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2019年の日本産業を読み解く
10のキーワード
̶この底流変化を見逃すな（後編）̶

Point
❶  本稿では、2019年の日本産業を読み解く上で重要と思われるキーワードを筆者なりに選定し、
解説してみたい。

❷  キーワード選定に当たっては、個別セクターの動向よりも、幅広い業種の企業経営や産業全般にか
かわるテーマを中心に選んでいる。また、巷でよくある「今年のトレンド予測」や株式市場で材料
となる一過性のテーマ探しとは一線を画し、現在、世界の産業の底流で起こっていて、日本企業の
経営に影響を与えそうな構造変化や質的変化を捉えることを重視している。

❸  2019年のキーワードを10個挙げると、以下の通りである。後編の本号では、これらのうち６～
１０を取り上げる。

  1． デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）
  2． MaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス）
  3． 再エネの「卒 FＩ T」／VＰＰ（バーチャルパワープラント）
  4． ＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメーション）
  5． イノベーション拠点としての中国
　　　　＊以上は前号（「経営センサー」2019年 1・2月号）掲載。以下は本号掲載
  6． スマート農業（アグリテック）
  7． 物流テック（物流のスマート化）
  8． インフラ保全と自己修復材料
  9． サステナブルな社会とプラスチック問題
  10． 新冷戦／米中貿易戦争

６．スマート農業（アグリテック）

関心高まるスマート農業
　2018年は、国内でスマート農業への関心が高
まった年だった。

　スマート農業とは、従来の農業技術と情報通信
技術（ICT）を連携させることにより、生産の効
率化や農作物の高付加価値化を目指すものであ
る。農林水産省は、スマート農業を「ロボット技
術や ICT等の先端技術を活用し、超省力化や高品
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質生産等を可能にする新たな農業」と定義してい
る。スマート農業は、最近ではアグリテックと呼
ばれることも多い。農業（Agriculture）とテクノ
ロジー（Technology）を組み合わせた造語である。
　なお、海外では、「スマートアグリカルチャー」
「スマートアグリ」などとも呼ばれており、日本よ
りも先行して広く導入が進んでいる。世界一の農
業大国アメリカでは「アグテック（AgTech）」と
も呼ばれている。
　スマート農業の例としては、農業機械の自動走
行による省力化・大規模生産、生育データ等の計
測・分析に基づく精密な管理による多収化や品質
向上、アシストスーツ利用による重労働や危険な
作業からの解放など、さまざまな類型がある。
　スマート農業に取り組む企業やアグリテックを
導入したサービスの数が、ここ1～ 2年で飛躍的
に増えている。

なぜ今スマート農業か
　この背景には、スマート農業の導入が、高齢化
と離農の拡大、後継者不足と技術承継といった日
本の農業が直面する深刻な課題を解決する有効な
手段になるとの期待がある。
　日本の農業の現場では、担い手の高齢化が急速
に進み、労働力不足が深刻となっている。農業就
業人口は、2000年の 389.1 万人から 2016年には
192.2 万人へと減少している。農業従事者の平均
年齢は、2000年の 61.1 歳から 2016年には 66.8
歳へと上昇した。農家の実質的な定年は70歳く
らいとされるため、今後数年以内に零細な農家が
一斉に廃業する「大量離農」が起きるのは確実で

ある。
　一方、若者の農業への新規就労は、農作業のき
つさや所得水準の低さなどの労働環境が影響して、
増えていない。
　こうした中、農業の担い手不足の問題を解決し
て、栽培事業の継承を図ることが喫緊の課題となっ
ており、その救世主としてスマート農業に注目が
集まっているのだ。その結果、より簡単・より便
利・より低コストの農業を可能にする製品・サー
ビスが続々と登場している。

大量離農はスマート農業を加速する
　深刻な労働力不足は、生産性を向上させるため
に IoT、ロボット・人工知能（AI）といった第 4
次産業革命期のテクノロジーを活用したスマート
農業に切迫感を持って取り組むことを促す要因と
なっている。
　加えて、大量離農問題もスマート農業加速の追
い風となる。一般に、離農が加速することは危機
と捉えられているが、見方を変えれば、生産現場
で生き残る農家のもとに、農地が集約される動き
が進むため、新技術の導入と新規参入が増え、日
本農業が衰退産業から成長産業に生まれ変わる絶
好の機会であるといえる 1。

取り組みの方向性と参入企業
　スマート農業にはさまざまな事例があるが、取
り組みの方向性としては、「IT・IoT活用による
農作業支援・農業経営高度化」と「農業の省力化・
機械化」に大きく二分される（図表1）。
　また、スマート農業に参入している企業の類型

1    窪田新之助『日本発「ロボットAI農業」の凄い未来』（2017年）の指摘を参照した。

取り組みの方向性 概要 製品・サービス例

IT・IoT 活用による
農作業支援・農業経営
高度化

農作業から農業に関わる事務にいたるさまざまな業務に IT
や IoT を導入し、個々人の経験や勘に頼らない、データや共
有された知見に基づく農業を実現

スマホなどでも利用できる農業用業務システム、水位や土壌
状況などを計測するセンサー、気象観測システム、農作物な
どの画像を分析するシステム

農業の省力化・機械化
各種機器の導入により、施肥、農薬散布、水位コントロール、
収穫、運搬、農機の状況把握などを自動化したり、農作業を
行う人の負担を軽減

ドローン、パワードスーツ、収穫・運搬用ロボット、農機の
自動操縦・運転補助装置

図表 1　取り組みの方向性に見るスマート農業分類

出所：農林水産省「スマート農業技術カタログ」を基に作成
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は、①農機、肥料、農薬など、農業に関連する事
業を営む事業者、②異業種からの参入企業、③ス
マート農業ベンチャー、の3つに分類できる（図
表2）。
　矢野経済研究所の予測によれば、2017年度のス
マート農業の国内市場規模は128億 9,000 万円、
2018年度は 146億 8,800 万円となる見込みで、
2024年度には 387億円に拡大するとみている。
2016～ 2017年度は農業クラウド、複合環境制御
装置、畜産向け生産支援ソリューションなどの栽
培支援ソリューションが牽引したが、2018年度以
降は気象予測と連携した販売支援ソリューション
や経営支援ソリューションが拡大すると予想して
いる。

GAP認証を支援するスマート農業
　近年、GAP認証の取得に対応してスマート農業
を導入する動きも増えている。
　GAP（「Good Agricultural Practices」の略）とは、
農業生産管理工程のことで、農業生産者が農作物
の安全性や労働環境、環境への配慮などについて、
第三者による認証を受けて初めて取得できるもの
だ。食の安全安心を守る観点はもちろんのこと、
GAPを取れば、経営改善と販路の拡大にもつなが
るため、生産現場においてGAP認証が徐々に普
及しつつある。
　GAP認証の取得には、厳密な記録や管理ができ

る仕組みが必須だが、それを紙ベースで行うのは
難しく、ICTの活用が重要となる。そこで、GAP
認証の取得のために IoTを使ったスマート農業を
始めるケースが少なくない。
　GAP認証取得を支援するビジネスも登場してい
る。NECは、農業生産活動に伴うさまざまな情報
をGAPの点検項目に関連付けて整理することに
より、生産者の負担軽減を図り、GAP認証取得を
支援するサービスを提供している。また、IT企業
のオプティムは、GAPの取得支援を目的とした農
作業記録サービスを開発、提供している。

データ共有化基盤と「みちびき」もスマート農業
を後押し
　スマート農業では、篤農家 2の経験と勘だけに
頼るのではなく、さまざまなデータを駆使して生
産性向上や経営改善に取り組むことが重要であ
る。しかし、これまで日本では各種の農業 ICTサー
ビスが生まれているものの、データやサービスの
相互連携がなく、データを活かしきれていなかっ
た。また、公的データについても国や都道府県、
市町村などにバラバラに存在していて、活用が困
難という問題を抱えていた。
　そこで、内閣府が実施する第1期戦略的イノ
ベーション創造プログラム（SIP）の「次世代農
林水産業創造技術」において、農家の担い手がス
マート農業に関するさまざまなデータを共有・活

2    篤農家とは、農業に携わり、その研究・奨励に熱心な人のこと。

企業分類 概要 企業例

農業関連企業
農機、肥料、農薬など、農業に関連する事業を営む事業者。自社で開
発するほか、異業種やスマート農業ベンチャーが開発・生産したスマー
ト農業の製品・サービスをラインアップとして提供する場合もある。

井関農機、クボタ、ヤンマーグループ、
イノチオアグリなど

異業種

システムインテグレーター、IT サービス提供企業、ドローンメーカー、
アシストロボットメーカーなど、農業と接点がない業種から参入した
企業。自社製品・サービスを農業分野に転用するほか、農業関連企業
と提携して新たな製品・サービスを生み出している場合もある。

NECソリューションイノベータ、オ
プティム、DJI ジャパン、サイバーダ
インなど

スマート農業
ベンチャー

スマート農業市場への参入を目的に設立された企業。IT 企業など異業
種からの独立・スピンオフ、大学発ベンチャーなどがある。

PLANT DATA、TrexEdge、ベジタリ
アなど

図表 2　スマート農業の参入企業の分類

出所：農林水産省「スマート農業技術カタログ」を基に作成
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用できる「農業データ連携基盤（WAGRI）」3の
構築が進められている。2017年からの開発期間を
終え、2019年 4月から本格運用が始まる予定だ。
　このほか、2018年 11月に準天頂衛星システム
「みちびき」のサービスが開始されたことで4機体
制が整い、高精度の測位情報が入手できるように
なったことも、スマート農業にとって強力な援軍
となる。
　正確な位置情報が獲得できれば、農業用無人搬
送車や無人トラクター等の自動運転化の追い風に
なるだけではない。自動運転を行いながら作業中
のさまざまな情報（水田内の場所ごとの pH値な
ど）を収集し精査することで、来期の作業に活か
すことができ、作物の品質管理や害虫対策などを
高い精度で実現することができる。
　農業データ連携基盤の本格運用と準天頂衛星シ
ステムの4機体制化は、スマート農業の取り組み
を加速させる要因となりそうだ。販売支援ソリュー
ションや経営支援ソリューションの拡大、農機の
無人運転を実現するシステムの開発、精密農業や
農業用ドローンソリューションの発展等に寄与す
ると期待される。

「ロボット技術×農業」の取り組み
　以下では、主な類型ごとにスマート農業の具体
事例を見ていきたい。
　まずはスマート事例の代表的な類型である「ロ
ボット技術×農業」の取り組みを取り上げたい。
農機ロボットの自動操縦技術によって省力化を
図ったり、収穫作業などをロボットで自動化した
りするものだ。このようなロボット技術の開発が
進めば、24時間 365日の作業も夢ではなくなり 4、
生産性の向上や市場規模の拡大が見込める。作業
の自動化は、つらい作業や危険な作業から人間を

解放してくれる。「農業はきつい仕事」というイメー
ジも、スマート農業が本格的に導入されれば払拭
されていくだろう。

【事例】  クボタのKSAS
（クボタスマートアグリシステム）

　農機大手のクボタは、2014年に農機からの
データと農家の作業記録管理を一体化させた営
農支援システム「KSAS（クボタスマートアグ
リシステム）」を開発している。2017年に
KSASを搭載した自動運転トラクターの試験販
売を開始し、2018年 12月には自動運転技術搭
載コンバインを発売した。
　コネクテッド農業機械を活用して、位置情報
や稼働データ、作物の収穫量、育成状況、肥料
制御、栽培履歴などの情報をサーバーに集め、
日々の作業を「見える化」するとともに、クボ
タがそれらの情報を分析し、農業機械のメンテ
ナンスのみならず、農家の作業計画の立案や栽
培提案などを行っている。

