独自の IT 部門を持っているので流れについていけるが、中小企業の場合だ
とコンサルティング業務を外から購入することになる。このような背景から、連邦政府はインダストリ
ー4.0 の推進の政治的後押しが必要と考え、経済省も参画している。そこで現在連邦政府は、コストダ
ウンと効率アップのためのインダストリー4.0 のプロジェクトを立ち上げ、ソリューションを開発し中
小企業のインダストリー4.0 化を促進するといった活動を行っている。このプロジェクトでは連邦政府
が助成金を出し、50％まで費用を負担する。通常は 3 年間のプロジェクトで、グループを作り、パート
ナーという形で例えばフォルクスワーゲンやフランホーファー、インフィニオン等が参加する。資金は
国と企業が 50％ずつ拠出している。このような形で新しいソリューションを作っている。
ヨーロッパあるいはドイツは、機械製造は中国に続いて世界でナンバー2 である。従ってドイツ政府
にとって製造業あるいは機械製造というセクターを重要視している。そうした中で、セキュリティはこ
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れまでは後付けのように考えられていた。例えば自動車の場合、盗難が多くなると、運転できないよう
に追加的に機械的なメカニズムを付ける。それをセキュリティと呼んでいた。しかし今ではセキュリテ
ィは開発時から考えないといけない。インフィニオンではそのようなコンセプトで開発を行っている。
規制関係について、自動車の場合は認可が必要となる。今後機械についても、特定の条件にあてはま
るものについては国が関与してくるかもしれない。実際、ドイツではこの夏に IT セキュリティ法が成
立したし、EU レベルでは来年にネットワークとインフラのセキュリティに関する法令が発行される。こ
れはエネルギーインフラ、金融インフラ、健康医療インフラ、交通、特に航空と鉄道網、こうしたクリ
ティカルインフラストラクチャーと呼ばれるものには、既に法律が用意されている。国は国民にライフ
ラインを提供する義務を負うという考えから、そうしたところにあてはまるインフラは国が責任を持っ
て提供しないといけない。今後はコネクテッドオートモービルもクリティカルインフラストラクチャー
として認められるだろう。というのも、コネクテッドでない一般の自動車は単独で動くので関係ないが、
コネクテッドの場合には 1 台に攻撃があると、全ての自動車に影響が出てしまう。都市に対する危機に
もなるのでクリティカルインフラストラクチャーに含めている。ドイツの場合には、国が安全性を全面
的に打ち出し、その担保が厳しく求められるので、各企業に監査を実施している。その上で、問題点が
見つかったら通知する義務もある。セキュリティ対策は継続して更新する必要がある。銀行のカードと
同じで、一定の期間で見直しをして、更に高める必要がある。
当社としては、インダストリー4.0 や IoT に対応できる製品を、常に今から準備しており、業界が動
き始めたらそれを提供できるようにしている。スマートファクトリー等のために必要な、例えば生産設
備に使う製品、あるいはゲートウェイ、ファイアーウォール、コネクター等の周辺で使うコンポーネン
ト等もインフィニオンとして提供できる。今後はコミュニケーションの量が増えるのでルーターの重要
性が上がると考えている。
中小企業はレベルの高いセキュリティ・インテグレーションは自分達の力で実現できない。連邦政府
が資金を援助し、プロジェクトとしてソリューションを作った上で、中小企業にプラグアンドプレイの
ような形で提供している。例えば、リモートメンテナンスはボッシュを中心に行っている。ユーザーは
自分も認証を行う。実際にアクセス権を有しており、機械のチャネルを開ける権利を持っていて、そこ
を開けてデータを読み出すだけでなくそれを書き換える権利もある。これらをオンラインで実施できる。
また、ドイツは商工会議所が地域毎にあり、そこで中小企業にトレーニングやサポートを行っている。
インダストリー4.0 やそれに関連する情報交換の場を提供している。今説明したボッシュの話は、最下
層のフロアレベルでのコミュニケーションの話である。上部のレベルでもそのようなプロジェクトがあ
り、金融機関のフォルクスバンクが中心となってトラフィックの管理をしている。データトラフィック
で、通常のデータ量とは異なるデータ量の異常な増加や減少があった時に、警告を出すようなシステム
を考えている。このように、様々なレベルで色々なプロジェクトが進行している。
インターネットを監視し、サイバー攻撃が今どこで起こっているのか、どこのコンピュータがウイル
スに感染しているのかをドイツの国の地図に記して有償で提供するサービスもある。また、今までは生
産工場に対するサイバー攻撃による損害の保険は、どこの大手も扱っていなかった。計算モデルが複雑
でリスク計算が難しいからである。例えば、1 時間工場が止まったらどれ位損失が出るのか。あるいは
消火器やスプリンクラーが動いて水害にあった等の場合、建物保険に入った方が安いのか。これを新し
いビジネスモデルとして計算する方法を、現在大手の保険会社とサイバーセキュリティ関係の会社が一
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緒になって模索している。ロボットに関しては、ロボットの生産過程は 3 か月でコピーできる。ロボッ
トは、材料としては鋼材やハードウェアがあれば製作できる。従って、ロボットそのものを保護するの
は意味がない。重要なのはソフトやコントロールをきちんと保護することである。また、自動車業界は
セキュリティに関する話をしたがらない。今日道路を走っている自動車は、10 年前かそれ以前に開発が
行われたものである。ということは多くの弱点を抱えている。飛行機に至っては更に状況が悪い。ヨー
ロッパの飛行機は 30 年前に造られたものがまだ飛んでいる。エアバス等もそうだが、古い機体なので、
安全対策はほとんど行われていないのが実情である。
ドイツの機械メーカーの 3 分の 2 がサイバー攻撃の被害にあったことがある。その攻撃をかけてきた
側の多くは中国の競合会社であった。中国は何が何でもドイツの優勢を崩したいと思っている。それに
対して対策を講ずるのは追いかけっこになっており、埒が明かない。ドイツのメーカーが自分達の立場
を守りたいのであれば、インダストリー4.0 へ移行しなければいけない。また、日独のセキュリティの
ワークショップを開催したいと思っている。日本とドイツは半導体メーカーやルーターメーカー、ゲー
トウェイ等の部品メーカーもあるし、国際的にもお互い同じレベルで取り組んでいる。ドイツ側のセキ
ュリティ関係のメーカーと、日本側のメーカーを合わせて、自分達の開発の現状、技術、実証試験を意
見交換すればよい。また、ドイツはセキュリティ関係の企業が加盟したネットワークがあり、このネッ
トワークを通じて、どこで誰がどういう活動をしているかは大体把握できている。このネットワークの
中のトップを訪日させ、日本と協力したいと考えている。
（４） リーゲンスブルグ大学
日

