
5-4 ビッグデータ解析の外注 
   中小企業が新たに参入する絶好の分野 
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＊検索エンジンで「ビッグデータ」「外注」と入力すれば、数十社がリストアップ      
  → 多くの中小企業が同分野で起業しつつある 



データ提供者 
 
 
 
                     
         データ収集事業 
                               加工、編集、解析事業   
                     通信事業                               
ユーザ 
                                             最終データ 
                                              
 
 
 
 
                                      外注 
 
 
                                        中小企業群 
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出典）富士通 

       データセンター 
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事例  ＮＴＴデータ、アジアでビッグデータ分析 自前で自販機や通販  
 
2015/5/13  日本経済新聞 ； ＮＴＴデータは2015年中にもアジアでビッグデータ分
析サービスを始める。自ら自動販売機の運用や生鮮品のネット通販を手がけ、現地
で効果を提 示しながら顧客を開拓する。20年までにシステム関連事業の売上高を
現在の４倍の1000億円に引き上げる。企業向けシステム構築や機器販売が中心
だったが、アジアでは市場を育てるため消費者向け事業に踏み込む。 
 





6 今後の課題  問題提起 
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日本のものづくりに与えるインパクト 
 → 個々の企業にとっての経営上の課題 
 

 
【システムを工場に提供する立場の業界】 
 
 日本企業は、特定分野の技術力を見れば、ドイツを凌ぐと言っても過言ではない。 
 

 ドイツのコア企業は少ないが、政府、学会、産業界など国を挙げて1つにまとまっている。
一方、日本は、他の産業分野と同様、高い技術力を持つ企業は多いが、バラバラに進め
られている。 
 

 日本もドイツ同様、全体でまとまってバーゲニングパワーを持つことが肝要。 
 

 そして、日本全体で戦略・戦術を持つことが重要。（注4） 
 
 
 【システムを工場に導入する立場の業界】 
  
企業がシステムを導入しなければ意味がない。社内にエンジニア集団を抱えていない企
業では、世界の潮流に乗り遅れる可能性がある。追い込まれないと動かない企業も多い。 
 

 システムを購入するだけなら、お金を払えば済むこと。だが、自社に最適なシステムを
選んで導入し、十分に使いこなせるかどうか。 
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【全ての企業にとっての重要な課題】 
 
 あなたの会社が提供する、特徴ある、かつ競争力のある新しい「サービス」とは何か、
投資対リターンを大幅に高めるような「サービス」とは何か、を考え出さないといけない。 
 
＊ インダストリー4.0の指導的立場にあるフリッツ・クロケッツ氏（アーヘン工科大学工作機械研
究所教授、フラウンホーファー研究所IPT生産技術研究所長）もインタビューに対し、「産業界が必
要とするのは生産性であり効率であり、経済的な価値である。それを実現出来なければ誰も我々
の話を聞いてくれなくなる。」と答えている（2015年4月20日、日刊工業新聞）。 
 
こうしたネット化の波に乗れた企業は、大きく飛躍することが可能。 
飛躍する企業とそうでない企業との格差が益々拡大。 
  ← インダストリー4.0が日本の製造業に与えるインパクト 
 
（参考） 
DMG森精機森雅彦社長へのインタビューから（抜粋） 
「インダストリー4.0は、強い者がより強くなり、それをいっそう助長する仕組みである。」 
                                               出典）岩本晃一（2015b） 
 
 
○日本企業の得意な分野； 部品、工作機械・ロボット、ファクトリーオートメーションFA 
        不得意な分野； OS、CPU、ビッグデータ解析分野 
 

＊インテル（CPU）、アンドロイド（OS）に戦いを挑もうとする日本企業は現時点でいない。 
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 【部品、センサー、制御モーター、計測機器など要素技術を提供する業界】 
  
 部品・要素技術は、日本の独壇場ともいえる分野 
 



出典）日立製作所 

 中小企業にとってのビジネスチャンス； 主な分野 
 
1 新しいビジネス創出 
  自らIoTシステムを導入し、新しい「サービス」を顧客に提供することで、他社との差 
  別化を図る。 
 

2 ビッグデータ解析周り 
  ビッグデータ解析事業、解析ソフトウエアの生産販売、 ビッグデータ解析に必要な 
  データベースの生産販売、ビッグデータ解析用クラウド環境提供サービスなど 
 

3 ネットワークの末端機器 
  センサ、ライブカメラ、計測器などビッグデータを収集する機器の生産販売 
  
 

                      よくある失敗 
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【岩本所感】 
 
インダストリー4.0市場は巨大市場に成長 
 

 → 大企業だけでなく、中小企業にも大きな恩恵 その主な分野は 
 
1 大企業がやらないニッチな分野 
 

2 大企業の外注先 

    大企業             大企業             大企業 
 
 
 
 
  外注        ニッチ  外注         ニッチ  外注 



【コラム】 日本版インダストリー4.0を阻む2つの壁   
日経ビジネス 佐藤 浩実  2015年10月1日（木） 
 
 その推進には越えなければいけない壁がある。一つは工場を設計する企業の層の薄さ
だ。ロボットにしても、機械にしても、メーカーから買ってきて工場に置いただけで、賢く動
いてくれるわけではない。作りたいモノに応じて製造プロセスを考えながら、様々なロボット
や機械をかき集めて組み合わせ、効率よく動かすための「設定」をして生産ラインに仕上
げる必要がある。 
 

 ドイツなど欧州でその役割を担っているのが約3000社あるシステムインテグレーターだ。
生産管理など様々なシステムとの連携まで、彼らが一気通貫で手掛ける。かたや「日本に
は1000社あるかないかだ」と安川電機の南善勝・常務執行役員は指摘する。 
 

 しかも日本の場合、多くは社員数人の中小・零細企業だ。既に納入した設備の修理など、
下請け的な立場に甘んじていることが多い。自動車メーカーなど、そうした機能を「生産技
術部門」として社内に抱える会社もあるが、一握りの大手企業だけだ。 
 

 そのため、自動車メーカーで大量にロボットが使われる一方で、それ以外の産業や中小
企業では導入が進んでいない。だから、安川電機のような企業が「自ら育成に乗り出さざ
るを得ない」という状況になっているのだ。 
 