【事例】  イノフィスの腰補助用アシストスー
ツ

　東京理科大学発のベンチャー企業であるイノ
フィスは、電源を使わない腰補助用アシスト
スーツ「スタンドアローン」を開発した。荷物
の上げ下ろしなどで腰にかかる負担を軽減して
くれる。
　電気を用いたロボットでないため充電は不要
で、空気の力を使って動くことや、軽量に作れ
ることが、高齢の農家に受けている。介護サー
ビスなどにも活用されている。

3    WAGRI とは、農業データプラットフォームが、さまざまなデータやサービスを連環させる「輪」となり、さまざまなコミュニ
ティのさらなる調和を促す「和」となることで、農業分野にイノベーションを引き起こすことへの期待から生まれた造語（WA＋
AGRI）である。

4    農機ロボットには、夜間でも作業ができるという大きな利点がある。農機ロボットの走行経路は衛星測位システムに委ねられる
ため、野外の明るさは作業の精度に全く影響しない。
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5    従来のヘリコプターによる農薬散布と比べて、ドローンはGセンサーとGPSによるホバリングの安定感が高く、小回りも利き、
操縦性に優れている。加えて、本体に搭載したカメラを用いて空撮で生育状況を把握できる、ピンポイントで農薬を投入できる
などの利点がある。

農業用ドローンの活用
　「ロボット技術×農業」の取り組みの中で、い
ま国内で特に頻繁に話題に上るのが、農業用ドロー
ンである。
　現状、日本で産業用ドローンが活用される最大
の用途領域は農業である。野村総合研究所の推計
によれば、2018年の国内の産業用ドローンの市場
規模は319億円だが、うち159億円が農薬散布を
中心とした農業用ドローンとなっている。ドロー
ンを使用して空中から農薬を散布することで、こ
れまでよりも効率的に農薬散布を行うことがで
きる 5。
　農業従事者の高齢化や人手不足、コスト削減へ
の期待がドローンの利用、とりわけ農薬散布への
利用を後押ししている。農林水産省によれば、農
業分野における農薬散布用ドローンの登録機体数
は2018年 9月末時点で 1,349台と、2017年 3月
末時点に比べて6倍に増えている。
　日本では1980年代に無人ヘリコプターで農薬
散布を行う際に安全を確保するためにつくられた
仕組みが今の農業ドローン活用の阻害要因となっ
てきた。ドローンによる農薬散布には、航空法に
基づく規制、農薬取締法に基づく規制、電波法に
基づく規制の3つが関係する。ここにきて、政府
は農業の生産性向上を図るため、ドローン規制の
緩和に動き出している。農水省は2018年 11月、
農業用ドローンの利活用拡大に向けた検討会を開
催し、操作者以外の補助者の配置義務、目視外飛
行の基準等の緩和についての議論がなされた。
2019年度内には最終的な規制緩和案がまとまる見
通しである。
　市場拡大を見越して、関連企業が農業用ドロー
ンを続々と開発し、市場に投入している。三菱商事、
伊藤忠商事などの商社も、ドローンビジネスに商
機を見いだして参入している。

　中国企業も動き始めた。ドローン世界最大手の
中国DJIは日本でも農業向けのビジネスを展開し
ている。また、中国農業ドローン大手のXAGは、
農薬・種子の世界最大手、独バイエルと業務提携
を行い、ドローンによる農薬散布ビジネスに参入
し、機器販売のみならずソリューションの提供に
乗り出している。

【事例】  オプティムのドローンによる
ピンポイント農薬散布

　AI・IoT・ドローンを駆使したスマート農業を
手掛けるオプティムは、2017年 12月、大豆の
生育管理で世界初となるドローンによるピンポ
イントの農薬散布に成功したと発表。病害虫が
検出された箇所のみピンポイントで農薬散布を
実施することで、通常栽培で使用する農薬の量
の10分の 1以下に削減し、生産コストを抑え
ることができる。

【事例】  三菱商事の農業ドローンビジネス
　三菱商事は、同社が出資するドローン設計・
製造のプロドローン（愛知県名古屋市）と協力
して、農薬散布ドローンや作物の生育状況を判
断できるドローンを開発し、2017年 7月から販
売を開始している。
　また同社は、日立製作所と共同で2016年 10
月、リモートセンシングサービスを提供する会
社、スカイマティクスを設立した。農作物の
データ収集・AI分析を行い、より効果が高い農
薬散布時期や精度の高い収穫予測を行うことを
目指している。

産業経済
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「ビッグデータ・AI×農業」の取り組み
　センサーやカメラ等で集めたビッグデータを解
析し、効率的な栽培・管理を可能にする手法が数々
と編み出されている。農業のノウハウや技術をデー
タ化、「見える化」することで、経験のない人でも
農作業に従事することが可能になる。
　また、集めたデータをAIを使って解析し、技
術やノウハウをシステム化して活用できるサービ
スも数多く生み出されている。これにより、農業
の経験や知識がない人でも、農業に従事できるよ
うになり、人材不足の解消につながることも期待
されている。

【事例】  農産物のおいしさの「見える化」
（マクタアメニティ）

　通常、野菜や果樹のおいしさは、糖度計で計
測して数値化するなどしなければ、見分けられ
ず、人に伝えることもできない。農業システム
開発のマクタアメニティ（福島県伊達市）が開
発した「おいしさの見える化」サービスを使えば、
手元に持っているスマホやタブレットの専用ア
プリで撮影するだけで、AIによる画像解析によ
り、簡単に食味を計測し、「見える化」できる。
　特殊なツールなしに誰でも気軽に計測できる、
農家にとって納入先に自分の農作物の味を伝え
る指標になる、販売店にとって「おいしさ」と
いう目に見えない要素を「見える化」できる、
など多くのメリットがあるサービスである。

「経験と勘」の世界から「科学とテクノロジー」
の世界へ
　スマート農業が拡大することは、農業が「経験
と勘」の世界から「科学とテクノロジー」の世界
へと移行することを意味する。スマート農業を導
入して成果を上げたベテラン農家は、ほぼ共通し
て次のような言葉を語っている。

　「これまでの農業は『経験と勘』の世界だった。
だが、それでは収量や品質を高めるのに限界があ
ると思った」6

　「これまで勘や経験に頼らざるを得なかった農業
だが、スマート農業を導入すれば、たとえ経験が
ゼロでも、気象条件などの要因に振り回されず、
味の良い作物を安定的に収穫でき、精密な品質管
理ができる産業に変えていくことが可能になる」7

新たな農業ビジネス市場が生まれる
　スマート農業には、コストの問題や安全性など、
解決しなければならない課題が多く残されてい
る。しかし、最近の動向をよく見ると、昨年まで
実現はまだまだ先の話と思っていたサービスやソ
リューションが、すぐにも実現しそうな段階にき
ていることに気付かされる。高齢化と離農の拡大、
人材不足と技術承継といった課題の解決につなが
るスマート農業の導入は、2019年に一段と活発化
するだろう。
　スマート農業の取り組みは、まずは切迫した課
題の解決に資する省力化・省人化を目的とするも
のが中心になるだろう。だが、IoT・AIなどのデ
ジタル活用の真の威力は、これまで不可能だった
コトやサービスを可能にすることにある。スマー
ト農業の拡大は、新規参入企業の増加と相まって、
従来型の農業にはなかった新たなビジネスや市場
の創出につながっていくに違いない。

7．物流テック（物流のスマート化）

デジタル化の進展で高まる物流の重要性
　デジタル化が進むと、リアルのモノを運ぶ需要
は減るはずだ。こう考える読者もいるかもしれな
いが、現実には逆の動きが見られる。第4次産業
革命期に入り、デジタル化が一段と進む中、リア
ルのモノの流れは細るどころか太くなり、物流の
重要性が高まりつつある。

6    窪田新之助『日本発「ロボットAI農業」の凄い未来』2017年、46～ 51頁。
7    MOTOKI HONMA「ここまで来た！ 農業×IT（前編）」（日経XTECH Special、2018 年 10月 26日）
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　ネット通販の普及が進む中、買い物の頻度が上
がり、宅配便取り扱い個数は増加の一途をたどっ
ている 8。ものづくりの世界でも、高付加価値製
品を顧客ごとに受注して、しかも大量生産品並み
の低価格で提供する「マスカスタマイゼーション」
が広がり始め、材料・部品や製品のきめ細かな輸
送が求められるようになった。誰にとっても、必
要な時に必要なものが必要な場所で受け取れるこ
とが求められる時代が到来し、物流に対する要求
水準が高くなっている。
　こうした中、さまざまな業種の企業が相次いで
物流の強化に乗り出している。とりわけ、あらゆ
るモノがネットにつながる IoTやロボット・AI
などのテクノロジーを活用して物流を効率化する
「物流テック（スマート物流）」の取り組みが活発
になっている。
　ユニクロなどを展開するファーストリテイリン
グとダイフクは2018年 10月、戦略的グローバル
パートナーシップを結び、全自動倉庫を含む物流
の抜本的効率化に共同で取り組むことを発表し
た。ダイフクは物流拠点内のモノを移動させるマ
テリアルハンドリング技術の大手企業である。
　オフィスや工場向けの制服のレンタルを手がけ
るアラマークユニフォームサービスジャパンに出
資する三井物産は、日立製作所と共同でAIを活
用して配送を最適化するシステムを開発しており9、
2019年 3月に本格導入する。

なぜ物流強化に乗り出す企業が増えているのか
　物流の強化、物流テック導入に乗り出す企業が
増えている背景には、次の4つの要因がある。
　第1に、Eコマース市場の急拡大がある。デジ

タル化の進展によりEコマースが急拡大し、ライ
フサイクルの変化に対応した顧客サービスの競争
が激化し、物流業務の重要性が増した。
　第2に、深刻な人手不足がある。労働力人口の
減少が続く日本では、ドライバー等の慢性的な人
手不足と高齢化の進行により、物流ネットワーク
の維持が困難になりつつある。物流がビジネスの
ボトルネックになる事態が生じ、物流を効率化し
ないと、企業の利益に悪影響を及ぼすケースが増
えてきた。
　第3に、情報技術（IT）の進展がある。物流は
IoT、ロボット・AIなど第 4次産業革命期の革新
的技術との親和性が高い領域である。このため、
物流テックを導入する企業が増加しつつあり、今
後も物流は企業活動や人々の生活を支える重要な
社会インフラとしてさらに多様化、高度化してい
くことが予想される。
　デジタル技術の普及により参入障壁が下がると
同時に、今まで不可能だったビジネスモデルが実
現可能となったことも重要な変化だ。このおかげ
で、門外漢の異業種企業が物流に参入し、物流現
場に革新をもたらすようになった。
　第4に、かつては裏方のつらい仕事というイ
メージが持たれていた物流だが、今や物流のあり
方が企業の競争力に直結するという認識、物流を
制したものが業界の有力企業になるという認識が
広がってきた。また、物流システムの持続可能性
確保のためだけでなく、日本の成長戦略としても、
国内の物流事業者の国際競争力強化を図ることが
重要であり 10、そのためには「物流テック」の取
り組み強化が不可欠といえる。

8    国内の宅配便取扱個数は、業務ひっ迫を受けた最大手のヤマト運輸による取扱数量制限や大手各社による値上げが行われたにも
かかわらず、2017年度は 42.5 億個（前年度比 5.8％増）と過去最高を更新し、2018年度も伸びは鈍化するが増加する見込みであ
る。みずほ銀行の予測によれば、宅配便取扱個数は今後も 2023年度まで年率 2.7％の伸びで増加する見通しだ。

