METI 経済産業省

情報大航海時代の羅針盤
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注） 個人的見解を含む資料である
ことをあらかじめご了解下さい。
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はじめに

METI 経済産業省

１．ユビキタス、情報家電、ケータイ大国・・・・が世界でも希なデジタル情報
の日常的な発信、蓄積を促進している時代。。。 次に何が起きるのか？

２．「もの」・生産の時代の技術大国から情報の流れ中心の時代に
ふさわしい世界観とは。。。
資本の蓄積以上に情報の蓄積・関係づけが付加価値を生む時代
資本の蓄積から産業革命が生じたことを想起すべきか。
情報が固定化されずに情報どうしが「つながる」ことで価値を生む時代
積極的につなぐ人とその価値が見えない人の差は？
３． 情報をつなぐ時代、ユーザーを満足させる情報をつなぐサービスへ
の開発意欲は？
要素技術もインフラもIT高感度消費者もみな揃っている。
資本市場で投資、サービスと開発リソースのマッチングは自然に
起こるのであろうか？
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新たな情報検索・解析技術と新たなビジネスモデル・情報システムの展開
流通

背 景

商品の生産・製造段階から、流通を経て販売されるまでの様々な情報は、分散しており有効
商品の生産・製造段階から、流通を経て販売されるまでの様々な情報は、分散しており有効
に活用されていない状況。今後、これらを一元化し、検索・解析・活用することが可能になれ
に活用されていない状況。今後、これらを一元化し、検索・解析・活用することが可能になれ
ば、流通を効率化することが可能となるとともに、消費者のニーズへのきめ細やかな対応、的
ば、流通を効率化することが可能となるとともに、消費者のニーズへのきめ細やかな対応、的
確な情報発信が可能に。
確な情報発信が可能に。
卸

在庫情報

＜製造時に得られる様々な情報＞

モニタリング
情報

位置情報

データベース

物流システムの効率化

消費者情報

HDDヘッドの電子顕微鏡画像

○世界最先端のネットワーク環境を有する我が国において、ユーザーの
ニーズを踏まえた形で、これまで活用されていなかった情報や今後増大して
いく情報にアクセスし、それらを解析し、活用することができれば、新たなビジ
ネスモデルを創出することが可能となる。

製品情報
工場

製品の製造プロセスで得られる様々な情報が、企業内に大量に蓄積されている。これらが電
製品の製造プロセスで得られる様々な情報が、企業内に大量に蓄積されている。これらが電
子化され、効果的な検索・解析技術により活用が出来れば、生産効率の向上、省力化が可能
子化され、効果的な検索・解析技術により活用が出来れば、生産効率の向上、省力化が可能
に。
に。

○様々な分野で、多種多様な情報が、有効に活用されずに大量に蓄積され
ている状況。

店舗

運搬

METI 経済産業省
製造業

消費者

Head4
Head3
Head2
Head1

ヘッド

形状と性能値との間に、
生産効率の向上に資する
有益なルールを発見

ＤＢ化
画像マイニング

ＨＤＤの性能値
A
Head1 0.20
Head2 0.21
Head3 0.26
Head4 0.23

商品の高付加価値化

B
108
147
195
140

C
116.8
158.2
10.40
113.0

D
20
45
60
12

この辺りの
凹凸が大きい

E
20.3
19.6
-15.9
-20.2

性能値が悪化
※画像の特徴と性能値の特徴の関係を分析

ＩＴＳ

医療

放送

医療に関する情報（「レセプト情報」「診療情報」「健康情報」等）は、これまでほとんどが電子
医療に関する情報（「レセプト情報」「診療情報」「健康情報」等）は、これまでほとんどが電子
化されていない状況。今後、これらが電子化されるとともに、データベースで共有化されば、
化されていない状況。今後、これらが電子化されるとともに、データベースで共有化されば、
新たな医療サービスを展開することも可能に。個人の健康増進に寄与するとともに、医療費
新たな医療サービスを展開することも可能に。個人の健康増進に寄与するとともに、医療費
用の高騰化を抑制する効果も期待される。
用の高騰化を抑制する効果も期待される。