 ロボット一つを取ってもそうなのだから、様々な設備やシステムを扱おうとすれば当然、
複雑性は増す。仮につながるための規格や環境ができても、効率的な工場を実際に作る
人材がいない、という事態が発生しかねない。  

http://business.nikkeibp.co.jp/article/person/20130425/247258/
http://business.nikkeibp.co.jp/article/person/20130425/247258/
http://business.nikkeibp.co.jp/article/person/20130425/247258/
http://business.nikkeibp.co.jp/article/person/20130425/247258/
http://business.nikkeibp.co.jp/article/person/20130425/247258/


 こうした産業構造に関する懸念だけではない。もう一つの壁は、使い手となる企業の慎
重姿勢だ。 
 

 「とりあえずIoTで何か考えろって言われるんですよ」。IVIに参加する重電メーカーの中
堅社員は苦笑する。競合のGEや独シーメンスに触発され、ここ半年ほどIoT推進の号令
が強まった。IVIの幹部にも「IoTブームに乗ってシステムや機器を売りたい」という企業が
目立つ。 
 

 だが、情報システム会社やFA（工場自動化）のための制御装置メーカーが軒並み参画
する一方、実際にそうした工場を作り、運営する主体となる自動車メーカーの参加はまだ
一部。製造効率化の恩恵が大きいはずの素材メーカーに至っては、皆無だ。 
 

 IVIへの参加を見送ったある企業の担当者は「まだ参加するメリットが分からない」と話す。
下手につながると、情報漏洩やサイバー攻撃のリスクが高まるのではと懸念している。 
 

 インダストリー4.0を掲げるドイツも、当初はシーメンスやSAPといったFA・IT企業が主導
する性格が強かった。だが次第に、自動車や素材、中小企業などにも参画意識が広がっ
た。 
 

 米国や中国の企業と戦う上で欠かせない、と捉えられるぐらいの大きなうねりになってき
たからだ。日本でもそうした動きをつくれるかどうかが「日本版インダストリー4.0」の成否を
決めるだろう。 
 



 業界全体にとっての今後の課題； 問題提起 
 
1 中小企業向け低価格・簡易機能版の開発 
 

2 セキュリテイ 
 

3 製造業とネットの双方に知見を持つ人材の育成 
 

4 ビッグデータは誰のものか 
 

5 高速大容量の通信環境の整備 
 

6 通信プロトコールの標準化 
 

7 働き方の変化の研究、労働組合による懸念への対応 
 

8 独米との付き合い方 独米間での日本の立ち位置 
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 中小企業向け低価格・簡易機能版の開発 
 
 ドイツで進む「プラグ・アンド・プレイ方式」の開発 
 
 スマートファクトリーKL デトレフ・ツュールケ教授 
 
 
同教授は、中小企業向けインダストリー4.0は、モジュール化され、REGOブロックのよう
に、簡単にばらしたり、組み立てたり出来なければならないと主張。それは、インターネッ
トの接続プラグに差し込めば、直ちに使用できる、という意味で、「プラグ・アンド・プレイ」
（ Plug and Play） 方式と呼ばれる。 
 
中小企業への導入を目指すインダストリー4.0は、全般的性能は大企業が特注で設計
導入するシステムには及ばないものの、基本機能は揃っていて低価格であり、かつ、原
理がわからなくても、機械を取り替えて簡単に接続でき、すぐにインダストリー4.0を使え
るべき、と同教授は主張。 
 
ドイツが、中小企業向け「プラグ・アンド・プレイ方式」を考え出したように、中小企業が産
業基盤を支える日本においても、中小企業へのシステムの導入について、考えなけれ
ばならない。そうでないと、極少数の大企業のみに導入され、日本企業全体への幅広い
普及には至らない。 
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デトレフ・ツュールケ教授  REGOブロックによるモジュール化された工場を持っている 11 



出典）スマートファクトリーKLのホームページから 12 

多
く
の
企
業
が
開
発
に
参
加 
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14 ドイツでは、インダストリー4.0プロジェクトの広告塔を、メルケル首相自らが務めている。 
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デモ用に全てを大きくしている                 出典）スマートファクトリーKL 
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DMG森精機森雅彦社長 「インダストリー4.0の実現にはインターネット環境の安全化、高
速化が不可欠。いまの環境では危険過ぎるし多くのデータを扱えない。」（2015年7月21
日、日刊工業新聞によるインタビュー） 

セキュリテイ対策の例 （日立製作所） 

出典）日立評論 2014Vol.96 No.6 



 ビッグデータは誰のものか； 
 
W子さんは、自動車メーカーTHE社から電気自動車を購入した。その車に取り付けられ
ているセンサーから送り出されたデータが、KDDIのインターネットを通じてグーグル社
のデータセンターに蓄積され、そのデータをTHE社が複数の中小企業に外注して解析
した結果は、新しいサービス提供としてTHE社の売上増につながるとともに、THE社の
次の新製品の開発に活かされる。だが、このデータは一体、誰のものだろうか。 
 

THE社は、データの収集・解析が同社の売上増に繋がるため、データ収集を強く望むだ
ろう。THE社にデータを提供してもよいと考える人もいるだろう。運転手は、自分の車か
らデータが収集されていることに全く気づかないので、気にとめない人もいると思われる。 
 

だが、自動車に組み込まれた多くのセンサーは、W子さんのプライバシーをかなりの程
度まで明らかにしてしまう可能性がある。例えば、朝、子供を送る時間、ランチに出かけ
る時間、帰宅する時間が把握される。車のなかの電池の消耗状況から、夕食や風呂の
時間、消灯時間などもわかる。椅子の下の圧力センサーや車内の熱・CO2センサーな
どからは、いつもは使わない助手席に男の人を乗せて、いつもと違う場所に出かけたこ
ともわかってしまう。 
 

「ビッグデータは誰のものか」というルールが出来て初めて、データを利用する企業がイ
ノベーションを生み出すことが可能になり、ユーザも安心できる。 
 

ドイツにおいても、「ビッグデータは誰のものか」という課題の重要性は認識されており、
最近、国内で議論が開始されたと聞いている。 
                                 出典）岩本晃一（2015b） 21 



