た。そして、機械が入っ
端末になって、そのデー
が、ＡＩの仕事です。Ａ

ータが全てクラウドに送

この工場と機器からのデ

一 方、 資 本 の 囲 い 込 み

が技術の囲い込みです。

モノは私のモノというの

術にされます。すべての

れると、それは中国の技

そこで新しい技術が生ま

なり強硬です。

はやりますが、中国はか

ます。どこの国でも多少

トクラフト」と呼んでい

「エコノミック・ステイ

の国の操縦術で、これを

ＩｏＴ・ＡＩの第四次産業革命
本 日 の テ ー マ は、
「第
Ｉに、このデータからこ

上では、何億円も儲かっ

にされます。損益計算書

中国で使えというかたち

は 機ですが、東京オリ

なければなりません。今

地理測位衛生を打ちあげ

す。そのためにはまず、

帯一路でやっていきま

中国は、自動運転を一

ういうソリューションが

ていますが、現金は手元

本の囲い込みです。

にありません。これが資

は、中国で上げた利益は

タがクラウドに一斉に送

人工知能がデータを分析

られるわけです。あらゆ
欲しい、と要請すると、

して工場の最適化のソリ

てきた工業社会が第三次
るものが情報端末になっ
ＡＩはその要請に従って

社 会 で す。 第 四 次 社 会
は、ネットやコンピュー
分析および解析をしてソ

四次産業革命と住生活産

ターが登場した情報化社
ていきます。もはやスマ

業の対応」です。
現在を象徴する言葉が
ートフォンだけではあり

られます。そうすると、

二つあります。第四次産
会です。そして、これか

業革命とソサエティ５・

ューションを出します。
そして、世界中の工場に
の指示が出て、全体の最

リューションを導き出し

先日、トヨタ自動車も
そして、それを社会実

ません。

第五次社会は、バーチ
“自動車の四番目の機

らが第五次社会です。
ャルとリアルが高度に融

０（第五次社会）です。
第四次産業革命を通じ
合 し た“ 超 ス マ ー ト 社

最適なオペレーティング

て、第五次社会を作って

ます。

いくという意味です。

ンピックまでに 機にし

ます。それから、地上補

正局を２０００局作りま

この二つの囲い込みに

加えて、三つ目のデータ

す。空と陸を使って、測

適化が図られます。

位誤差は１㎝以内とかな

装していくのがロボット

の囲い込みが始まってい

の仕事です。鉄腕アトム

ます。中国は、サイバー

り正確です。また、走る

能”として“繋がる”を

人工知能が請け負いま

車にはソフトプログラム

掲げ、自動車はコネクテ

会を作っていくにあたっ

セキュリティ法という法

を搭載しなければなりま

建設、土木業も、アイ・

て、それぞれの業界の有

す。そこから最適な回答

律 を 作 り ま し た。 こ れ

コンストラクションに変

も出します」とやってき

は、中国国内で集めたデ

のようなロボットではな

ます。ただし、もらった

く、あらゆる制御をする

様が変わっていきます。

データはその企業のもの

ィッドカーになるという

は、宅地造成する際、ま

こうして進んでいく社

宣言をしました。自動車

システムです。例えば、

会は、データが肝になり

Ｔ、ビッグデータ、ＡＩ、
の本来持っている三つの

ずは測量士が来て測量

ロボットをツールとし
て、バーチャルとリアル

建物のエネルギーの最適

７６０年に英国での蒸気

が高度に融合した社会で

化を図りたいという時に

機関の発明にはじまる革
命を指します。第二次産
機能は、走る、曲がる、

ます。とにかく良質なデ

になりますし、解析のた

出してはいけないという

ータは国境を越えて持ち

（百度）が作ったソフト

せんが、中国のバイドゥ

を無料で参加企業に渡し

ータが欲しい、という社

ています。

図面と見比べながら、重

法律です。第四次産業革

は、照明や自動ドア、空

ータをどれだけ持ってい

調、窓の開閉などのデー

会に大転換していきま

能“繋がる”は、自動車

を削ったり盛り土をしま

命で第五次社会ができる

が情報端末となって、そ

タが全て送られます。建

と言いましたが、世界中

機器がインターネットで

こからありとあらゆるデ

るかで勝つという時代

繋がることです。今私が
使っているマイクも、も

に、データとお金の両方

は、コンピューターの登

しセンサーが付いていれ

す。良質なデータを大量

場で社会が劇的に変わり
ました。そして、現在は

に持っている者が勝つと

めにお金もとります。デ

第四次産業革命期にきて

す。また、その途中でも

このプロジェクトに日

物内部の情報に加え、屋

本は参加していません

外の天候のデータなども

が、世界の大手企業が参

ータが送られて、社会生

に工場を展開し、その最

活や産業活動に貢献しま

