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本日のトピックス 

•１．はじめに 

•２．Internet が価値のネットワークに成長 

•３．ブロックチェーンの応用 

•４．ブロックチェーン時代のIoT 

•５．おわりに 
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１．はじめに 
現在、ICT（IT)のイノベーションはInternetからはじまる 

クラウドもInternetの上にある 
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時計の針を少し戻して… 

インターネットのはじまりから現在まで 

•黎明期 米国防総省予算で研究が進む 

– 研究利用、学術利用、軍用などの用途に限定 

– NCSA、CERNなどスパコン関係者などが利用 
 

•'90年台前半に商用利用開始 

– メール、Web、ファイル転送などが主要用途 

– 2000年台、ビジネス活用 

– Internet 2.0(ネットのこちら側とあちら側) 
 

•‘00年台、サーバーからクラウド時代へ 

– クラウド上でITが百花繚乱(AI, IoT, VR, fintech, Bitcoin) 

– サイバー空間と物理空間の融合が進み始めた(DX) 

– Digitsal twinから、Cyber First とまで言われ始めた 
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Internetは古の各種技術を蘇らせ、進化を促進 

•AI：潤沢に画像/映像データが入手可能 

– 深層学習に十分な学習用データを供給 

– 第３次AIブームを引き起こしている 
 

•VR：ネットワーク共有が簡単になり大衆化 

– 昔、ネット型VRは軍事訓練の作戦シミュレーション、
今はネットゲームで大衆娯楽化 

– 3D眼鏡も高品質で安価になってきている 
 

•ITインフラ：クラウドで電気/ガス/水道なみに 

– 使いたいときに、使いたいだけ使う 

– 1961年MIT100周年記念講演でジョン・マッカーシー
が新たな産業基盤として予見… 
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コンピューティングのユーティリティ化は1960年に予
見されて以降、何度も試みられてきてついに… 

「タイムシェアリングシステムの技術によって（水道や電
力のように）コンピュータの能力や特定のアプリケーショ
ンを販売するビジネスモデルを生み出すかもしれない」
(ジョン・マッカーシーがMITの100周年記念行事で講演) 
  

 

余談： 
マッカーシーは 
"AI" の名付け親、 
激論に勝って歴史的 
ゴッドファーザーに 
なったという 

(1956年夏) 

写真はWiki Commonds から 
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Internetは消え去った「何か」を本格化させる 

•クラウド(ユーティリティ・コンピューティング)、
IoT(ユビキタス、Tron)、AI、VR/AR/MR、 
Fintech(仮想通貨以前の従来ITによる) 

– 消え去ったときにはInternet が無かった                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

一度消え去ったが、 
可能性ある「何か」 Internet 

発火(本格化) 
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Internet は「情報」が中心で、 
「価値」「真正性」の壁があった 

•Internetは国境を越えて「情報」を送る 

– データ流通、ビデオ送信、電子市場などなど… 

•Internetでは「価値」を送ることができない 

– 国際送金のコストは高く、銀行網も弱く、海外
出稼ぎ労働者の仕送りは苦労する 

•Internetは「真正性」の証明が難しかった 

– 偽りなく、本物であること、フェイクではない 
 

しかし、その壁が破られるときがきた 
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2. Internet が価値のネットワークに成長 

•仮想通貨の発行、支払い、送金が可能！ 

 画像はWikipedia Commonds から 
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仮想通貨とその根幹技術ブロックチェーンが、 
Internetに「価値」と「真正性」を提供する 

•仮想通貨の根幹技術ブロックチェーンにより、 

– 「価値」を送ることができるようになった 

– 同じく、「真正性」の証明ができるようになった 
–   

•「送金」や「支払い」が低コストになる 

– 個人、中小組織に国境を越えて活躍しやすくなった 

– 貿易のような多国間、他企業間取引も低廉・短時間化 
–                              

•さらに「スマートコントラクト」で、ビジネス応
用の範囲が拡大する 

– ここでスマートコントラクトとは、ブロックチェーン
に保存可能な取引処理のプログラム（後述） 
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仮想通貨とブロックチェーンは一つの論文から始まった 

•Satoshi Nakamotoの  
" Bitcoin: A Peer-to–Peer Electronic Cash System" 
– この論文で、仮想通貨 の根幹技術「ブロックチェーン 」が登場した  