車を動くセンサとして捉え、ネットワーク経由でセンサ情報を収集することが可
能に。これらの情報を的確に集約・解析・加工することができれば、渋滞緩和
、
渋滞緩和、
安全の向上、
環境の改善等に寄与する情報を提供することも可能に。
安全の向上、 環境の改善

デジタル放送の本格的な開始により、デジタルデータの量が急増。また、過去の番組データ
デジタル放送の本格的な開始により、デジタルデータの量が急増。また、過去の番組データ
のデジタル化も進んでいる。これらを検索・解析・活用することが可能になれば、新たなビジネ
のデジタル化も進んでいる。これらを検索・解析・活用することが可能になれば、新たなビジネ
スチャンスが創造される。
スチャンスが創造される。

車には約120個のセンサ信号がある

キーワード リスト
2006年ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ

ワイパ

日本V Sブラジ ル
ヘ ルシオ

車載機

ウォ ー ターオ ーブン

画像キー１

画像キー2

画像キ ー3

インターネット
・道路交通情報
・安全関連情報
・環境関連情報

ＲＦＩＤにより、リアルタイムで得られる情報の種類・量が急速に拡大。これらの情報をその場
ＲＦＩＤにより、リアルタイムで得られる情報の種類・量が急速に拡大。これらの情報をその場
で的確に集約・解析・加工することができれば、いろいろなサービスを提供することが可能に。
で的確に集約・解析・加工することができれば、いろいろなサービスを提供することが可能に。

過去の番組データ

デジタル放送
ﾍﾙｼｵ

ＧＰＳ
カメラ

ＲＦＩＤ（電子タグ）

１ ２ ３ ４ ５ 次のリス ト

データベース

アクセル

速度センサ
ABS
ブレーキ
それぞれの趣向に合わせた
番組がいつでも視聴可能に

温度センサ
走行距離

知識

多種多様な大量の情報の中から必要な情報を
簡便かつ的確に探し出し解析する技術
基盤開発

旧来の成長カーブ

もの作り
エネルギー
鉄？

道具
原始
社会

狩猟社会

農業社会

工業社会

情報社会

検索技術開発
共通技術例
・メディア横断・統合検索
・類似画像検索
・センサ情報の時空間
データ検索

知識社会

解析技術開発
共通技術例
・イメージマイニング
・ビデオマイニング
・３Ｄモデルマイニング

テ キ スト
（ワ ー ド ・表 計 算 等 ）

Googleの成長曲線

共通技術例
・Ｗｅｂ情報収集・解析
・高速インデキシング（索
引付け）
・ＰＣクラスタ（並列処理）
・大容量ｽﾄﾚｰｼﾞｼｽﾃﾑ
・大規模ﾃﾞｰﾀﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ

