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■  本稿では、2018 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。 

■  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とらえ

ることを重視している。 

■  2018 年のキーワードを 10 個挙げると、以下のとおりである。 
１．製造業のサービス化 
２．人とロボット・AI の協働 
３．リープフロッグ／リバースイノベーション 
４．EV シフト 
５．モビリティー革命 
６．人生 100 年時代の新市場 
７．ESG 投資／SDGs 
８．バイオエコノミー 
９．ブロックチェーン 
１０．大企業とスタートアップの連携 

 
 
 

 Ｔ Ｂ Ｒ  産 業 経 済 の 論 点 
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１．製造業のサービス化  
 
製造業のサービス化が一段と加速 

製造業企業がモノの製造・販売だけでなく、サービスの提供を付加することにより、モノの

価値の向上やモノの拡販を図る動き、すなわち「製造業のサービス化」が最近一段と加速して

きた 1。 
近年、製造業のサービス化を促している最大の要因は、IT（情報技術）の発達とデジタル化

の進展である。IT・デジタルの波はこれまで次の２段階で押し寄せてきている（図表１参照）。 
第一の波は、2000 年頃から押し寄せてきた潮流である。IT 化・デジタル化の進展によって、

ものづくりに参入するハードルが下がり、後発企業や新参者でも簡単にものづくりに参入でき

るようになった。この結果、ハイテク製品でも短期間で供給過剰になり価格競争にまみれてし

まう展開が珍しくなくなった。こうした中、先進国の製造業が生き残るために、モノ自体の価

値だけで勝負するのでなく、モノにサービスを融合させて顧客の課題解決に貢献するビジネス

に乗り出したり、新たな価値を提供したりする動きが増えてきた。 

第二の波は、2015 年頃から観察され、今世界中に押し寄せている潮流である。デジタル革命

が新時代（「第 4 次産業革命」期）に入り、あらゆるモノがインターネットにつながる IoT の

時代を迎える中、製造業の競争軸が「モノの製造・販売」から「モノを介した顧客価値の提供

全般」へと広がってきた。この結果、製造業企業でも、やろうと思えばデジタルデータを収集・

分析して顧客のニーズを知り、サービスやソリューションを提供することが可能になった。 
 
IoT・第 4次産業革命が本年のキーワードに入っていない理由 

 ところで、本年筆者が選んだ「10 のキーワード」の中には、2016 年、2017 年と掲げ続けて

きたワードである「IoT」と「第 4 次産業革命」が入っていない。これについて補足しておき

たい。 
 その理由は、これらが一過性のブームあるいはバズワード（もっともらしい、人目を引くキ

ャッチフレーズだが、実際には定義や意味があいまいな言葉）で、すでに盛りが過ぎたからで

はない。それどころか、IoT や第 4 次産業革命は、引き続き世界の産業を取り巻く環境の中で

最重要な地位を占めている。しかし、これらをキーワードとして議論する時期はもう終わり、

IoT・人工知能（AI）・シェアリングエコノミーといった新たなテクノロジーを活用した新たな

仕組みを各産業分野に実装する取り組みが世界的に進み始めている。今年の 10 のキーワード

の中に IoT と第 4 次産業革命を入れなかったのは、このためである。 
 実は、昨年、筆者が発表した 2017 年版「10 のキーワード」において、１つ目のキーワード

を「IoT・AI・第 4 次産業革命への対応」としたのは、すでに昨年の段階でこれらを単体の用

語として論じる時期は過ぎ、すべてのビジネスパーソンが当然認識すべき重大な環境変化と位

置付け、それへの各企業の対応が問われるフェーズに入っているとの認識があったからだ。 
 もはや、第 4 次産業革命や IoT、AI、シェアリングエコノミーは、われわれにとって選択の

問題ではなく、現在進行中の厳然たる事実であり、与件（与えられた前提条件）である。 
 
 

                                                   
1 詳細については、増田貴司「なぜ「製造業のサービス化」が進んでいるのか」（東レ経営研究所「産業経済の

論点」2017 年 9 月、http://www.tbr.co.jp/pdf/report/eco_g055.pdf）をご参照ください。 
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新興国企業を含む多くの企業が、低コストで
ハイテク工業製品をすぐに量産できる時代に

製造業への参入障壁が低下

ＩＴの発達
デジタル化の進展

新興国企業の台頭
新興国市場が主戦場に

模倣・キャッチアップの容易化

ハイテク工業製品でも短時間で
コモディティ化し、低価格競争に陥るように

世界的にモノは供給過剰になりやすい時代に

顧客の求める価値は、「モノ」そのものではなく、
モノを使って実現できる「コト」（問題解決）に移行

製造業はモノ自体の価値で勝負するのでなく、
モノとサービスを組み合わせて顧客の経験価値

を高めることで差別化を図ることが必要に

【 2000年頃以降「製造業のサービス化」が進んだ理由 】

「製造業のサービス化」が増加

○ モノから取得・収集した大量のデータを分析し、新たな価値を
生む形で利用可能

○ データ分析の際、AIを活用して、人間を超える高度な判断を
させることが可能

○ 進化したロボットの活用により、多様で複雑な作業を自動化可能

出所 ： 筆者作成

■ 第4次産業革命の進展 （IoTの導入促進）

→ あらゆるモノや情報がデジタル化・データ化され、
ネットワークでつながる時代に

【 2015年頃以降「製造業のサービス化」が加速した理由 】

「製造業のサービス化」が加速

■ 以前は不可能だったビジネスモデルが実現可能に

－ 製造業企業が、デジタルデータを収集・分析して人々が
何を欲しがっているのかを知り、
モノとサービスを融合させて顧客の課題解決に貢献する
ビジネスに乗り出せるように

○ 製造業の競争軸が「モノの製造・販売」から
「モノを介した顧客価値の提供全般」に変化

○ 高品質なモノを作る技術力のない企業でも、

サービスを加えた総合力で勝てる時代に
○ 競争力の源泉がハードウェアからソフトウェアに移行

図表１ 「製造業のサービス化」が進んだ理由

 
 
顧客にとっての成果をどう生み出すか 

 冒頭で挙げた、第二の波を受けて進展している「製造業のサービス化」は、まさに昨年のキ

ーワード「IoT・AI・第 4 次産業革命への対応」の一形態と言うことができる。 
 この潮流はまだ始まったばかりだ。今後、IoT が普及していくのに伴い、身の回りの製品の