– これで、Internetも「情報のInternet」から「価値のInternet」へシフト 
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怪しいネットワークに信頼（仮想通貨）を載せる 
新たなる根幹技術ブロックチェーン 

•ブロックチェーンは、「誰がいるか、誰が入ってく
るか、わからない怪しいネットワーク（Internet）
で、信頼できる業務を運営できる仕組み」 

 

•この仕組みで、デジタルコインによる送金（取引）
ができるようになった 

 

•不可能と思われていた、 Internetに価値(仮想通貨)
を載せて送ることに成功した！ 

– 仮想通貨はデジタル化した通貨、SUICAなどのように中央
組織にプリペイドする方式の電子マネーとは異なる 

– ある仮想通貨の取引情報はすべてブロックチェーンに記
録され閲覧可能、ただし匿名化されている 
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電子マネーとブロックチェーンの仮想通貨の違い 

中央組織による集中管理 

電子マネーの世界 
仮想通貨の世界 

（ブロックチェーンで分散記録） 

中央組織なく 

奉仕者が分散記録 

銀行発行の仮想通貨も構造は同様 単なる分散処理と違い中央がない構造 

Decenterized Organization/Peer to Peer 
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補助解説: 「分散」には２つの構造がある、 
      "Decentralized" と "Distributed" 

•Bitcoin Blockchain は Decentralized の構造 

(Bitcoin Blockchain, 

 Peer-to-Peer(P2P)型) 
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仮想通貨の特性（Bitcoinなど） 

•改竄がきわめて困難 

– PoW(Proof of Work)という、悪いコトはくたび
れ損で、良いことの方が儲かる仕組みがある 

 

•実質ゼロ・ダウンタイムなシステム 

– 「ゼロ・ダウンタイム」とは停止しないこと） 

– 分散型(Decentralized)のシステム 
 

•安価に構築可能 

– 中央の大型ホストコンピュータが無用 
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Bitcoinのブロックチェーンを俯瞰する 

•約10分間分の取引データを一つのブロックに格納 
 

•現ブロック中の取引を検証し、ついでnonceという
値が見つかると、現ブロックのHash値が決定して、
現ブロックをチェーンの端に追加する 

– 適切なHash値を得るnonce値を探すことを採掘という 
 

•全取引はブロックチェーンの中に記録されていて
参照可能、仮想通貨は物理通貨と同様に人から人
へと手渡されていき、その履歴も残り追跡可能 

… … … … … 

ブロックチェーン 

n-2 n+1 n＋2 n-1 n 

… … 

次ページで解説 



16 Copyright © 2017 EXA CORPORATION 

ｎ番目ブロックのブロックにズームインし、 
Hash値の計算を見てみる 
• ①前ブロックのハッシュ値、②現ブロックの全取引、③nonceの３つで計算 

Hash値(n) = hash関数(①Hash値(n-1) + ②ブロックn の全取引情報 + ③nonce) 

– nonce はハッシュ値を調整するための、試行錯誤（採掘）で得る特別な数字 

 

取引1 取引2 取引3 

取引
698 

取引
699 

取引
700 

… 

… 

… … … … … 

ブロックチェーン 

②現ブロックｎの全取引情報 

n-2 n+1 n＋2 

前ブロック(ｎ－１) 

Hash値(n -1) 

現ブロック(n) 

n-1 n 

… … 

③nonce(採掘する数字) ①前(n-1)ブロックのHash値 
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改竄はnonceの値を探す重い処理(PoW)で防ぐ 

•nonceはハッシュ値の計算を調整する特別な数字 

– nonceの意味は「その時限り」とか「臨時」とか 

•採掘者は現ブロックのハッシュ値の先頭に0を
いくつか揃えるnonceの値を探すことを競いあう 

– これを、“Proof of Work"、骨折りの証拠といい、
Bitcoinブロックチェーンの改ざんを防ぐ重要手順 

•他の仮想通貨にも同様の改竄防止の仕組みがある 

– ブロックのハッシュ値の例 
• 00000000000000000990c5369dc116365616717af4d61a902cf4e0fa20651318 

• 0000000000000000c765c799aeb724e7c4f6eed5beabf4964c84b2c650a9388f 

– 現在は0が17個揃える nance が見つかると採掘成功 

•nonce の採掘競争に勝つとコインを得る 
– 採掘はコンピューティングパワーを消費する 
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本人確認は電子署名で行う 