マ ル チ メ デ ィア
（画 像 ・映 像 等 ）

情報

今後の展開（予想）

③リアルタイム情報
の検索・解析へ

セ ンサ ー 情 報
（Ｉ Ｃタ グ 、交 通 情 報 等 ）

産業革命
（英国）

「知的情報アクセス技術」の開発

静的情報

④ユーザ端末への
サービス展開

⑤ソフトウェアの
Ｗｅｂサービス化

ユーザ端末内の情報

②マルチメディア情報
の検索・解析へ

現在の
情報検索の領域

非 デ ジ タ ル情 報

高度経済成長
（日本）

リ ア ルタ イ ム情 報

動的情報

情報量の Web２．０革命
増大
生産性

⑥非デジタル情報の
デジタル化、非Ｗｅｂ
情報のＷｅｂ化

①現在の検索の高度化

インターネット上の情報

新たなビジネスモデルの創出 ・ オープンな競争環境の整備 ・ 我が国の経済成長の実現

「大航海時代」以降の富の再編成
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¾

ルネサンスの三大発明である「活版印刷」「羅針盤」「火薬」の３つの技術が、ルネサンス期
以降の西欧において大きな役割を果たすことになった。特に、羅針盤の著しい発達は、人類が大
海原へと挑戦し、「大航海時代」の幕開けをもたらすことになった。
¾ 一方、「情報経済社会」における「個人」についても、ユーザ端末、あるいは、インターネッ
ト上にあふれるテキスト、画像、音楽、映像など、様々な情報や膨大なコンテンツの海と日常的
に向かい合う生活を送っており、まさに「情報大航海時代」とも言うべき状況に直面している。
¾ 大航海時代の幕開けに寄与したルネッサンス時代の３大発明の一つ『羅針盤』が、水平線の彼
方に待つ栄光を手にするための重要な鍵となったように、「情報大航海時代」には、「知的情報
アクセス」が、個人にとっても、企業にとっても、そして、我が国にとっても、新たな、かつ、
重要な鍵となる。

大航海時代

： 情報大航海時代

火薬
活版印刷
羅針盤

： CPU（インテル）
： ＯＳ（マイクロソフトWindows）
： 知的情報アクセス
（情報検索技術、情報解析技）
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現状と課題

～様々な情報の蓄積～

METI 経済産業省

日本は端末、組織など所在場所は散逸しているが、世界有数のデジタ
ル情報発信の状態にある。
高度なインフラ・消費者をベースに、これらの情報をつなぐことから新し
い価値を生み出すこととそれを可能とする技術・制度の整備が２１世紀
社会の勝敗を決める？
位置情報

購買履歴情報

どこにいるか/あるか、
どこから来たか

スイカ

自動車

ケータイ

いつ、誰が、どこで何を買ったか

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ 電子ﾏﾈｰ ケータイ

電子ﾀｸﾞ

健康管理情報

視聴覚情報

過去の診断記録、
健康情報など

様々な端末内の情報などが
個々に無秩序に蓄積

いつ、誰が、何を視聴したか

ﾍﾙｽﾒｰﾀｰ 電子ｶﾙﾃ 社内食堂
ＴＶ

ＰＣ

ケータイ

組織・サービスを越えて情報を
活用することができない
地図情報

Ｗｅｂ情報

－地理情報
－店舗・施設
－経路・距離
－住所・郵便番号

－企業・個人のＨＰ
－ブログ情報
－画像・音声・映像情報
－ＳＮＳ
－ソーシャルタギング
－Ｗｉｋｉ

交通情報
－渋滞情報
－工事・規制情報
－駐車場情報

オープンな情報
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目指す絵姿
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～様々な情報の繋がり～
端末内の情報（個人情報）
購買履歴情報

位置情報

スイカ

自動車

ケータイ

電子ﾀｸﾞ

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ 電子ﾏﾈｰ ケータイ

健康管理情報

視聴覚情報

ＴＶ

ＰＣ

ケータイ

－個人情報に適切に配慮した、情報のデ
ジタル化、ネットワーク化
－個別の組織やサービスの枠を超えた
シームレスな情報の繋がり

ﾍﾙｽﾒｰﾀｰ 電子ｶﾙﾃ 社内食堂

必要なときに情報を検索・解析で
きる情報基盤の実現
地図情報
－地理情報
－店舗・施設
－経路・距離
－住所・郵便番号

Ｗｅｂ情報
－企業・個人のＨＰ
－ブログ情報
－画像・音声・映像情報
－ＳＮＳ
－ソーシャルタギング
－Ｗｉｋｉ

オープンな情報

交通情報
－渋滞情報
－工事・規制情報
－駐車場情報
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今後のさらなる発展に向けて～追加視点～
¾
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第１分科会、第2分科会からの提言に加え、本研究会としては、次世代の知的情報アクセスに向
けた『情報大航海時代から情報ルネサンスを目指して』の取り組み視点として、以下を付言する。

