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日本はデジタル革命に乗り遅れて、
成長を失った



失われた日本の存在感
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世界経済から消えた日本？
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もとから日本の存在感は薄かった

Rank Company
Revenues
($ millions)

Profits
($ millions)

1 General Motors 121,085.0 4,856.0

2 Ford Motor 92,446.0 5,300.0

3 Exxon Mobil 79,557.0 5,260.0

4 I B M 59,681.0 5,806.0

5 General Electric 49,414.0 3,386.0

6 Mobil 48,198.0 2,087.0

7 Chrysler 35,473.0 1,050.0

8 Texaco 33,544.0 1,304.0

9 DuPont 32,514.0 2,190.0

10 Altria Group 25,860.0 2,337.0

11 ChevronTexaco 25,196.0 1,768.0

12 Amoco 21,150.0 2,063.0

13 Shell Oil 21,070.0 1,239.0

14 Occidental Petroleum 19,417.0 302.0

15 Procter & Gamble 19,336.0 1,020.0

16 United Technologies 18,088.0 659.0

17 Atlantic Richfield 17,626.0 1,583.0

18 Eastman Kodak 17,034.0 1,397.0

19 Boeing 16,962.0 614.0

20 Nabisco Group Holdings 16,956.0 1,393.0

フォーチュン500 売上ランキング この30年

1998 2018

圧倒的なアメリカの存在感 相対的なアメリカの衰退
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イノベーションを貶める日本文化

