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代表幹事ミッション

米国
（サンフランシスコ・ベイエリア）

経済同友会が目指す「Japan 2.0 最適化社会」に向けた示唆を得ることを目的に、
2016年から実施している代表幹事ミッションの派遣。初年度のイスラエル、中国、
米国、昨年度の欧州に続き、本年度は米国を訪問した。世界規模での産業・社会構造
の変革の最前線に立つサンフランシスコ・ベイエリアで得た知見を報告する。
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■ Introduction

第４次産業革命の最前線から目指すべき方向を考察
最新動向とルール、エコシステムのあり方を調査

経済同友会では、創立70周年を迎えた2016年度から代表
幹事ミッションを実施している。今回のミッションは、2016
年４〜５月のイスラエル（エルサレム、テルアビブ）、７〜
８月の中国（北京）、９月の米国（ワシントンD.C.）、2017年
10月の欧州（パリ、ロンドン）に続く第５弾として実施。10
月８日（月）〜13日（土）の日程で、小林喜光代表幹事が団
長を、朝田照男副代表幹事（国際関係委員会担当）が副団
長を務め、団員７人を含む総勢18人が米国、サンフランシ
スコ・ベイエリア（シリコンバレーを含む）を訪問した。

今回の米国ミッションの目的は、第４次産業革命によっ
て世界規模での産業・社会構造の変化が起こりつつある中
で、その最前線に立つ現地のハイテク企業、ベンチャーキャ
ピタル、大学、研究機関を訪問し、経営者や専門家などと
意見交換を行うことで、今後日本が目指すべき方向を考察
することであった。具体的には、主に三つの問題意識に基
づいて意見交換を行った。

第一の問題意識は、高い競争力を持つGoogle／グーグル
などのテクノロジー企業やOrbital Insight／オービタル・

インサイトなどのテック系スタートアップ企業などの、
AIなどの先進デジタル技術によるイノベーションの最新動
向を調査することだ。

第二に、ビッグデータの解析がイノベーションの鍵とな
る中で、データ所有・利活用のあり方や自動運転などの先
進技術の進展に伴うルールを探ることである。

そして第三に、エレクトロニクス、半導体、ソフトウェ
ア、通信、インターネットと主役は交代しても次々にイノ
ベーションが生まれてきたシリコンバレーのように、イノ
ベーションを持続的に生み出すエコシステムのあり方につ
いて意見交換することである。

世界規模での変化の最前線に立つサンフランシスコ・ベイエリア。
現地における最先端デジタル技術やイノベーションの最新動向への理解を深めるともに、
その進展に伴って必要なルール作りやイノベーションを持続的に生み出すエコシステムのあり方を探った。

今後の日本のイノベーションには
何が求められるのか

団員名簿　　　　　　　　　　　 　　 ※敬称略。役職は派遣当時

■団長（代表幹事）
　小林 喜光（三菱ケミカルホールディングス 取締役会長）
■副団長（国際関係委員会担当 副代表幹事）
　朝田 照男（丸紅 取締役会長）
■団員
　＜副代表幹事＞大八木 成男（帝人 相談役）
 程 近智（アクセンチュア 相談役）
 横尾 敬介（副代表幹事・専務理事）
　＜委員長＞ 小柴 満信（JSR 取締役社長）
 志賀 俊之（日産自動車 取締役）
 間下 直晃（ブイキューブ 取締役社長CEO）
 山添 茂（丸紅 副会長）
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この３年半、代表幹事ミッションとして、イスラエル、北
京、ワシントンD.C.、パリ、ロンドンと、世界各地を視察
し、グローバルな変革のうねりに接してきた。

そして今年度は、これまでの総括としてシリコンバレー
を訪問した。今からかれこれ 30 年以上前の話になるが、
ストレージメディアの事業を担当していたころ、サンノゼ
界
かいわい

隈には通い詰めた。当時は「重さのある経済」から「重
さのない経済」への移行が加速していた時代で、シリコン
バレーには大手コンピューターメーカーを頂点とするヒエ
ラルキーが存在していた。重厚長大産業に比べれば格段に
軽くなったといえ、それでもまだそれなりの重さがあった。
しかし20年前からGoogleなどテクノロジー企業が次々に誕
生して、ビジネスの主戦場は完全にサイバー空間に移った。
その重さが文字通り「ゼロ」であることを考えると、隔世
の感がある。

『サピエンス全史』や『ホモ・デウス』、そして今年８月に
『21 Lessons for the 21st Century（英語版）』を著した歴史家

ユヴァル・ノア・ハラリは、データの所有こそが価値の源
泉となる『データイズム』の時代が到来すると喝破した。
世界中から膨大なデータを集めるシリコンバレーの企業群、