コミュニケーションのさらなる発展
超越すべき壁；

超越した壁；
「距離」、「時間」、「場所」

「言語」、「文化」、「価値観」、「知識」、
「経験」、「身体能力」、「情報リテラシー」

これまでの伝達手段；

新たな伝達手段；

「手紙」、「電話」、「データ通信」、「インターネット」

「ユビキタスネット（モノ･環境のネットワーク化）」

これまでの表現形態；

今後の表現形態；

「筆耕文字」、「＋音声」、「＋テキスト」、「＋画像」

「立体映像」、「ノンバーバル・五感情報」

これまでのコミュニケーション意図；

今後のコミュニケーション意図；

「情報伝達」、「情報共有」

「相互理解」、「問題（課題）解決」、「知的創造」

視点① 「速い」、「安い」という物質・数量的価値だけではなく、「楽しい」、「うれしい」、「ネット
上で大きな協働作業に参画する」など、感性・情緒的な付加価値の追求へ
6
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Ⅱ．情報大航海プロジェクトの目指す方向性③

¾ 「個々のユーザーに特化」に加え、「実世界」、「マルチメディア情報」、「サービスの連携と情報の統合」の特徴を総合すると、
本プロジェクトの目指す検索・解析技術は以下のように定義することができる。
¾ すなわち、既存の検索サービスのようなテキスト情報を中心とするキーワードによる検索を可能にしつつも、ユーザーの話す
言葉などを意味的に捉え、さらには当該ユーザーの性質や現在置かれている状況などを捉え、マルチメディア情報（テキスト、
画像・映像、音、センサー情報など）の中から、必要な情報を適切なタイミングで統合的に検索・解析し提示する技術といえる

■既存の検索

■目指す「次世代検索・解析技術」
放送

属性

ユーザーの性質を捉え・・・

マルチメディア情報
放送映像

（個人情報）

WEBテキスト

WEBテキスト

検索
キーワード
入力

携帯サイト

話し言葉などを
意味的に解析

検索
検索

音楽配信

携帯サイト

統合的に
検索・解析

現在の状
（周辺環境、
況

WEB静止画像

直近の行動
履歴など）

検索
多数のユーザーによる
評価（ランキング）

音楽配信
WEB動画
像

センサー
現在置かれている状況を捉え・・・

テキスト情報の中からキーワードで該当する情報を探し出し、
多数のユーザーによる評価（ランキング）に基づき順位付けし
て提示する。
（一部会員制サイトではユーザーの属性（購買履歴等）を取込）。

ユーザーの特性や現在置かれている状況などを捉え、マルチメディア情報
の中から、必要な情報を適切なタイミングで統合的に探し出し提示する。

図２．既存の検索と「次世代検索・解析技術」の違い
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Ⅱ．情報大航海プロジェクトの目指す方向性

¾ 「次世代検索・解析技術」は、テキスト情報以外にも多種多様な情報を対象とするため、既存の検索サービスのようなＢｔｏＣ
サービスでの利用のみならず、様々な専門分野で利用可能である。そのため、本プロジェクトでは「次世代検索・解析技術」
が将来様々な分野で利用されることをも想定し、開発に取り組むこととしている。
■「ものづくり」での利用（３Ｄモデル情報）

■「医療」での利用（画像・映像情報）

図３．多種多様な情報を対象とすることで専門分野でも利用可能な「次世代検索・解析技術」
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情報大航海プロジェクトが目指す「次世代検索・解析技術」の技術構成

¾ このような「次世代検索・解析技術」は、主に以下のような基盤技術をその一部として構成しており、これによって巨大なサー
ビス基盤を形成する可能性を有している（例：基盤技術によって異種サービス間も連携。）
①ＴＶ番組中で気になった情
①ＴＶ番組中で気になった情
報の詳細を提示。
報の詳細を提示。
例）ＴＶのＣＭを観て映画
例）ＴＶのＣＭを観て映画
が観たくなり、自宅から一
が観たくなり、自宅から一
番近くて席の空いている映
番近くて席の空いている映
画館を検索してもらう。
画館を検索してもらう。