 高速大容量の通信環境の整備； 
 
 
インダストリー4.0、又はIoTは、必要な情報が必要な時に必要な場所に届けられること
を前提としている。 
 
だが、日本でこれらの構想を進めれば、通信回線を流れるデータ量は飛躍的に拡大し、
少なくとも今の通信環境では対応することは極めて難しいと言わざるを得ない。 
 
今のデータ通信は、データにフラッグを付けて回線に流し、ルーターが相手に届ける方
式である。 
 
だが、こうした通信方式自体を変更しなければ対応出来ないとする議論が世界的に巻
き起こっている。 
 
通信方式自体を変更し、通信設備の再投資が必要になる可能性もある。 
 
 
大衆が使用する回線をIoTで使用することにセキュリテイ上の不安を抱える事業者は多
い。もし従来とは異なる通信方式の回線を増設するのなら、いっそのこと、IoT専用回線
を整備したらどうかとの声もある。 → 新たな通信事業会社が起業する可能性 
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 通信プロトコールの標準化； 
 

出典）日立パンフレット 
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 働き方の変化の研究、労働組合による懸念への対応； 
 
 
富士通生産システムが開発部門、間接部門をも対象にしていることからわかるように、
インダストリー4.0を導入すると、ホワイトカラー部門の働き方にも変化を及ぼす。 
 
ドイツでは、インダストリー4.0プロジェクトの中の1つとして、働き方の変化に関する研究
が「Work4.0プロジェクト（英）」「Arbeiten4.0プロジェクト（独）」として行われている。 
 
ドイツでは、労働組合が、インダストリー4.0導入により、機械が人間の仕事を奪うので
はないかという懸念の声を出していた。 
 
2015年5月、ハノーバーメッセ2015において、プラットフォーム事務局のなかに金属労
働組合が参加することが発表された。インダストリー4.0導入の流れが不可避であるな
らば、当初から、枠組みのなかに参加し、ルール作成の議論に参加するとの意思表示
と思われる。 
 
今、日本でも人口知能が人間の仕事に取って代わるのではないかという人々の不安を
煽るような議論が流布している。人口知能が新しいビジネスを産み、雇用を創出すると
いう面もある。日本にインダストリー4.0が導入されることで、人々の働き方がどのように
変わるかという緻密な研究が必要である。 
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 独米との付き合い方 独米間での日本の立ち位置； 
 
 
ドイツ連合及び米国GEの双方とも、日本勢を自陣に取り込んだ側が、世界のなかで標
準化の主導権を握れるため、両陣営とも日本勢に協調を呼びかけている。 
 
一方、日本企業のなかには、独陣営に参加、又は米陣営に参加した方が有利と考える
企業がバラバラに存在しており、必ずしも日本全体としてまとまった統一的な合意形成
がなされている訳ではない。 
 
世界の標準化の決まり方次第では、日本がガラパゴス化し、技術で勝ってもビジネスで
負けるという事態にもなりかねない。一方、日本企業のなかには、既にある程度の開発
が進められてきたところもあり、過去の投資を無駄にできないというところもあろう。 
 
標準化に対するアプローチ問題は、日本企業が最初に直面している最大の課題である。 
 

27 



7 さいごに 
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 日本は「輸出力」で世界の競争に負けている。特に、日本が競争力が強いとされて 
 きた品目でさえ負けている。日本のものづくりが強かったのは、もはや昔物語。 

出典）通商白書2015 29 
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量+ 量+ 量+ 量+ 量+ 量+ 量+ 量+ 量+ 量+ 量+ 量+ 量+ 量+ 量+ 量+

（主要8業種） 単価++ 単価+ 単価± 単価▲ 単価++ 単価+ 単価± 単価▲ 単価++ 単価+ 単価± 単価▲ 単価++ 単価+ 単価± 単価▲

化学・プラスチック品 58.9% 72.3% 3.7% 37.3% 13.7% 4.2% 285% 155% 114% 46% 81.4% 60.2% 17.8% 29.8% 18.3% 15.5% 321% 133% 246% 216%

繊維・衣料 36.3% 47.8% 3.2% 12.2% 12.1% 8.8% 508% 110% 89% 109% 76.5% 55.7% 7.8% 30.3% 13.4% 25.0% 385% 219% 189% 139%

鉄鋼・鉄鋼製品 60.1% 34.7% 0.6% 15.2% 29.9% 14.5% 290% 84% 86% 32% 78.8% 36.4% 1.8% 27.4% 14.0% 35.6% 304% 156% 61% 138%

非鉄金属 23.6% 31.3% 0.0% 3.0% 10.7% 9.8% 317% 62% 106% 79% 44.7% 75.9% 2.1% 28.1% 6.6% 8.0% 450% 70% 75% 75%

一般機械 48.3% 49.5% 2.1% 12.4% 8.0% 25.8% 198% 191% 88% 124% 70.4% 40.9% 2.8% 24.1% 7.7% 35.8% 209% 148% 106% 89%

電気機器 50.3% 33.1% 4.3% 6.3% 14.0% 25.6% 202% 67% 228% 61% 77.9% 43.1% 4.3% 28.0% 11.2% 34.5% 343% 137% 260% 136%

精密機器 41.9% 35.1% 8.4% 8.4% 4.2% 20.8% 174% 114% 135% 95% 84.4% 37.8% 3.5% 22.5% 16.3% 42.1% 235% 185% 219% 204%

輸送用機械 56.2% 83.8% 1.1% 48.5% 0.8% 5.8% 667% 199% 76% 73% 80.0% 68.9% 0.5% 52.5% 14.1% 12.9% 1432% 723% 443% 285%

数量増
加品目
のシェア
（2014)

単価上
昇品目
のシェア
（2014)

日本 ドイツ

品目シェア(2014) 輸出額伸び率（最近4年/2005-8）
対中国輸出

数量増
加品目
のシェア
（2014)

単価上
昇品目
のシェア
（2014)

品目シェア(2014) 伸び率（最近4年/2005-8）

数量・単価動向（対中国輸出、主要8業種、数量増加カテゴリー） 

出典）通商白書2015 

 対中輸出の日独比較 
 

  ドイツ； 主要8業種全てで「量」と「単価」の双方が上昇 
 日本  ； 主要8業種のなかで、「量」が増加しながら「単価」が下落している業種が多い 
 

 → 日本は高付加価値競争でドイツに負けている 



出典）通商白書2015 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 輸出額が増加傾向の品目が輸出額全体に占める割合（2014）の各国比較 
 