多くが、様々なサービスを利用する装置として使われることになることが予想される。こうし

て、製品とサービスの統合が進んでいくと、どんな製品を顧客に提供するかよりも、顧客にと

っての成果（顧客の課題解決、コスト削減、収益増大等）をどのように生み出すかが、製造業

のビジネスにとっても重要な目標に浮上してくることは間違いない。 
経済産業省は、IoT 時代に目指すべき産業の姿として「コネクテッド・インダストリーズ」

を掲げているが、『2017 年版ものづくり白書』の中でも、顧客価値の実現の手段が「モノの所

有」から「機能の利用」へと変化していることを踏まえ、モノを他のモノやサービス、情報と

結びつけて一層の価値拡大を図るなど、「サービス・ソリューション展開」が製造業の差別化要

因として重要になっていると指摘している。 
 
IoTを活用したサービス化の事例 

欧米メーカーの間では、近年、製品に IoT や AI の技術を融合させて独自のサービスを提供

している事例が数多く見られる（図表２）。 
 日本の製造業企業の間でも、IoT を活用して単なるモノの販売からソリューションの提供な

どサービス事業展開にシフトする事例が散見される。 
1981 年に熱転写方式バーコードプリンタを世界で初めて開発したサトーホールディングス

は、1990 年代以降、顧客の現場に足を運び、多種多様なモノと情報をバーコードで紐付け、デ

ータを収集して ITシステムで処理することで業務改善を図るビジネスモデルを確立している。

2010 年代には、自動認識技術を使ったハードウェア・サプライの開発・製造からソリューショ



東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                               ２０１８．２．２２ 

4 

ンの開発、インテグレーションまで一気通貫で行う世界で唯一の企業となっている 2。 
 また、ダイキン工業は、IoT や AI の技術を活用し、オフィスで照明や臭いなどが個人の快適

性にどのような影響を与えているかを分析し、単なる空調機メーカーではなく「働きやすいオ

フィス」に向けたソリューションを提供する会社になることを目指している 3。 
 
マスカスタマイゼーション 

IoT 時代の「製造業のサービス化」の一類型として今後増加が予想されるのがマスカスタマ

イゼーションである。マスカスタマイゼーションとは、IT を活用した柔軟な生産システムによ

り、個々の顧客のニーズに合った特注品の製品・サービスを、大量生産品並みの低価格で提供

することである。 
 IoT の導入や 3D プリンターによる生産技術革新により、個々の顧客のニーズを反映したカ

スタマイズやパーソナライズが容易になっている。 
ドイツのスポーツ用品メーカー、アディダスは、「スピードファクトリー」と称する製造工程

とビジネスモデルの革新を行い、3D プリンターを活用することで、オーダーメードのスポー

ツシューズを従来製品と同水準の価格で提供することを実現した（2017 年稼働開始）。 
総合繊維メーカーのセーレンは、バーチャルオーダーにより個々の顧客が求める世界で 1 着

の衣料品を短納期で製造・販売できるデジタルプロダクションシステム「ビスコテックス」を

開発・展開している 4。 
 
 

社名 内容

　GE（米）

自社製品にセンサーを搭載し、故障・部品交換の予測や製品稼働の自動制御による最適化を進める「インダストリ
アル・インターネット」を推進。航空機エンジン部門では、運行した分だけに課金する稼働課金制を導入。飛行中の
状況をリアルタイムで把握・解析することにより、航空機の路線ネットワークやルートを最適化するなど、燃費の削減
や航空業務全体の効率向上のためのソリューションを提供している。

　キンバリー・クラーク（米）

ティッシュペーパー「クリネックス」などの紙製品を中心にパーソナルケア製品を世界中で販売する企業。企業向け
サービスを提供する部門は、IBMの「ワトソンIoTプラットフォーム」を採用した施設管理アプリを導入することにより、
施設管理者が石鹸や芳香剤等の化粧室の消耗品やドアの使用状況などをPCやスマホから遠隔でモニタリングで
きるサービスを提供。

　クラース（独）
農業機械メーカーの同社は、光学式作物センサーを使って作物中に吸収された窒素量と作物密生度についての
データを収集し、農業機械が走行しながら最適な肥料の量などを計算するサービスや、パートナー企業と共に構築
した農業生産管理オンラインプラットフォームを提供している。

　ケーザー・コンプレッサー（独）

工業用圧縮空気コンプレッサー・メーカー。製造コストの大半が電気代だが、IoTの活用により電力消費量の低減
に成功。 コンプレッサーの販売に加えて、圧縮空気の販売事業を開始。 顧客に代わって機械を運用し、供給した
空気の容量に応じて課金するシステムを導入することで、これまでコンプレッサーを購入していた大口ユーザーに
加え、小口ユーザーの開拓に成功。

　ミシュラン（仏）
タイヤメーカーの同社は、トラックのエンジンとタイヤにセンサーを装着し、運送会社向けに実際の走行距離に基づ
きタイヤのリース料金を請求する「Tire as a Service」というサービスを開発・提供。同社の専門家が燃料消費量、
タイヤの空気圧、気温、スピード等を分析してアドバイスを提供。

出所 ： 各社リリース資料、各種文献・記事より作成

図表２ 欧米企業のIoTを活用した「製造業のサービス化」事例

 
 

                                                   
2 サトーグループ ウェブサイト（http://www.sato.co.jp/company/outline/）。 
3 日経産業新聞 2017 年 6 月 30 日付。 
4 『2015 年版ものづくり白書』。 
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繊維産業の集積地である群馬県桐生市に本社を置くフクル（木島広・代表取締役）は、マス

カスタマイゼーションで 1 着からのカスタムオーダーに対応するシステムを確立し、繊維産地

に新風を吹き込んだ 5。同社は、市内や全国の織物工場や縫製工場、生地倉庫などをクラウド

コンピューティングでつないでデータの受け渡しを行っている。遊休資産を活用する仕組みを

築き、コスト低減、労力低減を進めつつ、ノウハウを共有して質の高い一点物の商品を提供し

ている。 
 このように、IT を活用してリアルとバーチャルを統合してパーソナライズやカスタマイズを

実現する新ビジネスは、中堅・中小企業にとっても有望なビジネスチャンスと考えられる。 
 
サーキュラーエコノミー型のビジネスモデル変革 

2015 年 12 月に EU が打ち出した資源循環政策「サーキュラーエコノミー（CE）」が、グロ

ーバルビジネスを展開する企業にとって無視できない政策となっている。CE は天然資源の調

達や廃棄物の排出を抑制する政策であるが、環境保護政策や CSR（企業の社会的責任）ではな

い。EU が資源の有効利用を図ることで新しい産業や雇用を生み出すことを狙った成長戦略で

ある。本稿キーワード７で挙げる「ESG 投資／SDGｓ」への関心の高まりも、企業に CE の

対応を促す要因となっている。 
 ここで重要なことは、CE は世界の企業にビジネスモデルの変革を迫っているという点だ。

すでに海外では CE に対応したビジネスモデル変革に取り組む企業が増えている。資源効率の

高いビジネスモデルが求められることから、製品売り切りのビジネスからサービサイジング 6

へ転換する動きや、利用頻度の低いモノをシェアする動きが強まる方向にある（図表３）。 
 

図表３ サーキュラーエコノミー（CE）によるビジネスモデルの変化

出所 ： 経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課 「EUにおけるサーキュラーエコノミー政策と我が国の3R政策の動向」
（2017年12月）

 
 

                                                   
5 事業構想大学院大学『月刊事業構想』2017 年 12 月号。 
6 「製品」を売る代わりに、その製品が供する「機能」を売るビジネスモデルのこと。 
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 世界の企業がCE 型のビジネスモデル変革を進めることは、間違いなく、「モノからコトへ」、