例）最短ルートの電車は事故
例）最短ルートの電車は事故
で止まっていたため、別の最適
で止まっていたため、別の最適
な経路を検索してもらう。
な経路を検索してもらう。

③到着に合わせて自動的にスケ
③到着に合わせて自動的にスケ
ジュールを提示。諸手続も実施。
ジュールを提示。諸手続も実施。
例）映画館の席を確保してもらう。
例）映画館の席を確保してもらう。
映画の時間まで間があるので、
映画の時間まで間があるので、
残り時間でウインドゥ・ショッピン
残り時間でウインドゥ・ショッピン
グできるセレクトショップを検索
グできるセレクトショップを検索
してもらう。
してもらう。

⑥ユーザーの嗜好を理解しての提案。
⑥ユーザーの嗜好を理解しての提案。
例）過去１週間のメニューと重複しない
例）過去１週間のメニューと重複しない
ように、美味しいと評判のレストラ
ように、美味しいと評判のレストラ
ンを検索してもらう。
ンを検索してもらう。

④健康相談で生活習慣の改善方
④健康相談で生活習慣の改善方
法を提案。
法を提案。
例）日々の運動量や食事の内容
例）日々の運動量や食事の内容
を解析し、生活習慣の改善方法
を解析し、生活習慣の改善方法
を検索してもらう。
を検索してもらう。

レストラン

端末
（エージェント）
ユーザー

⑤状況の変化に応じてユー
⑤状況の変化に応じてユー
ザーのニーズに応える情
ザーのニーズに応える情
報を提示。
報を提示。

ユーザーからの会話による要求や状況の変
ユーザーからの会話による要求や状況の変
化に応じて、適切なサービス（情報）を適切
化に応じて、適切なサービス（情報）を適切
なタイミングで検索・解析し提示する。
なタイミングで検索・解析し提示する。

④周囲の状況を常時検出し、
④周囲の状況を常時検出し、
適切に動作する。
適切に動作する。
例）映画館に入るとエージェン
例）映画館に入るとエージェン
トは自動的に待ち状態へ。
トは自動的に待ち状態へ。
待ち状態の間も情報の検索・
待ち状態の間も情報の検索・
解析を継続し、ユーザーの次
解析を継続し、ユーザーの次
の行動に備えている。
の行動に備えている。

カフェ

映画

例）１日のカロリー消費量
例）１日のカロリー消費量
はその日の行動全判で集
はその日の行動全判で集
計される。
計される。

例）現在地から近くで席が空
例）現在地から近くで席が空
いていて、かつ人気のある
いていて、かつ人気のある
カフェを検索してもらう。
カフェを検索してもらう。

※ 「次世代検索・解析技術」には、サービス間連携
を可能にすべく、共通のデータ様式や通信プロト
コルが定められている。

①健康状態を定期的に記録し簡易診断。
①健康状態を定期的に記録し簡易診断。
例）毎朝の健康状態を解析し、異常な変化
例）毎朝の健康状態を解析し、異常な変化
があれば健康診断などを推奨してくれる。
があれば健康診断などを推奨してくれる。

通勤

③長時間労働による健康へ
③長時間労働による健康へ
の影響を観察。
の影響を観察。

健康相談

駅

②通勤時などの運動量は自
②通勤時などの運動量は自
動的に計算。
動的に計算。

基盤技術によって
異種サービス間も連携

鉄道・バス

家庭

健康アシスタントサービス（仮称）

生活アシスタントサービス（仮称）

②現在地と行き先を基に最適な
②現在地と行き先を基に最適な
ルートを提示。
ルートを提示。

職場

⑤健康志向のバランスの良
⑤健康志向のバランスの良
いメニューを提案。
いメニューを提案。
例）健康相談の結果を踏ま
例）健康相談の結果を踏ま
え、ヘルシーなメニューを
え、ヘルシーなメニューを
検索・解析してもらう。
検索・解析してもらう。