  ドイツ； 輸出1500億ドルのうち増加品目が71％ 
  日本  ； 輸出700億ドルのうち増加品目が47％。 
 

 → 日本は世界市場で伸びている新しい製品のニーズを捉えていない 
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日本はドイツと異なり、製造業がかなりの程度、海外進出。1990年頃のバブル崩壊以降、
国内市場が伸び悩んだため、成長する海外市場を求めて海外進出が活発化。大企業ほど
海外に進出。業種では、1位自動車、2位電機、3位化学と生産性が高く国際競争力がある
業種から進出。 

出典）日本銀行 
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1990年頃以降、生産性が高く競争力のある企業から海外に進出、それでも国内の製造
業の生産性は伸びた一方で、国内需要が伸び悩んだため、製造業の雇用者は減少。もし
ドイツのように生産性上昇分を輸出できていれば国内雇用は確保されていた。 

出典）深尾京司（RIETI/一橋大学） 

                     製造業平均の2倍以上                 1970年の約3倍 
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1990年頃まで大企業は系列の中で、中小企業と部品共同開発を行うことで技術移転を
行ってきたが、1990年頃を境に、 1）大企業がグローバル競争に参加しグローバル調達を
始め、良い部品であればどの国からでも購入、 2）大企業が海外に進出し、中小企業が国
内に取り残された。そのため、大企業と中小企業との共同開発体制が崩れ、小さい中小企
業ほど技術革新から取り残されている。 

出典）深尾京司
（RIETI/一橋大学） 
 このまま放置すれば技術の劣化

が更に進み、技術立国日本は
土台から崩れる。 

ドイツに比べ、自動車
産業と中小企業がかな
りの程度、劣化している。 
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工業統計によれば、事業所数・従業員数ともに減少。従業員数の減少幅は、地
方圏で大きい。 
 

出典）日本立地センター 



   業種別ＧＤＰの推移 

製造業のGDPは1997年の約114兆円をピークに減少続け、ここ数年は90兆円レベル。
2000年以降GDPが特に大きく落ちたのは「電気機械」。グローバル競争の中で日本の
製造業の地位が低下。 



米調査会社ガートナーによると、世界中で2009年時点でインターネットにつながって
いたモノの数はおおよそ25億個で、そのほとんどはパソコン、スマートフォン、タブ
レット端末。 
 
今後、IoTの普及は急速に進み、 2020年には、 2020年には300億個以上の機器が
つながり、コンピュータ以外のデバイスが過半数を占め、1兆9000億ドル（約194兆
円）の経済価値を創出すると予測。  
 
そのIoTの活用先として最大の分野が製造業で、30兆円規模のインパクトがあると
予測。 

 

 今後、IoTが導入されることで、最大の市場拡大が予想されている製造業 
 分野で、果たして日本に富の配分はあるのか？ 
 



ご清聴有り難うございました。      
 

引用不可。 
 

本稿の誤りは全て筆者に記す。意見に相当する部分は私見である。    

結語； これまで右肩下がりを続けていた日本の製造業にとって、ネット化の波は、 
     反転攻勢の絶好の機会。 
     日本の製造業は、ネット化の大きな波に乗り、世界に力強く羽ばたいて欲しい。 
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注釈； 
 
注1  2015年5月、中国国務院は、 「中国版インダストリー4.0」と呼ばれる「中国製 
    造2025計画」（メイド・イン・チャイナ2025年計画）を発表 
 
注2  Industrie4.0 – Opportunities and Challenges of the Industrial Internet,  
     Pwc , April  2015  の概要（抜粋） 
 
注3  米国ゼネラル・エレクトリック（GE）  インダストリアル・インターネット・コン 
     ソーシアム 
 
注4  具体的な対応方針 
 
 
 
 



（注1）  2015年5月、中国国務院は、 「中国版インダストリー4.0」と呼ばれ 
      る「中国製造2025計画」（メイド・イン・チャイナ2025年計画）を発表 
 
同計画の内容は「一二三四五五十」という数字で表現可能。 
 
「一」とは、中国が製造強国になるという1つの目標である。 
 
「二」とは、この目標を達成するため、情報化と工業化を融合させることを基
本方針としている。このため、同計画は、「中国版インダストリー4.0」と呼ば
れている。中国政府で同計画を担当するのは、工業・情報化部であり、工業
化と情報化が同一の役所で担当しているため、縦割りの弊害に悩まされるこ
となく、実行できる。 
 
「三」とは、「3段階発展戦略」によって目標を実現することである。第1段階は、
2025年を目処に製造業強国の仲間入りをする。第2段階では、2035年を目
処に中国の製造業が全体として世界の製造強国のなかで中くらいのレベル
に達する。第3段階では、中華人民共和国建国100周年、すなわち2049年を
目処に、中国の製造業大国としての総合力が世界の製造強国のトップクラス
に入る。 
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「四」とは、4つの原則に従って実行することである。4つの原則とは、「市場に
よる主導、政府による誘導」、「現在に軸足を置き、遠い未来を見据える」、
「全面的な推進、重点部分の飛躍」、「自主発展、協力・ウィンウィン」である。 
 
「五」のうちの1つめは、5つの方針である。5つの方針とは、「イノベーションに
よる駆動」、「質優先」、「グリーン発展」、「構造の最適化」、「人材が中心」で
ある。 
 
「五」のうちの2つめは、5つのプロジェクトを実行することである。5つのプロ
ジェクトとは、「製造業イノベーションセンターの建設プロジェクト」、「製造業の
基盤強化を目指した工業基盤強化プロジェクト」、「スマート製造プロジェクト」、
「グリーン製造プロジェクト」、「高級設備イノベーション・プロジェクト」である。 
 
「十」とは、10の重点分野である。10の重点分野とは、「次世代情報技術」、
「高級デジタル制御工作機械とロボット」、「宇宙航空設備」、「海洋プロジェク
ト設備とハイテク船舶」、「先進的地下鉄・都市鉄道設備」、「省エネと新エネ
ルギー自動車」、「電力設備」、「新材料」、「バイオ医薬と高性能医療機器」、
「農業機械設備」である。 
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 （注2）    Industrie4.0 – Opportunities and Challenges of the  
        Industrial Internet, Pwc , April  2015  の概要（抜粋）  
 
調査の実施主体； PwC's Strategy& and Management Engineers 
 

調査結果の分析； Siemens, VDMA, 雑誌Production 
 

調査の実行； TNS Emnidによる電話インタビュー、オンライン調査、一部企業への直接面談 
 

調査対象； 大手企業から中小企業までバランスをとった5業種（製造・エンジニアリング、自動車関連、プロセス 
        産業、電気電子システム、情報通信）から235社 
 