9    納品日時や物流拠点の場所、トラックの走行ルートや走行時間、渋滞状況などさまざまなデータを収集してAIを使って分析する
ことにより、作業を見える化し、熟練者のノウハウを抽出し、最適な作業計画や配送ルートを提示するシステムである。

10    世界銀行が公表した 2018年版「物流パフォーマンス指標（LPI：Logistics Performance Index）」によれば、日本の国内物流の
総合順位は世界 5位となっている。ただし、分野別に見ると、「輸送手段確保の容易性」（14位）、「貨物の追跡・管理」（10位）、
「輸送の適時性」（10位）などは相対的に劣位である。
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アマゾンの物流の凄さ
　日本企業に物流の重要性を気付かせるきっかけ
になったのは、米アマゾン・ドット・コムである。
さまざまな分野で小売企業の業績を脅かす存在に
成長し、既存勢力を駆逐する「アマゾンエフェクト」
という言葉を生んだアマゾンの強さの源泉は物流
の強さにある。
　アマゾンは企業理念に顧客至上主義を掲げてお
り、それを具現化するために物流に徹底的にこだ
わり、ネット通販業者にとって唯一の顧客との物
理的な接点である「顧客の手元へ商品を届ける」
部分のサービスレベルを最大限に向上させること
（商品を安く、速く、確実に顧客のもとに届けるこ
と）に注力している。そのために多額の投資を行っ
て、自前の物流インフラを拡充している。同社の
連結決算を見ると、売上高に占める物流コスト
（Fulfillment）の比率は近年上昇を続け、2017年
12月期には 14％強に達している。
　自社で物流を行わないモール型サイトと違い、
アマゾンは自前の物流インフラを整備して高いレ
ベルの物流を実現しており、この強みを活かし、
他の販売業者の在庫から配送までをアマゾンが代
理で行うFBA（Fulfillment by Amazon）というサー
ビスも展開している。
　
新潮流：省人化・省力化
　以下では、活発化しつつある物流テックの取り
組みを類型別にいくつか取り上げたい。
　物流テックの新潮流として最も目立っているの
は、省人化・省力化を実現する取り組みである。
物流現場における人的作業をロボットやAIで代
替することにより、人手不足問題を克服しようと
いう動きが進んでいる。

○物流ロボット
　省人化・省力化を目的に、商品棚を自動搬送
するロボットや、画像認識技術を活用したピッ
キングロボットなど、従来は機械に置き換える
ことのなかった作業を対象とした物流ロボット
を導入する企業が増えてきた。
　商品棚を自動搬送するロボットは、米アマゾ
ンが物流センターに自走式ロボット「ドライブ」
を導入したことで認知度が高まった。日本国内
では、アマゾンのほかに、家具大手のニトリの
物流センターなどで先行導入されている。

11    鉄道貨物協会本部委員会「大型トラックドライバー需給の中・長期見通しに関する調査研究報告書」2014年 5月。
12    隊列走行とは、ドライバーが先頭のトラックだけを運転し、後続するトラックは無人状態で自動走行して追走するもの。
13    LKAは道路上の白線を検知して車線内での走行を維持するステアリングを調整する機能を持つシステム。

○トラックの自動走行
　国内物流を中心的に支えているのはトラック
輸送であるが（輸送全体の96％を占める）、ド
ライバー不足が深刻な状況にある。2020年には
業界全体の輸送量に対して大型トラックのドラ
イバーが10万人強不足するとの予測がある 11。
　トラックの自動走行で先行したのは米国だ。
2016年 10月、米配車サービスのウーバーの子
会社で自動運転トラックベンチャーのオットー
が、ビール約5万本を自動運転トラックで高速
道路上を走行し、約200㎞先の目的地まで届け
る実験に成功した。
　日本では、2018年に高速道路上でのトラック
による隊列走行 12 の実証実験が政府主導で始
まっている。経済産業省と国土交通省が「未来
投資戦略2018」の一環として高速道路でのト
ラック隊列走行を推進しており、2018年 1月の
実証実験に続き、同年12月には、新たにLKA
（車線維持支援システム）13 等の新技術を加え
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た実証実験を行った（実験車両は日野自動車、
三菱ふそうトラック・バス、いすゞ自動車、UD
トラックスの4社共同のマルチブランド）。
2019年 1～ 2月には新東名高速道路で「後続
車無人システム」を取り入れたトラック隊列走
行の実証実験を実施した（図表3）。早ければ 
2022 年の商業化を目指している。
　ヤマト運輸とディー・エヌ・エー（DeNA）
は 2017年に自動運転トラックで宅配便を各家
庭に配達する「ロボネコヤマト」プロジェクト
を開始しており、2018年 4月、両社初となる自
動運転車を使った宅配サービスの実証実験を神
奈川県藤沢市で行った。
　自動運転トラックは、実用化されれば、ドラ
イバー不足を補う救世主になることは間違いな
いが、現状では技術面や安全面で課題が少なく
ない。例えば、車体が大きく、重量のあるト
ラックの場合、重大事故防止の観点から、乗用
車よりはるかに高度な制御技術が必要になる。

○物流ドローン
　物流ドローンの実用化に向けた取り組みが進
んでいる。先鞭をつけたのは、米国アマゾンで、
同社はネット販売した商品を物流拠点から購入
者の自宅にドローンで配達する仕組みを構築し
ようと、実証実験を繰り返している。
　日本でも各種の実証実験が始動しており、交
通の便の悪い離島エリアへの医薬品の供給、ゴ
ルフ場内での飲食料の供給、高層住宅への物資
の供給などのシーンを想定した試験飛行が実施
されている。
　東京電力ベンチャーズ、ゼンリン、楽天の3
社は、2018年 7月、「ドローンハイウェイ」を
活用したドローン物流の共同検討を開始し、送
電設備を安全な空の道として利用した配送の実
証実験に成功したことを発表した。楽天はド
ローン配送ソリューションを提供するサービス
を2016年から開始しており、2018年 10月に
は国家戦略特区である千葉市において、ドロー
ンと地上配送ロボット（UGV：Unmanned 

図表 3　トラック隊列走行の「後続車無人システム」実証実験のイメージ

出所：経済産業省・国土交通省発表資料
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新潮流：つながる物流
　IoTという言葉が登場する前から、車両の運行
データを収集、可視化、分析して、運転技術指導
や重機の稼働状況の監視に活用する動きが進んで
いたが、IoTの普及によりこの流れが一段と加速
してきた。
　IoT技術を実装すれば、貨物や輸送機関がネッ
トワークでつながり、物流をリアルタイムで追跡・
管理することが可能となる。また、調達・生産・
輸送・販売等の情報を即時入手し共有すると同時
に、AIを用いた需給予測等を行うことによって、サ
プライチェーン全体の最適化を図ることもできる。

○港湾における「AI ターミナル」
　国土交通省は、港湾における競争力強化の施
策の一つとして、AI、IoT、自働化技術の組み合
わせによる、世界最高水準の生産性を有し労働
環境の良いコンテナターミナル（「AI ターミナ
ル」）の形成を目指している。それに向け、AIを
活用したターミナルオペレーションの効率化・
最適化に関する実証を行っている。

新潮流：シェア／マッチング
　IoTの普及を背景に、デジタルデータを企業間
のみならず業種横断的に共同で利用し（シェアリ
ング）、物流リソースの最適活用を図る動きが注目
を浴びている。

○RFIDの利用拡大
　RFID（Radio Frequency Identification）とは、
無線データ通信を利用して非接触で電子タグの
データを読み書きする自動認識技術である。
バーコードに比べて、非接触であること、複数
同時読み取りが可能であることなどの利点があ
るため、物流分野では、荷受け検品や在庫管理

Ground Vehicle）を組み合わせた配送の実証実
験を実施している。
　ドローンのシステム開発を手がけるブルーイ
ノベーションは、2019年 1月、UKCホールディ
ングス、日本郵政キャピタルと資本提携し、物
流ドローンの離着陸を誘導する「ドローンポー
ト」の運行管理システムの開発に取り組んでい
る。
　物流ドローンの実用化に向けては、操縦不能
に陥った際の落下の危険性、搭載可能重量の限
界、航空法など飛行に関する法規制、など多く
の課題が存在する。ただ、こうした課題は時間
の経過とともに技術面、制度面から徐々に解消
されていくと予想される。

などの作業の効率化ツールとして早くから注目
されてきたが、タグの価格が高いことがネック
となり、物流現場への本格導入は足踏みしてい
た。
　こうした中、経済産業省と大手コンビニエン
スストア5社は、2025年をめどに国内全店舗の
全商品にRFIDタグを導入する方針を打ち出し
た。これによりコンビニ業界だけで年1,000億
枚のRFIDタグ利用が見込まれ、タグの価格は
1枚当たり1円以下になる見通しだ。タグの価
格低下に伴い、物流現場における利用拡大に弾
みがつく可能性がある。
　RFIDを活用した次世代物流サービスの実用
化を目指す取り組みも活発化してきた。省人化、
作業効率・作業品質の向上というメリットに加
え、RFIDタグで取得したデータを活用して廃棄
ロスや機会ロスの最小化やサプライチェーン全
体の効率化の実現を目指す動きが広がってい
る。大日本印刷は、2018年 5月、東芝テック、
日立物流と共同で、RFIDを用いた次世代物流
サービスの実用化に向けた協業開始を発表した。
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　代表的な事例は、配車サービス「Uber（ウー
バー）」の仕組みをトラック分野に応用した「Uber 
Freight（ウーバーフレイト）」で、空きトラック
と運び手の見つからない荷物をマッチングするシ
ステムである。ドライバーにとってはトラックの
稼働率を高めることができ、荷物を出す側にとっ
てはトラックの手配が容易になり、安い運賃で運
び手を見つけられるメリットが期待できる。
　国内の営業用トラックの平均積載率は 2000年
代半ばまで 50％台を維持していたが、その後はド
ライバー不足にもかかわらず低下しており、足元
では40％前後となっている。往復ベースで6割も
空気を運んでいるという実態がある中、トラック
の積載率を引き上げ、生産性を向上させる切り札
として、「求荷求車システム」によるマッチングが
脚光を浴びている。

新潮流：AI を活用したシステム高度化
　上述のように、新しいテクノロジーを活用したさ
まざまな物流テックの導入が進んでいるが、物流分
野のトレンドとして特に注目されているのは、AIを
活用した物流情報システムの高度化である。
　例えば、倉庫管理システム（WMS：Warehouse 
Management System）では、ベテランスタッフに
よる生産性の高い作業の進め方をデータとして蓄
積し、それを基にした作業計画を立案することで、
経験の浅いスタッフの生産性向上に役立てる取り
組みが進行している。
　宅配便最大手のヤマト運輸は、2016年 6月、自
社の公式LINEアカウントに「会話AI」の機能を
搭載したことを発表し、配達状況確認や配達日時
変更についてのユーザーとのやり取りをAIが自
動返答する仕組みを導入している。2018年 11月
には、AIスピーカー「グーグルホーム」に話しか
けるだけで、配達予定を知ったり宅配日時を変更
したりできるサービスを始めた。
　佐川急便とSGシステムは、2018年 12月、
フューチャーアーキテクトと共同で、配送伝票入
力業務における人の入力作業をAIが代替し自動
化するための新システムの開発開始を発表した。

新たな価値を生み出す物流テック
　日本で物流テックの導入が活発化している背景
は、6で見た「スマート農業」の進展と共通して
おり、ともに深刻な人手不足を乗り切る手段とし
て導入が進んでいる。担い手不足という危機を乗
り越えようという動機の強さが発展のドライバー