「所有から利用へ」を促し、製造業のサービス化を加速する要因になる。 
 例えば、フランスのタイヤメーカー、ミシュランは、運送会社にタイヤを販売するだけでな

く、IoT を導入してパンクの修理などのメンテナンスや廃棄など広範な責任を負う対価として、

走行距離に基づいたサービス料を請求するビジネスモデルを構築し、成果を出している。 
 2018 年は日本企業の間でも、CE 型のビジネスモデル変革に取り組む製造業が増えると予想

される。 
 
 
 
２．人とロボット・ＡＩの協働  
 
急拡大する協働ロボット市場 

ロボットや人工知能（AI）が急速に社会に浸透し始めている。 
人手不足が深刻化する中、産業界の現場において人と協働可能なロボット（協働ロボット）

が次々と開発されている。従来の産業用ロボットと違って安全柵が不要で、人と同じ空間に設

置でき、人とぶつかっても危害を加えない 7。 
投資額を抑えながら、人の作業をロボットに置き換えられるため、人手不足対策や多品種少

量生産にも対応することができ、大企業だけでなく中小企業、非製造業にも需要の広がりが見

込まれる。先進国のほか、ロボットの最大市場である中国でも人件費の高騰を背景に導入が進

むと予想される。 
協働ロボットで先行したのは欧州のロボットメーカーで、先駆的企業であるデンマークのユ

ニバーサルロボットは 2009 年から協働ロボットを市場に投入しており、世界シェアトップの

地位を築いている。ドイツのクーカも早くから協働ロボットを提案している。 
日本勢も協働ロボット市場に参入し始めた。2015 年にはファナックや川崎重工業が上市し、

2017 年には安川電気が参入した。不二越は 2018 年に、三菱電機は 2018 年度中に商品化する

予定だ。川崎重工業が、2017 年 11 月、スイスの ABB グループ（世界初の協働型双腕ロボッ

トの開発・販売を手がけるメーカー）と協働ロボット分野で協業すると発表するなど、海外企

業との連携事例も見られる。 
市場調査会社の MarketsandMarkets 社の予測によれば、協働ロボットの世界市場規模は、

2016 年時点で推計 1 億 7,670 万ドルであるが、今後急成長が続き、2023 年には 42 億 8,440
万ドル市場に拡大する見通しで、この間、年平均 57％の高成長が見込まれている。 
 
人とロボットの役割分担 

このように人を補助しながら相棒のように働くロボットが普及していく中、人とロボットの

役割分担の問題に焦点が当たることは避けられない。人とロボットはうまく協調して働くこと

ができるのかという問題である。 
昨今は人工知能（AI）を搭載したロボットが目覚ましい進化を遂げており、単純労働のみな

                                                   
7 従来は産業用ロボットを設置する場合、設備を柵で囲う必要があったが、産業用ロボットの安全要求事項を

定める国際規格が新たに制定されたことに伴い、日本では 2013 年末に労働安全衛生規則が改正され、さらに

2015 年には日本工業規格（JIS）が制定された。これを受け、所定の条件を満たすロボット（協働ロボット）

を柵なしで利用できるようになった。 
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らず高度な専門性を要する分野まで、人間の仕事が次々に「ロボット・AI」（以下、「ロボット」）

に奪われてしまいかねないといった不安が世の中に広がっている。 
ロボットといえば、人間の作業を代替する面ばかり注目されがちだが、実は人間のできるこ

とを拡張・支援するための道具になるし、そのような使い方をすべきであろう。 
 
ロボットの得意分野と苦手分野 

人間がやりたくない単調、過酷、危険な仕事はロボットに任せる。さらに、人間よりもロボ

ットの方が得意なことはロボットに任せる。その分、手の空いた人間は、ロボットには不可能

な（あるいは苦手な）領域の仕事に専念するという分業形態をとるのが合理的だ。 
では、ロボットにはできない、人間が担うべき領域とは何か。識者の意見を要約して言えば、

それは柔軟性や判断力、創造性を求められる仕事ということになる。 
具体的には、何にどのように取り組むかといった目標を定義する仕事、責任を伴う最終的な

意思決定を行う部分、正解やゴールが決まっていない仕事、途中でゴールが変更される仕事、

後工程への目配りが随時必要な仕事、阿吽（あうん）の呼吸が求められる仕事。これらは人間

が担うべき領域と言えるだろう。 
 
人間がいらなくなることはない 

 もちろん、今後、ロボット技術の進化に伴い、人間でなければできない領域は狭まってくる

ことが予想される。それでも、人のやることがなくなって人が不要になるという心配はなさそ

うだ。仮にロボットを活用して業務を自動化したとしても、ロボットを活用する環境を整えて

メンテナンスしたり、結果を検証したり、判断したりする仕事は人間しかできないからである 8。

今ある人の仕事は徐々にロボットに代替されるが、一方でロボットと協働するために人がなす

べき新たな仕事が発生するはずだ。 
 また、多くの企業にロボットが普及した後には、ロボットに担わせた業務はどの企業でも同

様のレベルで行われるため、そこでは企業間の差異は生じにくくなる。結局、企業が他社との

差異化や自社ならではの価値創出を果たすことができるのは、人間が担うべき領域ということ

になる。 
 
人の能力を拡張する道具になる 

ロボットは人間のできることを代替、支援するだけでなく、拡張するための道具としても活

用できる。 
人間には不可能なことを、疲れも知らずにやってのけるロボットを、相棒としてうまく活用

すれば、人間の視野を超人的に広げ、組織の機動力を圧倒的に高めることもできる。 
参考になるのは将棋の世界である。プロ棋士の間では、AI（将棋ソフト）を１つのツールと

して活用して棋士の能力や実力を伸ばすという使い方が広がり始めている 9。同じ AI の手を勉

強したとしても、AI が示したこと（凡人にとっては意味不明なこと）を咀嚼（そしゃく）して

吸収する能力は、人によって大きな差が出るという。このケースは、今後人間が進化したロボ

ットをいかに自身の能力向上のために使いこなしていくかが、競争力構築のための差別化要素

になることを示唆している。 

                                                   
8 ボストン コンサルティング グループ編『BCG が読む経営の論点 2018』69 頁 図表 4 を参考にした。 
9 21 世紀政策研究所『座談会 プロ棋士から見た AI と人－これからの経営・社会への示唆』2017 年 10 月。 
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 近い将来、企業にとって、業務の担い手としてのロボットと人間の組み合わせの最適化をい