時：２０１５年１１月１４日（土）

対応者：Dr. Michael Dowling, Professor; Chairman of the Board, Münchener Kreis
リーゲンスブルグ大学は 1962 年に設立された、ドイツでは比較的新しい大学である。現在学生数は約
20,000 人で、その内の多くが教職を目指している。大学設立時に既にミュンヘン工科大学及びルードヴ
ィッヒ・マクシミリアン大学が設立されていた。ニュルンベルグとヴュルツブルクにも大学があった。ミ
ュンヘン大学は 100 年以上の歴史がある。ハイデルベルグ大学は恐らく 400 年の歴史があるだろう。リー
ゲンスブルグ大学はバイエルン州で 4 番目の主要な大学であり、リーゲンスブルグの町で最大の高等教育
機関である。経営・経済・マネジメント情報システム学部は 1967 年に設立されたので、あと 2 年で創立
50 年を迎える。当学部は経営学、経済学及び計量経済学、マネジメント情報システム学の学士号を取得
できる。修士課程からは、これらに加えて不動産経済学の学位の取得が可能になる。それ以外に、エグゼ
クティブ向けに 2 つの MBA プログラムと、博士課程の学生向けに 2 つの経済学のプログラムを設置してい
る。医学部は規模が大きく、現在約 1,500 人の学生が在籍している。当大学に工学部はないが、自然科学
や、リベラルアーツや、言語学、ビジネスや法律など他のほとんど全ての分野を網羅している。工学部で
の研究には高額な研究施設が必要なので、バイエルン州で工学部を設置している大学はミュンヘン工科大
学及びニュルンベルグのエアランゲン大学の 2 校だけである。リーゲンスブルグ大学にはノーベル賞受賞
者はいないが、法王を輩出している。ベネディクト 16 世は 1971 年～1979 年まで教授職に就いていたが、
その後ミュンヘンの枢機卿に就任し、その後ローマ法王にまでなった。法王は既に教えることはしていな
いが、現在も教授として登録されている。
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リーゲンスブルグはハイテク地域であり、多くの企業が大学と共同研究している。最も有名な例は BMW
である。リーゲンスブルグの BMW は 9,000 人の従業員を抱えている。同社はリーゲンスブルグで 1986 年
に製造を開始し、ちょうど今週 600 万台目の自動車を製造したところだと思われる。彼らは 1 日当たり
1,000 台の自動車を製造する。1 シリーズ、3 シリーズ、M3、Z4（いずれも車種）を生産しており、スポ
ーツモデルの Z4 はリーゲンスブルグのみで製造している。またリーゲンスブルグに隣接するノイトラウ
ブリングには Krones 社が設立された。同社はボトルの飲料充填用の機械を製作する世界最大の企業であ
る。ビールや飲料水その他あらゆる液体を充填することができる。世界に 11,000 人の従業員を抱え、売
上は約 25 億ユーロである（2015 年）。インフィニオンはシーメンスから分離・独立した半導体メーカー
である。インフィニオンはミュンヘンにあるが、大規模な工場がリーゲンスブルグにある。
Maschinenfabrik Reinhausen 社（MR 社）は世界シェアの 70％を占める変圧器製造企業である。中国にあ
る小規模な工場を除いて、ほぼすべてリーゲンスブルグで生産し、世界に輸出している。ほとんどの従
業員はリーゲンスブルグに在籍する。Osram Opto Semiconductors 社も興味深い。シーメンスの子会社で
ある Osram 社の 100％出資企業であり、最先端の工場で LED ライトを製造している。同社はミュンヘンに
本社があり、1,400 人の従業員がいる。Continental 社は自動車電子部品製造業企業である。同社はタイ
ヤやその他を製造しているが、Siemens Automotive 社を引継ぎ電子部品製造のビジネスに参入した。リ
ーゲンスブルグにはバイオテクノロジーや IT 関連のスタートアップやインキューベーターも存在する。
セキュリティのビジネスを行う企業から成るクラスターもある。
ミュンヒナークライスは企業や大学、政治家によって 40 年前にミュンヘンで設立された、歴史ある団
体である。設立時には通信に力点が置かれていた。40 年前はほとんど全てのことが通信に関わっており、
その自由化が焦点となっていた。しかし現在ではデジタル変革に力点が移行している。ミュンヒナーク
ライスの主な活動はワークショップとカンファレンス開催である。先週東京でワークショップを開催し
たように、ミュンヘン、ベルリン、ブリュッセル、ワシントン等でカンファレンスを開催している。参
加者総数は、議題によって毎回 20 人から 200 人以上である。調査事業も行い、報告書を発表している。
通常は政府を巻き込んで活動を行っている。
「フューチャースタディーズ」と呼ばれるプロジェクトでは、
デジタル化に関して、10 年後の未来を予測する活動を行っている。
ドイツのインダストリー4.0 のコンセプトは約 10 年前まで遡る。政府が関連する技術開発の戦略的計
画を立て、製造業に焦点を当てることとなった。ドイツは毎年製造業に関する 2 つの大規模なフェアが
開かれる。両方ともハノーファーで開催される。1 つはハノーファー・フェアと言い、もう 1 つは CeBIT
と言う。2010 年のフェアで初めてインダストリー4.0 という言葉が登場した。インダストリー4.0 という
言葉に関連して、第 1 次産業革命とは水力や蒸気による製造を指す。第 2 次産業革命はそれに電力が加
わり、第 3 次産業革命はエレクトロニクスが加わった。ここまでが 1970～80 年代の話である。第 4 次産
業革命は、コンピュータとインターネットが繋がって起こる。ネットワーキングが機械単体を対象とす
るのではなく、機械と機械を繋げるのである。これにより生産において柔軟性が増す。個人向けに個別
のものを製造できる程に少数生産が可能で、自律的な動作も可能となる。工場で勤務する従業員の補助
も行う。これをインダストリー4.0 のゴールとして定めている。インダストリー4.0 のプラットフォーム
は 2013 年に始まった。同プラットフォームは産業省及び研究省が管轄している。また中小企業から大企
業まで参画している。政策形成者や調査機関も参加している。2013 年にスタートしたのだが、組織上の
問題があり、2015 年に再スタートし、現在ではよりグローバルな展開を目指している。
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インダストリー4.0 に関する 6 つの原則を定義した調査がある6。これによると、原則の 1 つ目は「相
互運用性」である。インターネットを通じて、各種サービスに繋がることを指す。2 つ目は「仮想化」で
ある。コンピュータ上で工場やそこでのオペレーションを抽象化できることである。3 つ目は「分散化」
である。中央制御は必要なく、ネットワーク化で結ばれたシステム全体で判断を下すことを意味する。4
つ目は「リアルタイム能力」である。何か起こった後に、それを分析する時間を要することなく発生と
同時に対応するサービスを提供することである。5 つ目が「サービスオリエンテーション」
、6 つ目が「モ
ジュール性」である。モジュール性とは、それぞれのパーツがネットワーク化されている柔軟性を指す。
これら全ての原則を満たす例を見つけるのは困難だが、その事例ができつつあると考えている。また、
エンジニアリングの学術機関であるアカテックは、インダストリー4.0 を次のように考えている（下図左
参照）
。RFID かチップに関連するテクノロジーを利用可能で、工場内の全てが 1 つのアドレスでインター
ネットに繋げることができるとき、初めて IoT の技術がある。インダストリー4.0 はあくまでも工場の一
部で、その他のテクノロジーはインダストリー4.0 とは考えていない。インダストリー4.0 は少なくとも
ドイツでは製造業にフォーカスしている。それをエネルギーや交通、ヘルスケア等の分野にまで拡張す
ることはできる。クラウドネットワークがあり、工場内の全てのものに IP アドレスが付与されて繋がり、
情報が変更及び共有可能である状態がスマート工場のビジョンである。スマート工場に関して、別の見
方もある。インターネットに繋がった機械がある工場同士が繋がって、スマート材料を用いてスマート
製品を生産する。そのスマート製品は、それ自体がどのように製造されたかをインプットされている。
このような状態がスマート工場のもう 1 つのビジョンである。インダストリー3.0 は確かに優秀であるが、
完全に受動的であった。インダストリー4.0 は能動的であり、機械や部品同士がコミュニケーションを取
ることを可能にしている。マッキンゼー（2015 年）はインダストリー4.0 を可能にする鍵として、ビッ
グデータ、クラウドコンピューティング、バーチャルリアリティ、エネルギー貯蔵等を挙げている 。
ボルト、ねじ、留め具等の部品製作のリーディングカンパニーである Würth(ウルト)社の例で説明する
（下図右参照）
。同社の製造工程で使われるボルトは、かつては誰かがトレイに十分にあるかを確認する
必要があった。もし空になった場合は、製造工程がストップしてしまう。現在はトレイにカメラを設置
し、ボルトの数が一定量を下回ると、人間の関与なしにボルトが自動的にオーダーされ、配達されてト