•連続する電子署名のチェーンで確認する 

– 仮想通貨を送金するたびに、その所有者が改
竄不可能な電子署名を、その仮想通貨の所有
履歴のチェーン(電子署名のチェーン)に書き
加える 

 

– 仮想通貨が物理通貨と異なる点で、仮想通貨
は手形に近いものとも言われている 

•野口悠紀雄先生曰く「手形の裏書き」みたい 
 

– このチェーンを辿り、過去その仮想通貨に関
する取引を追跡することができる 
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ビットコインの全取引は完全公開されている 

•誰でも取引状況が確認できる 
– https://blockchain.info/tx/5039a2a3e74f778d5daceefe44a25219077f82369cc1f7d739f443d209a36907 

 

•送金元、および受取人のビットコインアドレスな
どが表示される（下記および次ページ参照） 

– 送金元のビットコインアドレス：  
1Ldah44jG8JrRBEAhrzWoKKGHAgVf24bsw  

– 受取人のビットコインアドレス：  
1FEyTpn5P1n78kaziJ8UA15WbRc5Q1x5uB 

–  送金金額： 0. 0019 BTC 
 

•ビットコインアドレスはいくつでも入手可能 

– 個人の特定はできないようになっている 

https://blockchain.info/tx/5039a2a3e74f778d5daceefe44a25219077f82369cc1f7d739f443d209a36907
https://blockchain.info/tx/5039a2a3e74f778d5daceefe44a25219077f82369cc1f7d739f443d209a36907
https://blockchain.info/ja/address/1Ldah44jG8JrRBEAhrzWoKKGHAgVf24bsw
https://blockchain.info/ja/address/1FEyTpn5P1n78kaziJ8UA15WbRc5Q1x5uB
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実際のWebページは下記の通り(実名は出ない） 

 

送金元 受取人 
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３．ブロックチェーンの応用 

•この３節の主役はbitcoinに変わって、 
ethereum 
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ブロックチェーンの種類、破壊的と防衛的 

•パブリック：bitcoin、Ethereumなど(破壊的) 

– Proof of Work のため約10分消費する 

– このPoW時間を改善した技術もある(Lightening) 
 

•プライベート：Rippleなど（防衛的） 

– 信頼できる主体だけだからPoWの時間が無用 

– 中央銀行やメガ銀行の仮想通貨 

– ブロックチェーンとは言えないとも… 
 

•コンソーシアムブロックチェーン 

– 複数企業、PoWがなし、プライベートと同じ 
 

PwCの予測、どんな企業もその企業なりのブロックチェーンを持つように
なる 
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分散台帳技術（仮想通貨/ブロックチェーン)の 

パブリックとプライベートの違い 

取引とデータ種別 

パブリック型 
(オープン) 

プライベート/コ
ンソーシアム型 
(クローズ) 

種別 創造的破壊技術 安定的振興技術 

管理主体 中央組織なしの分散 中央管理組織あり 

マイニング 
(PoWなど) 

Bitcoin/Blockchain、
Ethereum 

Enigma 
 

信頼ある組織間
（コンセンサス) 

N.A. Hyper Ledger、 
Ripple 

主な応用領域 
 

Bitcoinは仮想通貨、 
Ethereum はスマー
トコントラクト 

証券取引場、 
銀行の仮想通貨 

•両者は完全に対立する技術 
– プライベート型をブロックチェーンと認めないことも多い 
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パブリック型のブロックチェーンは 
未来を変える創造的破壊技術 

•仮想通貨/ブロックチェーンは金融関連分野に広く浸透へ 
– 仮想通貨による送金、決済 

– 証券業界、保険業界、投融資（レンディング）など 

– 一方、中央銀行、都市銀行などはプライベートブロックチェーン 
 

•高信頼性が必要なデータ活用分野へ拡大 

– 複数国の企業が関係する貿易への活用(NTT-Dataなど) 

– 個人医療データ、個人保険データへの活用 
 

•ブロックチェーン＋スマートコントラクトで応用範囲拡大 
– IoT/DX、AI、VR/AR/MR、企業間連携(Supply CM、Demand CM) 

– ネットワーク分散型組織（会社、学校、そのほか各種組織） 
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パブリック型ブロックチェーンEthereumの根幹技術 

スマートコントラクトは取引を自動化する 

•スマートコントラクトは自動販売機に擬えられる 

– コインを入れてボタンを押すと（契約が成立して）、
一連の処理が実行されて、対応する商品が提供される 

 