かに図るかが重要課題となるに違いない。 
 
人がロボットに抱く恐れ 

 しかし、「人とロボットの協働」の実現に向けては、克服すべき課題がたくさん残っている。

ただでさえ、急速な技術革新が起こった時、人類は新技術に慣れるまではその導入に慎重にな

るものだが、ロボットの場合、そのハードルはさらに高くなる。なぜなら、洋の東西を問わず、

人間はロボットに対して、人類を助けてくれる存在であってほしいと願う一方で、君主と化し

たロボットにいずれ自分は奴隷として使われるのではないかという恐れを抱いているからだ 10。

映画や小説などの大衆文化に登場したロボットの影響もあって、ロボットがもつ、こうした文

化的イメージを払拭するのは容易でない。このことが、人がロボットを活用する際に合理的な

判断の妨げになりかねない。人とロボットの協働は、理想的な概念だが、その実現は決して容

易ではない。 
 
人とロボットの付き合い方の模索が課題 

この文化的イメージの壁を突破するには、人間がロボットとの付き合い方に習熟する必要が

あり、そのためには人とロボットとの関わりについての研究を深めなければならない。だが、

この分野の研究は、技術的課題の研究と比べて明らかに遅れている。 
 人とロボットの協働を社会に実装するために、人とロボットのあるべき協調関係はどのよう

なものかについての知見を多方面から深めていくことが喫緊の課題になるだろう。 
 例えば、機械は認識や動機を持たないのに、それらがある（機械は考えている）と思ってし

まう人間の心理をどうコントロールするか。高齢者の自立支援ロボットの場合、支援を受ける

側と介護人側の態度や精神構造の分析から、コンピューターとの間にどんな接点を設けること

が必要か。ロボットカーの事故や誤作動で犠牲者が出たり、損壊が発生したりした場合に、誰

に法的責任を問えるのか、といった問題がある。こういった多方面の課題を一つひとつ解決し

ていかなければならない（図表４参照）。 
 

問題の種類 内容（例示）

　不完全知覚問題 十分なデータがないためにAIが適切な解を出せない場合がある。

　切り替え問題
緊急時に自動運転から急に人の運転に切り替えようとしても、人が目前で発生する
危険な状態を的確に捉えて事故を回避することはできない。

　混在問題
自動運転と人の運転が混在する場合、完全な合法運転を行う自動運転車は異質な存
在となり、周辺車両や歩行者に不安を与え、従来にはない新たな課題を引き起こす。

　賠償責任問題
自動運転の事故では、車両の故障、AIの判断ミス、道路など公共インフラ側のセンサー
や信号の故障など、従来とは異なる様々な原因が想定されるため、賠償責任の設定が
不明確で、法的な構造を修正する必要がある。

　倫理問題
ブレーキの利かないトロッコがまっすぐ進めば5人、舵を切れば1人の人をひいてしまう
場合、どちらを選択するかといった問題。

出所 ： 井熊均・井上岳一 『「自動運転」ビジネス 勝利の方程式』（2017年） 62～63頁 をもとにまとめた。

図表４　ロボット（AI）と人間が社会で共存するための課題＜自動運転の場合＞

 

                                                   
10 ジョン・ジョーダン（2017） がこの点を克明に分析している。 
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 人とロボットとの付き合い方を模索する領域は、「鉄腕アトム」や「ドラえもん」の影響で、

「ロボットと人の共生」のイメージが沸きやすい日本人には優位性があると思われる。また、

人とロボットの付き合い方の研究で求められるのは、現場の個別事情に合わせて細やかに作り

込む作業であり、これは日本人の得意分野である。日本企業が人とロボットの協働関係構築に

おける主導権を握ることを期待したい。 
 2020 年の東京五輪が迫ってきた。オリンピックという人間の生きざまを映すヒューマン・ド

ラマが繰り広げられるイベントを、人とロボットのポジティブな関係を発信・提案する機会と

して活用してくべきだ。 
 
 
 
３．リープフロッグ／リバースイノベーション  
 

新興国でリープフロッグが頻発 

デジタル化の進展を背景に、先進国ではなく新興国において新産業が生まれたり、最先端の

技術・サービスが開花したりするケースが増えてきた。 
新興国では、先進国がたどった段階的な発展過程を経ずに（途中の段階を飛び越して）、いき

なり最先端の技術が普及する「カエル飛び（リープフロッグ）」と呼ばれる現象が次々と起こっ

ている。 
 リープフロッグの事例としては、多くの新興国において固定電話の普及を経ずに携帯電話が

一般化し、スマートフォンが普及したことが有名である。IoT や AI が普及する第 4 次産業革

命期の到来に伴い、新興国で数多くのリープフロッグが発生するようになってきた。 
 
リープフロッグの宝庫、中国 

 とりわけ、最近、リープフロッグが顕著に観察される国は中国である。 
 中国ではクレジットカードの普及を経ずに、スマートフォンを使ったモバイル決済が急拡大

し、今や世界に冠たるキャッシュレス社会に変貌している（図表５）。社会の隅々にまでキャッ

シュレス決済の仕組みが広がったため、財布を持たない人が増えている 11。買い物などの商取

引や友人同士の送金など、日常生活のさまざまな場面で QR コード決済 12が使われるようにな

った。 
 今、中国では、シェア自転車などのスマホ関連の新市場が急速に拡大している。車体の QR
コードをアプリで読み込むと、解錠され、利用時間に応じた料金をネット決済する。使用後の

自転車は、契約する駐輪場であればどこに乗り捨ててもいいという簡便な仕組みが受けている。

スマホアプリを使った自動車のライドシェア市場も成長しており、圧倒的なシェアを誇るプラ

ットフォーム「滴滴出行（DiDi）」の利用が広がっている。 

                                                   
11 中国におけるモバイル決済の金額は 2016 年で約 38 兆元（約 640 兆円）と、米国での決済額の約 50 倍に達

している。 
12 商店側は QR コードを掲示しておくだけで、カード読み取り機などを導入するコストがかからないというメ

リットがあることなどから、普及に弾みがついた。日本のデンソーウェーブが開発した QR コードが中国で決

済手段として花開いた格好である（参考文献：日経 BP 社『日経テクノロジー展望 2018 世界を動かす 100 の

技術』）。 
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出所 ： 経済産業省経済産業政策局産業資金課 「FinTechビジョンについて（補足資料）」 2017年5月
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図表５ キャッシュレス決済比率の国際比較（2015年）
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今や中国ビジネスは世界最先端 

 中国でリープフロッグが頻発する背景の 1 つに、起業が盛んで、イノベーションが起こりや

すい環境が存在していることがある。中でもイノベーションを生む都市として近年注目されて

いる都市は深圳である。 
深圳市にはベンチャー企業が研究開発に専念できるシステムが整備されているとの指摘があ

る 13。深圳市における 2016 年の新規登録企業数は前年比 28.9％増の 38 万 6,704 社で、中国

全土の約 7％を占めた。また、2016 年の中国の国際特許出願件数は米国、日本に次ぐ 3 位で、

うち 5 割弱の約 2 万件を深圳の企業が占めた。 
厚みのあるものづくりのサプライチェーンや、オープンなエコシステムが深圳に若い起業家

を惹きつけている。これまでに深圳から生まれた世界的企業の例として、リチウムイオン電池

製造で世界第 3 位の BYD（1995 年創業）、中国のソーシャルネットワーク運営最大手で世界

最大のゲーム会社であるテンセント（1998 年創業）、世界最大手のドローン製造企業 DJI（2006
年創業）などがある。 
「以前は、中国のビジネスは米国や日本の後追いという印象がありました。今では、モバイ