出典：ダウリング教授提供資料
6

‘Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review’
http://www.leorobotics.nl/sites/leorobotics.nl/files/bestanden/2015%20-%20Hermann%20Pentek%2
0%26%20Otto%20-%20Design%20Principles%20for%20Industrie%204%20Scenarios.pdf
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レイに入る仕組みになっている。従って、常にボルトが不足することなく、工場の稼働をストップさせ
ない自動処理システムとなっている。これは簡単な例であるが、これを延長すると、人間の指示無く、
機械同士がコミュニケーションを取って行動するまでになるだろう。他に興味深い例として、Kuka 社の
ロボットを挙げたい。従来のロボットだと、怪我をしてしまうかもしれないので、稼働中に人間は側に
近寄れなかった。何かが近くにいることを感知するセンサーがなかったので、命を奪われる危険さえあ
った。しかし、Kuka 社の新しいロボットは対人センサーが付き、人間と一緒に稼働することが可能とな
っている。これが将来的にロボティックスの標準になると思われる。
ドイツ企業は、2020 年までにバリューチェーンをデジタル化することを期待し、1 年に 400 億ユーロ
をインダストリー4.0 に投資している。
大企業がインダストリー4.0 に期待しているのは能率向上である。
経済の柱である中小企業はインダストリー4.0 への投資に積極的ではない。中小企業向けの啓発活動は行
われているものの、依然として消極的なままである。しかし、ドイツ企業の 91％がインダストリー4.0
に可能性を感じているというマッキンゼー調査7がある。同調査によると、企業がインダストリー4.0 に
期待することとして、生産性の向上、機械のダウンタイムの削減等が挙げられている。PwC 調査8による
と、大企業と小規模企業はインダストリー4.0 に積極的で、消極的だった企業のほとんどは中堅企業だっ
たということだ。ボストンコンサルティング調査9によると、インダストリー4.0 により労働力や物流、
原材料等のコスト削減が可能となるが、そのためにはより多くの投資をしなければならないとしている。
ドイツ企業 278 社を対象にした調査10によると、インダストリー4.0 に取り組むに当たっての最大の課
題は「標準化」であった。何故なら、企業間や工場間でコミュニケーションが成立しなければ、インダ
ストリー4.0 は機能しないからである。我々は国際標準を開発するために、協力しなければならない。各
国独自のソリューションは意味を成さない。ある意味で、携帯電話に似ていると言えるだろう。第 1 世
代の携帯電話の時代は、海外に行く際にそれ用の携帯電話も持って行かなければならなかった。何故な
ら、例えば日本の携帯電話はアメリカでは利用できなかったからである。しかしそれが今ではかなり標
準化されている。どこかに行く際に、データチップセットが 1 つあれば、SIM カードを外す必要もない。
我々が必要とするのはこのような標準化であり、それに取り組む組織である。専門家の不足という問題
も存在する。ドイツは多くの IT 人材を必要としているものの、その獲得に苦労している。日本も同じ状
況だろう。というのも、日本の人口はドイツより急速に減少しているからである。日本は IT 人材を輸入
することになるだろう。ドイツも IT 人材獲得に向けて、日本と競合関係になるだろう。両国とも IT 人
材は十分ではないし、生活水準を高いまま維持したければ、人材を輸入するか、人口を増加させる必要
がある。ドイツは多くの労働者をシリアから受け入れてはいる。しかし、その中にどれだけの IT 専門家
がいるかは不明である。彼らは、我々が必要としている人材ではないかもしれない。インダストリー4.0
に関しては多くの議論がなされているが、実行に移されているものは少ない。企業はリスクを冒したが
7

前掲書
‘Industry4.0 Opportunities and challenges of the industrial internet ’
http://www.strategyand.pwc.com/media/file/Industry-4-0.pdf
9
‘Industry4.0 The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries ’
http://www.zvw.de/media.media.72e472fb-1698-4a15-8858-344351c8902f.original.pdf
10
産業系 3 団体（VDMA、BITKOM、ZVEI）調査（2013）
http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Materi
al_fuer_Sonderseiten/Industrie_4.0/Final_report__Industrie_4.0_accessible.pdf
8
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らない。ドイツ機械工業連盟（VDMA）の調査11によると、製造業 674 企業のうち「インダストリー4.0 導
入の準備ができている」のはわずか 20％。残りは「何もしていない」や「インダストリー4.0 と自社は
関係あると考えていない」と答えた。また、インダストリー4.0 の取組みは高速データネットワークがあ
って初めて可能となる。しかし、ドイツでは多くの地域で高速データネットワークが不足している。そ
のため、高速ブロードバンドの導入が大きな課題となっており、光ファイバー、5G、モバイルネットワ
ーク等の普及が議論されている。
ドイツ人はセキュリティ対策に神経を尖らせている。セキュリティ対策はインダストリー4.0 にとって
大きな問題である。何故ならば、例えばロボットをインターネットに繋いだ際、何者かにロボットを乗
っ取られる危険性があるからである。アメリカ政府が約 2 年前に、イスラエルとドイツの協力を得てイ
ランの核兵器の製造能力を停止させたことがあった。イラン政府が核兵器を作るのに必要な遠心分離機
を購入した。彼らは発電のための核燃料は持っていたが、核爆弾を作りたかった。そのために、本質的
にはロボットである遠心分離機をシーメンスから購入した。従って技術はシーメンスのものであり、ア
メリカ政府はイスラエルと恐らくシーメンスの協力を得て、ウイルスを機械に入れたのだ。もし CIA が
それをできるなら、他の人も可能であろう。テロリストが電力系統に侵入し、市民を襲撃する前に電話
や電灯をシャットダウンするということを想像してほしい。我々がインターネットを介してデバイスで
繋がっているときは危険である。解決方法はあると思うが、重大な問題である。6～7 文字のアルファベ
ットと幾つかの数字から成るパスワードが良く用いられているが、それは 6 秒あれば破られるという。
従って、将来的にパスワードはこれ以上使うことはできず、指紋や虹彩を使わなければならないと言う
専門家もいる。パスワードは簡単に破られてしまうので、異なるセキュリティの方法を採用しなければ
ならない。
バイエルン州ではデジタル戦略「バイエルン・デジタル」を作成した。ミュンヘナー・クライスはそ
れに関与しており、エンジニアリングの学術機関である前述のアカテックと共に州政府に助言を与えて
いる。州政府は大学と企業を結び付けようとしており、IT エリアのスタートアップに注力している。ま
た、バイエルンはモビリティ、セキュリティ、ヘルスケア、エネルギー等を調査するため、新たに 20 人
の教授を集めて、北ミュンヘンの工科大学にデジタル化センターを設立した。これが同州のインダスト
リー4.0 に関する政策の 1 つである。インダストリー4.0 に関して、バイエルン州では、いくつか興味深
い会社がある。前出の Kuka 社は日本にも進出しているドイツ最大のロボット製造企業（売上高 21 億ユ
ーロ）である。同社は人間だけが組み立てラインで働いている状況から、人間とロボットが共に組み立
てラインで作業しているものの、両者が分かれて働く状態を経て、人間とロボットが分離されずに働く
状態になる、というビジョンを持っている（次頁図参照）。そのため、同社は一緒に働く人が問題に気付
く前に、それを報告する能力を持つロボットを開発している。故障する前に、修理するタイミングをロ
ボットが Kuka 社に連絡するのである。これを予防保全と呼んでいる。同じく前出の変圧器製造企業 MR
社はリーゲンスブルグの工場でほとんどの製品を生産している。技術を要さない製品用に中国に工場を
持っているが、ハイテク製品用の主たる工場はリーゲンスブルグにあり、そこでの雇用維持と輸出に努