そしてそのエコシステムはどこへ向かおうとしているのか。
そのような問題意識を持って今回の訪問に臨んだ。

「コンピュテーショナル・デザイン・シンキング」。これは
今回のミッションで拾ったキーワードである。製品やサー
ビスあるいはビジネスモデルも含め、あらゆる事象をAIの
助けを借りてデザインする思想のことである。このアプロー
チで経営にあたる企業とそうでない企業の差は、これから
指数関数的スピードで開いていき、あっという間に勝負が
ついてしまうだろう。プラットフォーマーを生み出せず、
すでに劣勢に立たされている日本勢としては、このままで
は厳しさは増すばかりだ。

だが、まだチャンスはあるはずである。日本の強みであ
るリアルデータの世界を、サイバー空間といかに巧みに融
合させることができるか。そして、日本人が得意とする混
ぜご飯のように、えも言われぬクオリティーとバリューを
いかに創出していくことができるか。CPS＊が主戦場となる
中、例えば、気候変動、資源枯渇、エネルギー、あるいは
健康、医療など、地球や人類のサスティナビリティに貢献
するテーマは、日本が優位性を発揮できる分野ではないだ
ろうか。

しかし、経営者に最も必要とされるのはリスクに賭ける
志と情熱であり、心の内なる岩盤を壊し、自己変革を行う
勇気ではないか。これが、これまでの一連の代表幹事ミッ
ションでの総括である。

＊CPS：Cyber Physical Systems

■小林喜光代表幹事 ミッション総括

データイズムの時代??

 ９日(火)　　　　　　　　　　　　　　　  　
■Google／グーグル
■Apple／アップル
 10日(水)
■Toyota Research Institute／
　トヨタ・リサーチ・インスティテュート
　ギル・プラット／CEO
■WiL／ウィル
　伊佐山 元／共同創業者＆CEO
■Orbital Insight／オービタル・インサイト
　マイク・キム／APAC地域営業責任者
■スタンフォード大学
　ランディ・リビングストン／CFO

 11日(木)　　　　　　　　　　　　　　        
■世界経済フォーラム 第四次産業革命センター
　ツビィカ・クリーガー／技術政策部門長
■Geodesic Capital／ジオデシック・キャピタル
　ジョン・ルース／元駐日米国大使
■Salesforce.com（セールスフォース・ドットコム）
　中須 祐二／常務執行役員

12日(金)
■グラッドストーン研究所
　山中 伸弥／上席研究員

（2018年10月８日〜13日） ミッション日程 主な訪問先
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データの世紀に求められる
コンピュテーショナル・デザイン・シンキング

世界の時価総額を牽
けんいん

引する企業が集積するシリコンバレー
を訪問し、IT技術の変化の中で、多くの企業がデータを所
有して解析することを競争力の源泉とし、莫大な経済的価
値を生み出しているということをあらためて認識させられ
た。

例えば、今回訪問したOrbital Insight社は、衛星写真と
AIによる画像認識の向上により、石油などの資源エネルギー
をはじめとする地球上のさまざまな在庫量を把握し、需要
予測の精度を劇的に上げることにより経済的価値を生み出
している。

AIの研究・開発関係者であるGoogleのMukund Sunda-
rarajan／ムクンド・スンドララジャン氏は、シンギュラリ
ティの到来については懐疑的であった。AIは知の「スケー
ル」ではすでに上回っているが、「クリエーティビティ」で人
より優位に立つ見込みはまだないという。

AIやロボットが果たす役割が大きくなることは疑いよう
のない事実だが、人間が果たすべき役割も残されている。
従って今後は、人間のクリエーティビティとデータを結び

付けることが重要になる。その意味で、企業経営において
は、データサイエンティストが果たす役割がより大きくな
るとのことだった。

コンピュテーショナル・デザイン・シンキングに沿って
経営がなされている日本企業は皆無に等しい

第４次産業革命の時代においては、AIによるデータ解析
によってビジネスモデルや社会のあり方をデザインする「コ
ンピュテーショナル・デザイン・シンキング（computational 
design thinking）」が重要であるが、実際にこの思考方法
に沿って経営がなされている日本企業は皆無に等しいとい
う発言もあった。日本企業が大手テクノロジー企業の後塵
を拝し続けている決定的な理由が、そこにあるのかもしれ
ない。

AIの進化に伴い、サイバーセキュリティーの世界も日々
進化している。世界のデータ管理は大半がクラウド化して
いるが、多くの日本企業はいまだに自前のサーバーを所有
し、独自システムでデータを管理している。汎用性の低い
システムを利用している結果、日本企業のセキュリティー
システムは３世代前のレベルにとどまっており、強い危機
感を持って刷新されるべきとの警告もあった。