調査実施時期； 2014年第3四半期 
 

調査結果の発行； 2015年4月 
  

投資に関して； 
 
ドイツの工業部門全体で推計すれば、2020年までにインダストリー4.0分野に毎年400
億ユーロを投資、欧州の工業部門全体では毎年1,400億ユーロを投資する 
 

調査対象企業のうち、5年後にインダストリー4.0を重要な全ての事業部門に導入して
いる企業は全体の85％に達する 
 

5 



調査対象企業は、今後、5年間、年間売上高の平均3.3％をインダストリー4.0分野に
投資する意向である 
 

これは、計画している新規設備投資額の50％を超える比率に相当する 
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効果に関して； 
 
調査対象企業は、今後5年間に、18％を超える生産性の向上（年平均3.3％）が実現し、
12.5％の売上げ増（年平均2.5%）が確保できると期待している 
 

コスト面では年平均2.6%の削減を予想している 
 

これをドイツの工業部門全体で推計すれば、売上高が毎年300億ユーロづつ押し上げら
れ、欧州全体の工業部門では毎年1.100億ユーロが売上げに追加される 
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経営について； 
 
インダストリー4.0は、企業全体の変革であり、CEO自らが率先して取り組むべき課題
である 
 

インダストリー4.0は、新しく、しばしば破壊的なビジネスモデルを生み出すだろう 
 

変化への急速な加速をもたらすいくつかの課題を克服しなければならない。最も注力
すべきは、高い投資水準と、不明確なことの多い対投資効果である 
 

調査対象企業のうち18%が、「トップマネッジメントによる優先化や支持の欠如」を挙げ
ている。これは多くの経営者にとって警告となる筈である。 
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（注3）  米国ゼネラル・エレクトリック（GE） ；  
 
インダストリアル・インターネット・コンソーシアム    2014年春設置 
（Industrial Internet Consortium ; IIC ）    
 
中核企業  GE,  AT&T,  Cisco systems,  IBM 
 
日本からの参加  日立製作所、東芝、三菱電機、富士通、富士フィルム、富士電機 
 
一緒に組んでインダストリアル・インターネット事業を行う仲間の会 
 
各参加企業の機械設備間で「プレデイックス」を共有しあい、インターネット通信を行う
ための「通信プロトコール」が決まっていく可能性 
 

 → これが世界の「事実上の標準（デファクト・スタンダード）」になっていく可能性 
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例 ソフトバンクテレコムとGE ソフトウェア、「インダストリアル・インターネット」を推進す
るM2Mで戦略的提携契約を締結 
   2014年4月23日 プレス発表 ソフトバンクテレコム株式会社 GE ソフトウェア  

 

ソフトバンクテレコム株式会社（以下「ソフトバンクテレコム」）とGE ソフトウェア（以下
「GE」）は、企業向けIoT（インターネット・オブ・シングス）／M2M（マシン・トゥ・マシン）ソ
リューション分野での開発を行う ための戦略的提携契約を締結しました。両社は今後、
予測分析ソフトウェアと通信機器をベースにM2M技術を組み合わせたプラットフォーム
の設計・開発・構 築で協業し、日本およびアジア太平洋地域において、IoT（インターネッ
ト・オブ・シングス）、「インダストリアル・インターネット」※1を推進します。 
 
本協業では、ソフトバンクテレコムのグローバルネットワーク・モバイル・M2M技術と、GE
のソフトウェアを組み合わせ、M2Mセンサーネットワー クから収集したデータの高度な
分析を行うことで、産業機械や工業製品などの資産管理の最適化、事業のコスト削減や
業務効率化など、さまざまな業種でビジネ スに大きな変化と効果をもたらす企業向け
M2Mソリューションを推進します。そして、例えば自動車業界、建設業界、農業といった
さまざまな産業分野への展 開を目指します。 
 
両社は、2020年には世界で約1,400億ドルの市場規模※2が見込まれているM2Mソ
リューション分野において、急速に拡大する企業のニーズに応え、日々増え続ける企業
の収集データの利活用を強力に推進します。 
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例  GEとNTTドコモ、IoT分野での業務提携に向けた覚書を締結 
＜2015年7月8日 プレス発表＞  GEエナジー・ジャパン株式会社 株式会社NTTドコモ 
 

インフラ設備を有する民間企業や自治体等のお客さまは、遠隔地の道路や橋梁、プラント
や電気・ガス・水道等の設備にドコモの通信モジュールを内蔵したGEの「Orbit」を設置す
ることで、インフラ設備の温度や振動等の稼働データをリアルタイムに監視することが可
能です。お客さまはインフラ設備の稼働データをスマートフォンやタブレット等を通じて管理
し、故障防止に向けた予兆診断や老朽施設の保全に役立てることが可能です。 



  製造業回帰するGEの背景； 
 
 
2015年4月10日、GEは、約265億ドル（約3兆1800億円）規模の不動産や関連金融
資産を売却すると発表した。脱金融の経営改革を進め、安定して稼げるガスタービン
や航空機エンジンなど製造業回帰を加速させる。 
 
ジェフ・イメルトCEOは2018年までに金融事業を10％にまで縮小させる目標を明らか
にした。 
 
2015年3月末のバランスシートでは、製造部門2,152億ドルに対して金融部門は4,765
億ドルである。そのため、金融部門からの撤退は会社の資産を約3分の1以下に圧縮
することであり、2015年1～3月期決算は1兆6,000億円の赤字になった。 
 
それでもジェフ・イメルトCEO は、決意を持って製造業に回帰している。 
 
フランスのアルストムの買収に成功し、重電部門や航空機部門で大きな展開をするな
ど、製造業部門でGEは自信を深めている。 
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ジェフ・イメルトCEOが金融事業を縮小する方針を打ち出したのは、2008年のリーマン
ショックが背景とされる。それまで信用格付けでGEはAAAだったが、GEキャピタルが保
有していた金融資産などの評価により、AAへと下がった。その信用収縮で、１千億ドル超
の残高があったコマーシャルペーパー(CP)の借り換えが目詰まりし、70年ぶりの減配と
なった。それまでGEは高い信用力で調達した低コスト資金を、企業や個人に幅広く貸し
付け、利ざやを稼いできたが、米当局が金融機関への監督を強化し、貸出先拡大が思う
ように進まなくなり、低コスト資金調達の優位性も薄れた。GEキャピタルはこの10年間で
一度も赤字を出しておらず、リーマンショックの2008年でさえ80億ドルの利益を計上して
いるが、ジェフ・イメルトCEOは、収益性は高いものの業績変動リスクの大きい金融部門
は縮小しようと判断したとされる。 
 