⑥専門のエージェントに自分の情報を渡せ
⑥専門のエージェントに自分の情報を渡せ
ば様々なサービスを受けることが可能。
ば様々なサービスを受けることが可能。

スポーツジム
社内食堂

家庭

例）長時間労働による健
例）長時間労働による健
康への影響を継続的に解
康への影響を継続的に解
析し、危険な兆候があれ
析し、危険な兆候があれ
ば健康相談所などに通知
ば健康相談所などに通知
される。
される。

例）インストラクターのエージェントに対し
例）インストラクターのエージェントに対し
て最近の生活習慣などについて情報を発
て最近の生活習慣などについて情報を発
信し、最適な運動プログラムを検索・解析
信し、最適な運動プログラムを検索・解析
してもらう。
してもらう。

端末
（エージェント）
ユーザー
ユーザーからの会話による要求や状況の変
ユーザーからの会話による要求や状況の変
化に応じて、適切なサービス（情報）を適切
化に応じて、適切なサービス（情報）を適切
なタイミングで検索・解析し提示する。
なタイミングで検索・解析し提示する。

プライバシー情報の安全管理技術
ユーザーとサービス提供者に閉じていたプライバシー情報を複数
サービス間で連携して活用するための共通基盤技術。 サービス単
位での参照制御、利用トレース、TPOに応じたアクセス制御、利用
者特定されない情報アクセス、ユーザーによる情報管理・制御等。

サービス連携プロトコル・連携基盤技術
個に応じた複数サービスを発見し、それらサービスを合成し必要な結果
を導く技術。

コンテンツ・サービス・情報の適合度判断技術
個にとって連携の対象となるサービス・コンテンツを評価する技術

リアルタイム処理技術 次世代インデクシング技術
収集した情報を個に応じてインデクシング（並べ替え）する技術。

環境・行動情報の統合処理技術
ユーザーやｾﾝｻｰ／履歴情報を統合的に表現、活用できる技術

大規模情報収集・リソース管理技術
大量かつ多種多様な情報を処理・保存するための大規模なコンピュータ群を管理する技術。
図．将来のサービスを実現し得る「次世代検索・解析技術」の基盤技術
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METI 経済産業省

情報大航海プロジェクトの目指す方向性

「ＩＴによる「情報大航海時代」の情報利用を考える研究会」での検討（平成１７年１２月～平成１８年７月）
■次世代の検索・解析の一つの方向性
①生活空間・生産現場における検索・解析
情報家電などの様々な端末によりReal世界の変化を捉えて生活の
様々な場面で利用される検索・解析へ
②マルチメディア情報の検索・解析
マルチメディア情報（テキスト、画像・映像、音、センサー情報など）の
検索解析へ
③個々のユーザーに特化した検索・解析
個々のユーザーの特性や要求を捉えてユーザーごとに特化する検索・
解析へ
④サービスの連携と情報の統合による検索・解析
ユーザーの要求を満たすべく複数のサービスが連携して情報を補い
合う検索・解析へ

■我が国の強み
①高度な技術の蓄積
情報家電や携帯電話などの端末技術、ゲーム業界で実証されてきた
エージェント技術など、世界に優位な技術が蓄積
②優れた情報通信環境
世界最先端のブロードバンドネットワークを整備し、今後更にユビキタス
ネットワーク社会へと進展する見込み
③未開拓領域への先行優位
諸外国においても未開拓のため先行優位を確保可能
※ 次世代の検索・解析に関するビジョン、技術ならびに経済、社会、文化への影響等について検討を行う
ために設置された経済産業省の研究会。平成１７年１２月から計４回（研究会の下に設置された２つの
分科会も含めると計１５回）にわたって開催。