■ Theme 1

米国企業の最先端技術は、どこまで進展しているのか。
そこで重視されているテーマは何なのか。
シリコンバレーを拠点とするハイテク企業の最新動向を探った。

先進デジタル技術による
イノベーションの最新動向

Google本社を視察
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本格的な活動が始まる第四次産業革命センター
鍵を握るのはデータポリシー

最近では、米国の巨大テクノロジー企業がデータを寡占
しているのでは、という認識に基づき、データ規制を巡っ
て国家間のせめぎ合いが激しさを増している。EUは、2018
年5月 にGDPR（General Data Protection Regulation）に
より厳しいデータ保護規制を導入し、欧州域内の個人情報
データの保護を強化し、データの自由な流通に一定の制限
を設けている。中国は、サイバーセキュリティー法により
中国で収集した個人情報や重要データの海外移転を禁止し
ている。

世界経済フォーラム第四次産業革命センターは、イノベー
ションがもたらす恩恵をいかに社会全体が享受できるかと
いう問題意識に基づき、政策の枠組みについて議論する場
として昨年設立。鍵を握るのはデータポリシーで、国や地
域によって異なる法や政策を超えて、グローバルなレベル
で政策立案に注力していくとのことであった。世界各国で
保護主義の勢いが高まる中、いかに共通ルールや政策を推
進していくことができるか。本格的な活動はまさにこれか
らで、日本としても官民で連携して取り組む必要がある。

自動運転にかかわる法とルールの確立
無人自動運転車を事業化する壁の厚さ

第４次産業革命の代表的分野である自動運転技術につい
て、人間のドライバーの安全を補助する自動運転技術は、
日進月歩の勢いで研究開発が進んでおり、実用化までの道
のりは遠くない。一方、無人運転については倫理的、社会
的課題を乗り越えない限り、いつ実現するか予想すること
ができない状況に変わりはない。

現時点のAI技術は完璧なものではなく事故を起こすリス
クはゼロではないため、無人自動運転車による事故犠牲者
に対する責任を誰がどのように負うのか明確にし、法とルー
ルを確立していく必要がある。無人自動運転車が事故を起
こした場合、仮に法律的に問題はなくとも、結果としてブ
ランド価値を大きく毀

き

損
そん

するリスクがあり、自動車メーカー
が無人自動運転車を事業化する壁の厚さが感じられた。国
家による強い統制が可能なシンガポールや中国では、世界
に先駆けて無人自動運転が進む可能性があるという。その
一方で、米国や日本では、走行エリアを限定したり、低ス
ピード走行を義務付けたりしない限り、無人自動運転の実
現性はいまだ低いというのが関係者の見立てであった。

■ Theme 2

今後のイノベーションの鍵を握るとされるビッグデータの解析。
それを取り巻く状況とデータ所有・利活用のあり方を探る。
また、今後の自動運転の実用化に向けた課題を明確にする。

先進技術の進展に伴う
ルール作り

Toyota Research Instituteでの懇談

WiL 伊佐山CEOとの昼食懇談会

スタンフォード大学幹部との懇談
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イノベーションが次々に生まれるカリフォルニアは異国
外部とのオープンな連携は必要不可欠

主にシリコンバレーの企業群が生み出すカリフォルニア
州単体のGDPは、米国、中国、日本、ドイツに次いで世界第
５位の規模だ。複数の人々から、「ここは異国（foreign cou-
ntry）である」との声が聞かれた。企業独自の研究開発には
限界があり、産学官の委託・共同研究、スタートアップへの
出資、M&Aなど、さまざまな種をまきながら、将来有望な
先進技術を獲得しようとしている。例えばToyota Research 
Institute／トヨタ・リサーチ・インスティテュートはToyota 
AI Ventures／トヨタ・AI・ベンチャー（１億ドル）を立ち上
げ、有望なベンチャー企業への出資を行っている。大学や
研究所にとっても、企業とのコラボレーションは不可欠で
ある。グラッドストーン研究所でも、25年前までは全ての
研究開発が研究所の中だけで行われていたが、現在は企業
からの投資を呼び込むなど、外部との連携なしに研究開発
を行うことはできない。スタンフォード大学やハーバード
大学などの米国有名大学は、ガバナンスの形態は一様では
ないが、自律的経営がベースとなりイノベーションを生み
出すエコシステムの一翼を担っている。