適化を図ろうとすると、

ばそこから情報発信し

を手に入れられて、最高

います。

いうことです。第四次産

加しています。そのソフ

業革命は、別名ビッグデ

トを装着しないと自動運

細かい修正をしていきま

当然中国の工場のデータ

転の車は動きませんが、

で す。 そ う す る と、
「こ

ったデータの囲い込み

も集めて分析する必要が

ういう日は、こういう作

ータ革命と言われていま

あります。しかし、中国

す。自動車は、コネクテ

のスタイルですが、第五

を、米国では企業単位で

ィッドカーとして、社会

動割合にすると、一番効

始めています。

て、このマイクが一日の

と繋がっていくものにな

す。いろいろなソリュー

うちに何時間、どのくら
いのボリュームで使われ

ションのもとになるデー

第四次産業革命では、

ているかというデータが

次社会では、人工知能の

ＩｏＴ、ビッグデータ、
ＡＩ、ロボットが社会を

果的に電力コストが抑え

に良い商売です。こうい

変えます。第一次社会は

られる」というソリュー

その制御は全て中国当局

このように、世の中の

るということです。

が行います。一党独裁国

送られます。照明なども

でとったデータは持ち出

家が自動運転を全て制御

何百万年も前の原始共生

せません。これが情報の

するのはどうかという気

たいと考えています。自

治、世界統治体制を作り

出しました。より適切な

渉するという方針を打ち

で、外国政府に関して干

は、 昨 年 の 共 産 党 大 会

しかし、これはまだま

囲い込みです。

が し ま す。 中 国 共 産 党

囲い込みをしていまし

身の経済力を使って、相

方向に指導するという言

タを持っている者が強く

中国は第四次産業革命

すでに世界中で、あり

た。中国に出張などされ

手の国に経済依存状態を

なります。だからデータ

データの囲い込みをして

を通じて、新しい国家統

とあらゆるデータの囲い

た方は経験をお持ちだと

もたらせ、相手の国に不

い分でした。そういった

自動的に三次元図面を計

いるのが中国です。今ま

込みが起きています。米

思います。中国に進出す

国に、自動運転の車を任

ションが出てきます。そ

戦争ともいわれていま

で中国は、技術と資本の
と、重機が自動運転で宅

国は、企業単位の囲い込

ると、技術やノウハウ、

都合な事態が起きるとそ

こで、全体制御機械から

図面と完成図面のデータ

す。
第五次社会です。最も人

地を完成させます。ここ

みです。ビッグデータは

の依存状態を断って相手

あらゆるものからクラウ

最適仕様の指示が来るわ

をＡＩ機能の付いた重機

間の要望に沿った社会が

に人の介在はほとんどあ

持っていなくとも、人工

匠の技を移転せよと言わ

せるのは度胸がいりま

ドに集まったデータは、

けです。これが第四次産

完成します。

りません。そうなると、

知能を持っている企業が

す。

そうです。何ルクスの灯

ただのデータのままでは

業革命によって生まれる

では、第四次産業革命

一現場に必要な人数も大

皆 さ ん の と こ ろ に、
「持

れます。さらに、中国企

の内政をコントロールし

りが何時から何時まで使

使えません。そのビッグ

を通じて、製造現場はど

幅に減り、人手不足問題

業と合弁会社など設立し

ます。経済を使った相手

社会で、人類は狩りをし

われている、というデー

データを宝物に変えるの

う変わるのでしょうか。

にも対応できます。

っている色々なデータを

て、日本の技術をもとに

て移動しながら生活して
いました。その後、人間

タがクラウドに送られま

第五次社会では、製造業

このように、第四次産

ください、解析はうちの

しな方です。国家単位で

は栽培を覚え農耕社会が

す。あらゆる機器が情報

は世界中に展開していき

業革命を通じて第五次社

工場を置いています。そ

国にも、東南アジアにも

日本にも、米国にも、中

データを制するものが世界を制する

ます。日本の製造業は、

測します。そして、その

第二次社会となりまし

付いたドローンが飛び、

す。これが今の宅地造成

測量士が測量をし直し、

機のオペレーターが土地

した。第三次産業革命で

わっていきます。現在で

業革命は、電気の発明で
止まるです。四番目の機

会”です。つまり、Ｉｏ

３５

す。ＩｏＴは、あらゆる

第一次産業革命は、１

２１
し、図面を起こし、完成

講演の様子

に 送 り ま す。 そ う す る
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ータ取り扱いの基本ルー
ーは共産党と一体です。
カードから電子決済に変
扱いの世界ルールを作る