方向性と強みの一致

我が国の目指す検索・解析の方向性
活字の情報のみならず、会話、映像、センサー情報等を対象に、
様々な端末、インターネット、企業内システム等の連携によるコミュニケーションを可能とする、
個人情報・著作権保護などにも配慮した未来情報化社会の基礎となる次世代検索・解析技術
ニーズと拡がりの存在

「情報大航海プロジェクト・コンソーシアム」での検討（平成１８年７月～）
「ＩＴによる「情報大航海時代」の情報利用を考える研究会」で示された今後の検索・解析の一つの方向性を基に具体的なサービスや技術について検討
①具体的なサービスニーズの存在
次世代の検索・解析技術を利用してサービス展開を構想する企業が
複数存在

②様々な分野への拡がりの存在
生活、医療、安心・安全、ものづくり、教育など、様々な分野で次世代
の検索・解析技術の利用可能性を追求

※ 企業（海外企業、ベンチャー企業含む）、大学などの８３の団体（平成１８年１２月３２日時点）で構成される民間の自発的なコンソーシアム

情報大航海プロジェクトの目標と進め方
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METI 経済産業省

■本プロジェクトの方向性
¾ 必要なときに情報を検索・解析できるよう情報を整理する情報基盤の実現
¾ 個人の日々の活動を収集・解析・活用し、個々の組織・サービスの壁を越えた情報のつながりの実現
¾ 情報を安全に活用する上で必要となる未来情報化社会に適合した法制度・倫理・商慣習の見直し

次世代検索・解析技術の開発とサービスの普及

■本プロジェクトの目標と進めるに当たっての３つの原則
¾ 次世代検索・解析技術の開発とサービスの普及によって、新たなサービスの創出を促進
¾ 新たなサービスの創出によって、個人の情報活用力の向上や安心・安全な社会を実現

標準化活動
普及

イノベーション創出環境の確立

新たなサービスの創出

原則①：ユーザー主導
「次世代検索・解析技術」を利用したサービスの
展開を目指しているユーザーの、実際のニーズ
を踏まえたプロジェクトを選定し、ニーズに基づ
いた技術の開発と展開を実施。

本格的な展開

商業的成功

研究開発基盤の整備
・次世代検索・解析技術の開発に必要となる大規模
開発環境を国が整備

次世代検索・
解析技術

次世代検索・解析技術の開発
・モデルサービス志向で産・学が協力して開発
・優れた技術を有する海外企業やベンチャー企業
などの幅広い参加を推進

モデルサービス

モデルサービスの実証
・次世代検索・解析技術を利用した最初のモデル
サービスを展開する意思のあるユーザー企業が
主導

共通部分などのオープン化

原則②：グローバルな貢献
「次世代検索・解析技術」の開発に当たっては、
その共通部分についての国際標準化にも取り
組み、グローバルな貢献を目指す。

原則③：オープン
• 優れた技術を有する海外企業やベンチャー企
業などの幅広い参加を推進する。
• 開発した「次世代検索・解析技術」をオープン
化しその普及を図る。
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次世代検索・解析技術を利用した未来情報社会

METI 経済産業省

もの作り・オフイスワーク

医療・教育
（例）電子化された医療情報がﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽによ
り共有化されることにより、個々人に適し
た新たな医療ｻｰﾋﾞｽの展開、医療費用の高騰
化を抑制が期待される。