最先端企業では高い倫理観もレビューされる
「心理的安全性」を担保するための職場環境も整備

シリコンバレーの最先端企業は自由と多様性を重んじる
一方で信用を重んじるビジョンを掲げ、顧客データの取り
扱いに厳しいルールを定めている。テクノロジー企業への
世間からの視線が厳しさを増す中、従業員には開発に必要
な能力だけでなく、極めて高いレベルの透明性と倫理性が
求められる。例えばGoogleには毎年約250万人の入社希望
があり、約１万人が採用されるが、複数人によるインタビュー
や採用委員会への付議など、手間暇をかけた検討がなされ
ている。その中で、「Googleらしさ（Googleness）」として、高
い能力と高い倫理観が厳しくレビューされる。入社後は最
新テクノロジーによって社会的課題を解決するなどのミッ
ションの浸透が図られ、厳選された人材が開発などに没頭
できるよう、「心理的安全性」を担保するための職場環境が
整備されている。世界を代表する数々の巨大テクノロジー
企業を生み出すシリコンバレーだが、スタートアップの成
功率は低い。成功したスタートアップやテクノロジー企業
が過剰に喧

けんでん

伝され、多くの悲劇がその裏に隠されているこ
とはあまり伝えられていないとの声もあった。

■ Theme３

シリコンバレーでは最先端のイノベーションが持続的に生み出されている。
産学官の連携をはじめ人材の採用・活用など、
イノベーションを持続的に生み出すエコシステムの実態に迫った。

イノベーションを持続的に生み出す
エコシステム

Geodesic Capitalにてジョン・ルース元駐日米国大使らと懇談

Salesforce.com本社訪問

世界経済フォーラム 第四次産業革命センターを訪問
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リソースを有する大企業を核に
企業、大学、研究機関の連携が重要

シリコンバレーにおける日本勢の減退も由々しき問題の
一つである。シリコンバレーにおいては、有名IT企業や大
学、出身国などさまざまなつながりをベースにしたグルー
プがあり、存在感を発揮している。日本人の存在感が低下
する中、日本の結束を高めるべきとの声もあった。

ノーベル賞を受賞した山中伸弥氏が在籍するグラッドス
トーン研究所では日本人の研究員の数は以前に比べて減っ
ており、中国人、韓国人の比率が３分の１を占めるまでに
なり、インド人研究者も増加しているとのことであった。

そして、日本企業によるシリコンバレー拠点に対するガ
バナンスにも課題がある。経営者がシリコンバレー拠点の
活動に対する理解を深めつつ、活動に一定の自由裁量を与
えるべきであり、「太陽と地球」のような相互依存関係を維
持するべきとの発言もあった。

また日本の特徴として、「大企業に人材、資金などのリソー
スが集中し、研究開発が自前主義に陥っている」「人材の流
動性が低い」といった課題がある。

従って、日本らしいエコシステムを構築するためには、

大企業を中心とする経営者がマインドセットを変革し、リ
ソースを有する大企業を核に、スタートアップ企業、大学、
研究機関などが連携していくことが望ましい。

■ Theme ４

今回の米国訪問からわれわれは何を学ぶべきなのか。
今後の日本はどうあるべきなのか。
各方面との意見交換を通して見えてきた方向を総括する。

今後の日本の方向性

同研究所で山中上席研究員と懇談

グラッドストーン研究所を訪問

「Japan 2.0」シンポジウム開催のご案内
テーマ：「Japan 2.0 最適化社会の設計と企業経営者の役割」（仮題）

経済同友会は、2021年以降を「Japan 2.0」
と位置付け、戦後100年、シンギュラリティを迎
えるともいわれる2045年に向けて、目指すべ
き社会の姿およびその実現のために企業経営者
がなすべきことについての提言を12月に発表し
ます。これを機に、シンポジウムを開催します。

プログラム
13：00 開会（受付開始12：30）

【第一部：基調講演】
　小林 喜光 経済同友会 代表幹事（三菱ケミカルホールディングス 取締役会長）

【第二部：パネルディスカッション】13:30〜15:00
≪パネリスト≫
　小林 喜光 経済同友会 代表幹事（三菱ケミカルホールディングス 取締役会長）
　新浪 剛史 経済同友会 諮問委員会 委員長（サントリーホールディングス 取締役社長）
　伊佐山 元 WiL General Partner & CEO
　妹尾 堅一郎 産学連携推進機構 理事長
≪モデレーター≫
　程 近智 経済同友会 副代表幹事／Japan2.0検討PT 委員長（アクセンチュア 相談役）

本件お問い合わせメールアドレス：sympo20181214doyu@doyukai.or.jp

日　時　 2018年12月14日（金）
　　　　 13:00〜15:00（受付開始12:30）
場　所　 千代田区内の会場を予定

参加費　 無料

定　員　 300名（定員になり次第締め切ります）


