
そ
の
発
想
に

未
来
は
あ
る
か
？

新事業や
経営を担う
次世代

リーダーへ！

テクノロジー
インパクト
2 0 3 0
人工知能（AI）編



競争環境ががらりと変わる、多分野を巻き込んだ大きな変革が起ころうとしています。

この変革の波に、あなたは乗りますか、抗いますか、あるいは退散しますか…

2030年には決着がつく可能性は高いですが、“2030年までは時間がある”と考えるのは危険です。

勝者になる道を選択する時期は“まさに今”です。

時代の変革に抗うのは簡単ではありません。そもそも退散する選択肢もありません。

潮流に乗って攻める以外に手はありません。

攻める“武器”はいくつもあります。

その重要なキーワードは、人間の英知を凌駕する人工知能（AI）です。

日経ビジネススクール「テクノロジーインパクト2030 人工知能（AI）編」では、

AIの可能性を理解できるだけでなく、

AIをビジネスに結びつける発想と実践の手法も探ります。

2030年、あなたの会社は
AIに駆逐されていますか……
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人工知能（AI）の可能性を知る先進事例

2017年2月22日（水） 13：00～17：00

第1回

人工知能（AI）の研究開発が凄まじい勢いで進んで
います。AIを活用した画期的な事業を展開する第一
人者が、AIが切り開く今後の世界を解説します。

講師
岡田陽介氏
ABEJA 代表取締役社長CEO
武田秀樹氏
FRONTEO 取締役 最高技術責任者
行動情報科学研究所 所長
有井勝之氏
メタップス データインテリジェンス統括部 マネージャー

IoTとビッグデータ
～何をAIと結びつけるか～
2017年3月8日（水） 13：30～17：30

第2回

日本における数々のIoT関連プロジェクトに携わる
東京大学 森川氏が、IoTが切り開く今後の姿を解説
します。加えて、産業技術総合研究所がAIとIoT、
ビッグデータの連携による価値創造ついて注目事
例と導入ポイントを紹介します。

講師
森川博之氏
東京大学 先端科学技術研究センター 教授
杉村領一氏
産業技術総合研究所 上席イノベーションコーディネーター 
人工知能研究センター 連携推進チーム長

新規事業開発、事業転換
～自社ビジネスへの落とし込み～
2017年3月15日（水） 10：00～17：00

第3回

新しい発想を生み出すための基本的理論と具体的
アプローチ、アイデアを事業モデルに進化させるス
テップとポイントについて解説。ワークショップで新
しい発想や価値を生み出すアイディアを検討してい
きます。

講師
秦 充洋氏
ミレニアムパートナーズ代表取締役
一橋大学商学大学院MBAコース講師
NPO法人ヘルスケアリーダーシップ研究会理事
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自社事業のAI活用を
  3ステップで学びます。

新しい価値と顧客を生む組み合わせを考える

ステップ 1 第一人者から先進事例と
将来の姿を学ぶ

ステップ 2 何をAIと結びつけるかを
開発・実用化の現場から学ぶ

ステップ 3
ワークショップを通して、
新しい発想を事業化する
アプローチを学ぶ

講義
❶
P.5

講義
❷
P.6

講義
❸
P.7

産業AI 新ビジネス

画像認識　音声認識
予測分析　異常認知
自然言語処理

etc.

自動車
製造　金融

流通　医療　食品
etc.



AIの覚醒、そして私たちの未来
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　未曾有の変化。陳腐な言い方です。またか。そう思
われる方が多いかもしれません。けれど、実際にいま
進行していることは、そうとしか表現しようのないも
のなのです。
　改めて言います。いま人類は、少なくとも近世以
降は経験したことがない、大きな変化のなかにあり
ます。例を挙げてみましょう。一つは、先進国から新
興国へのパワーシフトです。
　19、20世紀を通じてずっと、欧米などの「先進国」
が世界の富を独占してきました。2000年時点にお
いても、世界のGDPの約8割はG7を中心とした先
進国が稼ぎ出していたのです。この構造が顕著に変
わり始めたのはリーマン・ショックあたりでしょうか。
新興国の急速な経済成長によって、相対的に先進国
の力が弱まりつつあります。この傾向はさらに加速
し、2030年には世界の富の半分は新興国が生み出
すことになるでしょう。
　この裏付けとなっているのが、人口推移です。いま
世界は人口爆発期ともいえる状況にあります。前の
東京オリンピックが開かれた1963年の世界人口は
32億人ほどでした。それが、2000年ころには60億
人を突破し、現在は73億人ほど、2020年には77億
人、2030年には84億人に達しているでしょう。