11

‘IMPULS INDUSTRIE 4.0-READINESS ’
http://www.impuls-stiftung.de/documents/3581372/4875835/Industrie+4.0+Readniness+IMPULS+Stud
ie+Oktober+2015.pdf/447a6187-9759-4f25-b186-b0f5eac69974;jsessionid=AD922E7A6E86039440E01BFD
F424CAE7
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めている。同社は異なる製品を製作する機械を有しており、手動で変圧器を組み立てている。典型的な
機械製造企業であるが、ドイツの最初のインダストリー4.0 に関する賞を受賞している。同社は機械を幾
つかの段階で分類し、それらを 1 つの情報システムにリンクさせた。これはインダストリー4.0 にかなり
近い。製造過程における全ての段階が、スマートデバイスに繋がっているので、手動でデータを入力す
る必要が無い。全ての情報が自動的にスキャンされ、セントラルハブに入り管理される。それは MR セン
トラルマシンオペレーティングデバイスと呼ばれる、生産管理のプラットフォームである。それ自体は
目新しい技術ではなく、典型的なクライアントサーバーアーキテクチャーである。しかし、生産過程を
ネットワーク化したものであり、1 個あたりの製造時間を 40％削減することを実現した。今ではそのシ
ステムを他国にも売っている。同社はデータストレージのデバイスも持っている。データを統合し、予
防メンテナンスや予測、加工等分析ツールを用いて行っている。その結果、1 年で 50 万ユーロのコスト
カットが可能になった。
インダストリー4.0 は更なる国際協調を必要としている。アメリカもインダストリアル・インターネッ
ト・コンソーシアムを組織しており、日本企業も参加している。IIC は企業のイニシアティブが強い。米
国単独でのソリューションも、ドイツ単独でのソリューションも望ましいのものではなく、協力して取
り組まなければならないと考える。中国も政府が「メイド・イン・チャイナ 2025」を推進している。韓
国、スウェーデンも同様の活動を展開している。アメリカは多額の資金を投じている。中国は人民元で
なく何兆ユーロも投資している。EU も投資を強化している。実際、ドイツとフランスが IoT とビッグデ
ータでイノベーションを推進するため、5 億ユーロを投じた。未来を予測するのは困難であるが、テクノ
ロジーは進化している。コンピュータが製造過程に持ち込まれた 1970～80 年代と比較して劇的に異なる
わけではないが、新しいビジネスモデルやスタートアップに関して破壊的な可能性を有している。テク
ノロジーが基礎であるが、人材や組織も重要である。標準化が鍵であるが、それだけでは十分ではない。
大企業と中小企業とスタートアップのパートナーシップが必要である。

出典：前掲書
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３. 英国（ロンドン）
（１） 英国貿易投資総省（UKTI）
日

時：２０１５年１１月１８日（水）１０時～１２時

対応者：Dr. Chris Moore, ICT Sector Specialist
○ イギリスの IT・通信産業は総粗付加価値の 7％（750 億ポンド）を占める。さらに、ソフトウェア・
IT サービスの市場規模は年間 580 億ポンドと欧州最大を誇る。ビッグデータや e コマース、クリエ
イティブ産業が牽引する。ビッグデータに関しては、日立がマンチェスターに拠点としてラボを設
けている。イギリスのデータセンターが高く評価されているため、クラウドコンピューティングが
拡大し、アメリカに次ぐ市場となっている。
○ ICT＆クリエイティブ産業クラスターは、全国に 11 カ所指定され、その分野は健康情報、フィンテ
ック、サイバーセキュリティ、ソフトウェアなどである。特に、その１つである Tech City（ロン
ドン）は、欧州のデジタルキャピタル（首都）と称し、1,500 以上のＩＴ企業が集積している。
○ スマートファクトリーを進めるドイツに対し、イギリスでの IoT は、スマートシティやスマートグ
リッドなど、生活関連・エネルギー関連を中心とした、コンシューマー向けの産業分野が中心とな
っている。政府はスマートシティに 1 億 4,000 万ポンドの投資をしている。さらに、スマートアプ
リケーションへの 4,000 万ポンドの投資が発表された。
○ なお、イギリスでの IoT 研究プロジェクトには、既に日本企業が参加しており、スマートグリッド
における東芝（ランディスギア社）が紹介された。
当省は外国企業のイギリス進出を支援している。世界各国に拠点を設け、日本にも東京と大阪にオフ
ィスがある。各地で専門家がイギリスへの投資、エンジニアリングやソフトウェア等に関する様々な情
報を提供している。投資だけではなく、投資後に可能な輸出や、進出後に関するサポートも行っている。
政府では「テクノロジーイズグレイト」を刊行。政府によりどういったイノベーションに関するテクノ
ロジーが実際に行われているかということに関する情報を提供している。この「グレイト」は、各セク
ターにおける各種の取組みに関するキャンペーン名でもある。
イギリスにおける IT 市場はヨーロッパで最大である。テクノロジー、モバイル、ビッグデータ、イン
ターネット等に関し我が国の IT マーケットは強力である。ビッグデータ、e コマース等様々な分野でイ
ギリスは非常に強いマーケットを持っているが、例えばインターネットに関してもデータや分析等様々
なところで重複している分野もある。我々の強みは、クリエイティブな分野である。ソフトウェア関係
も強いし、漫画、ゲーム関係も強みとしている。例えば、Moshi Monsters というロンドンで始まったゲ
ーム会社がある。初めは 2、3 人で始めて、何年かで 200 人のスタッフを雇うほどになった。UNRULY（ロ
ンドン）は、オンラインでデジタルマーケットの分析を分刻みで行う。今では何百人もの雇用がある。
ロンドンには他にも、年間 5 億ドルの収益まであがっている DEEPMIND という企業もある。
8 つのグレートテクノロジーの 1 つがビッグデータである。他にはロボティック、省エネ等がある。イ
ギリスはロケーション的にも関心を持たれている。ビッグデータに関しては、日立がマンチェスターに
ビッグデータのラボラトリーを持っている。クラウドコンピューティングに関しても、イギリスでは取
組みが順調に進んでおり、イギリス国内の企業もクラウドを活用している。データセンターの構造がし
っかりしており、アメリカを除いて、世界第 2 位のマーケットと言える。従って、イギリスは企業にと
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っては色々と機会の多い場所となっている。デジタルサービスは政府により益々利用されるようになっ
ている。企業がクリエイティブなデジタルサービスを政府に販売する機会も用意されている。サイバー
セキュリティは世界的に問題化されているセクションである。こちらに関して政府が投資を 2 倍にする
と発表している。国内に大小様々なサイバーセキュリティ関連の会社があり、また 13 の大学がサイバー
セキュリティ専門の研究をするなどしている。スマートシティには政府が力を入れており、1 億 4,000 万
ポンドの投資をしている。グラスゴーもスマートシティのデモンストレーターとして 2,400 万ポンドを
提供している。IoT はスマートシティ政策の鍵となっている。IoT に関しては、政府から 4,000 万ポンド
の投資がされることが最近発表された。UKTI では IoT 関連の様々な会社、特に小規模企業を支援してい
る。産業政策に関する報告書等、様々な報告書が公開されていおり、お勧めしたいのが、テックシティ
が発行している「テックネーション」という刊行物である。特にどのセクターで、どういったことが起
きているかということに関してや、様々なデータ、IoT の情報が記載されている。
我が国は、面積は小さいが、多くのテクノロジーに関する産業クラスターがある。サブセクターでも、
アニメーションやデジタル等様々な活動をしている。各クラスター内には大きな大学がある。大学とク
ラスターとの連携も強い。各大学はコンピュータサイエンス、数学、エレクトロニクス、エンジニアリ
ングといった学部を持っている。例えばマンチェスター大学はコンピュータサイエンスに関する研究が
活発である。マンチェスター大学自体、ヨーロッパでも、規模の大きな大学である。テックシティはイ
ーストロンドンにあり、自然発生的に生まれたが、過去 10 年間政府も支援してきた。1,500 のテクノロ
ジー、デジタル、クリエイティブ関係の企業が所在する。グーグルもキャンパスを作った。テックシテ
ィと同様、マンチェスターも起業の多い都市であり、BBC など、メディア関連産業が伸長している。ケン
ブリッジは何十年も起業が多い町として知られる。サイエンスパークもあり、マイクロソフト等がある。
イノベート UK は、様々な給付金や基金を提供するなど政府が手厚くサポートしているセクションであ
り、多くのプロジェクトを実施している。デジタル・カタパルトでは、大小様々な企業が一緒になって
イベントを行っている。場所はキングスクロスの英国図書館の隣にある。輸送システム・カタパルトで
は、交通システムにおける IT、特にデータが重要視されている。未来都市カタパルトでは、様々なテク
ノロジーが、金融界のシティにおいて実際に活用されている。プロジェクト例として、ミルトンキーン
ズにある、MK:Smart という大変な成功を収めている取組みがある。各都市におけるエネルギー、交通網、
ソーシャルメディアに関するデータを持っており、IoT ベースのテクノロジーを提供している。同社は
様々なところから投資を得ているが、ここ 2～3 年では政府からの投資がほとんどである。政府からの投
資終了後は自分達でアプリケーションを売ることになる。ブリティッシュテレコム等の企業と共同でプ
ロジェクトも実施している。アランチューリング・インスティテュートでは IoT 並びにデジタルに関す
る研究を、大学や色々な会社と提携して行っており、デジタル・カタパルトにも関わっている。総じて
言うと、世界でアメリカに次いで IT に強い市場と分析力を持っている国がイギリスなのである。そして
イギリスは起業環境が良く、有望なテクノロジーを紹介することが容易であるということも言える。
スタートアップに関しては、政府等から投資が得やすいということで、欧州ではイギリスの利点が多
い。成長している中小企業にとっても、様々なテクノロジーを享受できるので、イギリスは有利な場所
と言える。我々のプログラムで、
「フューチャー50」というものがある。これはスタートアップした次の
レベルの中小企業を対象に投資金を付与するもので、10 億ポンドの投資基金が用意されている。公的機
関からではなく、大企業によるサポートも提供されている。公式なプログラムを提供し、スタートアッ
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プを支援する「アクセラレーター」も豊富である。R＆D や知的財産に関する税制措置もある。企業が大
きくなれば、スタッフも必要となる。そういった面でもイギリスは優れている。例えば世界のトップ 10
の大学の 4 つはイギリスにある。そのような大学では、コンピュータサイエンス等、理数系が強い。欧
州からの人材調達がしやすく、国際的な人材確保にとってイギリスは恵まれている。上記以外の起業に
関するイギリスの強みとして、関心のあるデータ及び IoT、ソフトウェア等のスキルを入手しやすいこと
が挙げられる。オープンデータインスティテュートという組織があり、データを提供する上で政府と一
緒に取組みを行っており、企業がデータにアクセスしやすくなっている。
日立がビッグデータの研究所をマンチェスターに作ったのは、イギリス自体がヨーロッパにおいてロ
ケーション的に有利であったことが考えられる。それに加えて、マンチェスター北部では健康データへ
のアクセスが容易という理由も大きいと思われる。オープンデータインスティテュートに関わっている
日本の企業には、NTT データがある。オープンデータインスティテュートから様々なデータが入手できる
ということで、NTT データは会社設立にイギリスを選んだのだろう。マンチェスターだけでなく他に健康
データを取得しやすい 2～3 のクラスターがある。ここ数年、病院、地域の一般家庭医、大学の 3 つの機
関が共同でヘルスケアに関するトレンドやデータを収集している。地方ではマンチェスター等のカウン
ティ（郡）や市の取組みが中心となっている。スコットランドでも、グラスゴーがビッグデータのデモ
ンストレーターとして、特にヘルスケア関係で優れている。北アイルランドでも同様である。都市レベ
ルでは、北東部のニューカッスルで、エネルギーやヘルスケア関係の取組みが進んでいる。
政府の取組みでは、起業する場合に例えばデジタル・カタパルトがサービスを提供している。起業は
イギリス経済にとって利点がある。雇用も創出することができる。ただし、政府がスタートアップを評
価する際には、非常に厳しく行う。例えば政府だけでなく民間のエキスパートも含めて、どういった企
業に投資するかを決める。民間の投資会社は、起業の初期の段階で投資する一方で、ある程度成長して
きた段階で政府が投資するケースが多い。よって、国と民間企業が、ベンチャー投資で競合が起きると
いう問題は発生しない。
IoT については欧州各国で取組みをしているが、将来的には中で 1 つにまとまっていく方向性はある。
EU 委員会でそういった投資の調査が行われている。
「ホライゾン 2020」というプログラムがあり、これ
は多くの投資をし、ヨーロッパで同じような方向性をデザインしていくというものである。イギリスに
おけるイノベート UK も EU からのサポートがあってできた。ドイツにおけるインダストリー4.0 は、アメ
リカにおける「インダストリアル・インターネット」という形になると思われるが、イギリスは同じよ
うな形を採用していない。「インダストリー4.0」は企業向けだと思われる。同じようなシステムは持っ
ており、3 年前、IoT の投資に関して、ソフトウェア関連を標準化した。このようなテクノロジーを共通
化することによって、イギリス国内の企業の活動を容易にする取組みを始めている。3 年前に始まった標
準化の 1 つが「ハイパーキャット」である。一般的に、イギリスにおいて標準化は重要だと思われる。
イギリスだけでなく欧州においても標準化は重要ということで、先程の「ホライゾン 2020」が EU でデザ
インされた。もちろん各国全て同じようにはできないので、国によって様々なオプションは追加される。
ドイツは製造業企業を中心に考えているが、イギリスは消費者・生活者を対象にしている。
先日、ビッグデータ分析のコンファレンスに出席したが、多くの企業が参加していた。IT 企業だけで
なく他の業種、例えば食品業や小売業、セキュリティ企業がビッグデータに興味を持っていた。今後の
トレンドとしては、リアルタイムの画像データに関心が高まるだろう。リアルタイムでのデータの画像
33