「有言実行」 出来ることしか提案できない

「ビジネスプランを持って来い」
画期的な新ビジネスは提案出来ない

「選択と集中」 これで新規事業の芽は潰された

「事例はあるか」 イノベーションは許さじ

「失敗の事例を聞きたい」 初めからやる気なし

「前向きに検討」 中身に興味なし！

「業界保護」 Uber、 Airbnb、・・・最大限の規制

・・・・・・・・・・・・・・

「カイゼン」という困った文化

過去の延長線から外させない



デジタル革命の３０年
この時代に日本は乗り遅れた

１９９０ CERN のティム・バーナーズ・リーWWWを実装

１９９３ NCSAのマーク・アンドリーセンMosaic を開発・リリース

１９９５ インターネットの商業化

MicrosoftがWindows 95 を発売、 Amazon設立

１９９８ Google設立、 テンセント設立

１９９９ アリババ設立

２００１ インターネットバブル崩壊

２００５ Googleがコンテナサーバの特許

２００６ アマゾンウェブサービス（AWS)開始 クラウドコンピューティング

２００７ iPhone発売

２０１２ ヒントン教授のチームがディープラーニングで人間を超えた

２０１５ Googleの全自動運転カーが公道走行

２０１６ GoogleのAlphaGoが世界戦優勝経験のあるプロ棋士に勝利

２０１８ アメリカVerizon社が10月1日から5Gを提供



“デジタルツイン”という新しい世界に
先端技術はデジタルツインの中で創られる

＜物理的世界 デジタルの世界＞ ＜デジタルツインの世界＞

シミュレーション
・・・

AI
IOT
AR
VR

自動運転
I4.0 

CG
ゲーム
・・・

モノづくり

３０年

この状態での成長を模索して、
大企業は凋落した。
日本のIT企業、Big 3,IBM、GE、HP…

これを担う人材が欠如



AI、IOT先端技術の概念と応用例



ＡＩ、機械学習、ディープラーニング

ＡＩ

機械学習

ディープラーニング

教師無
学習

教師有
学習強化

学習

人間の知能を実現する
取り組みと技術

学習によりタスクを実行
特徴は人間が抽出

人による特徴定義
は不要

データから特徴の基
準（モデル）を学ぶ
CNN,RNN

データから規則性
を発見して学ぶ
クラスタリング
オートエンコーダ

自ら試行錯誤して最
適な行動を見つける

GAN

機械学習からディープラーニングへ
イノベーションが起こった！



ディープラーニングはブラックボックス

＜機械学習＞
ｙ ＝AX+BY+CZ+・・・・

X,Y,Z,・・・ は人間が決め、A,B,C・・・をデータで学習する

人間が認識、理解できる世界の解で我慢！

＜ディープラーニング＞

ｙ ＝ ｆ （Ｘ） Ｘは入力（画像、文字列・・・）

ビックデータで学習する“ｆ ” はブラックボックス
人間が認識、理解できない世界を獲得！



＜教師無し学習＞ ＜クラスタリング＞
ランダムに k個の点を置き、それぞれ

のクラスタの中心とする。各データが
どの点に最も近いかを計算して、その
データが所属するクラスタとする。

点をそのクラスタに含まれるデータの
重心になるように移動する。
重心が変わらなくなるまで繰り返す。

階層的クラスタリングには、凝集型と分割
型がある。

凝集型では、類似度の高いデータを集め
て、クラスタ同士を順次に併合していくこと
で、階層的なクラスタを作り上げる。
分割型では、すべてのデータを 1 つのクラ

スタとして順次にクラスタを細かく分割して
いくことで階層的なクラスタを作り上げる。

ランダムの
初期値



習作：ドキュメント処理
サービスマン支援システム

推測故障原因と
類似事例を２－５提示

渡された顧客状況
の指示書

クラスタ
リング



習作：ドキュメント処理
類似設計検索システム

ODS: 設計仕様書

入力画面 このメールに
渡され設計仕様書を添付するだけ

クラスタ
リング



オートエンコーダ（Auto Encoder）
・正解データだけを使って正解データを出力するような

学習モデルを作る。

・正常とは違うパターンのデータがやってきたときに、

「上手く情報を復元できない」という特性を生かして、

異常検知などに使う。

エンコーダ
情報を圧縮
（次元圧縮）

デコーダ
情報を復元
（次元拡張）

圧縮された特徴

入力 X 出力 X′

比較

学習（重み修正）

Ｘ＝Ｘ′ になるまで学習する



習作：時系列データの分析
異常検知・予知

折損実験データ



IOTの技術体系

基本HW
（メカトロニクス、電機・電子回路）

センサー 制御器

エッジコンピュータ
（スマートフォン、 GW）

通信サービス
（Wi-Fi、 ４GLTE、５G）

アプリケーション
（サービス）

データーベース 分析エンジン

クラウドサービスプラットフォーム
（AWS、Microsoft Azure、 GE Predix，・・・）

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
シ
ス
テ
ム

AI

AI

人

人

近接通信
（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、NFC）

有線通信
（LANケーブル、USB）

AI

データ 指令



習作：IOTシステム（センサ、エッジ、AI）
• 始業時の暖機運転の後でテスト
データを収集、クラウドに送信

• クラウドのAI エンジンで機械を診断

• 診断結果を送信



ディープラーニング CNN

…
..

…
..

出力層全結合層プーリング層活性化
関数

畳み込み層入力画像

フィルター

特徴を取り出す 特徴による識別

特徴抽出 位置ズレを許容

閾値で選択

ソ
フ
ト
マ
ッ
ク
ス
関
数

CNN（畳み込みネットワーク）による画像認識

・自動運転、監視カメラ、オンラインショッピングの商品検索など、
さまざまな分野で活用が進んでいる。

・アルファ碁の碁盤の局面認識にも利用されている。



畳み込み演算とプーリング

畳み込み演算 プーリング演算



習作：画像処理 目視検査の自動化



ディープラーニング RNN・LSTM

https://products.sint.co.jp/aisia/blog/vol1-18



RNNの応用
機械翻訳、音声認識、文章作成にも使われている



GAN 敵対的生成モデル
…
..

多次元
ノイズ

生成器

生成
データ

…
..

本物の
サンプル

識別器

判定
結果

重み修正
(学習）

重み修正(学習）

GAN(Generative Adversarial Networks)

ジェネレーターとディスクリミネイターという２つのネットワークが、
切磋琢磨しながらお互い成長してゆく、教師無し学習のモデル。
存在しない画像が作成できる。



GANの応用例
画像生成、画像翻訳、テキストから画像生成、ビデオ予測、

イメージ演算、デザイナー、アーチスト・・・・



マネージメントのＡＩ思考は

ｙ ＝ ｆ （Ｘ）

この課題何とかならないか？
どんな結果を、診断、推測、分類・・・を決める

何かＡＩを使えないか？
手持ちのこのデータで何かできないか？

よくある間違い！



先端技術者の急速育成



DMGMORI先端技術研究センター
の趣意

28

• 人工知能
• 協調ロボット
• 電気自動車（EV）
• 自動運転
• IoT
• インダストリー4.0
• フィンテック
• シェアリングエコノミー

既に起きている未来

デジタルツイン
が実装された
社会・産業

時間
2019 2023

高度専門人財



高度技術専門人材の育成

この人材は高度な顧客価値を生む 挑戦！

時系列データ

自然言語

画像データ

動画 物体認識

3Dモデル

AI

IOT

クラウド

センサ

通信技術

エッジ技術
AWS

一つの脳にすべてを埋め込む



人材創成のロードマップ

長期インターン

人材確保 基礎研修

外部研修

内部研修

東大の研究室と連携
（複数）

応用研修

“家庭教師”

応用研修

先端プロジェクト推進人財

プロジェクト推進

基本的に
DMGMORIのデータで研修



人材創成の空間

自由な発想と創造的な仕事には
脳にとって快適な空間が必要



基礎技術の習得

約 ６カ月

週次の進捗管理とコーチング



応用技術の習得

• 自然言語処理 （ドキュメント処理） 社内文書
• 時系列データ処理 （異常検知・予知） 実験データ
• 画像処理 （目視検査） 社内データ
• エッジコンピュータ （IOT実装） 社内実験
• クラウド （AWS） アマゾンの研修
• IOT （自主学習） IOT 検定
• ネットワーク （自主学習） ネットワーク検定

適時 “家庭教師” の指導を受けて最先端技術を習得



人材育成の中間報告

慣れる、独学

カリキュラムに基づい
て指導を受けて学ぶ

プロフェショナル
を目指して磨く

この間約２年

一人でタスクが
出来る

指導があれば
タスクが出来る

この間約半年