•同様にスマートコントラクトは、一連の取引処理
を人手を介さずに自動実行する 

– この処理を実装しているのがブロックチェーンアプリ
ケーションで、ダップス(Dapps)と呼ばれる 

– スマートコントラクト関連はEthereum が充実している 
 

•ブロックチェーンの連携・応用には、スマートコ
ントラクトが中心になる 

– 次のEVFセッションでデモがある！ 
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パブリック型を中心に 
ブロックチェーンの応用は金融関連が早い 

•仮想通貨が流通（ビットコインなど） 

– 出稼ぎ先から、母国へI海外送金ができる 

– ビットコイン対抗で、銀行管理の仮想通貨発行 
 

•Social Lending、Crowd Funding への応用 

– 少額投資が可能になる、国境も越える 

– Crowd と Cloud が結びつきビジネスエコシステム 
 

•Fintech関連領域に拡大していく 

– 証券業：取引後の清算と決済の高速化など 

– 保険業：小規模な保険、即時払い保険へ適用                                
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証券業、保険業でのブロックチェーンの応用 

•証券（株や債権）は取引は一瞬、決済と清算に３日掛かる 
– NASDAQ LinqプロジェクトはBC活用で3日を10分に短縮、試用開始 

•金融機関のバックオフィス業務の自動化、これは歴史的な改革 

– 日本取引所グループも同様の実証実験に成功 

– 証券の決済/清算が自動化され、その仕事が奪われる 

•監査人、法律専門家、帳簿管理者、コンサルタントなどの中間者が無
用になって 

•保険も同様に、保険金の支払いに長い時間が掛かる 
– 事故が起きても、そこから実際の保険金支払いまで長時間かかる 

– これをBlockchain で短縮化する 

– 即時支払い保険が商品化される、例えば、飛行機遅延保険 
 

•銀行含め、金融業は情報を扱っているので新IT適用に向く 
– 一方で金融は規制が強いためITの導入が遅れていた 

– それがFintech（これは従来のIT)で変わり、続いてブロックチェー
ンで大きく変わりだした 
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保険業界、欧州スタートアップの取り組み 

•独Etherisc社、分散型保険アプリケーションのためのプ
ラットフォームとオープンプロトコルを構築目指す 

– 保険の購入と販売をより効率的にし、運用コストを
下げ、保険業界に透明性を高めたいとしている 

 

•独Etherisc社/独InsurETH飛行機の遅延保険商品をテスト 

– ブロックチェーン会議メンバーに提供 

– 小グループ対象のニッチな保険商品を手軽に組める 

– 独Etherisc社、2017年2月のBlockchain Oscarを受賞 
 

•英スタートアップのセーフシェア・グローバル、
Vrumi(ヴュルミ)と住宅者所有者保険を開発 

– 保険業では大幅な省力化が可能になる 

– 保険業の形態が大きく変化する 
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将来、スマートコントラクトが自動化するもの 

•共有経済の管理者を自動化する 

– 宿泊シェアのairbnb、ライドシェアのUbar等 

– ブロックチェーンが共有経済の管理者を自動化 
 

•予測市場の管理者(胴元)を自動化する 

– 予測市場は金融業の多くの仕事を代替できる 

– 例えば先物市場は予測市場で代替できる 

– 米Augur（オーガー）はEthereumのスマートコン
トラクトプロジェクトの一つ 

– 英ネットブックメーカーもブロックチェーンを
試用中 
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ブロックチェーンで一般ユーザが享受できること 

•ユーザー主体の情報開示制御 

– 創作活動、医療など 
 

•アセット管理、DRM（デジタル著作権管
理）も安価に実現 

– アマチュア向けアセット管理、著作権管理 
 

•個人医療情報の国際間共有 

– 個人医療情報(PMR)、国際間連携に必要 

– 特定個人向け薬品、治療法（AI連携） 

– IR法で動き出した医療ツーリズムにも有用 
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パブリック型ブロックチェーンが作る新たな形の組織、 
分散型自律組織(DAO)が生まれる 