化において、オンラインのスピード感が重要となっているという意見に対し、重要か否かは産業による
と思われる。例えばオンラインキャンペーンや新商品の紹介、金融関係はスピード感が特に重要である。
こういった情報を短期間に入手するというのが重要なセクターもある。実際にデータの分析をリアルタ
イムにやっていかなくてはいけない。例えばトレンドや、どのような変化があるのかを見つけるのかが
大事になる。また、リアルタイムといってもセクターによってスピード感が異なる。銀行関係における
リアルタイムというのは、即リアルタイムでやらないといけないが、小売業の場合は金融関係のセクタ
ーと比較して多少は待つことができる。このように、業種によって時間軸が変わってくる。ソーシャル
メディアの場合はリアルタイムに動くので、新商品を出した時に売れなかった場合、その理由を時間を
追って確認しなければいけいない。
イギリスはオープンデータで取り組んでいるという点で、ドイツよりはアメリカの政策に親和的であ
る。オープンデータインスティテュートは、ヨーロッパよりもアメリカに近いためだ。イギリスの場合
は幅広くオープンに作られているが、ヨーロッパ、特にドイツの場合はフレームワークが限られている
印象を持っている。
（２） tech UK
日

時：２０１５年１１月１８日（水）１４時～１６時

対応者：Mr. Paul Hide, Director of Operations
Mr. Robert McNamara, Associate Director for Energy and Environment,

Executive Director

of SmartGrid GB
○ 2014 年に発表された、政府主席科学顧問による報告書が英国の IoT の基本戦略となっている。向こう
10 年間を IoT により生活全体の生産性向上を実現する「第 2 次デジタル革命」と位置付けている。
○ これを受け、政府は 2015 年予算において、IoT 政策関連費として 4,000 万ポンドを計上し、スマート
シティの推進や医療・健康保険分野への応用研究に充てた。なお、自動運転などの研究開発費には、
更に 1 億 2,000 万ポンドを計上している。
techUK はイギリスの IT 業界におけるの最大の業界団体である。会員数は 890 であり、現在も増加中な
ので 900 になるのも近い。イギリスで IT 関連の企業の従業員の約半数が会員になっていると思われる。
メンバーには、日立、東芝、富士通、IBM、マイクロソフト、グーグル、フェイスブック等様々な会社が
入っており、国籍の多様性に富んでいる。一人企業から大企業まで、様々な規模の会社がある。中小企
業が 70％を占め、ほとんどがソフトウェアかアプリケーション関連である。製造業は多くない。40 年前
に設立され、当初はソフトウェアビジネスの団体として創業されたが、2002 年にコンシューマー向けの
エレクトロニクス関連の会社が加盟したこともあり、2013 年に techUK と名称変更した。
主な活動が 3 つあり、その 1 番目は国内企業の支援である。2 番目はテクノロジーがイギリス経済に貢
献していることの啓発である。3 番目はイギリス市民にテクノロジーの有益性を伝えることである。他に
も IT 産業がどのように経済を推進するかを、政府や EU に働きかける取組みも行っている。地方自治体
向けには、どのように我々のテクノロジーが有益に使えるかを伝えており、特にヘルスケア関連に関心
を持たれている。サイバーセキュリティに関しては、軍隊のコミュニケーション等様々なテクノロジー
が必要となる防衛部門から高い関心があり、どのように我々でサポートできるかが重要な課題となって
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出典：techUK ウェブサイト