ルやスマートフォン、ICT（情報通信技術）、決済関連の新規事業はすでに世界最先端のレベル

に達しています」と、C Channel 代表取締役の森川亮氏（元LINE 社長）は述べている 14。 
 
インドでは世界最大の生体認証プラットフォーム構築 

インドでもリープフロッグが進行している。IT インフラの整備が遅れていたインドだが、モ

ディ政権によって政府主導でデジタル変革を進める「デジタル・インディア」という政策が推

進されている。 
この結果、同国では、本人確認のための生体認証を伴った 12 桁の国民 ID がすでに成人人口

の 99％に発給されており、世界最大の生体認証プラットフォームが構築された。国民 ID 制度

                                                   
13 ジェトロ『通商弘報』2017 年 11 月 27 日「イノベーション企業を支える優れた事業環境－深圳および中国

の経済動向に関するセミナー（1）」。 
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が驚異的な速さで整備された背景には、本人確認を証明する公的手段の必要性や、貧困対策の

ために固有識別番号が不可欠との認識が国民の総意になっていたことがある。 
また、2017 年 4 月には、消費者が携帯電話を所有していなくても、本人確認のための固有

識別番号にリンクした銀行口座を持っているだけで支払いができる、画期的なスマホ決済アプ

リが開発された。 
マレーシアでも、リープフロッグ型の発展を遂げた企業が生まれている。今やアジアで最有

力のタクシー配車アプリ企業の 1 つとなった Grab（旧 MyTeksi）である。同社は、地域本社

をシンガポールに構えたことでシンガポール企業と認識している人が多いが、実はマレーシア

発祥の企業である 15。マレーシアの首都クアラルンプールのタクシー事情の悪さは世界的に有

名で、人々の不満がたまっていた。そこで 2012 年 6 月に登場した、スマホからタクシーを配

車するアプリを使った同社のサービス MyTeksi は急速に利用者を拡大した 16。同社の事業コン

セプトは、消費者はより安全で安価なサービスの選択肢を提供すると同時に、タクシードライ

バーからの支持も得ながら拡大するものとなっている点で、先進的と言える。 
 
リバースイノベーションへの注目高まる 

 上述したように新興国でリープフロッグが頻繁に発生するようになる中、「リバースイノベ

ーション」に対する注目が高まってきた。 
リバースイノベーションとは、新興国で開発された、機能がシンプルで低価格の革新的製品・

サービスが、のちに先進国を含む世界に普及していくというイノベーションの形態である。 
 なぜ第 4 次産業革命が進む今日、先進国では生まれない革新的なイノベーションが新興国で

生まれ、それが後に先進国に伝播していくという、リバースイノベーションが多発するのか。

理由として次の諸点を指摘することができるだろう。 
①後発国のメリットとして、カエル飛びで一足飛びに最先端の技術・サービスが普及する（リ

ープフロッグが起こる）チャンスがある。 
②新興国ではインフラが未整備で、先進国では存在しない、社会的に深刻な不便、不快、困

難を抱えており、それを解決したいという強い動機を持っている。 
③新興国ではインフラが未整備で、先進国で当たり前にあるものが欠乏しているために、既

存のインフラ・資源に頼らない、「なるほど、その手があったか」というような斬新な発

想や事業モデルが生まれやすい。 
④新興国では法や規制が未整備であるため、新しい破壊的技術を取り入れる際に必要な規制

の整備、既存の規制の緩和やルールの変更を柔軟に行うことができる。強大な既存業界

や既得権益者がないため、しがらみがなく、抵抗勢力も少ないことも、破壊的技術を使

った新ビジネスの発展を促す要因となる。 
 
強烈な不便・不快・困難がイノベーションを生む 

 上記の②について、各新興国ごとに補足説明しておきたい。 
中国でキャッシュレス決済が急速に普及した背景には、既存の決済インフラの不備に加え、

                                                                                                                                                     
14 日経産業新聞 2017 年 10 月 12 日「Smart Times 中国市場 やはり魅力的」。 
15 熊谷 聡「世界最悪のタクシー事情が生んだマレーシアの世界的配車アプリ」（『アジ研ワールド・トレンド』

No.267（2018 年 1 月））を参考にした。 
16 米ウーバーが世界中でタクシー業界と敵対してきたのに対し、MyTeksi はタクシー運転手からの支持を得つ

つ、社会的厚生を改善するビジネスモデルになっていることは注目に値する。 
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他人を信用できない不信社会だったことがある。誰かに騙されることに不安を覚え、誰も他人

のことなど信じられない不信社会だったからこそ、不安を解消できるいいシステムが生み出さ

れ、その便利さに皆が一気に飛びつき、爆発的に普及した 17。ニセ札をつかまされる心配があ

ったことや、「中国の紙幣は臭くて汚くて触るのがいや」というストレスがあったこともイノベ

ーションを後押しした。 
インドの場合、巨大で深刻な地下経済を縮小し、脱税を一掃したいという強い政治的要請が

あった。また、自分の出生証明を入手出来ない人が半数以上いる社会で、金融取引や行政手続

きを書類ベースで行うのに膨大なコストと時間がかかるという課題を抱えていたことが、リー

プフロッグの引き金となった。 
マレーシアの場合も、「待てど暮らせど、タクシーがつかまらない」「相対での理不尽な金額

交渉になったり、不快や危険を感じることが多い」といった劣悪なタクシー事情があったから

こそ、革新的なサービスが誕生し普及した。 
ひるがえって日本について考えると、上記①～④とは真逆の社会である。既存の社会インフ

ラが充実しているため、多くの国民は何不自由なく、快適な社会生活を送っている。いつでも

どこでも現金が使え（おまけにお札はきれいで触るのに抵抗もない）、だまされる心配もほとん

どない、安全・安心社会である。既存業界や既得権益者の力が強く、新技術を社会に実装する

ために必要な規制の緩和やルール変更がなかなか進まない。このような環境にある日本で、新

興国のようなイノベーションが起こりにくいのは当然と言える。 
 
日本企業はどうすべきか 

 新興国でリープフロッグが起こり、リバースイノベーションが多発する時代に、日本企業は

どのような行動をとるべきだろうか。 
 第一に、破壊的なイノベーションが先進国ではなく新興国から生まれることが多くなったこ

とを認識し、その動向を注視すること。そして、新興国発の技術・製品・サービスが自社の既

存業務に及ぼす影響と新たに生じるビジネスチャンスを分析し、攻めと守りの戦略を講じるこ

とが大切だ。 
 第二に、日本企業自らがリバースイノベーションを起こすために、新興国に研究開発・事業

開発の拠点を置くことも検討すべきであろう。イノベーションが生まれやすい環境に恵まれた

新興国の活力を自社の成長に取り込むための戦略である。 
 実際、近年、先進国企業がリバースイノベーションを仕掛けるために、新興国で事業開発に

取り組む事例が増えてきた。すでにゼネラル・エレクトリック（GE）は医療機器新製品の 25％
超をインドで開発している。欧州 SAP と米オラクルは、戦略商材の開発拠点をインドに設け