世界の様相は一変する

　その人口爆発を牽引しているのが新興国です。つ
まり、新興国は人口ボーナスを背景に急速な経済成
長を続けているわけです。結果として深刻に懸念さ
れるようになったのが、食糧、エネルギー、水などの
不足と奪い合いです。もちろんそれは氷山の一角
で、あらゆる地域、分野で激烈な変化による歪みが
生まれ、社会問題が噴出するであろうことは想像に
難くありません。
　一方で、先進国は軒並み人口を減らし続けていま
す。いわゆる少子高齢化ですが、日本のそれは、欧州
諸国などよりはるかに急激なのです。日本は世界に
先駆けて、ここでも「人類がこれまで経験したことが
ない」少子高齢社会を体験することになるでしょう。
　実は、新興国にもその影は忍び寄ってきていま
す。例えば韓国はすでに人口減少の局面に入ってお
り、中国がこれに続きます。つまり、成長の順を追っ
て少子高齢化が襲い掛かってくるわけです。注目す

べきは、経済成長も少子高齢化も、あとになるほど
変化の度合いが急激になっていくということでしょ
う。
　恐ろしいのは、こうした未来は確実に訪れるという
ことです。人口予測は、まず外れない。その結果とし
て、世界は様相を一変させるほどの変化を私たちは
体験する。それは確実に起こることなのです。

既存産業とICTの融合、
そしてAIの覚醒

　こうした変化に対応する手段として、極めて重要な
のが「科学技術」の力です。そもそも欧米への富の集
中は、産業革命がもたらしたものだともいえます。つ
まり、科学技術の進化によって引き起こされる変革
は、それ単体でも世界の様相を一変させるほどの破
壊力を秘めているのです。
　その大変革は、すでに準備されつつあります。主
役は、広い意味でのICT（情報通信技術）になるでしょ
う。
　歴史を振り返れば、人類の繁栄を支えてきたのは
生産性の向上であり、近世の急成長は「工業化」に
よって達成されたといえるでしょう。人手頼りの手工
業から少ない人手で量産を可能にする装置産業へ
のシフトを果たし、ロボット、ICTなどを導入しつつそ
の高度化を進めてきたわけです。繊維、機械、電子な
ど多くの分野でこれが進行し、そのことが社会に大
きな影響を与えてきました。
　けれど、見渡せば「人手頼り」の産業分野はまだま
だあります。医療、農業、金融を含むある種のサービ
ス業、職種では、経営、教育、物流/運輸などがそれに
該当するでしょう。
　ほとんど確かなことは、これらの分野でかつてな
いほどの生産性向上が達成され、そのことが全産業
に影響を及ぼしていくということです。その推進力と
なるのが、いわゆるICTでしょう。
　クラウドの出現、ビッグデータの誕生、それを糧と
したAIの覚醒。科学技術が進展しAIが人類の知能の
総和を超える「シンギュラリティ」と呼ばれる水準に
近づいていくことで変化は加速し、波及する範囲は
劇的に広がっていくはずです。あらゆるビジネスの
成否は、この変化にどう対応し、直面する社会課題の
解決に結びつけていくかにかかっているのです。



ABEJA 代表取締役社長CEO

1988年生まれ。10歳からプログラミングをスタート。高校で、コンピュータグラフィ
ックスを専攻し、文部科学大臣賞を受賞。大学では、3次元コンピュータグラフィックス
関連の研究を複数の国際会議で発表。リッチメディアに入社し、6カ月で最年少事業本
部マネージャー昇格。四半期で数億円の事業開発を担当。その後、シリコンバレーに
滞在し、人工知能の革命的進化を目の当たりにする。日本に帰国後、ABEJAを起業。

FRONTEO 取締役 最高技術責任者
行動情報科学研究所 所長

1996年、早稲田大学を卒業、専攻は哲学。自然言語処理を応用した情報発見を得
意とする。複数のベンチャーで新規事業の立ち上げに参画後、2009年FRONTEO
（旧UBIC）入社。多彩なバックグラウンドを持つ研究者、開発者を集め、人工知能KIBIT
の研究開発を指揮する。証拠発見・調査分野への人工知能適応に取り組み、世界に
先駆けてアプリケーション開発に成功している。言語処理学会、人工知能学会会員。