14    傭車とは、車両が不足したときに他の運送業者からトラックを一時的に借り受けて配送してもらうこと。

○ トラック輸送における求荷求車システムの
進化

　求荷求車システムは、日本にもともと存在す
る、空きトラックと荷物を結びつけるサービス
であるが、最近では新規参入や事業者の資本提
携などが進み、ITや AI の活用によるシステムの
進化が見られる。
　求荷求車システムには、システム会社などが
運営主体となって会員を集めてマッチングする
「オープン型」と、大手運送会社などが自社の協
力運送会社や傭車 14 先とのマッチングに利用す
る「クローズド型」に二分される。
　オープン型では、「WebKit」「トラボックス」
「ローカルネット」といった老舗に加え、ラクス
ルが運営する「ハコベル」やHacobuが運営す
る「ムーボ（MOVO）」など新規参入が相次い
でいる。
　クローズド型では、マッチングシステムによ
る積載率の向上や配車効率化を進める動きがあ
る。例えば、日本通運は2017年 5月に新設し

たロジスティクスエンジニアリング戦略室にお
いて、物流新技術への対応強化の重要テーマの
1つとしてマッチングシステムの構築に取り組
んでいる。
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になっている。
　だが、物流テックは省人化・省力化を実現して
人手不足の危機を脱し、物流インフラ・サービス
の維持を図るタイプのものにとどまらないことに
も注意したい。注目すべきは、新規参入組を含む
多様な企業が、物流分野に活路を見いだし、物流
テックを活用した新たな製品・サービス・事業の
開発に取り組んでいることだ。
　物流やロジスティクスの領域で、物流テックの
活用によりどのような業種横断的なイノベーショ
ンが生まれ、新たな価値が創出されるかを注視し
ていきたい。

8．インフラ保全と自己修復材料

老朽化が進む日本のインフラ
　国内では戦後から高度成長期にかけて整備され
た公共インフラの老朽化が進んでいる。2018年 3
月時点で、全国73万カ所ある道路橋のうちの
25%、1万 1,000 カ所あるトンネルの2割、5,000
の港湾岸壁の 2割弱は建設から50年以上たつ施
設である。
　老朽化した橋の修繕は現状、大幅に遅れている。
2014年度の定期点検で「5年後の次回点検までに
修繕が必要」と判定された橋のうち、2017年度末
時点で修繕に着手したのは24％にとどまっている
（国土交通省「道路メンテナンス年報」による）。
　インフラの老朽化は今後、一段と加速する見込
みだ。例えば道路橋は2033年に 6割超が建設後
50年以上になる。一方で、点検にあたる熟練技術

者は高齢化などで減少の一途である。今や老朽化
したインフラのメンテナンスは喫緊の課題となっ
ている。政府は老朽化した重要インフラを補修す
るため、2018年度から 20年度までの 3年間で 3
兆円超を投じる方針である。
　老朽インフラを単純に補修すると仮定すると、
40年間で必要な費用は547兆円に上るとの試算が
ある。一方で、全国の市町村にいる土木部門の職
員は2013年度時点で約 9万人と、ピーク時（1996
年度）と比べて約3割減っている。インフラ保全
にかかるコストの削減を図ると同時に、深刻な人
手不足問題に対応するためには、インフラを効率
的に維持管理・更新するための手法の導入が必要
不可欠となっている。

インフラ長寿命化計画と予防保全
　国土交通省は2014年 5月、「インフラ長寿命化
計画（行動計画）」をとりまとめ、これに基づき、
新設から撤去までの、いわゆるライフサイクルの
延長のための対策（狭義の長寿命化の取り組み）
にとどまらず、更新を含め、将来にわたって必要
なインフラの機能を発揮し続けるための取り組み
を実行する計画を示している。
　国土交通省は、インフラのメンテナンスをこれ
までの「事後保全」（施設の機能や性能に不具合が
生じてから修繕等の対策を講じる）から「予防保全」
（施設の機能や性能に不具合が発生する前に修繕等
の対策を講じる）に切り替える方針である。これ
により、5年後・20年後における維持管理・更新
費を約30％削減できると試算している（図表4）。

（単位：兆円、〔　〕の値は2018年度に対する倍率）

2018 年度 5年後（2023 年度） 10年後（2028年度） 20年後（2038年度）

①平成 30年推計（予防保全を基本）
〔1.2〕 〔1.2〕 〔1.3〕

5.2 5.5　～　6.0 5.8　～　6.4 6.0　～　6.6

②平成 30年度試算（事後保全を基本）
〔1.6〕 〔1.6〕 〔1.9〕

5.2 7.6　～　8.5 7.7　～　8.4 8.6　～　9.8

長寿命化等による効率化の効果（① - ② / ②） － ▲ 29％ ▲ 25％ ▲ 32％

図表 4　社会インフラの維持管理・更新費の見通し（長寿命化等による効率化の効果）

（注） 予防保全とは：施設の機能や性能に不具合が発生する前に修繕等の対策を講じること。
事後保全とは：施設の機能や性能に不具合が生じてから修繕等の対策を講じること。

出所：国土交通省「国土交通省所管分野における社会資本の将来の維持管理・更新費の推計（2018年）」
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国交省の「アイ・コンストラクション」
　社会資本の維持管理については、国土交通省は、
2016年 11月にインフラメンテナンス国民会議を
立ち上げて技術開発などを進めるなど、インフラ
の老朽化対策に注力している。さらに、2015年
11月に始動した「i-Construction（アイ・コンスト
ラクション）」と呼ぶ政策の一環としても、インフ
ラの維持管理の効率化を推進している。
　アイ・コンストラクションは、測量から設計、
施工、検査、維持管理・更新にいたる全ての事業
プロセスで情報通信技術（ICT）を活用し、建設
生産活動の飛躍的な効率化を図る施策で、土木の
分野を中心に急速に広がっている。
　アイ・コンストラクションを推進して生産性向
上の旗を振る国交省、深刻な人手不足問題への対
応を図る建設産業、この動きに商機を見いだして
参入してくる異分野の企業といった多様な主体が
動き出し、アイ・コンストラクションは建設分野
における一大ムーブメントとなっている。

AI を活用したインフラ維持管理
　こうした状況下で、老朽インフラの維持管理に
AIを導入する動きが盛んになっている。

　目視で品質や損傷を判断するインフラメンテナ
ンスの分野は、今の第3次AIブームを牽引する
技術であるディープラーニング（深層学習）との
相性が良い。工事や維持管理の現場では「見た目」
を基に材料や構造物の性状や損傷状況を判断する
場面が多いため、AIによる画像認識と親和性が高
いのだ。
　国土交通省は、道路橋やトンネルなどの老朽イ
ンフラの補修コストを抑えるため、熟練技術者の
技を学習したAIを活用した新たなシステムを官
民で共同開発している。ドローンや作業員が撮影
した画像をAIが高い精度で分析し、補修の必要
な損傷を検出する取り組みである。画像などのデー
タからひび割れや腐食などの状況変化を検出する
「点検AI」と、点検AIが出した結果を基に損傷の
種類を特定し、各インフラの今後の状態の変化を
予測する「診断AI」の 2種のAIシステムを開発
している。
　AIによるインフラ点検の取り組みの具体事例を
図表5に掲げた。
　舗装会社の福田道路は、NECと共同で開発した
AIによる舗装損傷診断システムを用いた舗装点検
業務を開始している。舗装会社にとっては、道路

AI を活用したインフラ維持管理

AI を活用した舗装点検
システム
（福田道路）

舗装会社の福田道路（新潟県新潟市）とNECは、2017 年 1月、車載のGPS機能付きビデ
オカメラで撮影した路面の映像を基に、AI を使用してひび割れとわだち掘れ（道路の走行方
向に生じた連続的な凹凸）を検出し、損傷レベルを自動で診断する「舗装損傷診断システム」
を共同開発。福田道路は同システムを使った点検業務を開始した。

AI を活用した送電線点検
システム
（東京電力）

東京電力は、これまで目視で破損状況などをチェックしていた送電線の映像を、AI に「破損し
ている送電線のデータ」を学習させた上で、画像解析を自動化する取り組みをベンチャー企業、
テクノスデータサイエンス・エンジニアリングと共同で進めている。本格導入により、3年後
にはこれまで保守作業員が人力で行ってきた点検作業時間を 80％以上短縮する計画である。

三次元データを活用したインフラの維持管理

スマートインフラマネジメント
システム
（首都高速道路）

首都高速道路グループは、インフラの効率的な維持管理をトータルに支援・実現するスマート
インフラマネジメントシステム「i-DREAMs（アイドリームス）」を開発し、2017 年から運用
開始している。同システムは、GIS（地理情報システム）をベースとするプラットフォームに、
各プロセスで得られる情報を統合するとともに、維持管理のさまざまなシーンで 3次元点群
データを用いた「インフラドクター」を活用し効率的な維持管理の支援が可能となる。加えて、
画像解析やAI 等の活用により、構造物の劣化・損傷に対する総合的な分析・判断ができ、「見
える化」が図られる。

図表 5　インフラ維持管理にAI、三次元データを活用する取り組み事例

出所：木村駿 『建設テック革命』（2018年）、各社リリース資料等を基に作成
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の新設・舗装、修繕などの工事に加えて、点検ビ
ジネスという新市場が生まれてきた。また東京電
力は、送電線の点検をAIによる画像解析で行う
システムを開発している。
　これらはいずれも、現状目視による点検が行わ
れていて、人手をかけずに安く、高精度で点検し
たいというニーズが強い領域であるため、AIを用
いた点検システムが脚光を浴びている。

三次元データを活用したインフラの維持管理
　近年、建設業界では三次元データを活用して生
産性を高める取り組みが進んでいる。BIM（ビル
ディング・インフォメーション・モデリング）、
CIM（コンストラクション・インフォメーション・
モデリング）と呼ばれる概念である。
　インフラの維持管理は、BIM／CIMのメリット
を最大限に活かせる領域の1つである。コストや
施工履歴などの情報をひも付けた三次元モデルに、
その後の点検結果などのデータを蓄積して活用す
ることで、施設のライフサイクルコストを削減す
ることができる。
　三次元計測技術の中で、特に脚光を浴びている
のは三次元レーザースキャナー 15 だ。建物の内部
の形状やインフラの形状、地形データなどを高精
度で手軽に計測できる利点があるためである。
　三次元レーザースキャナーで取得した点群デー
タをインフラの維持管理に利用する取り組み事例
として、首都高速道路会社のスマートインフラ管
理システム「i-DREAMs（アイドリームス）」が挙
げられる（図表5参照）
　この例に見るように、従来、建設生産プロセス
の川上（設計や施工）段階での利用が中心だった
三次元データ活用の取り組みが、川下の維持管理
へと広がってきている。

土木分野でもドローンビジネスが開花
　日本の土木分野は、実はドローンの活用が盛ん
な分野の1つである 16。公共事業の測量用途を中
心にドローンが徐々に普及してきており、ドロー
ンによるインフラ点検も注目を集めている。公共
測量については、国土地理院がドローンによる測
量マニュアルを整備するなど、活用を後押しする
環境が整ってきている。
　国土交通省は橋やトンネルなどの点検要領を
2018年度内に改定する予定で、点検の負担軽減を
可能にするドローンについても限定的ながら利用
を認める方向である。
　ドローンのシステム開発を手がけるテラドロー
ンの徳重徹社長は、「世界的に見ても、今の段階で
ドローンによるビジネスが成り立っているのは土
木分野だ。日本の『アイ・コンストラクション』
はその最先端だと思う。今後、世界市場を狙って
いくうえで、日本で蓄積したノウハウは大きな武
器になると考えている」と語っている 17。