いる。モバイルコミュニケーションでは、4 年後には 5G のテクノロジーを発表できるのではないかと考
えている。techUK には IoT、コネクティビティ、コンシューマーエレクトロニクス、デジタルデバイス
等、22 のプログラムが稼働している（上図参照）
。65 名の従業員からチームを編成し、各自 1～2 つのプ
ログラムを受け持っている。当協会スタッフは全てスペシャリストである。
現在、加入している日本企業は techUK に名称変更する前から、企業によっては 30 年前から会員にな
っているところもある。日本企業に限らず、会員からすると参入すべきマーケット等が把握できるとい
った様々な利点があることが加盟する動機と考えている。また政府が法令を作る際、会員であれば自分
達の意見を反映させることができるということも入会理由であると思われる。さらに、競合会社と話し
合う場があること。競合他社との間でフォーラムを作るので、例えば法が改正される場合に、共通の議
題としてお互い意見を出し合うことができる。こういったプログラムは会員ニーズを見ながら、会員と
話し合って作っている。デジタルデバイス及びサービスに関するプログラムは、特に日本企業が必要と
するマーケットなので、共同で作成した。IoT やスマートエナジーに関わるプログラムでは、特に東芝と
日立が関与している。他の分野で日本企業の関心があるのは、医療技術である。2～3 年前までは医療技
術はそれほど興味を持たれていなかったが、最近になって関心が深まっている。
イギリスにおいて、スマートエネルギーは特にテクノロジー関連の企業にとっては関心の高い分野で
ある。日本企業にとっても関心が高いだろう。スマートエネルギーに関して、政府は 3 つの課題がある。
1 つ目は、高騰するガスや電気等の料金を将来的に、市民が困らない程度のコストにすることである。2
つ目の課題は環境問題対策である。政府が EU にカーボン量削減目標を提出しているが、それに近づけな
ければならない。エネルギーの安全保障が 3 つ目の課題である。2020 年までには発電所の 80％が閉鎖さ
れるだろう。またガスの供給の 75％を海外に依存している。こういった中で、エネルギーの供給量を確
保しなければならない。これらの政府の 3 つの大きな課題をテクノロジーで全て解決できるかというと
いうわけではないが、大きな役割を果たすことはできると考えている。
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当協会が提供する役割で、政府の政策形成に有用な 2 つの分野がある。すなわち、スマートメーター
及びスマートグリッドである。スマートメーターは電気とガス向けである。政府が 2020 年までに各家庭
及び各企業にスマートメーターを取り付ける取組みがなされている。会員企業にはそうしたサービスを
提供している会社もあるし、メーター関連の製品を作っているところもある。実際このように各家庭に
メーターを付けるということで、会員が持つ利点は、サービスや商品を提供できるということである。
具体的には、会員のブリティッシュテレコム、テレフォニカ、東芝等にとっては、メーター供給が利点
となる。スマートメーターのプログラムは会員企業が政府と一緒になって関連する法改正を行い、様々
な規制を会員と政府が共に作っている。スマートグリッドだが、電気の配給のためのトランスミッショ
ンがアップグレードしていかないといけない。この意味では、企業との関連が深い。政府や企業が一緒
になって他の国のスマートグリッドの進捗状況を見るということをしている。2020 年に知識を共有する
ために東京都と北九州を視察する（バッテリーストレッジに関心がある）
。その際 NEDO も訪問する予定
である。ジャパンスマートコミュニティアライブというプログラムで、テクノロジー会社と一緒になっ
て活動しているということで、こちらにも関心がある。
スマートグリッドは、スマートメーター程進んではいないが、techUK はデジタル技術を使って、電気
やガス等を如何に効率よく利用できるかということを議論している。3～4 年前から、電力会社・ガス会
社と techUK で話し合いが行われているが、あまり進展は見られていない。というのは、日本の東京電力
のようにテクノロジー企業との連携がうまくいっていないからである。イギリスの場合は電力会社が多
くあり、しかも数は増えているので特に複雑である。
政府は現在、IoT に非常に関心を持っているが、ただ IoT が何であるかは理解してはいないだろう。実
際に IoT の定義はできていない。様々なデバイスが将来的に増えてくると思うが、コミュニケーション
によりデータが更に増加し、ヘルスケア分野等色々なエリアで効率が上がっていくだろう。政府は IoT
により如何に政府予算を削減するかということに関心がある。特にヘルスケアや交通分野に関して、IoT
の利用により予算を減らすことが焦点になっている。商業的に見てみると、IoT に関してはイギリスのシ
リコンチップのデザイナーが成功している。このままの状況で行くと、イギリスのシリコンチップのデ
ザイナーが世界的なリーダーになると見込んでいる。2014 年には、政府主席科学顧問により、IoT の基
本戦略となる報告書が発表された12。向こう 10 年間を IoT により生活全体の生産性向上を実現する「第 2
次デジタル革命」と位置付けている。これを受け、次の国会で予算が提出されるわけだが、IoT に関わる
プロジェクトの今年の予算は 4,000 万ポンドである。その内、
1,000 万ポンドは各種関連プロジェクトに、
1,000 万ポンドは大学関係に、1,000 万ポンドはナショナルヘルスサービスに、1,000 万ポンドはリサー
チ関係で使われている。同予算から、デジタル・カタパルトにも配分される。デジタル・カタパルトに
は、IoT のプログラムのプロモート及びコーディネートの役割がある。また techUK の役割の 1 つとして、
昨年の 10 月にイギリスが IoT の分野で世界的なリーダーになる方法を政府と話し合った。政府とのこの
ような話し合いで政策形成の支援をするのが我々の役割である。それに加えて、IoT を使って可能なビジ
ネスを会員に紹介している。

12

‘The Internet of Things: making the most of the Second Digital Revolution’
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/409774/14-1230-int
ernet-of-things-review.pdf
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IoT 関連では、スマートシティに様々な資金が提供されている。グラスゴー及びミルトンキーンズに主
要なスマートシティがある。スマートシティのコンセプトは、地方自治体に必ずしも理解されているわ
けではない。ただロンドンの場合は、交通のインフラ関連で、オイスターカードという地下鉄で利用す
るカードが普及している。イギリス国内のロンドン、ブリストル、マンチェスター、バーミンガム、グ
ラスゴー等の大都市は地方自治体であってもテクノロジーの重要性を理解している。政府は各都市が使
用しているテクノロジーに関心がある。このような大都市は人口が増加しており、人口が増加するほど
様々な問題点が露見する。それらを、テクノロジーを使ってどのように回避するのかが課題となってい
る。地方自治体は予算カットが進められており、会計面では苦しい立場にいる。それを、テクノロジー
を用いて如何に解決するかが焦点となっている。ロンドンにバーネットという地区があり、テクノロジ
ーを導入して、予算カットを切り抜けた成功例となっている。
テーマ的には、スマート街灯やごみ収集のような課題は小さく、対処しやすい。しかし、エネルギー
やヘルスケア関係の課題は大きく、扱いにくい。どのようにテクノロジーを使ってこれらに対応するの
かが自治体の課題である。実際のスマートシティの開発であるが、関連する様々なプロジェクトに資金
を提供しているにも関わらず、それに関する方針が完全にでき上がっていない。これから、実際にデジ
タルのテクノロジーがどのようにして自治体のサービスに良い影響を与えるかということを更に深堀す
る予定である。地方自治体の理解が促進されることで事態が改善されるだろう。スマートシティの政策
は、3 つの省庁が関わっている。1 つ目は文化メディアスポーツ省（DCMS）、2 つ目はビジネス・イノベー
ション・技能省（BIS）、3 つ目はコミュニティ・地方政府省である。これらの 3 つの省があるのだが、特
定のトピックがどの省に関わっているか不明な場合があるという問題がある。
欧州でイギリスと同じように IoT が進んでいる国はドイツである。ヨーロッパの IoT を知りたいとい
うことであれば、最近 EU が出版した、
‘Alliance for Internet of Things Innovation’をご覧になれ
ば、ヨーロッパの状況が分かるだろう。10 月の始めに、IoT に関する会議がベルリンであり、EU から派
遣されている方が、IoT には経済的な機会があり、ヨーロッパの企業が農業に IoT を利用すればよいとい
う発言をしていた。イギリスでは、インダストリー4.0 という言葉は使われていない。IoT という言葉は
一部の企業関係者を除いて、多くの人は知らないだろう。イギリスはドイツのインダストリー4.0 のよう
に、企業を対象に注力していない。それがイギリスにおける課題となっており、企業を取り込むという
ことをしないといけないと考えている。GE に関しては、製造業ということで、ドイツの影響があったと
思われる。グーグルに関しては自動運転車に投資していることもあり、モビリティのインターネットに
は関心があると考える。