メタップス データインテリジェンス統括部 マネージャー
2007年、東京工業大学大学院理工学研究科物性物理学専攻修了。アクセンチュ
アでは、コンサルタントとして官公庁改革プロジェクトに従事。2009年よりBNP
パリバ・カーディフにて、アクチュアリーとして先進医療等の新規保険商品開発や
保険リスクの評価を行う。2013年より楽天にて、データサイエンティストとしてオ
ンライン上における顧客行動データをもとに人工知能を使った新サービスの開
発やデータサイエンスのスキーム作り等をリード。その後、2016年メタップス入
社。既存事業の強化及び効率化、新規事業開発プロジェクトを手がけている。
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岡田陽介氏

武田秀樹氏

有井勝之氏

人工知能（AI）の可能性を知る先進事例
2017年2月22日（水）13:00～17:00
岡田陽介氏　ABEJA 代表取締役社長CEO
武田秀樹氏　FRONTEO 取締役 最高技術責任者 行動情報科学研究所 所長
有井勝之氏　メタップス データインテリジェンス統括部 マネージャー
コーディネーター ： 上田敬　日本経済新聞社 編集企画センター

第1回

講師

 人工知能（AI）の研究開発が凄まじい勢いで進んでいま
す。研究者の予想を大きく上回る速さでめざましい成果
が相次いで登場しています。この勢いは今後も続き、
2026～2035年には人間と同程度の能力を備えたAIが
完成し、経営や政策決定のような業務オペレーション分野
での活用が大きく進展するとみられます。
　第1回では、AIを活用した画期的な事業を展開する第
一人者が、AIが切り開く今後の世界を解説します。

▶AIが切り開く新産業や既存産業の変革する姿を理解い
ただけます。

▶AIの適用範囲は広く、各業界で大きな変革を起こす可
能性があることを把握いただけます。

概　要

ねらい

PROFILE 講師プロフィール

CURRICULUM カリキュラム

講義1【講師：岡田陽介氏】
●第四次産業革命をリードするIoT、
　ビッグデータ、人工知能の可能性
＜ABEJAの特徴＞
ABEJAは、IoT、ビッグデータ、人工知能。
この3つの先進技術をあわせ持ち、ディー
プラーニングを活用した産業構造変革をサポートしています。
2012年から、国内外の大学・研究機関と密接に連携し、ディー
プラーニングを含めた人工知能技術の研究開発を行ってい
ます。人工知能技術のビジネスへの導入気運が高まる昨今、
各社が活用方法を模索するなか、小売・流通を皮切りに、すで
に100店舗以上へのサービス導入を実現しています。

講義2【講師：武田秀樹氏】
●FRONTEOが考えるAIが切り開く未来
＜FRONTEOの特徴＞
FRONTEOは、これまで人が社会や企業で
蓄積してきた感覚や知見、暗黙知などを活
用し、人の能力を最大化する人工知能の開
発に取り組み、実践しています。例えば、ホワイトカラーの生産
性を効率化し、データを見ることや分析を人工知能に任せ、本
来、人が行うべき、目的の設定や決断に多くの時間を割けるこ
とを目指しています。現在、ヘルスケア、ビジネス・インテリ
ジェンス、マーケティング、リーガルの各分野で事業を進展し
ています。

講義3【講師：有井勝之氏】
●人工知能が変えるビジネスの世界
＜メタップスの特徴＞
メタップスは企業理念として「世界の頭脳に
なる」を掲げ、コンピュータにあらゆるデー
タを学習させ、人々の最適な意思決定を支
える頭脳になることを目指すとしています。「テクノロジーで
お金の在り方を変える」をミッションに、テクノロジーを駆使し
て世界中に埋もれている価値を発見し有効活用することで、
お金に依存しない新しい経済の仕組みを実現するとしています。

＊内容は一部変更する可能性があります
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IoTとビッグデータ
～何をAIと結びつけるか～
2017年3月8日（火）13:30～17:30
森川博之氏　東京大学 先端科学技術研究センター 教授
杉村領一氏　産業技術総合研究所 上席イノベーションコーディネーター 人工知能研究センター 連携推進チーム長
コーディネーター ： 大久保 聡　日経BPクリーンテック研究所 上席研究員