•分散型自律組織: DAO(Decenterized Autonomous 
Organization)は、管理者のいない組織 

– P2Pの多数のコンピュータが運営する 

– 意志決定、実行、紛争解決もルールベース 
 

•アプリケーションもDapps(Decentralized 
Applications)が増えていく 

– スマートコントラクトを実現するプログラム 

– Ethereum ベースのものが充実している 
 

•ついに中央管理から分散管理の時代か？ 

– AIとブロックチェーンで人のいない会社が実現か？ 
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分散自律型社会、人は定型業務から解放される 

労働者がいる 労働者がいない 

管理者が 
いる 

 
伝統的な株式会社 

 
AI/ロボットを使う 

会社 

管理者が 
いない 

 
分散自律組織 

(DAO) 

 
AI/ロボットと 

ブロックチェーン
による 

完全自動会社 
分散自律 

企業 
(DAC) 

AIとロボット 

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン

 

DAO: Decentralized Autonomous Organization、DAC: … Cortporation) 
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プライベート型仮想通貨は、単なる分散台帳？ 

•パブリック型よりノード数が少なくなるため、全
ノードが結託する悪事を否定できない 

 

•管理者のモニタリングが悪い方向に向かうリスク 

– 管理者の都合のいいように改竄しないのか 
 

•カウンターパーティーリスクも否定できない 

– 取引の途中で決済前に相手方が倒産して契約不履行に
なるリスクが否定できない 

 

•技術革新のスピードが遅くなるリスクがある 

– 一般に非公開技術の推進は一企業に止まるため 
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日本では、国内47行が参加しプライベート型仮想通貨Rippleの 
実証実験をすでに開始 

•銀行業務を破壊しかねないパブリック型仮想通貨に備える 

•米Ripple社の仮想通貨技術で安価な送金を実現へ 
– Bitcoin とは違い処理が早い (信頼済み機関のみが参加ゆえ) 

– Rippleは非開示技術があり、ブロックチェーンではないと言われる 
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日本取引所グループと日本IBMは、Hyperledger Fablicを
使った実証実験(2016年4～6月) 

•Hyperledger はLinux foundationが標準化を目指し2015年12
月にスタートしたプロジェクト 
– Fablicは、米IBMがHyperledgerプロジェクトに提供したもの 

– Fablicの他に、Burrow、Iroha などのプラットフォームがあるが完成度
でFablicが優れている 

 

 

•分散型合意形成アルゴリズムであるPractical Byzantine Fault 
Tolerance(PBFT)を採用し、PoWを使わないことで高速化 
– 約3 分の2 以上の合意を条件とする事 

– 総ノード数n 台に対して(n-1)/3 台までの障害耐性あり 

– 取引処理性能は 10万件/sec 
 

•日本取引所はHyperledger Fablicの他に、野村総研およびカレ
ンシーポート社とEthereum技術を使った実装実験 
– 2016年8月30日に実証実験結果のレポートを公開 
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仮想通貨、ブロックチェーンのリスクは？ 

•現在係争中のMt.Goxのような悪質取引所の問題 

– ビットコインを使ったサービス提供会社（取引所、両替
所）に問題がある 

– 仮想通貨の法整備が難しく、後手に回っている 
 

•投機マネーの流入等で、相場乱高下の恐れ 

– １年間で仮想通貨の価値が６倍になったり、暴落したり 

– 中央銀行の金融政策が効かなくなる可能性がある 
 

•組織単位で仕事がなくなるリスク 

– 銀行業の役割が減る、中間業者は不要 

– 破壊的な側面があり、銀行も研究を進めている 
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ブロックチェーンが低減するリスク 

•カウンターパーティーリスク 

•取引が単純化されるため、従来の多段階の
取引処理と比べエラー生起確率を低減 

•管理負荷が軽減され、時間が短縮化 

•取引終了まで期間、銀行や證券機関などが
用意する巨額の資金が無用になる 

•分散型(decentralized)なので、ハッカーの
攻撃に強い 
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マネーロンダリングのリスクも低い 

英国での評価、数字が小
さい方がリスクが低い 

• 銀行 34 

• カジノ（合法）10 

• 現金 21 

• 電子マネー 10 

• デジタル通貨 5 

 

• 上記のようにデジタ
ル通貨（ビットコイ
ンなどの仮想通貨）
のロンダリングリス
クは低い 
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４．ブロックチェーン時代のIoT 