脚光を浴びる自己修復材料
　老朽インフラ問題やインフラの長寿命化に関す
る新しいアプローチとして、自己修復材料が脚光
を浴びている。
　使用している製品や構造物が損傷を受けたり、
劣化したりしても、人の手を加えることなく、勝手
に直ってしまう。そんな夢の機能を持つ材料が自己
修復材料だ。生物で怪我をした箇所にかさぶたが
できたり、骨折した箇所がつながったりするのと同
様の仕組みを、工業的に実現するものである。
　建設業界では、メンテナンス性の向上（メンテナ
ンスフリー、メンテナンス作業の回数削減など）が
図れる材料として、自己修復材料に注目している。
　安倍政権が2013年に掲げた「日本再興戦略」
には、「自己修復材料などのインフラ長寿命化に貢

15    レーザーを対象物に照射することで、三次元座標軸を取得できる計測機器。
16    野村総合研究所の推計によれば、2018 年の国内の産業用ドローンの市場規模は 319億円で、うちインフラなどの点検・検査分
野は約 60億円と推定されるが、今後の市場の伸びが期待される分野とされている。

17    木村駿『建設テック革命 アナログ建設産業が最新テクノロジーで生まれ変わる』（2018年）、59頁。
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献する新材料の研究開発を推進する」と明記され、
自己修復材料などの世界市場が2030年には 30兆
円に達するとのロードマップが掲げられた。
　自己修復材料のインフラ分野への活用方法とし
ては、セメントに材料を仕込み、コンクリートが
破損した際に手をかけることなく自己修復できる
ようにするもの、アスファルトに仕込み、道路の
メンテナンスを容易にするもの（熱を加えるだけ
で修復できるなど）、などさまざまな用途が提案さ
れている。

自己治癒コンクリートが日本にも登場
　近年、インフラの主要な建材であるコンクリー
トの自己治癒に対する関心が高まっている。世界
中のさまざまな機関が自己治癒コンクリート（コ
ンクリート自身がひび割れの発生を検知し、自ら
補修の必要性を判断し、その決定に基づいて自ら
補修を行うもの）の研究開発に取り組んでいる。
　コンクリートは強度に優れ、加工もしやすい半
面、ひび割れしやすいという弱点を持っている 18。
コンクリートを自己治癒できれば、長寿命化に貢
献するほか、維持管理の合理化につながる。
　自己治癒コンクリートの研究開発で先行したの
は、オランダのデルフト工科大学の研究グループ
である。バシラス属のバクテリアを利用して、コ
ンクリートのひび割れを自動的に修復する技術を
開発した。この技術に利用されるバクテリアは、
コンクリート中の高いアルカリ性に耐性を持ち、
乾燥すると胞子状の殻をまとい、休眠状態で200
年も生存するといわれている。
　このバクテリアを使った自己治癒コンクリート
は、欧州で先行して商品化され、2014年以降、オ
ランダ、ドイツ、ベルギー等で販売実績がある。
　日本では、コンクリートの専門業者、會澤高圧
コンクリート（北海道苫小牧市）が2017年にこ

の技術を活用した製品の日本での販売権を取得し、
国内販売に向けた実証実験を行い、まずは塗布型
の補修材について2018年 4月に販売を開始した。

多様な自己修復材料の開発が進行中
　自己修復材料には、いろいろなアプローチのも
のがある。
　傷に対する治療を必要とするもの／しないもの、
化学反応を使うもの／物理的な特性を使うもの、
材料の分子が修復機能を持つもの／修復材を材料
に混ぜ込むもの、などの切り口でタイプが分かれ
る。
　化学反応を使って自己修復するものには、①材
料自身に含まれる同種の材質によって反応を起こ
すもの（自己修復反応を起こす反応物をあらかじ
め材料中に仕込んでおく）、②異物や第3の成分な
どによって化学反応を引き起こすもの、③微生物
などを使って反応物を周囲から選択的に収集して
傷を修復するもの、などの種類がある。
　上記のような複数のアプローチで、さまざまな
材料について自己修復技術の研究開発が世界中で
進行している。最近の興味深い自己修復材料の開
発事例には、図表6のようなものがある。
　夢か魔法のような技術として注目を浴びる自己
修復材料であるが、実用化に向けての最大の課題
はコストの高さである。製造コストの高さに加え、
材料自体も高価になることが、利用拡大の障壁に
なる。このため、当面は宇宙開発や体内機器など、
メンテナンスがハイリスクかつハイコストの領域
における利用が先行すると予想される。
　インフラの長寿命化用途での自己修復材料の実
用化は、まだ時間を要すると思われる。しかし最
近になって、損傷の進行メカニズムの解析が進み、
プロセス研究が急増し、社会実装に向けての挑戦
が増えてきていることを考えれば、そう遠くない

18    コンクリートは劣化を放置するほど、修繕コストが高くつくという問題もある。修理されずに残った小さなひびが大きなひび割
れに発展すると、金属の補強構造が露出し、より複雑で高額な修理が必要になる。このため、安価で効率的なコンクリートの修
復方法の開発が待望されている。

産業経済
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将来、自己修復材料が身近な用途やインフラメン
テナンスの分野で当たり前のように利用される時
代が来るかもしれない。

9．サステナブルな社会とプラスチック問題

「脱プラスチック」の動きが2018年に顕在化
　使い捨てプラスチックによる海洋汚染が深刻に
なる中、プラスチック製品の使用や製造を禁止す
る動きが欧州を中心に加速してきた。2018年は、
プラスチックごみをめぐる問題に対する関心が世
界的に高まり、「脱プラスチック」をキーワードに、
各国でプラスチックの製造や利用などを制限する
動きが一気に顕在化した。
　2015年 9月に国連が採択したSDGs（持続可能
な開発目標）への関心が日本でも高まりつつある
が、プラスチックごみによる海洋汚染を防止する
ための国際的な動きは、SDGsの「目標 12：つく

る責任つかう責任」と「目標14：海の豊かさを守
ろう」に通ずる流れといえる。
　世界のプラスチック年間生産量は、2015年に 4
億 700万トンに達しているが、このうちリサイク
ルされるのは推定14～ 18％にとどまる。プラス
チックごみは、陸地だけでなく、海にも流出し、
海洋汚染の原因となっている。
　国連環境計画（UNEP）によれば、不法投棄によっ
て海や川に流れ込むプラスチックは年間800万ト
ンに上り、生態系や漁業などに深刻な悪影響を引
き起こし、その経済的損失は80億ドルとされて
いる。
　海洋プラスチックごみの中で、直径5ミリ以下
の微細なプラスチック粒子はマイクロプラスチッ
クと呼ばれ、もともと含まれる添加剤や、海中で
付着するPCBなどの有害物質が食物連鎖により
生物の体内に取り込まれ、生態系へ深刻な影響を
及ぼすことが懸念されている。

微生物を使った、環境負荷の小さいコンクリート補修技術

愛媛大学大学院理工学研究科の氏家勲教授らのグループは、微生物を含んだグラウト（隙間を埋めるための流動性を持たせた建材）
で、コンクリート構造物に生じたひび割れを補修する技術開発に取り組んでいる。本技術で使用する微生物は、イースト菌や納豆
菌といった食品にも含まれるもので、大量に使用して充填材が周囲に漏出しても、環境への負荷がほとんどないというメリットが
ある。

割れても室温で圧着するだけでくっつく、世界初の自己修復ガラス

東京大学大学院工学系研究科の相田卓三教授らの研究グループは、2017 年末、世界初の「自己修復ガラス」を開発した。通常、
ガラスは一度割れてしまうと、破断面を合わせても、元の形には戻らない。しかし本件は割れた有機ガラスの破断面同士を室温で
圧着するだけで（加熱も溶融も不要）、元通りにくっつくという、驚異の新材料である。自己修復ガラスの主成分は、ポリエーテ
ルチオ尿素と呼ぶ高分子材料。破断した後にくっつけることができるという性能は、疲労耐性を上げる用途に活用できる。

硬い材料でも傷を自己修復できるコーティング材料

大阪大学大学院理学研究科基礎理学プロジェクト研究センターの原田明特任教授らの研究グループは、これまでにない新しい設計
原理の自己修復材料を開発した（内閣府総合科学技術・イノベーション会議が主導する革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）
の伊藤耕三プログラム・マネージャーの研究開発プログラムの一環）。ポリロタキサンを可逆的な結合で繋いだ材料設計により、「硬
いものは傷つくと修復しにくい」という課題を解決。硬い材料でも速く効率の良い自己修復が可能になることを示した。

1,000℃の環境下で最短１分で修復する自己治癒セラミックス

国立研究開発法人物質・材料研究機構（NIMS）と横浜国立大学の研究グループは、2017 年末、発生した亀裂を約 1,000℃の環境
下で最短約１分間で修復し、元の強度を回復するという自己治癒セラミックスを発表した。 この技術を例えばジェットエンジンの
ブレードに利用すれば、軽量で耐高温性が高いためエンジン効率を高められる、小型化が可能になる、排出二酸化炭素を低減できる、
耐久性・メンテナンス性が上がる、などのメリットが期待できる。

二酸化炭素と光のみで自己修復する材料

マサチューセッツ工科大学（MIT）のMichael Strano 教授率いる研究チームは、2018 年、大気中の二酸化炭素と反応して自己修
復する材料を開発した。修復の際に周囲の光だけを必要とする点に特徴がある。今後は、物質の特性をそのまま利用したコーティ
ング素材や建築資材への利用に向けた研究を行うほか、Strano 教授が指導するフォローアップ研究のためのプログラムも進行して
いる（米国エネルギー省がスポンサー参加）。

図表 6　自己修復材料の開発事例 

出所：各種資料を基に作成

2019年の日本産業を読み解く10のキーワード
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　なお、環境省の2015年度の調査によると、日
本近海に浮遊するマイクロプラスチックの量
（1km2 当りの個数）は世界平均の27 倍と報告され
ている。

行き場を失う日本の廃プラスチック
　2018年にプラスチックごみ対策が大問題となっ
たのは、プラスチックごみの最大の輸入国だった
中国が2017年末に輸入を禁止したため、ごみの
行き場がなくなったことがきっかけである。
　日本は世界第3位の廃プラスチック輸出大国で
ある（2017年の廃プラスチック輸出額143万ト
ン）。2017年までは、日本の廃プラスチックの主
な輸出先は中国であったが、中国が2017年末か
ら廃プラスチックの輸入を禁止すると、日本の廃
プラスチックは東南アジア諸国や台湾へ輸出され
るようになった。だが、これら諸国も次々に輸入
規制を導入したため、日本国内で処理される廃プ
ラスチック量が増加している。

海洋プラ問題をめぐる国際世論の高まりと各国の
取り組み
　プラスチックに対する規制強化の引き金を引い
たのは、海洋プラスチックごみ問題をめぐる国際
世論の高まりである。この問題が世界的な懸念事

項に浮上してきたのだ。
　エレン・マッカーサー財団 19 のレポートによる
と、現状のままのペースでプラスチックが廃棄さ
れると、海には2050年までに魚よりプラスチッ
クの方が多くなる可能性があるとしている。
　2015年にウミガメの鼻腔に刺さったプラスチッ
ク製ストローを抜く動画が世界に拡散されたこと
が、海洋プラスチックごみ問題への意識が高まる
きっかけとなり、各国がプラスチック抑制策に動
くことを後押しする形となった。
　図表7に示したように、近年、使い捨てプラス
チック製品の使用削減に向けた取り組みが、世界
各国で進められている。2015年 4月に欧州委員会
が1人当たりのプラスチック袋の消費量を抑制す
るよう加盟国に指令を出したことを受けて、プラ
スチックに関する国家レベルの規制は 2015年以
降に急拡大している。