第2回

講師

　人工知能の活用を考えるうえで切り離せないのがIoT
（Internet of Things）の動向です。IoTではインターネッ
トにつながるモノに限定はなく、身の回りや社会を構成す
るすべてのモノが対象になります。実世界の人々の行動
から得られるデータがAIと結びついたとき大きなイノ
ベーションを生みます。第2回では、日本における数々の
IoT関連プロジェクトに携わる東京大学 森川博之氏が
IoTが切り開く今後の姿、産業技術総合研究所 人工知能
研究センターがAIとIoT、ビッグデータの連携による価値
創造ついて解説します。

▶IoTが切り開く新産業や既存産業の変革する姿を理解
いただけます。

▶AIとIoT、ビッグデータの連携による価値創造について
ご理解いただけます。

概　要

ねらい

CURRICULUM カリキュラム

講義1【講師：森川博之氏】
●IoTが切り開く今後の姿

講義2【講師：杉村領一氏】
国立研究開発法人 産業技術総合研究所人工知能研究センター
は、ビッグデータを解釈して価値に変える人工知能技術への社
会ニーズが高まるなか、2015年5月に設立。実社会のサービス
から得られる大規模データを活用しながら先進的な人工知能
技術の研究開発を推進している。人工知能の実用化やベン
チャー企業の創出、それらを通じた基礎研究の進展という好循
環を生み出すプラットフォームとなることで、基礎研究と実サー
ビスとのギャップを縮め、インパクトのある人工知能技術の研
究開発を目指している。多くの企業の事例を支えており、注目
事例を含め、導入ポイントを紹介する。

出所：『日経エレクトロニクス』、2014年1月6日号

PROFILE 講師プロフィール

森川博之氏 杉村領一氏

あらゆる機器がネットに接続

M

M

M
M

M
M

M

M

M

M
M

M M

M

M M

クラウド

コストを削減する技術開発
システム開発とハードウエアの
低価格化、安価な通信料金プラン

新しい収益モデルの構築
関係者による利益とコストの
新しい共有形態の創造

多様な業界の理解
通信やデータの活用で生まれる
新しい付加価値の考案

これからの進展

M2M本格期

1987年、東京大学工学部電子工学科卒。1992年、同
大学院博士課程修了。工学博士。2006年、東京大学教
授。2007年より現職。ユビキタスネットワーク、セン
サーネットワーク、モノのインターネット/M2M/ビッグ
データ、無線通信システムなどの研究に従事。電子情
報通信学会論文賞（3回）、情報処理学会論文賞、ドコモ
モバイルサイエンス賞、総務大臣表彰、志田林三郎賞
など受賞。新世代M2Mコンソーシアム会長、OECDデ
ジタル経済政策委員会（CDEP）副議長など。総務省情
報通信審議会委員、国土交通省研究開発審議会委員、
文部科学省科学技術・学術審議会専門委員など。

1980年京都大学工学部情報工学科卒、松下電器産業
入社。先端技術研究所モバイルネットワーク研究所所
長、パナソニックモバイルコミュニケーションズ社基本
システム開発センター所長等を歴任。2012年NTTド
コモ マーケティング部戦略アライアンス担当部長、13
～15年TIZEN ASSOCIATION Chairman、14年プ
ロダクト部プロダクトイノベーション担当部長。16年
より国立研究法人産業技術総合研究所 情報・人間工
学領域 上席イノベーションコーディネーター。

東京大学 先端科学技術研究センター 教授
産業技術総合研究所 上席イノベーションコーディネーター 
人工知能研究センター 連携推進チーム長

＊内容は一部変更する可能性があります
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　新しい技術やインフラの登場によって、新規事業や事
業転換のチャンスが生まれたとしても、結局事業化に至ら
ないケースは少なくありません。
　その原因は、コンセプトがアイデア倒れでビジネスモ
デルになっていない、あるいは顧客検証が不十分といっ
たことなどが挙げられます。こうした状況に陥らないため
には、最近の事業環境を踏まえた新しい事業検討アプ
ローチの活用が必要です。
　AIを自社ビジネスと結びつけるにはこうしたアプロー
チが欠かせません。第3回では、ミレニアムパートナーズ
の秦氏が、テーマをAIに絞り、講義とワークショップを通
じて新しい発想を生み出すための基本的理論と具体的ア
プローチ、アイデアを事業モデルに進化させるステップと
ポイントについて解説します。