第1のプラット… 第2のプラットフォーム     第3のプラットフォーム  

•社会全体のデジタル化、サービス化、分散処理化 

社
会
と
経
済
イ
ン
パ
ク
ト 

情報の 
デジタル化 

• E-mail 
• Web 
• 検索 

1995 

ビジネス 
プロセスの 
デジタル化 

• Eコマース 
• サプライ 

チェーン 

2000 

人の繋がりの 
デジタル化 

• クラウド 
• モバイル 
• ソーシャル 
• IoT/M2M 

2010 
社会と 

産業全体の 
デジタル化 

• IoEverything 
• Industry 4.0 
• IIoT/IIC 
• AI/深層学習 
• ブロックチェーン 

2015～ 

P2M P2P M2M IoT IoT/IoE 

SoR(記録) SoE(繋がり) SoI(洞察) ジェフリー・ムーア 

Cisco 

プログラマブル・システム コグニティブ・システム IBM 表 

汎用機と端末(集中） C/SからWebへ(分散) 

デジタル化 
黎明期 

• 事務処理 
• 設計・製造 
• 金融・運輸 

～1985 

IDC 

クラウドとモバイル端末(集中) 

ブロックチェーン(Decentralized) 
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IoTの最近の状況、昨年の喧噪は落ち着いたが… 

• IoTはこれから10年以上続く大きな流れ 
– 独主導のInternet 4.0の完成は2030年 

– GE主導のIndustrial Internetは一部先行 

• IoTを支える要素技術などで準備が進む 
– IPv6がスマートフォンでも標準装備(今年) 

– 低電力センサーの開発進む 

– 高速モバイルネットワーク(5G)は再来年か？ 
 

•日本はSociety 5.0（第５期科学技術基本計画） 
– サイバー空間とフィジカル空間（現実社会）が高度に融合した

「超スマート社会」を未来の姿として共有し、その実現に向け
た一連の取組をいう 

– 製造業に止まらず、IoT/CPSのビジョンを描き、産官学一体で
推進している 



41 Copyright © 2017 EXA CORPORATION 

IoT推進コンソーシアム(ITAC)が活発に活動 

•経産/総務主催で産学官連携のIoT推進コンソーシアム 
– 会長は日本Internetの父、慶應 村井純教授 

– IoTとともに、AI、Big Dataを扱うコンソーシアムでイベントも多い 
 

• Industrial Internet Consortium(IIC)、OpenFog Cpnsortium 、
欧州AIOTI(Alliance for IoT Innovation）と相次いで提携 
– 各組織とは、リアルタイム性や大量のデータ処理等を含め共通の

アーキテクチャ理解に基づいた分野別の実証や、それを踏まえた標
準化等に向けた取組みを実施 

 

•スマートIoT推進フォーラム国際シンポジウムを開催 
– 独Industry 4.0: Andreas Dengel ドイツ人工知能研究所教授(I4.0) 

– 米Industry Internet: Wael William Diab IIC Steering Committee  

– OpenFogコンソーシアム 安田誠 
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IoTは応用領域が多岐に渡り、要求事項が異なる 

•次の特性がある場合はエッジ周辺の処理が必要 

– データー量が多いが、すべてを保存する必要なし 

– リアルタイム応答性能が必要(msec以下) 

•エッジ周辺での処理を嫌うケースもある 

– エッジ処理を極力最小化し、電力消費を抑えたい 

– リアルタイム無用、クラウドのリッチな処理が必要 

•エッジ周辺処理OpenFogコンソーシアム 

– OpenFogの設立メンバー ARM、CISCO、intel、
Microsoft、プリンストン大学 

– IBMはCiscoと連携してFogに取り組む（らしい） 
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IoTでは、センサー群から流れ出るBig Data 対応が必要 ! 

•企業の基幹システム(ERPなど)が生み出すデータ 

 

 

 

•人々が生み出すデータ(Facebook、LINE、Youtubeなど) 

 

 

 

•機械が生み出すデータ(各種センサー、監視カメラなど) 
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Edge 

Edge 

ネットの周縁部(Edge)からCloudに向かってデータが
集まり大河になってクラウドへ向かう 

Clouds 

Edge Edge 

センサー、ビデオ、 
アクチュエータなど 
スマートデバイス 

Cloud  
Gateway 

Cloud  
Gateway 

集約データで
解析など 

センサー、ビデオ、 
アクチュエータなど 
スマートデバイス 

2020年には300億の 
機器が繋がるという 
予想あり（ガートナー） 
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エッジ近くでの処理でスリム化、 