また、GEが「選択と集中」を加速させている背景には、製造業分野での競争が激化して
いることがある。GEは、電力、航空機エンジン、医療機器などの分野で世界シェア1位の
製品を数多く持っているが、シーメンスは、米市場への攻勢を強め、電力や 医療分野な
ど広範な領域で競合している。三菱重工業と日立製作所は火力事業を統合してガスター
ビンでGEに対して攻勢をかけている。GEは、製造業分野の強化を図らなければならな
い状況になっている。中国も台頭し、価格競争力を武器に新興国市場で存在感を高める。 
 
製造業に回帰するGEの姿は、製造業回帰を掲げる米産業界の象徴となっている。ジェ
フ・イメルトCEOは、GE本来の歴史と伝統のある製造業で安定した収益を産み出す方を
選んだのである。そして「早く」「小さく」「容量が大きく」という技術進歩がそれを可能にし
た。 
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出典）産業構造審議会新産業構造部会（第1回目）配布資料 2015年9月17日 

 米国では、ネット事業は頭打ちに近づいているとの認識で、ネット関係事業者 
 は、製造業など他分野に進出しはじめている。 



Googleが2013年末以降に買収したロボット関連企業 

買収年月日 社名（国名） 事業 

2013年12月2日 SCHAFT, Inc.（日） 東京大学発のベンチャー 

12月3日 Industrial Perception（米） 産業用のロボットアームの開発 

12月4日 Redwood Robotics（米） 産業用のロボットアームの開発 

12月5日 Meka Robotics（米） ヒューマノイドロボットの開発 

12月6日 Holomni（米） 
ロボットの無指向性（全方向）車輪
の開発 

12月7日 Bot & Dolly（米） ロボットカメラの開発 

12月10日 Boston Dynamics（米） 
4足歩行ロボット（BigDogなど）の開
発 

2014年1月26日 DeepMind Technologies（英） 人工知能開発 



昨年GoogleはBoston Dynamicsを買収した。2015年2月、同社は小犬ロボット「Spot」を発
表した。体重は73 kgで発電機を内蔵し室内でも室外でも活動できる。このロボットは、歩い
たり駆け足をしてあらゆる地形を登り、人間に蹴飛ばして倒されそうになっても立ち直ること
ができる。大きな先輩犬BigDogは体重が100 kg以上もあり150 kgの荷物を運ぶことがで
きたが、Spotはより俊敏、高速で、狭い場所でも行動できる。例えば、壊れたビルディング
の中へと勇敢に飛び込んでいったり、混雑した都市の道路を、ひっくり返そうとする通行人
たちに耐えながら進んでいける。 
 





          各種のコンソーシアム 出典） 



機密性○ 

 IoTによって製造業の競争ルールは大きく変化。 
 「ロボット新戦略」では、IoT時代のロボットで世界をリードし、ロボット革命の実現を提言。 
 推進母体として「ロボット革命イニシアティブ協議会」を創設。 

１．日本を世界最先端のロボット・ショーケース化  
            ～ ロボットを日常の隅々にまで普及 ～ 

２．世界のIoT (Internet of Things)の潮流を睨んだ 
  ロボットの国際戦略／体制整備 

ものづくり・サービス 医療・介護 農業 

インフラ・災害対応・建設 

日本の戦略  
～日本の強み（ロボット）を使って、 

欧米の下請けとならない位置取り確保が鍵～ 

 
◇ 企業、大学・研究機関等を分厚く巻き込み 
◇ 欧米の中核企業も取り込み 

戦略Ⅰ 日本が優位なものづくり現場で 
ロボット共通基盤（基本ソフト等）の国際標準を取得  

戦略Ⅱ 介護、インフラなど多様な分野で世界に先駆けた 
ロボットの利活用とデータの蓄積（ビッグデータへ） 

       （例：介護現場の利用実績データ、インフラ経年変化データ等）  
戦略Ⅲ 蓄積したデータから富を創出する人工知能（ＡＩ）技術を強化。 

世界最高水準を目指す 

（注4）  具体的な対応方針 

出典）製造産業局
作成 



機密性○ 

＜体制イメージ＞ 

○メンバー 
・主要工業会（ロボット、部品、ユーザー（自動車、農業、医療・介護、 
                         インフラ等）） 
・大学、研究機関（ＮＥＤＯ、産総研等） 
・地域連携組織 

ＷＧ１ ＩｏＴによる製造ビジネス変革ＷＧ 

ロボット革命イニシアティブ協議会 

ＷＧ３      

ＷＧ２  

運営委員会（主要関係者の代表） 

・
・
・
・ 

産業競争
力会議 

総合科学技
術・イノベー
ション会議  

【外部機関】 

連携 情報
交流 

【諸外国】 
Industrial 
Internet 
Consortium
（米国） 

インダスト
リー4.0（独）  

規制改革
会議 

○主な取組 
ニーズ・シーズのマッチング、ベストプラクティスの共有・普及、国際プロジェ
クト、国の研究開発機関等の利用、ＯＢ人材の活用、国際標準、データセ
キュリティ  等 

「ロボット革命イニシアティブ協議会（Robot Revolution Initiative）」の創設－ 

 ロボット革命実現会議の成果を踏まえ、現場における革命実現のための産学官を分厚く
巻き込んだ推進母体を設置。産業競争力会議や総合科学技術・イノベーション会議等に
おけるＡＩ、ＩｏＴの議論とも連携。 

出典）製造産
業局作成 



”IoTによる製造ビジネス変革ワーキンググループ”第1回会合  
平成27年7月15日 機械振興会館ホール 
 
 ロボット革命イニシアティブ協議会(略称 RRI)の「IoTによる製造ビジネス変革WG」第1回会合を、三菱
電機や日立製作所などの制御機器・ネットワーク機器のメーカー、富士通やNECなどのITベンダー系、
三菱重工業、川崎重工業、IHI、日立造船、トヨタ自動車、日産自動車、本田技研工業などのユーザー
系、商社、シンクタンクなど、幅広い製造関連企業75社に加え、19団体の各種団体・工業会、7名の大
学教員の参加のもと開催しました。事務局長の久保よりWGの運営方針の説明を行いご承認いただく
と共に、 今後のWG活動を遂行する以下の共同主査を選任しました。 
 