ている（両社とも各社にとって世界で 2 番目の規模の開発拠点）。米国のベンチャー企業がア

フリカのルワンダで世界初のドローン物流サービスを開始した例もある。 
 日本企業でも、IoT や AI を活用した新規事業の実証実験を、ハードルの多い日本ではなく新

興国で行う事例が出てきた。たとえば、ホンダは経済産業省と組み、ベトナムで準天頂衛星シ

ステムにより自動車走行データを収集し、交通渋滞緩和や事故防止、物流効率化などの新サー

ビス創出に向けた実証試験に乗り出している。 
 第三に、新興国発で勃興してくる新産業は、総じて規制や制度などのルールが未整備である。

日本企業が新産業台頭の荒波の中を生き抜き、新市場を効率的に開拓するには、ルールづくり

                                                   
17 中島（2017）による分析。 
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への目配りが欠かせない。この点で、欧米企業は自らルール形成に関与することで自社に有利

な市場を生み出すことが得意である。日本企業も主体的にルール形成のプロセスに関わってい

くべきだ。 
 
 
 
４．ＥＶシフト  

 
突如始まったＥＶシフト 

 2017 年に入って、世界で自動車の電気自動車（EV）へのシフトが急速に進み始めた。その

震源地は中国、ドイツ、米国市場である。 
2016 年央から 2017 年にかけて、ダイムラー、BMW、フォルクスワーゲン（VW）の独大

手 3 社が相次いで、今後 5 年程度の間に大量の車種で新型EV のモデルを市場に投入すると発

表した。7 月には英仏政府が「2040 年までにガソリン車とディーゼル社の販売の禁止を目指す」

と発表した。 
各国政府や世界の自動車メーカーもこうした動きに追随し、世界的に EV シフトが加速する

展開となった。 
 
今回のＥＶブームは本物か 

EV の歴史を振り返ると、過去に数度の EV ブームがあった。①EV 創生期の 1900 年頃の

ほか、②1970 年代の米国での排気ガス規制、マスキー法導入を受けてのブーム、③米カリフォ

ルニア州の大気資源局が制定したゼロ・エミッション・ヴィークル規制、ZEV 法によって起こ

った 1994～2000 年のブーム、④オバマ政権下でのグリーン・ニューディール政策が追い風と

なった 2009～2012 年頃のブーム、などである。幾度となく盛り上がったが、いずれも長続き

せず、終焉した。 
では今回の EV シフトもまた一過性のブームなのか。それとも、過去 100 年続いた「エンジ

ンだけが車の動力源」だった時代が今度こそ終わりに向かい、EV の時代が到来するのだろう

か。 
 
独自動車メーカーが仕掛けたＥＶブーム 

過去の EV ブームは、国や自治体による厳しい環境規制導入への対応や、蓄電池などで革新

的な技術変革が実用化されたことが引き金となって起こることが多かった。 
 それに対し、今回の EV ブームはこの 2 要因が引き起こしたとは言えないという点で、過去

のブームとは異なると、自動車ジャーナリストの桃田健史氏は指摘している 18。 
もちろん今回のブームも、2020 年の欧州 CO2 規制や 2019 年からの中国の NEV 法、米国

カリフォルニア州の ZEV 法などの規制強化への対応が背景にあることは確かだが、これらは

いずれも数年前から方向が開示されていたものだ。また、最近、EV に使われる蓄電池の技術

で革新的なブレークスルーがあったとまでは言えない。航続距離が短く、充電インフラが未整

備といった EV の弱点が根本的に解消される目処がたったわけではない。 
 2017 年に突如始まったEV ブームのきっかけは、2015 年 9 月のVW のディーゼル不正事件

                                                   
18 桃田（2017）。 
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発覚であろう。このスキャンダルで沈んだVW が次世代エコカーの推進役として一気にイメー

ジ転換を図るマーケティング戦略を、2016 年 6 月に発表した同社の新中期経営計画で打ち出

したことが、今回の EV ブームの発火点となった。 
 
各国政府が音頭を取るＥＶ政策 

今回の EV ブームが一過性のものではないとみられる理由は、各国政府がこぞって EV 推進

の政策を打ち出したことだ（図表６参照）。 
2017 年 7 月、英国とフランスの両政府が 40 年からガソリン車とディーゼル車の販売を禁止

すると発表した。 
さらに、世界最大の自動車大国である中国の EV シフトが鮮明になったことが大きい。中国

政府は 2019 年に自動車メーカーに生産・輸入する乗用車の 10％を、EV など新エネルギー車

（NEV）にするよう義務づける制度を導入すると、2017 年 9 月に発表した。また、天津市で

開かれた自動車フォーラムで政府高官が｢ガソリン車の販売禁止の時期を検討している｣と表明

した。 
 中国が EV 化を推進する理由には、深刻な大気汚染や地球温暖化への対策の一環という大義

があることは確かである。だが、裏に隠された重要な理由は、中国が日米欧に打ち勝つことが

難しいエンジン車の時代を早く終わらせ、構造が簡単で参入が容易、かつ競合相手が少ない EV
の時代を自ら呼び込むことにある。これにより世界の自動車の産業地図を一変させるゲームチ

ェンジを仕掛け、中国に世界最強の自動車産業を育成しようという狙いがあることは明白だ 19。 
 
 
図表６　各国政府が打ち出したEV普及促進策

国 発表年月 発表者 目標・発言

　英国 2017年7月
運輸省、環境・食料・
農村地域省

2040年までにガソリン・ディーゼル車の販売を禁止（HVにつ
いては不明）

　フランス 2017年7月 ユロ・エコロジー大臣
2040年までに温室効果ガスを排出する自動車の販売を終了
（HVについては不明）

　ドイツ 2016年10月 連邦参議院 ガソリン・ディーゼルエンジンの販売を禁止する決議案を可決

2017年7月 政府報道官
「ディーゼル車およびガソリン車の禁止はドイツ政府のアジェンダ
には存在しない」と発言

2017年9月 メルケル首相
「現在主力のディーゼル車の改良とEVへの投資を同時に進める
二正面作戦が必要」

　中国 2016年9月 工信部
2019年から新エネルギー車（NEV）規制を導入すると発表、全
販売量のうち一定比率の新エネルギー車の販売を求める予定

　米国 2012年 カリフォルニア州 2018年からゼロエミッション（ZEV）規制においてHVを除外

　インド 2017年
NITI Aayog
（研究機関）

2030年までにすべての販売車両をEV化する

（注） 公表情報をもとに経済産業省が作成

出所 ： 経済産業省資源エネルギー庁ホームページ 「電気自動車（EV）は次世代のエネルギー構造を変える？！」
　　　 　（2017年10月12日）  

                                                   
19 すでに中国は世界一の EV 大国である。国際エネルギー機関（IEA）によると、2016 年度の世界の EV（プ

ラグインハイブリッド車を含む）の販売台数は約 200万台だが、うち中国は 65万台と米国の 56万台を上回り、

世界シェアトップの座を占めている。 
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現状、中国の大都市圏ではナンバープレートが高倍率の抽選制となっているため、消費者は