グローバル企業の海洋プラごみ問題への対応
　海洋プラスチックごみ問題に関する規制の導入
や国際世論の高まりを背景として、企業がプラス
チック製品の使用削減に向けた取り組みを自主的
に始める事例が増えつつある。欧米の消費財メー
カーを中心に、企業がプラスチック製品の使用を
中止したり、代替素材に切り替えたりする動きが

19    英国ワイト島を本拠地とする団体で、企業や政府、研究機関などと連携し、サーキュラー・エコノミーへの移行を加速させるこ
とを目的に 2010年 9月に設立された。

国・地域 内容

フランス 2016 年からプラスチック製レジ袋の使用を禁止。2020 年以降は使い捨
てプラスチック容器の使用を原則禁止する法律が成立。

イギリス 2019 年からプラスチック製ストロー、マドラーおよび芯がプラスチック
の綿棒の販売を禁止する方針。

インド 2022 年までに使い捨てプラスチック製品を全廃すると発表。

台湾 2030 年までに使い捨てプラスチック製ストローや容器などを段階的に使
用禁止にすると発表。

EU

2018 年 1月、プラスチック政策全体を見直し、新しい産業の育成を目指
すことを内容とする「プラスチック戦略」を公表。同戦略は、2030 年ま
でに全てのプラスチック容器包装を、経済合理的な手法によって、リユー
ス・リサイクル可能とすること、欧州で発生するプラスチック廃棄物の半
分以上がリサイクルされることなどの数値目標を含む野心的な内容。

図表 7　各国・地域で相次ぐプラスチック抑制策

出所：各種報道資料等を基に作成
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広がっている（図表8）。

脱プラスチックに商機を見出す企業
　世界各国で廃プラスチックの削減や循環的利用
などの規制の導入が進むことに商機を見出して動
く企業が増えつつある。脱プラスチックを新たな
ビジネス機会と捉えた動きである。
　プラスチックを代替品や環境に優しい素材に置
き換える需要が急拡大することを見越して、新素
材の開発競争が加速しつつある。ブラスチック問
題に対応した日本企業の開発事例を図表9に掲げ
た。
　プラスチックごみ問題は廃棄物の処理やリサイ

クルの分野で世界的なイノベーションを促す可能
性がある。
　米グーグルの親会社アルファベットは、トロン
ト市でロボットによる都市ゴミ処理システム導入
を進めるなど、新たな廃棄物処理システム開発に
取り組んでいる。欧州では包装容器やプラスチッ
クの再資源化について、製造業企業とリサイクル
事業者との共同開発の動きが見られる。
　米コンサルティング企業マッキンゼーによれば、
プラスチック廃棄物の再資源化により、化学分野
において2030年までに年間約550億ドルの利益
源が創出されると試算している。

社名 内容

英蘭ユニリーバ
2017 年、シャンプーやボディミルクなどのケア用品をそろえるブランド「ラブ ビューティ＆プラネット」
を立ち上げ、容器を 100%再生材にした。2025 年までに全ての製品のプラ容器を再利用・リサイクル
か堆肥化できるものに切り替えると発表。

独アディダス 2024 年までにスニーカーなどに使うポリエステルを全て再生品に切り替えることを発表。

米スターバックス 2020 年までに世界中の約 2万 8,000 店舗でプラスチック製ストローを廃止し、紙製ストローか直接口
を付けて飲むフタに置き換えると発表。

米ペプシコ
2025 年までに、プラスチック容器の再生素材割合を 25%（ペットボトルは 33％）とし、その 100%
をリサイクル、堆肥化または生分解可能にすると発表。2018 年 10月、原材料の全てに廃プラスチック
を使用する包装容器製造会社、ループ・インダストリーズ（カナダ、ケベック州）と複数年の契約を締結。

米モンデリーズ・インター
ナショナル

食品・飲料会社（世界 3位）。2025 年までに全ての包装をリサイクル可能な素材で製造すると発表。
2020 年までに紙素材をリサイクル可能なものに変更するとともに、6万 5,000 トンの包装素材を削減
することも発表している。

米P&G
同社で世界一のシェアを持つシャンプー「ヘッド &ショルダーズ」と食器用洗剤「フェアリー」の限定
ボトルにつき、原材料の 10%以上に海洋廃棄プラスチックを使用したリサイクル可能なボトルをテラサ
イクルなどと共同開発し、欧州数カ国で販売。

米マース 大手食品会社。2025 年までに全ての包装資材をリサイクル可能にすると発表。

図表8　グローバル企業の海洋ごみ問題への対応事例

出所：各種報道資料等を基に作成

社名 内容

三菱ケミカル
土中だけでなく海中でも微生物によって分解可能なPBS（ポリブチレンサクシネート）を用い、ストロー
などの試作品を作成、外食産業等に売り込む。また、日本紙パルプ商事と共同で生分解性プラスチック
を使ったストローや紙コップなどの量産体制を整備（2018 年 12月）。

TBM

石灰石由来の素材を手掛ける TBMが開発した新素材「LIMEX」は、石灰石に樹脂を加えたもので、プラ
スチックや紙の代替素材として注目を集めている。木や水を使わず、石油由来の樹脂使用も 6割削減で
きるのが特徴。さわり心地や使い勝手はプラスチックと遜色ない。石灰石は世界中どこでも採れるため、
樹脂よりもコストが安くできる点がメリット。現在の「LIMEX」は石油由来樹脂を一部含むが、2019 年
中に石油製樹脂を生分解性のバイオ樹脂に置き換えた製品を発表予定。

花王

プラスチックごみ削減に資する新型容器「エアインフィルムボトル」を発表（2018 年 12 月）。従来の
プラスチックボトルに比べて使用するプラスチックの量が少なく、さらに単一の素材でできているため
リサイクルがしやすい。自治体と協力して使用済みプラスチックを回収し、ブロックに再生する取り組
みも進める。

図表9　プラスチックごみ問題に対応した日本企業の開発事例

出所：各種報道資料等を基に作成
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注目を集める生分解性プラスチック
　海洋プラスチックごみ問題が深刻化する中、注目
を集めているのが生分解性プラスチックである20。
　生分解性プラスチックは、微生物によって分解
されることで、通常のプラスチック製品と比べて
環境に与える影響が小さいことから、規制の対象
外となっている場合がある。既存の石油由来のプ
ラスチックに対する規制が強まる中、生分解性プ
ラスチックの需要が今後高まる可能性がある。プ
ラスチック製品に生分解性プラスチックの活用が
広がれば、汚染の悪化を止められると期待されて
いる。
　米調査会社Zion Research Market によると、
2017年に 100億ドル規模の生分解性プラスチック
市場は2024年には 180億ドルに拡大する（年率
9.1％の伸び）と予想している。
　需要の拡大をにらんで、化学メーカーなどが生
分解性プラスチックの生産拡大や開発強化に動い
ている。
　ポリ乳酸（PLA）などの生分解性プラスチック
の素材技術や加工技術について、日本は2005年
頃には世界屈指の多様な取り組みがなされていた
が、リーマンショック以降停滞し、今では欧米に
比べて出遅れ気味である。だが、日本はPLAの

生産技術については世界に先行して確立しており、
ここに日本のチャンスがあると、小松技術士事務
所所長（ものづくり名人）の小松道男氏は指摘し
ている 21。
　一方で、生分解性プラスチックの海での分解性
能を厳密に評価する基準が未整備である点には注
意が必要だ（脚注20参照）。現状、どういう生分
解性プラスチックが海洋プラスチック問題解決に
資するのかについての評価が定まっていない。こ
のため、開発技術のターゲットを絞りづらい状況
にある。
　生分解性プラスチックの性能を評価する国際規
格の議論を欧州が主導していることも気がかり
だ。日本も本件評価方法のルールづくりで高い存
在感を示すことが望まれる。

日本における廃プラスチックの現状
　日本国内の2016年のプラスチック樹脂の生産
量は1,075万トン、消費量は980万トンである。
同年の廃プラスチックの排出量は899万トンで、
うち84％（759万トン）がリサイクルされている。
この比率（有効利用率）は欧米と比べて高い（図
表10）。
　しかし、リサイクル方法別に見ると、サーマル

20    生分解性プラスチックとは、微生物などの働きで自然に分解するプラスチックで、最終的には水と二酸化炭素になる。ただし、
生分解性プラスチックにはさまざまなタイプがあり、それらの「海洋における分解性能」については、まだ国際的に合意された
評価や認証基準が存在しない点には注意が必要である。

21    PLAの射出成形での加工は、現状、肉厚なものでないと難しく、従来の化石燃料由来プラスチック製品に置き換えるまでには
至っていない。生分解性プラスチックの成形技術や金型技術については日本の製造業にアドバンテージがあり、これを生かして
生分解性プラスチック関連産業を発展させる道があるという（出所：小松道男「海洋プラスチック問題、生分解プラが本命、脱
プラは間違い」日経XTECH　2019年 1月 31日）。

日本
（2016 年）

EUとノルウェー、スイス計
（2016 年）

アメリカ
（2015 年）

有効利用（リサイクル計） 84% 有効利用（リサイクル計） 73% 有効利用（リサイクル計） 25%

マテリアルリサイクル 23% マテリアルリサイクル
31%

マテリアルリサイクル
9%

ケミカルリサイクル 4% ケミカルリサイクル ケミカルリサイクル

サーマルリサイクル 57% サーマルリサイクル 42% サーマルリサイクル 16%

　未利用 16% 　未利用 27% 　未利用 75%

計 100% 計 100% 計 100%

図表10　廃プラスチックのリサイクル状況の日欧米比較

出所：  一般社団法人プラスチック循環利用協会『プラスチックリサイクルの基礎知識2018』、PlasticsEurope「Plastics－the Facts 2017」、
EPA 「Plastics : Material－Specifi c Data （EPA）」を基に作成
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リサイクル（廃プラスチックを焼却し、発生する
熱を利用して発電などを行う手法）が57％を占め、
より望ましい手法とされているマテリアルリサイ
クル（廃プラスチックをそのままプラスチックと
して、熱を加えて溶かし、他の製品に再生する手
法）、ケミカルリサイクル（廃プラスチックを化学
的に分解するなどして化学原料に再生する手法）
の割合が少ない（ぞれぞれ23％、4％）ことが問
題視されている 22。

海洋プラスチック問題への日本の対応
　2018年 6月のG7サミットでは海洋プラスチッ
クごみ問題が議題として取り上げられ、「海洋プラ
スチック憲章」が採択された。日本は産業界との
調整がついていないことなどを理由に米国と共に
署名を見送り、国内外から批判を受けた。
　しかし、日本ではプラスチック問題に対応する
ための検討が続けられており、2018年 6月に閣議
決定された「第4次循環型社会形成推進基本計画」
の中で、プラスチックの資源循環を総合的に推進
するための「プラスチック資源循環戦略」を策定
することが掲げられた。同年7月、環境省は中央
環境審議会に「プラスチック資源循環戦略小委員
会」を設置し、プラスチックの資源循環をめぐる
議論を開始した。さらに、環境省は同年11月に「プ
ラスチック資源循環戦略（案）」を取りまとめた 23。
パブリックコメントなどを踏まえた上で、2019年
6月に大阪で開催されるG20サミットで議長国と
して海洋プラスチック規制条約を提唱し、合意形
成を目指す予定とされている。