三菱電機株式会社 執行役員 FAシステム事業本部 副事業本部長 山本 雅之 様 
株式会社日立製作所電力・インフラシステムグループ経営企画本部事業開発渉外部部長水上潔様 
 

さらに、報告事項として以下の方々からご報告をいただきました。 
（１）IoTによるものづくりの変容について 経済産業省製造産業局ものづくり政策審議室長西垣淳子様 
（２）社会システムに関する国際標準化の状況及び平成２７年度委託調査事業について 
   経済産業省 産業技術環境局 基準認証ユニット 国際電気標準課 辻本 崇紀 様 
（３）インテルが参加するIoT関連コンソーシアム活動について インテル株式会社 下堀 昌広 様 
（４）SAPからみたインダストリー4.0の意義について SAPジャパン株式会社 馬場 渉 様 
（５）GEのインダストリアルインターネットの取り組みについて 日本GE株式会社 荒井 一広 様 

                           



”IoTによる製造ビジネス変革ワーキンググループ”第2回会合  
平成27年8月27日 機械振興会館ホール 
  
ロボット革命イニシアティブ協議会の「IoTによる製造ビジネス変革WG」第２回会合を、企
業、各種団体、大学教員、政府関係者など新規入会者を加えた179名で開催しました。 
 
今後のWGの進め方と、下記３件（①、③、④）の報告について、ご説明をいただきました。 
① IoTによるビジネスモデル変革について 
 株式会社三菱総合研究所 経営コンサルティング本部事業戦略グループ 杉江周平様 
② 今後のWGの進め方について 
 経済産業省 製造産業局 ものづくり政策審議室 正田 聡 様 
③ インダストリー4.0実現戦略 
 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 ロボットイノベーション研究センター 原功様 
④ シーメンスの目指すもの 
 シーメンスジャパン株式会社 デジタルファクトリー事業本部プロセス＆ドライブ事業本部 
 専務執行役員 事業本部長 島田 太郎 様 



経産省、新産業部会が初会合－ビッグデータ・ＩｏＴなど社会構造変化見据え議論 
 官公庁ニュース 2015年9月18日 
 
 経済産業省は１７日、産業構造審議会（経産相の諮問機関）の「新産業構造部会」（伊
藤元重部会長＝東京大学大学院教授）の初会合を開いた。モノのインターネット（ＩｏＴ）、
ビッグデータ、人工知能（ＡＩ）による経済社会構造変化を見据え、人材育成のあり方な
ど短期・中長期の検討課題を示した。欧米の後塵（こうじん）を拝する官民の取り組みを
加速して民間投資を促すため、環境整備を急ぐ。月１回程度開催して来春に取りまとめ
た後、来夏予定の政府の成長戦略に盛り込む。 
 宮沢洋一経産相は会議冒頭で「日本が世界の先頭を走るためにはいろいろやらない
といけないという焦りがある。新しい時代のうねりの中で、日本が先駆けていくアイデア
を出してほしい」と期待を示した。 
 主な検討課題は「人材」「技術」「資金」「データ」「制度・ルール」。第４次産業革命に対
応したデータサイエンティストの育成、技術開発ロードマップ策定、投資インセンティブ付
与、知的財産制度の整備などについて詳細を詰める。 
 また、政府がすでに進めている既存の研究開発プロジェクトは、当初計画より早く実現
できるように前倒し策を検討する。 
 同部会には企業や大学の有識者以外に、内閣府、金融庁、総務省、文部科学省、厚
生労働省、農林水産省が出席。府省庁を越えた"オールジャパン"で体制整備を進める
考え。 
 年内は主に国内外の技術・業界動向などの現状把握に充てて、年明けから構造変化
の姿や必要な官民の取り組みを議論していく。 
 



高市総務大臣閣議後記者会見の概要   平成27年9月18日  出典）総務省ＨＰ 
「IoT／ビッグデータ時代に向けた新たな情報通信政策の在り方」に関する審議会への諮問 
 
 次に、情報通信審議会への諮問について申し上げます。 
 最近はIoTという言葉を耳にする機会が増えてまいりました。これまでのように、情報通信を用い
て手続の電子化やサービスの効率化を進めるという「ICTの時代」から、あらゆるモノがネットワー
クにつながり、そこで生まれる膨大なデータの利活用によって、全く新しい価値やサービスを生み
出す「IoTの時代」へ大きく変化しつつあります。 
 このようなデータの利活用とそれを支える情報通信インフラの整備が、国際競争力の強化や医
療・教育等の社会的課題の解決、成長分野への投資を通じて、地方創生や雇用の創出にとって
決定的に重要となってまいります。 
 こうした状況を踏まえまして、9月25日（金）に、IoT・ビッグデータ時代に向けた新たな情報通信
政策の在り方について、情報通信審議会に諮問を行います。 
 審議会では、プライバシー等の課題の解決、高度なICT基盤の整備、国際的なルールづくりなど、
様々なテーマを御議論いただき、IoTによる経営革新・社会変革の実現方策等を取りまとめていた
だきたいと考えております。 
 具体的には、審議会の中に、慶應義塾大学の村井純先生を主査とします「IoT政策委員会」を設
置していただき、年内及び来年の3月頃に中間まとめをしていただきます。そして、来年の夏頃に
は取りまとめをお願いしたいと思います。 
年内及び来年の3月頃と申し上げましたけれども、この中間まとめを受けまして、その成果につき
ましては、来年4月のG7情報通信大臣会合に提案をして、可能であれば、伊勢志摩サミットへの
インプットも目指したいと考えております。 
 また、本件につきましては、ICTを切り口として広く産業界全体に関わるテーマとなりますので、
特に経済産業省とはこれまで以上に連携を強化していきたいと思います。 



経産・総務省、ＩｏＴ推進で官民連携の専門組織発足－規制緩和・マッチング支援 
 日刊工業新聞 掲載日 2015年10月14日 
 
 経済産業省と総務省は２３日にＩｏＴによる次世代社会の早期実現を目指す官民連携
組織「ＩｏＴ推進コンソーシ アム」を立ち上げる。自動運転車やドローン（飛行ロボット）、ス
マート工場や遠隔医療などが普及したＩｏＴ社会の実現を目指し、少子高齢化が進む日
本の課 題解決につなげる。たださまざまな規制が壁となっており、両省は同コンソーシ
アムを通じ規制緩和やビジネスマッチングなどの面から企業を支援していく。 
 