す。中国は国家単位でや

み、囲い込みをしていま

単位でデータの取り込

なります。米国は、企業

は世界を制する世の中に

を付けています。日本の

集める力と自分で稼ぐ力

っている一方で、寄付を

大学は補助金の割合は減

ということです。世界の

まり、大学はイノベーシ

時に知的産業体です。つ

は、教学の地であると同

究の地です。世界の大学

大学は、教育、学問、研

せ ん。 日 本 の 有 利 な 点

年の税制改正で、寄付に

やすくすることです。昨

かというと、寄付を集め

どうやって資金を稼ぐ

を作り改革を進めている

す。今、何校か指定大学

ネジメント改革が必要で

「経営」しています。マ

覚ですが、世界は大学を

を「運営」するという感

ョンを起こす企業です。

は、質の良いリアルのデ

かかる税金を廃止しまし

ので、これらが先導して

一般企業からみると、大

まずやるべきなのは、独

ータを世界で一番持って

た。もう一つ、大学の持

大学にはこの二つの力が

っています。

自の電子決済の共通シス

いることです。だからこ

っている資産、つまり研

どんどん大学を変えてい

ありませんね。研究に割

必要があります。

テムを作ることです。共

そ、世界から日本が狙わ

いうことです。イノベー

くと思います。

日本も負けていられま

わりました。現状では、

通ＱＲコードで、皆が使

れています。例えば、“も

ションが生まれる国、日

究成果をビジネス化する

アリペイはインバウンド

が、日本人が使うように
える日本型電子決済シス

のづくりの日本”の製造

本という生態系を作って

必要があります。世界を

二つ目として、日本が

（以下略）

現在、デジタル時代の

なったら、データが全て
テムを立ち上げるんで

現場には、いろいろな細

医療は、３つの山に分

いくのが、アベノミクス

業側の「こういう研究と

中国の電子決済システ

ます。自動航行もこのシ

ないシステムです。現預
中国政府のもとにいきま
す。８月には協議会も作

かいデータがあります。

けて日本がデータをしっ

の最終目標です。

グルは、スタンフォード

学は最高の投資先なんで

金、資産、賞罰、友人関
す。どこで誰が何を買っ
ります。

世界に冠たるものです。

かりと押さえる仕組みを

そのカギは、大学の改

す。その感覚は日本には

ェイスブック、そして中
係など全てのデータを要
たかがわかります。この

三つ目は、早くＴＰＰ

医療・介護のデータもそ

検討させています。東大

革にあります。日本の大

けるお金がどんどん減っ

国 の 百 度 で す。 あ る い
求されます。そして、こ
データ社会で、一人一人

を拡大していくことで

うです。１億３０００万

系、京大系、日本医師会

の中国人が使っているだ

しています。中東から日
は、 電 子 商 取 引 で あ れ
のデータに基づいて一人
のデータが全て中国共産

す。ＴＰＰにはルールが

人が介護保険で医者にか

が上っています。匿名デ

ム、アリペイは個人情報

本へオイルを運ぶタンカ
ば、アマゾンやアリババ
ひとりに信用度点数も付
党政府に登録されるわけ

定 め て あ り ま す。 例 え

かる、その請求書が電子

を全て登録しないと使え

ーのルートがこのシステ
やテンセントですが、こ
きます。信用度点数が高
です。

ば、技術移転の強制は禁

化されている、これから

インフラを握っているの

ムに入る可能性もありま
れも米国と中国の企業で
いほど、利便性が高くな
そういうなかでどうし

止、コンピュータプログ

コラボしてこういうイノ

は、米国のグーグルやフ

す。そういう重要なイン
す。電子決済は、アリバ
ります。何かおかしなこ
たら良いかというと、ひ

ラムソフトの設計図面の

大学の学生が起業しまし

ステムでやっていくわけ

フラを任せていいのか、
バのアリペイか、テンセ
とをやった時には、突然
とつはデータルールを作

学のランキングは毎年落

なので、港も中国が整備

というのがこれからの課
ント（中国）のウィチャ
決済が止まります。この

ることです。最低限やら

ータの販売はしますが、

ありません。日本は大学

題です。
ットペイが世界を席巻し
アリペイが、一部日本に

はカルテも電子化され

ているからランクが落ち

私 は、 先 週 米 国 に 行
ています。つまり、デジ
上陸しています。日本の

開示要求も禁止、知的財

ています。

き、 人の上下両院議員
タル時代のインフラを握

なければならないのは、

けなのでまだ良いです

と話をしてきましたが、
っているプラットフォー
タクシーの一部でアリペ

現在、大学での研究を

そのなかでこの話をしま
マーは、米国と中国にあ

席巻するグーグルの時価

した。これは日米欧でし