科学的な検証なしに犯人扱いされたプラスチック
　プラスチックを取り巻く世界の状況は刻々と変
化し、厳しさを増している。レジ袋やストローな

ど身近なプラスチック製品の使用を見直す動きが
広がっており、リサイクルシステムが確立してい
たはずのペットボトルにも矛先が向かいつつある。
　実のところ、海洋プラスチックの環境リスクに
関しては、未だによく分からないこと、科学的に
立証されていないことが非常に多い。
　海を汚していること、海洋生物の命を奪う事例
があることは事実だが、海洋プラスチックごみが
いかなる経路やメカニズムで人間や生物にどの程
度有害なのかは、科学的にほとんど検証されてい
ない。科学的な根拠なしに、国際世論を背景に情
緒的に海洋プラスチックが狙い撃ちの形で犯人扱
いされ、脱プラスチックの流れが加速している状
態だ。プラスチック業界の人間にとっては全く理
不尽な話で、納得しがたい話であろう。
　もちろん、科学的な検証を急ぎ、客観的根拠に
基づいた、バランスのとれた冷静な議論を世に発
信していくことは必要不可欠な取り組みだ。しか
し、それをしたとしても、今の「脱プラスチック」
の流れは変えられない可能性が高いことは認識し
ておくべきだ。その理由は2点ある。

プラ問題の産業政策的側面
－ルール形成戦略の1つ
　1つ目の理由は、プラスチックごみ問題は、単
なる環境問題ではなく、グローバル競争における
ルール形成戦略の1つであるからだ。
　近年のグローバル競争の潮流は、ルールメイク
の競争である。ルールを作る側に回った方は大き
な商機を手にし、後から決まったルールを押し付
けられた方はビジネスで苦戦を強いられる。2015
年に国連で採択されたSDGsはその代表的な事例
であるが、プラスチック問題もその1つと捉える
ことができる。国際的な支持を取り付け、自らに

22    OECD（経済協力開発機構）の 2018 年の報告書では、サーマルリサイクルをリサイクルとは見なさず、日本の廃プラのリサイ
クル率はEUを下回るとしている。

23    同戦略（案）には、先に日本が署名を見送ったG7の海洋プラスチック憲章よりもハードルの高い（野心的な）数値目標も盛り
込まれている。「2030 年までにワンウェイの（使い捨て）プラスチック（容器包装等）を累積で 25％排出抑制」や「2030 年ま
でにプラスチック製容器包装等の 6割をリユースまたはリサイクル」などがそれである。
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都合のいい競争のルールをデファクト・スタン
ダード（事実上の世界標準）にする動きにほかな
らない。
　国際的な支持を得るために有力なのは、高い志
と共感である。ここでは、科学的知見に基づく冷
静な議論や全体最適を考えた正論は必ずしも通用
しない。
　前述した廃プラスチックの処理において、EUが
サーマルリサイクルに否定的で、マテリアルリサ
イクルにこだわるのは、環境負荷が小さいという
理由だけでなく、産業政策的な側面もあると考え
られる。回収から再生などの最終処分までを手が
ける自国のリサイクル産業を振興し、新規雇用創
出を図るという狙いがあり、そのためにマテリア
ルリサイクルを増やすための国際的なルールを作
ろうとしているのであろう。
　以上のような点を十分に認識し、日本もプラス
チック問題のルールづくりをどう有利に進めてい
くか、策を練る必要がある。

西欧の環境問題の原理原則は「正義」
　科学的検証がないにもかかわらず「脱プラスチッ
ク」の流れが止まらない2つ目の理由は、2015年
12月に採択されたパリ協定で「気候正義」という
言葉が使われて以降、西欧の環境問題を支配する
根本的な原理原則が「正義」となっていることで
ある。（一財）持続性推進機構理事長（東京大学名
誉教授）の安井至氏がこの点を明確に指摘してい
る 24。
　ここで言う「正義」は西欧社会におけるキリス
ト教の正義で、世間の価値観で決まる日本の正義
とは異なる。環境問題における西欧の「正義」で
怖いのは、「あの国は正義ではない、不正義の国で
ある」というラベルを貼られることが、経済活動
における差別化のツールとして使われることだ。
海洋プラスチック問題で「正義」に相当するのは、
おそらく海洋生態系の保全（特にウミガメなどへ

の悪影響の完全解決）であろう。
　ここでは、プラスチックの有害性の科学的検証
などはあまり問われない。さらに、西欧ではキリ
スト教の「原罪」という考え方があるため、「何で
も便利なものを求めるのは1つの原罪」「人間は多
少不便なくらいのレベルで満足するのが正常な状
態で、便利さを追求しすぎる社会は良くない世界」
といった価値観がある。このため、利便性を追求
することは西欧社会では必ずしも絶対的な価値で
はない。
　日本としては、最近の国際的な環境問題の議論
で「正義」という厄介な言葉が使われていること
に注意すべきだ。この点に鈍感なまま、日本がプ
ラスチックの使い捨てを継続していると、（たとえ
それが科学的に環境に有害なものではなくても）
「不正義の国」というラベルを貼られてしまう危険
性が高いと思われる。

企業はどう対応すべきか
　日本は人口1人当たりのプラスチック容器廃棄
量が世界で2番目に多い国であるため（UNEPの
調査による）、今後日本に対する風当たりが強くな
ることが予想される。将来、化石燃料由来のCO2
排出が許容できない状況になれば、サーマルリサ
イクルが困難になる恐れもある。
　海洋プラスチックごみ問題は、回収義務化やプ
ラスチック素材の利用制限などの規制強化に結び
付く可能性があり、規制への対応が遅れれば、コ
スト増や事業継続困難を招く恐れがある。企業は、
国内外の規制動向や国際世論を見極め、自社のビ
ジネスに及ぶリスクを適切にモニタリング・管理
しつつ迅速に対応する必要がある。
　こうした既存事業の防衛戦略と同時に、プラス
チック問題がもたらすこれらの脅威を「循環型経
済」につながる新市場が拡大するビジネスチャン
スと捉えて、攻めの事業戦略としてサステナブル
な社会実現に資する新素材・新製品・新サービス

24    安井至「プラスチックに関係する環境問題－世界の動向と課題」（『プラスチックエージ』2018年 12月号）。
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の開発に取り組むことが重要であろう。

10．新冷戦／米中貿易戦争

長期化しそうな米中の新冷戦
　2018年は、米国と中国という世界の二大超大国
が新たな冷戦に突入した年として、歴史に刻まれ
そうだ。米中両国の衝突はもはや貿易摩擦のレベ
ルを超えた「貿易戦争」に発展しており、早期終
息のめどは立っていない。さらに、米中の対立は
単なる貿易問題から安全保障上のハイテク覇権争
いに姿を変えてきている。
　長期化の様相を呈している米中の新冷戦は、世
界経済の大きなリスクとなっている。米中はかつ
ての冷戦時代の米ソと違って、経済的に深い相互
依存関係にあるだけに 25、両者の仲がこじれた場
合のショックは大きい。さらに、今や世界の企業
はグローバルなサプライチェーン（供給網）でつ
ながっており、中国はそれにしっかり組み込まれ
ているため、新冷戦の継続・拡大は企業活動に甚
大な影響を及ぼすことが懸念される。
　このように現在の世界のビジネス環境は、昨年

の年頭にはまったく想像もしなかった風景に移行
している。この意味で2019年の産業を読み解く
キーワードとして「新冷戦／米中貿易戦争」を取
り上げないわけにはいかない。新冷戦に日本企業
がどう向き合うかは重要な問題である。

米中貿易戦争の経緯
　米中貿易戦争が起こった経緯は、「米国第一主義」
政策を推進するトランプ大統領が、中国に対する
輸入制限措置（追加関税措置）を発動し、中国が
それに対抗する措置をとったことが発端である（図
表11）。
　この輸入制限措置の応酬については、ハイテク
分野に関する両国の溝は深いため、制裁関税追加
引き上げの凍結期限である2019年 3月 1日まで
の一時停戦期間が終わった後も、米中で早期に折
り合いがつく可能性は低い。

ハイテク覇権争いの側面
　米国は中国に対し、貿易黒字の削減だけでなく、
知的財産権や技術移転などに関する産業政策の見
直しを要求している。ファーウェイのCFO（最高

25    米中間の貿易額は米国の貿易総額の 16%、中国の 14%を占め、ともに最大の貿易相手国である。

【米】 2018.3.8　鉄鋼・アルミ製品に追加関税を指示 （通商拡大法 232条）

【米】 2018.3.22　知財侵害を理由に対中制裁関税を表明 （通商法 301条）

【米】 2018.5.23　自動車関税の調査を商務省に指示 （通商拡大法 232条）

【米】 2018.7.6　通商法 301 条に基づく対中追加関税 第１弾

　　　　　340 億ドル相当　818 品目（乗用車等）、25％

　　　　　⇒　【中】 340 億ドル相当　（545 品目（大豆、乗用車等）、25％

【米】 2018.8.23　通商法 301 条に基づく対中追加関税 第２弾

　　　　　160 億ドル相当　279 品目（半導体等）、25％

　　　　　⇒　【中】 160 億ドル相当　545 品目（化学工業品等）、25％

【米】 2018.8.23　通商法 301 条に基づく対中追加関税 第３弾

　　　　　2,000 億ドル相当　5,745 品目（食料品等）、10％（2019 年以降 25％）

　　　　　⇒　【中】 600 億ドル相当　5,207 品目（LNG等）、5％または 10％

【米・中】 2018.12.1　米による第 3弾の関税引き上げを 90日間猶予することで合意

図表 11　米国の追加関税措置と中国の対抗措置

出所：ジェトロ「ビジネス短信」等を基に作成
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財務責任者）逮捕という衝撃的な事件によって明
らかになったのは、米中貿易摩擦で米国が最も重
視しているのは経済問題ではなく安全保障問題で
あるということだ。この点で、今の米中貿易摩擦
はかつての日米貿易摩擦とは異質なものである。
　この背景には、世界第2位の経済規模となった
中国が、先端技術の面でも米国に迫ろうとしてい
ることに対する米国の強い警戒がある。米中貿易
戦争は、ハイテク分野を巡る米中の覇権争いとい
う側面を持っているのである。
　最近、米国では厳しい対中認識を打ち出した重
要文書が立て続けに出されていたが 26、こうした
姿勢が米国の政策として具現化したのが、2018年
8月 13日に大統領が署名した「国防権限法2019」
である。これは、知的財産の窃盗を行っていると
される中国を念頭に、米国が安全保障に影響する
ような最先端技術の流出を防ぐことを狙った法律
であり、米国議会の超党派のコンセンサスで成立
したものである。
　国防権限法の中には、新たな対中輸出規制が含
まれていた。そのキーワードは「新興技術（emergig 

and foundational technologies）」である。
　そして、米国商務省は2018年 11月に、「新興
技術」の特定に関してパブリックコメントを実施
し、14の技術分野を示した上で、意見を募集した
（図表12）。ここに示された技術分野は、バイオテ
クノロジー、AI、ロボティクスなど、世界のグロー
バル企業やスタートアップがこぞって注力してい
る領域が広く含まれている。
　注意すべきは、米国の輸出管理には再輸出規制
があることだ。米国からの部材、技術が25％以上
組み込まれて日本から中国に輸出するケースも、
米国の規制対象になる。日本企業は、これに巻き
込まれないよう細心の注意が必要になる。

ペンス副大統領演説の衝撃
　米国のペンス副大統領は、2018年 10月 4日、
ワシントンの保守系シンクタンク、ハドソン研究
所で行った演説で、包括的な対中国戦略を打ち出
した。同演説は、経済政策に加え、軍事拡張、人
権侵害、借金漬け外交、米国への選挙介入など広
範囲にわたり、前例のない厳しい中国批判を行う