▶AIを活用して新規事業と既存事業見直しを成功に導く
手法を把握できます。

▶新しい発想を生み出すための基本的理論と具体的アプ
ローチ、アイデアを事業モデルに進化させるステップと
ポイントを理解できます。

概　要

ねらい

ミレニアムパートナーズ代表取締役　一橋大学商学大学院MBAコース講師
NPO法人ヘルスケアリーダーシップ研究会理事 秦 充洋氏

新規事業開発、事業転換
～自社ビジネスへの落とし込み～
2017年3月15日（水）10:00～17:00
秦　充洋氏　ミレニアムパートナーズ代表取締役／一橋大学商学大学院MBAコース講師／
　　　　　　　NPO法人ヘルスケアリーダーシップ研究会理事

第3回

講師

CURRICULUM カリキュラム

講義とワークショップ【講師：秦 充洋氏】
●新しい価値を生みだす事業開発のアプローチと実際

●人工知能ビジネス化のランドスケープ

PROFILE 講師プロフィール

1992年、ボストンコンサルティンググループ東京オフィスに入
社。国内外の大企業を対象に本業見直し、新事業戦略策定など
に携わる。1995年には同社ソウルオフィスに現地駐在。1996
年、医療従事者に医療情報を提供する株式会社ケアネットを共
同で創業、取締役副社長として事業計画の立案、実行、資金調
達、管理、放送事業を担当（同社は07年東証マザーズに上場）。
1999年VCの誘いによりネットベンチャー社長に転じ、戦略立
案、実行、資金調達、M&Aを実施。1年で売上高を１億円弱から

15億円に拡大させた。ネットバブル崩壊後は事業クローズも実
施。2002年BCGに復帰。プロジェクトマネジャーとしてM&A、
事業再生、新規事業、組織人事政策策定などを指揮。2006年、
ミレニアムパートナーズを設立し、大企業を中心に新規事業開
発のワークショップ、次世代リーダー育成、スタートアップ向け
ファンド運営などを行う。グロービス経営大学院にて新規事業
関連科目を担当。現在、一橋大学商学大学院にて「ビジネスプラ
ンニング」、起業家育成などに携わる。

＊内容は一部変更する可能性があります

変化を踏まえた新規事業・事業転換の具体的手法

人工知能の事業機会を考える

ビジネスの観点から見た人工知能の効果

人工知能ビジネス化のランドスケープ

ビジネスモデル構築の５ステップ

事業発想を生み出す３つのポイント

講義

AIをテーマにした新規事業開発のワークショップ&発表

午前

午後



テクノロジーインパクト2030

 開催概要
開講日程：2017年2月22日（水）～3月15日（水）全3回
　　　　　第1回： 2 月22日（水）　13：00～17：00  
　　　　　第2回： 3 月 8 日（水）　13：30～17：30　
　　　　　第3回： 3 月15日（水）　10：00～17：00
　　　　　※第1回2月22日（水）と第3回3月15日（水）終了後、交流会開催（17:30～18:30予定）

会　　場：日本経済新聞社東京本社６階　日経・大手町セミナールームなど

主　　催：日経ビジネススクール（日本経済新聞社、日経BP社）

定　　員：36名（先着順）
　　　　　　　※最少開催人数15名。申込人数が最少開催人数に達しない場合、
　　　　　　　　開催を中止させていただくことがあります。

参 加 料：300,000円（消費税別）
　　　　　　 ※1社2人目からは150,000円（消費税別）
　　　　　　 ※1月にお申込みの場合、早期割引270,000円（消費税別）

 受講対象
これから2030年につながる事業や経営を担う次世代リーダー層
経営企画、新規事業、技術開発などを担当する会社役員とその候補者など

 受講お申し込み
「日経ビジネススクール」のウエブサイトからお受けしています
http://school.nikkei.co.jp/special/tech17ai/index.html
※日経IDと日経ビジネススクール（ともに登録無料）への会員登録が必要です。

 お問い合わせ先
日経ビジネススクール
テクノロジーインパクト2030 事務局
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-6-10 笠原ビル7F （株）日経ピーアール内
TEL：03-6812-8652　FAX：03-6812-8649 （9:30-17:30 土日祝日を除く）
e-mail ： nikkei-techno@nikkeipr.co.jp

全3回コース
人工知能（AI）編