マクナマラ執行役員
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（３） 文化メディアスポーツ省（DCMS）
日 時：２０１５年１１月１９日（木）１０時～１１時
対応者：Mr. Harry Lund, Head of Digital Enterprise, Digital Economy Unit
Ms. Ursula Ritz, Policy Adviser, Tech City UK / Digital Transformation Plan, Digital
Economy Unit
Ms. Jessica Rushworth, Director of Government Relations (The Digital Catapult)
Ms. Rachael Bishop, Cyber Security EU and International Policy, Digital Economy Unit
Ms. Laura Mortimer, Policy Adviser, Digital Skills, Digital Economy Unit
○ スタートアップの次のレベルの中小企業には、政府ではフューチャー50 というプログラムがあり、
10 億ポンドの基金が用意されている。また、アクセラレーターと呼ばれる事業者がそのような企業
の成長支援を行っている。
○ マンチェスター（ビッグデータ）やグラスゴー（医療情報）など、自治体を主体とした多くのクラ
スターがある。各地でのクラスターの形成や人材育成には、マンチェスター大学など、大学が大き
な役割を担っている。
○ 2014 年 9 月に初等教育からのプログラミング教育が導入されたことが話題となったが、高度 IT 人材
育成についても企業と連携した博士課程が設置されている。さらに Tech Partnership など団体と連
携し、学生の企業研修などの多彩な IT 見習プログラムが実施されている。
財務大臣のジョージ・オズボーンが、
「デジタル経済は、経済全体への影響が非常に大きい。イギリス
のデジタル経済は急速に伸びている。デジタル経済の利点を更に他の部門の経済発展にも繋げるように
しなければならない」という発言をしている。そこで政府はデジタル変革プランを発表した。このプラ
ンは政府がデジタルテクノロジーを採用し、様々なサポートを提供することを計画しており、同プラン
に基づき長期的な取組みを行うことを約束している。
デジタル経済政策には、インフラ、サイバー、デジタルインクルージョン、消費者、テクノロジー企
業、輸出及び投資といった主要なエリアがある。インフラでは超高速ブロードバンドがイギリスでは導
入されており、EU の中で導入している 5 カ国に入っている。デジタルインクルージョンでは、全ての市
民がインターネットにアクセスできるスキル、更にはデバイスのようなインフラを用意するということ
を指しており、2015 年にはイギリスの 86％の世帯がインターネットにアクセスしている。
文化メディアスポーツ省（DCMS）では techUK、イノベート UK、カタパルトセンター等の幾つかの団体
と共同でデジタル政策に関する取組みを行っている。デジタル経済のユニットには、
「インフラストラク
チャー」、「サイバーセキュリティ及びレジリエンス」、「デジタルエンタープライズ」、「デジタルスキル
及びケイパビリティ」、「フューチャーテクノロジーズ」、
「マーケットリフォーム」の 6 つがある。中で
も、
「デジタルエンタープライズ」では、起業家に実際の様々なファイナンスや人材へのアクセスを提供
している。
サイバーセキュリティに関して、イギリス国内で過去 5 年間に 8 億 6 千万ポンドの予算でサイバーセ
キュリティプログラムを実施した。また、18 か月前にサイバーエッセンシャルスキームというプログラ
ムを立ち上げ、ビジネスの大小にかかわらず、このプログラムを提供した。これにより、約 80％のサイ
バー攻撃から守ることができた。「サイバーセキュリティの 10 ステップ」というガイダンスを使用した
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ところ、小学生から大学院のドクターレベルまで、セキュリティのスキルのレベルを向上させないとい
けないことが判明した。国家レベルでは、サイバーセキュリティ関連の輸出、リサーチ、イノベーショ
ンに注力している。また、今週財務大臣がデジタルセキュリティに 20 億ポンド弱投資するという長期的
な投資について発表した。サイバーセキュリティの技術者育成に関しては、そのスキルを重要視し、長
期的にスキル向上に取り組んでいる。具体的には、スキルを上げるために長期的なプランと短期的なプ
ランを立てている。本当ならすぐにでも必要なスキルだが、例えば小学校の教師にそのスキルを教える
のは長期的なプランとして位置づけている。研究者と一緒に、マスターレベルのスキルを持つ人材を育
成することを現在検討中である。4 月の始めから年度が変わり、新しい予算で 2016 年度の投資が始まる。
その投資で新しい戦略を立てるということになる。
IoT に関して、2015 年度の予算案が 3 月に財務大臣から発表れた。4,000 万ポンドの予算が配分される。
IoT のプログラムとしては、様々な小さなベーシックなリサーチから、デモンストレーションまで提供さ
れる。デモに関しては、1,000 万ポンドの予算が提供された。これは大学のコンソーシアムのオープンコ
ンペティションであり、ヘルスケア部門とシティ部門で、IoT に関して、様々なパートナーをコーディネ
ートし、起業するコンテストである。
デジタルスキルについては、政府が長期・短期のプログラムを用意している。まず 1,250 万人を対象
にベーシックなデジタルスキルの習得をサポートする計画を立てている。例えば小学生から大学生、更
には社会人まで、多層な階層のスキル向上を目指している。2014 年 9 月からスクールカリキュラムが始
まり、5 歳から IT の義務教育が始まった。義務教育にデジタルスキルを導入するのは、イギリスが世界
初である。学校教育だけでなく、企業においてもスキルのトレーニングが必要である。見習い制度でデ
ジタルスキルを上げるトレーニングを導入している。大学でも今年の 9 月から 300 人を対象に、実際の
会社への見習いプランを立てて、デジタルスキルの向上を目指して取り組んでいる。国民にデジタルス
キルを持つことを啓発し、デジタルスキルがキャリアに繋がることを伝える必要がある。政府は様々な
キャンペーンを行っているが、中でも、BBC がデジタルキャンペーンを打ち出し、国内の様々な場所でデ
ジタルスキルアップがキャリアに繋がることを宣伝している。当省は国民のデジタルスキルアップのた
め、様々な団体と協力している。デジタルスキルを上げるニーズを各企業から聞き、更にスキルを向上
させるためにはどのように取り組んだら良いかを一緒に考えるのが我々の役割である。これらを基に、
各業界と共に教育内容を常にブラッシュアップしている。

政策アドバイザー・リッツ氏
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（４） デジタル・カタパルト
日