26    2017 年 12月「国家安全保障戦略」、2018年 9月「国家サイバー戦略」など。

① バイオテクノロジー

② 人工知能（AI）・機械学習技術

③ 測位技術（Position, Navigation, and Timing）

④ マイクロプロセッサー技術

⑤ 先端コンピューティング技術

⑥ データ分析技術

⑦ 量子情報・量子センシング技術

⑧ ロジスティクス技術

⑨ 付加製造技術（3D プリンティング）

⑩ ロボティクス

⑪ ブレインコンピューター・インターフェイス

⑫ 極超音速

⑬ 先端材料

⑭ 先端監視技術

図表 12　米国が輸出管理規制を検討している「新興技術分野」

出所：米国商務省産業安全保障局2018年11月14日発表資料を基に作成
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歴史的なものとなった（図表13）。
　歴代政権が採ってきた融和的な対中政策と決別
し、中国に覇権を渡さないようにするために、安
全保障に直結しかねない先端技術や知的財産に関
しては強硬で臨むことが宣言されている。
　さらに、中国に対して仕掛けた貿易戦争が、ト
ランプ大統領個人の「ご乱心」や「ディール」で
はなく、どうやら議会など米国指導者層の総意で
あることが明らかになってきた。
　ペンス演説で示された冷徹な対中外交の指針は、
米中の覇権争い、新冷戦が一過性で終わるもので
はなく、長期化しそうなことを示唆している。米
中新冷戦の長期化は必至で、もはや新冷戦がニュー
ノーマル（新常態）になったと観念すべきかもし
れない。

米国が対中警戒感を強めた背景は「中国製造
2025」と「デジタル覇権」
　米国が警戒感を強めることになった中国の戦略
は、中国が共産党の統治を支える経済システム強
化のために推進している2つの戦略－製造業分野
の「中国製造2025」とデジタル分野の「デジタル

覇権」－である 27。
　「中国製造 2025」は、単なる産業政策ではなく、
米国の軍事的優位を揺るがす政策である。その目
的は、海外の先端技術に狙いを定めた軍産複合体
制の推進で、民間の技術力と軍事力の高度化を図
りながら製造業の水準を引き上げることにある。
不正な手段で外国技術を入手することによって技
術を国産化し、巨額の補助金を投じて米国を凌駕
することが狙いだと米国は考えている。
　もう1つの戦略である「デジタル覇権」とは何
か。中国は同国のインターネット業界を代表する
3企業のバイドゥ、アリババ、テンセント（頭文
字をとって「BAT」と呼ばれる）を国家の政策と
して成長させ、成長したBATを活用して国の統
治を進めようとしている。つまり、国家とBAT
が一体になったデジタル覇権戦略を推進してい
る。しかも、中国は国家自らが国内のデータを囲
い込んで国外には出さないが、他国のデータは積
極的に入手するといった、一方通行の「デジタル
保護主義」で、世界のデータ争奪戦を制しようと
している。
　こうした対中警戒感は、決して米国だけの認識

27    細川昌彦『暴走トランプと独裁の習近平に、どう立ち向かうか？』（2018年）の分析を参考にしている。

図表 13　ペンス講演の中に示された対中批判の要約

出所： ハドソン研究所における2018年10月4日のマイク・ペンス副大統領の対中政策演説（https://www.hudson.org/events/
1610-vice-president-mike-pence-s-remarks-on-the-administration-s-policy-towards-china102018）を基に作成
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ではなく、欧州の識者の間にも広がりつつある。
この点に注目すれば、今起こっていることの本質
は単なる「米中の覇権争い」ではなく、秩序が異
なる体制同士の「秩序間競争」ということになる。
　今の中国は、イデオロギー面で、自由主義的な
政治体制をとらなくても経済発展できるというモ
デルを提示している。民主化のための政治改革を
進めるのでなく、権威主義体制を強化しつつ、世
界最先端の産業技術力を手に入れることを宣言し
ている 28。
　この中国の動きを見て、米国は、従来の「関与
政策」（中国が経済成長を続けて豊かになれば、や
がて政治改革を進めて民主化に向かうという期待
のもとで、世界市場での中国の自由な活動をなる
べく阻害しないような政策）と決別した。そして、
民主化しない中国には絶対に技術優位を与えては
いけないという姿勢が米国のコンセンサスになり
つつある。
　したがって、現下のデジタル覇権争いは、米欧
などの西側のシステムか、中国が主導する異質な
システムか、どちらが主導権をとるかの争いとい
える。

米欧の対中戦略はどこへ向かうのか
　米欧の今後の対中国戦略を見通せば、従来欧米
が採ってきた「関与政策」は誤りだったとの認識
が支配的になっていくであろうが、一方でかつて
の対ソ連戦略のような「封じ込め政策」が採られ
ることは考えにくい。なぜなら、中国と米欧の経
済が深い相互依存関係にあるからだ。
　新冷戦が冷たいままで終息するためには、中国
が自国の統治システムを徐々に修正していくと同
時に、米欧が中国に対して「封じ込め政策」でも「関
与政策」でもない「第3の道」を模索して対峙し
ていくことが必要になる。

米中新冷戦が経済に与える影響
　米中新冷戦が経済に及ぼす影響としては、まず
短期的には事業環境の不確実要素があまりに高い
ため、事業計画が立てられず、企業の投資が手控
えられて、世界経済が停滞するというルートがあ
る。世界の2大経済大国が報復追加関税合戦を続
けるとすれば、世界の貿易・投資にブレーキがか
かり、世界経済の成長が鈍化することは明白であ
る。
　もちろん、米中の関税合戦により、短期的には
漁夫の利を得る国や企業が出てくることはあるが、
新冷戦が世界経済全体の重しとしてボディーブ
ローのように効いてくることは避けられない。
　中期的な影響としては、米中対立が企業や研究
機関などの交流にも悪影響を及ぼす結果、中国が
いくら自力更生の努力をしてもイノベーション創
出力が鈍ることになり、世界第2位の中国経済の
停滞によって、世界経済の成長が下押しされるこ
とが懸念される。

「ルールに基づく秩序」の崩壊
　こうしたマクロ経済面以上に深刻な影響があ
る。それは、世界1位と 2位の経済大国が一方的
な制裁を振りかざすパワーゲームの世界に突入し、
先人たちが長い年月をかけて積み上げてきた「ルー
ルに基づく秩序」が崩壊の危機に瀕することだ。
　現状、2大大国の米中がWTO違反の一方的措
置の応酬をして、WTOのルールをないがしろにし
ている結果、WTOなどの「ルールに基づく秩序」
が窮地に立たされている。ルールに基づく秩序が
なくなれば、米中市場への依存度が高く、パワー
ゲームを実行できない日本は不利な立場に落ち込
まれる可能性が高い。日本にとっては、欧州やア
ジアと連携し、米国をつなぎとめつつ、中国を巻
き込んでいくことに注力し、ルールに基づく秩序
を整備していくことが課題となろう。

28    田中明彦（政策研究大学院大学学長）「米中「新冷戦」への備え急げ 軍事的緊張回避に関与を」（日本経済新聞 2019年 1月 8日
朝刊　経済教室）による。
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内需主導型への転換という処方箋は非現実的
　海外のリスクが顕在化して海外経済頼みの成長
が見込めなくなると、日本経済への提言として「内
需主型への転換」を唱える声が大きくなるのがお
決まりのパターンである。新冷戦の時代にあって、
政府の経済政策としては、日本経済が海外情勢に
大きく左右されずに安定成長を確保できるように、
内需主導型経済への構造転換が望ましいことは確
かだ。
　しかし、理屈としてはその通りだが、現実には
人口オーナス期 29 に入っている日本が内需主導型
への転換を実現するのは難しく、海外市場への依
存をやめるわけにはいかない。また、サプライ
チェーンは複雑に絡み合い、国境を越えたビジネ
スは当たり前だ。現実的な対応策としては、輸出
や現地生産の展開先を分散化させ、米国・中国へ
の依存度を下げることでリスク分散を図ることで
あろう。

日本企業は難しい選択を迫られる
　日本では、これまでは米中貿易摩擦が企業業績
にどのような影響を及ぼすかが主な関心事項と
なってきたが、これからは米中ハイテク覇権争い
のあおりを受けないかという点に注目が集まりそ
うだ。
　米国は安全保障にも影響するような最先端技術
の中国への流出を防ぐ対策を本気で強化してい
る。「新興技術」をめぐる米中間の覇権争いが激化
する中、米国の規制強化（対中国を念頭に置いた
安全保障貿易管理や投資審査の厳格化）によって、
日本企業の活動も制約を受けることになる。
　日本企業の対中国の取引、共同研究、M&Aにつ
いても、米国並みの管理が求められるようになる
だろう。とりわけ、AIやモビリティなどの戦略的
な先端技術においては、対中輸出が規制されるだ
ろう。特定の中国企業との取引があれば、米国市

場に参入できなくなる可能性もある。日本企業は、
輸出先やサプライチェーンから中国を外すか、そ
れとも世界最大市場の1つである中国市場におけ
るビジネスを継続・拡大するか、難しい選択を迫
られる可能性がある。

「漁夫の利」を得られるか
　一方、日本企業側からすれば、巨大市場を抱え
る中国、先進的なイノベーションが創出される場
としての中国の魅力は依然として大きく 30、やす
やすとあきらめるわけにはいかない。また、米国
の対中経済強硬策に焦った中国は、外交姿勢を軟
化させ、日本に対して投資や貿易を歓迎する微笑
外交を展開しているため、米中関係の悪化は日本
にとって中国と共存共栄関係を築き、「漁夫の利」
を得るチャンスととらえることも可能だ。
　確かに、日本の経済界の対応としては、米中ハ
イテク覇権争いのあおりを受けるリスクを想定し
つつも、新冷戦下で関係が良好化している中国か
らできるだけ良い条件を引き出し、対中ビジネス
の拡大や対中ビジネス環境の改善を図るべきかも
しれない。
　しかし、安全保障の問題となってくると、日本
は日米安保条約の中で中国をとらえる必要があり、
中途半端な立場は取れない。中国に覇権を渡すま
いとする米国の規制強化によって、今後日本は「踏
み絵」を踏まされる場面も予想される。したがって、
日本がしたたかに中国との関係を強化して「漁夫
の利」を得るのは、そう簡単ではないだろう。
　少なくとも、日本企業は中国への依存度を過度
に高めることは避けることが必須と思われる。今
後、日本企業の対中投資は、成長する中国市場を
狙った投資が中心となり、中国を生産・輸出基地
として活用するための投資は慎重化していくこと
が予想される。
　グローバル企業を買収する際には、米中新冷戦

29    少子高齢化の進展により、人口構成の変化が経済にとってマイナスに作用する状態。働く人よりも支えられる人が多くなること
で、社会保障制度の維持が困難になる。

30    本稿前編で挙げたキーワード「5．イノベーション拠点としての中国」をご参照ください（本誌 2019年 1・2月号掲載）。
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を念頭に置き、取引相手先の地政学的なデューデ
リジェンス（資産査定）を綿密に行うことが必要
になってくる。
　また、経営不振に陥った日本メーカーが中国系
資本に出資・売却され、傘下に入るという選択肢
も今後は難しくなるだろう。

新冷戦時代の安全保障戦略を練る司令塔が必要
　米中新冷戦が長期化の様相を呈しているだけに、
日本企業は今後、腰を据えて中国との間合いの取
り方を模索していくことが求められる。
　米国の国防権限法が具体的にどのように運用さ
れていくのかを注視し、日本企業はどのように行
動すれば米国から不信感をもたれないですむかを
見極めていく必要がある。
　新冷戦の展開を先読みし、企業の損失を最小化
するための戦略を立てることを、個々の企業レベ
ルで行うのは容易ではない。新冷戦時代の安全保
障戦略を練る司令塔を政府に設置し、民間に情報
提供する仕組みをつくることが望まれる 31。
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