（例）大量の情報の中から信頼できる映像や
画像、テキストなどを組み合わせて情報を
提供することで、効率的に製品開発を進め、
競争力を高める。

多種多様なデジタル情報の洪水
歩留まりが高い
HDDヘッド形状は？

入力データ

HDDヘッドの電子顕微鏡画像

ヘッド

Head4
Head3
Head2
Head1

画像の特徴
設計製造分野

A
Head1 0.20
Head2 0.21
Head3 0.26
Head4 0.23

関係を分析

時系列でＤＢ化

性能値
B
108
147
195
140

C
116.8
158.2
10.40
113.0

D
20
45
60
12

次世代検索・解析技術

E
20.3
19.6
-15.9
-20.2

性能値の特徴

画像マイニング

購買履歴
情報

位置情報

視聴覚
情報

自動車・交通・安全安心
（例）ｾﾝｻｰ情報など様々な情報に加え、運
転手の癖や好みもﾃﾞｼﾞﾀﾙ化した上で解析
して、運行を支援することが可能な次世
代の自動車が、安全安心の向上に寄与す
る。

健康管理
情報

生活

Web
情報

必要なときに必要な情報を検
索・解析できる情報基盤（プラッ
トフォーム）の実現

（例）情報家電などの様々な端末を利用し、
過去の行動や嗜好を踏まえて個々人に適し
た情報を提供することで、生活の中での情
報活用が拡がる。
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次世代知的情報アクセス社会～知の再編成～

METI 経済産業省

ヒトを知る、合わせる、見せる、
見守る､支える

情報の質・
量

言葉と映像
の意味づけ
グーグル 支配

Documentの
Ｗｅｂ化
１９９５
メディア

コンテンツの
Ｗｅｂ化

人間の情報処理能力は
数年で１０００倍へ

「知」が富の源泉

大きな分岐路・
転換点？

２００６
コミュニケーション

物流・もの消費の時代（情報アクセス支援時代）

人からヒトへ
ヒトのデジタル化

（ 「知る」ことで稼ぐ体系へ
富の再編成）

言葉による再編成
一等地の支配
（ポータル）

概念の支配
（知の創発）

２０１０

今までの延長線での繁栄
では理解できない世の中
が生まれつつある
２０１５
リレーション

情報流通・消費・創造の時代（知的情報アクセス主体の時代）
13
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METI 経済産業省

１． ユーザーが情報のあり方？による障壁を越えて使いたくなるような
サービスの創出、あるいは新しい社会的価値の実現
モデルサービス要件： 情報の蓄積による共有化・標準化、
情報・サービス連携、業種を越えたサービス創出、
共通技術のＦｉｒｓｔ User
２． 情報社会基盤として、体系的に使用可能となる共通技術の整備
① 共通技術の整備
・プライバシー情報の安全管理技術
・サービス連携プロトコル
・リアルタイム処理
・環境・行動情報の統合処理技術
・大規模リソース管理技術
②現状は個別に進行する研究開発についてアーキテクチャー、
技術の統合・集約、共通課題への多面的なアプローチ
３． 社会における理解、倫理・法制度の議論等
14

■ 産業革命から知識革命へ

METI 経済産業省

資源
資源

エンジン（動力源）
エンジン（動力源）

産業革命
産業革命
（１８～１９Ｃ）
（１８～１９Ｃ）

石炭
石炭

蒸気機関
蒸気機関

知識革命
知識革命
（２０００年～）
（２０００年～）

情報
情報

「検索・解析」技術
「検索・解析」技術

¾ １８世紀、「蒸気機関」を発明し大量の「石炭」により世界で初めて産業革命を実
現させた英国が、後発国を制し世界の覇権を握った。
¾ 現在、チープ化された大量のコンピュータを駆使した「検索・解析」技術を開発し、
指数関数的に増加している大量の「情報」を知識化して活用するビジネスモデルを
世界で初めて構築したＧｏｏｇｌｅが、先頭を走る。
例）グーグル
売り上げは年に倍々で増加、利益率は２５％（広告代理店は３％程度？）
上場３年で余剰資金（流動株含む）は１兆円を突破（トヨタと同規模）
例） 『自動車エンジンも検索エンジンも若者の雇用拡大では同じく歓迎』（グランホルム・ミシガン
州知事）
15
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