時:２０１５年１１月１９日（木）１４時～１６時

対応者：Mr. Peter Karney, Head of Engineering
○

イノベーション促進拠点「カタパルトセンター」を 2011 年にスタートした。高付加価値製造／細胞
治療／オフショア再生エネルギー／人工衛星応用／コネクテッド・デジタル・経済／未来都市／輸
送システム／医療技術／エネルギーシステムの 9 分野13にわたり、全国に展開している。

○ それぞれのカタパルトセンターでは各分野の専門性の高いスタッフを備えており、企業などからア
イデアが持ち込まれると、必要な人材を大学や他の企業から集め、実用化の取組みを行っている。
ドイツにおけるフラウンホーファー研究所が担っている役割に近い。
○ IoT に加え、もう一つのキーワードはオープンデータである。データをオープン化することで、民間
がそれを使い新たなビジネスを起こしていくことを期待している。デジタル・カタパルトでは、ス
タートアップ企業と既存企業が協働できる機会の提供と、データのバリューチェーンに着目したオ
ープンデータ・プロジェクトを様々な産業分野で実施している。
○ 例えば、300 件に上る建築案件のデータを 8 社横断で収集し、データ項目のあり方から、データ蓄積
により可能となる建築コスト・プロセスの比較検討と改善への提案づくりなどが進められている。

デジタル・カタパルトは、当ロンドンセンター以外にもイギリス全土にわたりサンダーランド、ブラ
イトン、ヨークシャーにもローカルセンターがある。我々は 4 つのフォーカスエリア、すなわち、①ク
ローズドデータの組織間シェア、②パーソナルデータの安全なシェア、③コンテンツおよびライセンス
データシェア、④IoT による生成データシェアに取り組んでいる。当センターには 75～80 人のスタッフ
が在籍している。予算は年間 1,000 万ポンドで、その内訳は、公的投資・企業からの受注契約・競争的
資金が 3 分の 1 ずつとなっている。例えば、ある企業がオープンイノベーションに関するワークショッ
プを開催する場合のアレンジ料を収入として得ている。センターで開催されるイベントには、会社の規
模に関わらず無料で参加することができる。センター自体は 2～3 年前にできたが、一般公開したのは昨
年の 11 月 5 日である。それから、約 16,000 人が来場した。オープンしてからの 1 年間に約 300 のイベ
ントを開催。ほぼ毎日イベントが開催されている。企業側から自発的にセンターを訪問してプロジェク
トを立ち上げたり、センターのスタッフと協働でプロジェクトを作ることも行っている。建物内にいる
人々の半分はスタッフではなく、支援している企業の社員である。
ロンドンの金融街シティ付近のオールドストリート交差点周辺には、スタートアップが集う、通称シ
リコンランドアバウトと呼ばれるテックシティがあり、様々なサービスが生み出されている。グーグル
もキャンパスを持っている。キングスクロスに近い、今、我々がいる再開発地区は、ロンドンのナレッ
ジセクションと呼ばれている。最寄りのセントパンクラス駅からはユーロスターが利用可能で、英国図
書館も目の前である。フランシスクリック研究所（遺伝子研究）や英紙ガーディアングループもオフィ
スを構えており、データとナレッジの地域になりつつある。不動産に投資するにも良い場所となってい
る。ここの近辺では今様々な企業が起業しており、注目が集まっている。

13

Compound Semiconductor（化合物半導体）、Medicines Discovery（創薬開発） が加わり、現在 11 分野。
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カーニー氏と展示デモ例（ソニックペインティングス）
当センターのエントランスから広がる交流エリアには IoT 開発商品のデモが展示され、ミーティング
ルームに行く途中に見て触れて楽しむことができる。楽器のキーボードのタッチの仕方でビブラートや
音色を自由に変えることのできる「タッチキーズ14」や、センサー付きのインソールを入れた靴を履いて
歩くことでその人の健康や歩行状況を把握できる「ウォークウィズパス15」、電磁石を利用して表示の一
部を反転させることで文字を変更できるディスプレイの「ウォールペーパーフォーザインターネットオ
ブシングス16」、見る人の位置により、異なる物音・登場人物の声が聞こえ、絵画の世界に誘われる「ソ
ニックペインティングス17」
（上の写真）等が展示されている。
2 階に上がると広がる開放的なオフィスエリアには、各プロジェクトのポスターやポストイットが張り
巡らされている。開発が行われているオフィスエリアでは、民間企業も 1 社あたり 3～6 人程度が 6 か月
滞在し、開発を行うことが可能である。6 か月でプロジェクトを立ち上げて、企業に戻るのが普通である
が、中には 1 年程もここにいる企業がある。我々はオープンソースで情報を提供し、企業と競合すると
いうことはなく、共同でモデルやコンテンツ作成を行っている。専用スペースはプロジェクトに関わっ
ている人が使うことができるが、外の会社がこちらで実施しているプロジェクトに関わりたいというこ
とになると、申請を出す必要がある。承認されれば、1 年間共同でプロジェクトを実施する。民間企業と
共同開発した場合には、知的財産権をシェアすることはある。ただ、全部を我々で所有することはない。
当センターは、企業支援が主な目的であるからである。センターで活動する企業の例として、ViiV とい
う HIV の薬を作っている企業がある。ViiV から 10～12 人のスタッフが派遣され、プロジェクトを立ち上
げ、薬のプロトタイプを作っている。また、聴覚障害者の方向けに、より会話がしやすい電話のオーデ
ィオシステムを提供している企業もある。ソフトウェア業界や金融業界の起業家を派遣し、ビジネスに
ついて出前授業をしてもらう学校向けのサービスを提供している企業もある。
代表的プロジェクトの 1 つ、組織間データシェアを支援する「データカタライズ」では、データセキ
14
15
16
17

https://www.digitalcatapultcentre.org.uk/showcase/touchkeys-instruments/
https://www.digitalcatapultcentre.org.uk/showcase/walk-with-path/
https://www.digitalcatapultcentre.org.uk/showcase/andrew-fentem/
https://www.digitalcatapultcentre.org.uk/showcase/sonicpaintings/
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ュリティ専門家やデータサイエンティストが在籍し、各企業に眠る未活用データに着目し、企業間での
秘匿性を配慮しながら活用する仕組みを支援している。中でも、
「建設データエクスチェンジ（BDE）
」で
は、複数の建設会社が長期にわたって取得した 300 件以上のパネルデータを、スタートアップを含む 8
社で共有し、設計段階と入居初年度・次年度のエネルギー消費効率の比較を行い、その分析データを各
社の開発者にフィードバックしている。これにより建築効率・性能をより高めた開発が実現できるとい
う。イノベーターに利用可能なデータ構築のため、アジャイル開発と日本のカンバン方式を採用してい
るプロジェクトもある。また、
「コピーライトハブ」では、デジタルコンテンツの著作権管理の新モデル
開発をオープンソースで進めている。このプラットフォームを利用することで、企業は著作権に抵触す
ることなく、新製品・サービスをスムーズに開発・提供することができる。
スタッフは全員スペシャリストである。セキュリティの専門家であったり、データサイエンティスト
であったり、プログラミング言語であるパイソンを使うソフトウェア開発者もいる。正社員と契約社員
に分かれ、契約社員の場合は、普通 3 か月更新で、だいたい 2 年間程度雇用される。大卒、大学院卒、
学術調査機関出身者が混じっているが、皆プロとしての資格を持っている。大変広範な分野の専門家が
集まっていることは驚くべきことである。IT、プライバシー、ビッグデータ等の話題が次々と出てくる。
日本からのゲストも来るし、国会議員が訪問することもある。全てのスタッフはそれぞれ年間目標を持
ち、3 か月毎に見直している。というのも、当初は妥当な目標に思われても、世の中の動きが速いので、
状況が変化するからである。プロジェクトマネジャーは経歴により選抜・採用している。プロジェクト
マネジャーはエキスパートでありながら、コーディネータの役割も果たす。プロジェクトの必要に応じ
てエキスパートの採用も行う。現在、プロジェクトマネジャーは 6 名在籍しており、それぞれ 3 つのプ
ロジェクトを担当している。プロジェクトマネジャー以外にはマーケティングなどの各セクションにス
タッフがいる。
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