ネット遅延は小さく、寸断も無くす  

IoTの流れるビッグデータとアプリに対応するには、 
  (アプリ例：自動運転車、VR/AR、医療、工場の制御系等) 

•無用なデータは捨て、スリム化した有効データを得たい 

•リアルタイム応答性能のため遅延時間を小さくしたい 

•ネットワークは寸断せず、一定間隔で送受信したい 
 

データ
取得 

データ
保存 

データ
解析 

従来のシステム 

IoT 
機器から
のデータ

取得 

エッジで
データを

削減 

データ
保存 

データ
解析 
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Fog 
Computing 

Fog 
Computing 

IoTはネットの周縁部(Edge)で分散処理をする、 
フォグ・コンピューティングがキーになる 

Clouds 

交通モニターデータ 

医療/健康データ 

エネルギー 
生成・ 
消費データ 

Fog 
Computing Fog 

Computing 

モバイル 
機器データ 

Cloud  
Gateway 

Cloud  
Gateway 
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Fog 
Computing 

Fog 
Computing 

フォグでは AI/Deep Learningの重い処理まで対象 
(PFI社はエッジヘビーコンピューティングと言っている) 

Clouds 

工場Cからのーデータ 
工場Bからのデータ 

風力発電 
プラント 

Fog 
Computing Fog 

Computing 

工場Aのデータ 

Cloud  
Gateway 

Cloud  
Gateway 

AI 

AI AI 

AI 
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Fog 
Computing 

Fog 
Computing 

AIの次は、スマートなフォグ間連携が要求される 
(デマンドチェーン/サプライチェーンから) 

Clouds 

工場Cからのーデータ 
工場Bからのデータ 

風力発電 
プラント 

Fog 
Computing Fog 

Computing 

工場Aのデータ 

Cloud  
Gateway 

Cloud  
Gateway 

AI 

AI AI 

AI 
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フォグ間連携にはブロックチェーンが必須 

•例、AI/フォグ間で、需要予測から生産量を調整
し、スマートコントラクトで自動発注する 

– デマンドチェーン(サプライチェーン)の一部処理が
生産上の機密を守りながら自動化 

 

Fog 
Computing 

Fog 
Computing 

工場Cからのーデータ 
工場Bからのデータ 

風力発電 
プラント 

Fog 
Computing Fog 

Computing 
工場Aのデータ 

AI 
AI 

AI AI 
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IoT関連分野でも、ブロックチェーン＋スマート
コントラクトの応用領域は大変に幅広い 

•工場内の生産管理と、機器の予知保全 
 

•ビル管理システム 

– 光や空調 
 

•都市、道路、鉄道、ガス・電気・上下水
などのインフラ管理（老朽化管理） 

– GIS(地図情報システム)+IoT(センサー/カメ
ラの検知車＋保全車)+ブロックチェーン 
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自動運転車はブロックチェーンでよりスマートに 

•自動運転車はIoTの固まり、カメラ、センサー、アクチュ
エータ（エンジン）、AIまで 
– IoTに、AIとブロックチェーンの情報連携が加わる 

 

•例えばブロックチェーン＋スマートコントラクトで、 
– 電力補給、駐車場探し、洗車とそれら支払い 

– 事故の時の保険金処理を自動化 

– 異常を検出したとき、故障のとき、修理依頼から部品交換、調整ま
でを自動化 

 

•ライドシェアを自動化、管理組織(Ubar等)が無用 
– 契約をスマートコントラクトで自動化、迎えに来るのも自動運転車、

既存ライドシェア・ビジネスに大きな影響 

– 自動運転車は高価格、業務用やカーシェアで伸びる 
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５．おわりに 

サービスの時代の到来と 
EXAソリューションでの応用 
(EXA SmartQA) 



53 Copyright © 2017 EXA CORPORATION 

サービスの時代が到来 

•ユーザー：「所有の満足」から「サービス体験の喜び」へ 
– もの余り時代、自動車の稼働率 は約4%、空き家 13.5%(総務省) 

– ビジネスとしては、「もの」の販売から、サービス体験の提供に変
わり、その対価として利益を得る 

 