ガソリン車をほとんど買えない環境にある。こうした中で EV については購入しやすい制度を

設けることで、中国当局は消費者が消去法的に EV を買わざるを得ない状況をつくって、EV
を普及させようとしている。 
 
ハイブリッド車がＺＥＶ規制枠の対象外になった理由  

 こうしたゲームチェンジを仕掛けているのは中国だけではない。そもそも 1990 年 9 月に発

効した米国カリフォルニア州の ZEV（ゼロエミッション自動車）規制は、環境改善という大義

名分のほかに、ガソリン車で世界最高水準の技術に到達した日本の自動車産業に対して、クル

マの電動化で日本をリードして、米国の産業競争力の向上を図るという思惑があったと見られ

る。 
 現実には、その後、日本の自動車業界は電動化でも世界に先駆けて大きな成果をあげ、米国

勢よりも優れたハイブリッド車（HV）を商品化してきた。 
 2018 年からの ZEV 規制強化において、プラグインハイブリッド車（PHV）と EV、および

燃料電池車（FCV）が規制枠の対象になる一方、HV が対象外となった背景には、強過ぎる日

本メーカーの HV 事業に対する牽制があったと見る向きが多い 20。 
 
当面は規制強化がＥＶ普及の火付け役に 

 当面は、欧州や米国カリフォルニア州、中国等における環境規制の強化が EV の販売増加を

後押しすると予想される。 
なかでも EU での規制強化が EV 普及の火付け役になりそうだ。欧州では、各社の車両重

量に応じた走行距離当たりの二酸化炭素（CO2）排出量目標が設定されている。業界全体では

2021 年に乗用車で 95g/km（2015 年実績 120g/km）の達成を目指している。 
EU では、2019 年から目標未達の際の罰金も大幅に引き上げられる。2019 年からは、各自動

車メーカーが平均車両重量に応じて定められる各社の CO2 排出量目標を達成できない場合の

罰金が、一律 1g/km 当たり 95 ユーロへ引き上げられる予定である。 
 一方、英国とフランスが打ち出した「2040 年ガソリン車・ディーゼル車の販売禁止」に関し

ては、それまでに現在のリチウムイオン電池に替わって全固体電池などの革新的次世代電池が

普及していなければ実現性に乏しい政策である。これらは技術的な裏付けや精緻なボトムアッ

プの積み上げに基づく政策ではなく、トップダウンで表明されたビジョンと考えられる。 
 しかし、政策としての説得力の乏しい、政治的なパフォーマンスだからといって、これらを

無視するわけにはいかない。複数国のリーダーが EV 推進政策をはっきりと打ち出したことは、

今後の自動車産業のあり方に確実に影響を与えることになるからだ。 
 
ＥＶシフトは必ずしもＣＯ２排出量削減につながらないが… 

英フィナンシャル・タイムズ紙は 2017 年 11 月 8 日付の記事で、EV だからといって CO2

排出量が常に低いわけではないと指摘している。部品の調達から燃料、部品の再利用に至るま

で、つまりクルマが誕生する過程から廃車までのライフサイクル全体を通じて弾き出したCO2

排出量で見ると、米テスラが販売する一部の EV よりも、エンジンを搭載している三菱自動車

                                                   
20 中国政府が 2019 年に導入する NEV 規制においても、優遇の対象は EV と PHV および FCV とされ、日本

が得意とする HV は除外されており、同様の意図が見てとれる。 
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の小型車「ミラージュ」の方が環境負荷は小さく、地球にやさしいことになるという。 
 しかし、今のところ EV の環境負荷の分析に、クルマの生産から廃車に至るまでのライフサ

イクル全体のアセスメントが導入される計画はなく、それに基づく規制が採用される兆しもな

い。そうである以上、たとえ実際には CO2排出量削減につながらない政策であっても、国家の

ビジョンや産業政策として打ち出された EV シフトの動きは進んでいくと見るべきであろう。 
 
ＥＶにとっての試練 

 とはいえ、今後 EV の普及が順調に進む可能性は小さい。EV の本格的な普及のためには、

乗り越えなければならない試練がいくつもある。 
 今後、EV に対する補助金や税制上の恩典が多くの国で縮小する見通しであることも、試練

の 1 つだ。財政難を背景に、欧州ではドイツを除く多くの国でEV 等に対する補助金がすでに

削減の方向に向かっている。さらに、ガソリン車から EV へのシフトが進むにつれて、各国政

府は漸減が見込まれる燃料税（日本での揮発油税など）の代替財源を確保する必要に迫られ、

EV に対する課税が始まることが予想される。 
 また、各国の EV 政策の後押しを受けて拙速な EV シフトが進めば、低品質のクルマや魅力

に乏しいクルマが市場に出回ることで、ユーザーの EV 離れを招く可能性もあろう。 
 
ＥＶ普及への技術課題 

現状の EV の最大の弱点は、航続距離が短く、充電が煩わしいことである。 
現状、各社とも高性能な蓄電池の開発に注力し、ガソリン車並みの航続距離の実現を目指し

ている。その結果、EV には大型電池を搭載すべきだという考え方が暗黙のうちに奨励されて

しまっている。 
だが、大抵のユーザーは 1 日 100km 未満しか走行しないことを考えれば、すべての EV が

大容量電池を搭載する必要はないだろう。 
また、充電インフラ整備については、今後 EV の増加ペースが速まれば、充電器の設置が追

い付かなくなる可能性がある。既存のガソリンスタンドのように「充電ステーション」がビジ

ネスとして成立するかどうかも重要なポイントになる。儲からなければ参入企業がなく、イン

フラ整備が遅れるためだ。 
ガソリン車とエネルギー形態が異なる EV の場合、電気の特徴を生かした新たな燃料供給の

仕組みの開発が期待される。有力視されている仕組みの 1 つは、走行している EV に無線で電

気を送るワイヤレス給電である。停車時の短時間充電と組み合わせれば、車に大容量電池を搭

載しなくても、快適なEV 運転環境を実現できる。 
 
ＥＶシフトが自動車産業にもたらす影響 

EV シフトの進展は、従来の自動車産業の競争環境を一変させる。 
第一に、異業種やベンチャーなど新たなプレーヤーが EV に参入してくることが予想される。

第二に、液体燃料を使うエンジン・トランスミッションが電池・モーターへと置き換わり、自

動車メーカーは高価な電池を外部調達することが必要になる。第 3 に、エンジンが消える EV
化が進めば、車両全体で約 3 万点ある部品点数は 4 割近く少なくなる。 
 これらのインパクトに対応して、自動車部品メーカーはビジネスの転換を迫られることにな

る。EV シフトに対応したビジネス転換ができなければ、自動車部品メーカーなどで相当規模

の雇用が影響を受ける可能性がある。 



東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                               ２０１８．２．２２ 