 技術開発ではＮＴＴドコモなどが推進する第５世代移動体通信網（５Ｇ）の実証試験など
を行う見通し。ビジネス モデル創出では経産省が「ＩｏＴ推進ラボ」を発足させる。民間企
業にＩｏＴを使ったビジネスモデルを募集する。将来性を見込めると判断されたものに対し、 
規制緩和の特区を紹介したり、足りない部分を補うためにビジネスマッチングしたりして
支援する。既存の政策と組み合わせることで資金的支援もする方針。 
 

 第１弾の取り組みとして日立製作所やソフトバンクグループ、ＺＭＰ（東京都文京区）、
綜合警備保障などが手がける事例約２０件を取り入れる。 
 

 ドローンによる建設現場やインフラの点検管理、人工知能（ＡＩ）による生産設備の異常
検知システムなどのほか、医療ではスマートフォンで撮影した皮膚画 像から病状を推測
する遠隔医療支援システム。農業ではセンサーで作物の育成環境を収集するシステム
や小ロットの食材をレストランとマッチングする仕組みな どを検証し、将来のビジネスに
つなげる環境整備を検討する。 
 



【ニュースリリース】  「IoT推進コンソーシアム」の設立について   平成27年10月21日 
 
近年のIoT/ビックデータ（BD）/人工知能（AI）等の発展により、従来の産業・社会構造が大きく変革す
る可能性があります。IoTの進展によりデータを活用した新たなサービスが生まれる一方、既存のビジ
ネスが急速に陳腐化する懸念がある中、既に米国やドイツにおいては、こうしたIoT等の技術による産
業・社会変革を見越した具体的な取組が進められております。我が国においても、官民を挙げてIoTを
活用した未来への投資を促す適切な環境を整備すべく、「IoT推進コンソーシアム」を設立いたします。 
 

IoT推進コンソーシアムでは、産学官学が参画・連携し、IoT推進に関する技術の開発・実証や新たな
ビジネスモデルの創出を推進するための体制を構築することを目的として、①IoTに関する技術の開
発・実証及び標準化等の推進、②IoTに関する各種プロジェクトの創出及び当該プロジェクトの実施に
必要となる規制改革等の提言等を推進します。 
 

会長には村井純 慶応義塾大学 環境情報学部長・教授が、副会長には日本電信電話株式会社 代
表取締役社長 鵜浦（うのうら）博夫氏と、株式会社日立製作所執行役会兼CEO 中西宏明氏が選任
され、また、運営委員として１５名の有識者がその場で選ばれました。 
 

具体的には、IoT推進コンソーシアムの下に下記のＷＧを設けて活動を行います。 
技術開発WG（スマートIoT推進フォーラム） 
IoTに関する技術の開発・実証及び標準化等の推進 等 
（事務局：国立研究開発法人 情報通信研究機構（NICT）） 
先進的モデル事業推進WG（IoT推進ラボ） 
IoTに関する各種プロジェクトの創出及び当該プロジェクトの実施に必要となる規制改革等の提言 等 
(事務局：一般財団法人 日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)) 
専門WG 
課題に応じて設定（セキュリティ、プライバシー関連） 
＜IoT推進コンソーシアム体制＞ 
 



                                    IoT推進コンソーシアム体制 
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経産省：ＩｏＴで新産業育成…産学官の連携拠点創設へ 
 毎日新聞 2015年08月27日  
 
 さまざまなモノをインターネットでつなぐことで生まれる新たな産業やサービスを育成する
ため、経済産業省は今秋にも産学官の連携拠点「ＩｏＴ推進ラボ」を創設する方針を固めた。
情報通信や車など幅広い業種の企業と協力して実証事業に取り組み、事業者間の情報共
有など新産業の育成に必要な環境整備、規制改革などにつなげる狙いがある。 
 実証事業は複数行う予定で、経産省は２０１６年度予算の概算要求で関連事業費６０億
円を盛り込む。 
 自動車分野では先導役の車と後続車両を無線通信でつなげ、自動隊列走行を可能にす
る実証事業などを想定。車間距離などを検知するセンサーで走行に必要なデータを収集し、
効率的で安全に自動走行できるシステムを開発する。道路交通法など関係法令上の課題
も明確化する。将来的にはドライバー不足の解消や省エネの推進などに活用したい考えだ。 
 他にも、訪日外国人らの移動データや購買情報を、関係するサービス事業者間で共有・
活用する仕組み作りにも取り組む方針。観光客が興味を持つような情報、サービスをきめ
細かく提供し、消費を喚起する狙いがある。工場で生産工程などの情報をうまく活用する
「スマート工場」のモデル作りも検討。中堅・中小企業でも導入しやすくし、製造業全体の底
上げを目指す。 
 「ＩｏＴ」を巡っては、ドイツが製品の開発・製造・流通までの工程を効率化する「インダスト
リー４・０」を国家戦略として推進。米国ではグーグルが自動走行車に取り組むなど国際的
な競争が始まっている。「ＩｏＴ」が日本企業の競争力、産業構造を大きく変える可能性を秘
めており、経産省は産学官が連携した取り組みを急ぐ必要があると判断した。 
【横山三加子】 
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平成27年10月13日日本経済再生本部 
 
 
 
 
 平成２７年１０月１３日、安倍総理は、総理大臣官邸で第１９回日本経済再生本部を開
催しました。 
 会議では、「未来投資に向けた官民対話の設置」について、議論されました。 
 総理は、会議での議論を踏まえ、次のように述べました。 
「戦後最大の経済、名目ＧＤＰ６００兆円を実現する。このため、日本経済の生産性を抜
本的に高める『生産性革命』に取り組んでまいります。 
 企業収益は、過去最高です。今こそ、設備、技術、人材に積極果敢に投資していただ
きたい。これは『未来への投資』です。 
 本日、『官民対話』を設置いたしました。 
 未来への投資を拡大する上で、制度的に壁があれば、取り除きます。聖域を設けず、
この場で決めていきます。 
 関係大臣は、それぞれがリーダーシップを発揮し、迅速な対応をお願いいたします。」 
 



アベノミクスによる円安効果等により、企業の経常利益は拡大しているが、それが設備
投資に結びついていない。   出典）経済財政白書2015 
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