ります。日本には、世界

データベース化して、企

っかりと協力して開かれ

総額は 兆円です。グー

た公正なルールを作らな

甘利明衆議院議員

イが使えます。

なります。

ルを作るべきです。

国家間の情報と資金の囲い込みが激化
さらに、中国の一帯一

路の構想は海も含んでい
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を、公的に国家が運営し

極めて精緻なリアルデー

工場の稼働現場でも、

論文の数が相対的にみて

本の大学から発表される

売っただけで何千億円入

が上場して、出資の株を

ます。そして、グーグル

シートを作って見える化

と産学連携するファクト

ます。加えて大学が起業

つけられるようにしてい

ベーションを起こした

ている国が世界に何カ国

ってくるようになりま

い」ということをすぐ見
間企業以上の有利性を与

減っています。もっと悪

す。

たが、その際にスタンフ

えない――などです。米

いのは、引用される率が

ォード大学は出資してい

がデータを欲しがるな

タが日本にはあります。

下がっていることです。

ちていますが、落ちる理

ひと昔前は、銀聯カー

ら、そちらもくださいと

これを簡単には渡さず、

由があります。現在、日

ドが使える店が一気に増

あるか知っていますか。

プラットフォーマーとし

大元のデータは渡さない

で使えるプラットフォー
えましたね。銀聯カード

国のトランプ大統領が、

２００カ国中、４カ国し

ようにします。

ムが今の所ありません。

いう相互性です。それか

かありません。あとは、

る、これは宝の山です。

ければならない、デジタ
特定の国、企業に依存し

が使えないと中国人のお

「中国は知財を盗み、技

年金・医療・介護の３つ

ル社会、データ社会の正
なければならない状態は

術移転を強要し、違法な

産は政府が責任をもって

しいルールを作らないと
かなり危険です。特に、

ら、 個 人 情 報 の 保 護 で

守る、国営企業に他国民

大変なことになると提言

す。日米欧でデータ取り

レ シ プ ロ シ テ ィ（ 相 互

しました。皆、共感して

客さんが来ませんから。

輸出補助金をかける。

まかなっています。

公的団体や私的な保険で

してお金を頂くという国

てソリューションだけ渡

が増えているといえま

つまり、価値のない論文

いこの間まで８００億円

ハーバード大学は、つ

ンを起こすという体制を

者が組んでイノベーショ

す。

いていくことが大事で

明なルールを世界に敷

でしょうか。公正で透

ぜＴＰＰに入らないの

ていますが、ならばな

欲しいからなんです。こ

るのは、日本のデータが

社を作って力を入れてい

プルが日本に研究所や支

います。グーグルやアッ

いるから日本は狙われて

データをたくさん持って

このように素晴らしい

常に日本から湧き出て世

まり、イノベーションが

すると言っています。つ

ベーションに適した国に

クスは日本を世界一イノ

発足当初から、アベノミ

ことですが、安倍内閣の

それと合わせて大事な

えば、日本の大学の便り

さい」です。はっきり言

調達源を多様化してくだ

バ イ ス は、
「大学の資金

当局からの日本へのアド

ていません。ランキング

本の大学は２校しか入っ

ングの１００位以内に日

今は世界の大学ランキ

学改革が急務です。

わけがありませんね。大

か。二桁も違うとかなう

くらいではないでしょう

るところでも３００億円

学で一番資金を持ってい

になりました。日本の大

んでしたが、今や４兆円

す。その体制を着々と作

のが出てくると思いま

繋げられれば、すごいも

ドしていません。これを

いません。コネクティッ

念ながらそれが繋がって

たくさんありますが、残

と言うと、いまの日本の

大学をどう変えるのか

ありがとうございました。

っている所です。ご清聴

日本には、良い要素が

四つ目は、日本がプ

のデータを簡単に渡して

取りつつあります。

ラットフォーマーにな

はなりません。これは日

は補助金だけでしょう、

しか自己資金がありませ

ることです。今まで、

界にデビューしていくと

す。

日本はデジタルプラッ

本を成長させる宝の山に

のルールを制するもの

界を制する、そしてそ

ータを制するものは世

したが、これからはデ

世界が狙うものづくり日本

せん。

トフォーマーの列外で

にしていかければなりま

だからダメだ」と言っ

しています。そして、両

その中国人が、今は銀嶺

熱心に聞く参加者

中国のプラットフォーマ

性）です。つまり、中国

７３

２０

くれました。日米欧がデ

（ 9 ）【総合】 平成30年8月5日（日）