•プラットフォーム：スマホとクラウドが新時代の主役 
– サービスの端末はユーザー体験に優れるスマホやタブレット 

– IoTにより、センサーやビデオによる空間状況把握の精度向上 

– インフラはクラウド、リアルタイム応答に強いフォグを活用 
 

•サービスの実装：APIを組合せ、他社と協働し、素早く提供 
– ユーザー体験はスマホアプリのチャットボットが主役になる 

– AI、ビッグデータ分析、高度検索等は適切なAPIと連携する 

– ブロックチェーン/スマートコントラクトで契約までできる 
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Industry Internetのリーダー企業のGEは、 
あらゆるビジネスをサービス化、「成果を売る企業」へ大変革 

•リーマンショック後、製造業に回帰し、一気にデジタル化 
– リーマンショックで業績に深刻なダメージを与えた金融部門を売却 

 

•GEデジタル化の構成要素は次の3つ 
– 文化：データサイエンティストのようなタレント集めと、 

GE流リーンスタートアップの方法論「FastWorks」の社内浸透 

– 技術：インダストリアルインターネットのためのプラットフォーム
「Predix」を開発してPaaS化、PredixはOT（産業機器の制御技術）とITを結
びつけ、機械学習やAI、物理シミュレーションなど、産業デジタル化に必要
な機能を「マイクロサービス」として提供 

– ビジネスモデル：顧客の成果を起点とする新ビジネスモデルへ転換、データ
分析と物理シミュレーションの組み合わせで、アセット（産業用機器）の生
産性向上を図る 

 

•あらゆる産業用設備資産を「… as a Service Model」へ変換 
– 例）LED事業の新部門カレントはLED照明設備に情報や分析サービスなどを

パッケージングした「エナジー・アズ・ア・サービス」を提供 
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EXAもサービス提供をリスタート！ 

•その第一段が、「EXA AI Smart QA」 
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56 

IBM Watsonを活用したチャットボットソリューション  

「EXA AI SmartQA」 
(エクサ エーアイ スマートキューエー)  

のご紹介 
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スマートなチャットボット 

EXA AI SmartQAのご紹介 

LINE/LINE WORKSをユーザーインターフェイスにし、 
問い合わせ自動応答システムを簡単に作成 

AI LINE × 

自動応対 
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LINE画面（ユーザー向け）のご紹介 

58 

質問入力 

スマホの音声認識機能による入力も提供 

回答 

確度の高い回答上位3つを表示。URLや電話
番号から直接Web/電話誘導も可能 

アンケート 

回答満足度を確認し、次回学習データ更新
の参考にすることができる 

応対者への連携 

回答が満足されなかった場合や自動回答が
出来なかった場合はオペレータに連携し、 
オペレータがトーク画面で回答する 
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EXA取り組み例紹介と将来 

EXA AI SmartQAのビジョン 

•LINE（or LINE WORKS）をユーザーインターフェイスにして、 
AI＋ブロックチェーン/スマートコントラクトで、ビジネス拡大を狙う 
– 例：商品のQ&Aから、発注の契約、さらに修理依頼まで 

 

AI 

LINE 

自動応対 

ブロックチェーン 
/スマートコントラクト 
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EXA AI SmartQA の詳細は、 

「EXA smartqa」で検索下さい 

60 

http://www.exa-corp.co.jp/solutions/ai/Smart_QA.html 

http://www.exa-corp.co.jp/solutions/ai/Smart_QA.html
http://www.exa-corp.co.jp/solutions/ai/Smart_QA.html
http://www.exa-corp.co.jp/solutions/ai/Smart_QA.html
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まとめ 

•Internetの進化と共に、AI、VR、IoTなどの技術
の完成度が急速に高まっている 

 

•仮想通貨/ブロックチェーンは突然登場した新
技術、創造的破壊でInternetを価値のネットに変
える 

 

•IoTの浸透・振興と共に、『物理世界』と拡大す
る『サイバー空間』の融合が進む 

– 両空間が協調して設計～運用の効率化を図るデジタ
ルツインから、物理空間は最終段階にしか顔をださ
ない「サイバー・ファースト」の時代が到来する 
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ご清聴いただき 
ありがとうございました！ 

サービス時代の到来に向け、API連携、クラウ
ド間連携などベストな組合せのサービスを探求
し、お客さま、パートナーさまと未来に続くエコ
システムを作る所存です。 
 
今後とも、エクサ、 EXA AI SmartQA、 
そして札幌ブリッジをよろしくお願い致します！ 

おわりに 

※ 本資料に記載されているロゴ、システム名称、 企業名称、製品名称は各社の登録商標または商標です。 