17 

 こうしたマイナス影響がある一方で、EV 化の進展により、電子部品や軽量な炭素繊維など

の素材の需要については拡大が見込まれる。 
 
ＥＶシフトとどう向き合うか 

日本企業の間では、現状の蓄電池の性能では技術的に EV の弱点が解消できないことや、各

国のEV政策が技術的裏付けの乏しい政治的パフォーマンスであること、EVの普及促進はCO2
排出量削減につながらないこと、などに注目して、EV シフトの動きを軽視し、少し距離を置

こうとする風潮もある。 
 しかし、自動車のパワートレーンに関しては、各国の政治決定が大きな影響を与えることは

間違いなく、EV 化を軸に進み始めたクルマの電動化という時代の大きな流れに逆らうのは危

険であろう。 
 重要なことは、「一番良い技術」「一番環境にやさしい技術」が世界のデファクトスタンダー

ドを獲得するとは限らないということだ。自動車産業はいま 100 年に一度の変革期を迎えた可

能性が高く、変革の動きは、ゲームチェンジを仕掛ける国や企業の政治的駆け引きや戦略によ

って急速に進む可能性があることを認識すべきだろう。 
 
先が見えない戦いが続く 

筋のいい技術を開発し、良い製品をつくる努力を続けることはもちろん必要だ。しかし、変

革期のゲームチェンジを理解し、新時代のルール形成に参加できなれば、国際競争の舞台にも

上がれず、開発の努力が無駄になる恐れもあるため、注意が必要だ。 
一方、将来いずれかのタイミングで加速する EV 化に向けた事業構造転換を図ると同時に、

ガソリン車や HV の競争力を高める技術開発にも注力し、EV 化のスピードを遅らせる努力も

続けるべきであろう。蓄電池性能という化学現象に縛られる EV 化は一筋縄では進まない。ま

た、革新的な次世代技術が出現すると、旧来技術が負けじとばかり技術改良に励んで競争力を

高めた結果、旧来技術が延命し、革新技術の普及時期が遅れることは、技術史においてしばし

ば起こる現象だ 21。 
 いずれにせよ、技術の進歩は、たとえ権威と言われる人でも正確には見通せないし、ゲーム

チェンジの駆け引きの行方もまた予測は難しい。クルマの電動化に関して誰が勝者になるのか、

先が見えない戦いが 2018 年も、2019 年も続くと見ておくべきだろう。 
 
 

 

５．モビリティー革命  

 
ＩｏＴの普及で進む「所有から利用へ」 

 IoT、AI の普及など第 4 次産業革命の進展に伴い、世界のビジネスの潮流は、モノだけでな

く、モノにソフトウェアやネットワーク、サービスなどを組み合わせた総体としての価値を創

出する方向へと変わりつつある。製造業のサービス化が加速していることは、１で見たとおり

である。 
                                                   
21 この現象は「帆船（はんせん）効果」と呼ばれる。19 世紀初頭に蒸気船が実用化されたが、旧来の帆船は

即座に蒸気船に駆逐されることなくむしろ進化を遂げ、かえって帆船が活躍する時代が長引いたという事例に

基づく用語である。 
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モノがデジタルでつながると、つながっていなかった時には不可能だったビジネスモデルが

成り立つようになり、既存の製品や事業の構造が変わる。米 IT 企業など異業種のプレーヤー

が新規参入してくる。こうした中、今あらゆる分野で、「モノからサービスへ」「所有から利用

へ」という変化が生じている。 
 自動車についても、近い将来、インターネットでつながっているクルマ（コネクテッドカー）

が当たり前となり、自動運転が普及してくれば、「クルマは所有せず、必要な時だけ使う／移動

サービスを買う」といった利用形態が一般的になり、モビリティー市場が拡大することは、か

なり前から多くの人が指摘していた。 
 
ライドシェア普及で「移動のサービス化」が進展 

 コネクテッドカーはまだ普及していないが、今、別の形で「つながるクルマ」の波が押し寄

せ、世界の自動車分野で「所有から利用へ」の動きが加速し、モビリティーサービスに注目が

集まってきた 22。震源は、米ウーバー・テクノロジーズに代表されるライドシェアサービスの

急速な普及である。日本では、一般ドライバーによるライドシェアが合法化されていないため、

この潮流から取り残されているが、世界ではライドシェアを手がける企業が続々と登場し、新

しい移動サービスとして急成長し、都市部における定番の移動手段となっている。 
ライドシェアのサービス内容は、スマートフォンを使った配車サービスである。ウーバーな

どのサービスは、クルマが直接ネットワークにつながってはいないが、クルマというモノにネ

ットワークやソフトウェアを組み合わせて、複合的な価値を提供している点で、実質的には「つ

ながるクルマ」である（単なる「スマホで呼び出す“白タク”」ではない）。自動車を持たなく

ても、いつでもどこでも、好みの車種で移動サービスを享受できるだけではない。乗客とドラ

イバーが乗車後に相互評価する仕組みによって、ドライバーの運転マナー・接客態度および乗

車側のマナーの向上を図っている。車内でドライバーへの目的地の指示や金銭授受が発生せず、

不慣れな土地で遠回りをされる心配もない。しかも既存タクシーよりも低料金で利用できると

いった様々な価値を備えたサービスである。 
 米国の調査会社 Juniper Research の予測によれば、世界のライドシェアリングの市場規模

は、2020 年には 2015 年比約 2 倍の 65 億ドルへ拡大する見通しである。 
 
米中はモビリティーサービスを推進 

 キーワード４「EV シフト」の項で中国の EV 推進政策について述べたが、中国では国を挙

げて、EV の普及促進、完全自動運転技術の開発、モビリティーサービスの推進を 3 点セット

で推進している。エンジン車の時代を早く終わらせ、自動車関連の産業地図を一変させるゲー

ムチェンジを仕掛ける中国としては、モビリティーサービスの開発に注力するのは合理的かつ

賢明な選択と言えよう。 
 一方、米国も自動車関連のモビリティーサービスに商機を見いだしているように見える。

2017 年 9 月、米国で自動運転法と呼ばれる法案が超党派の支持を得て、米国議会の下院を通

過した。同法案は米国での自動運転開発を促進する内容で、これにより米国自動車産業を再び

世界一に復活させようという狙いが透けて見える。同法案は、自動運転車の車両の設計、製造、

性能に関する規制を統一し、州政府よりも連邦政府の NHTSA（米運輸省道路交通安全局）に

強い権限を与える内容となっている。完全自動運転車とモビリティーサービスの実証実験を広

                                                   
22 桃田（2017）の分析。 
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範な地域で開始することにより、無人車両からのデータ収集を世界に先駆けて行い、完全自動

運転の実現と新たなビジネスモデルの開発を目指している。 
 
自動車会社にとってのライドシェア対策 
 自動運転が普及し、「所有から利用へ」の動きが進めば、自家用車の需要は減少する。その需

要減少を補って余りあるほどモビリティーサービス向けの車両の需要が拡大するとは思えない。 
 こうした読みから、近年、自動車メーカーが自らモビリティーサービスに参入する動きが相

次いでいる。図表７に、最近、欧米自動車メーカーがモビリティーサービスを手がけた事例を

まとめた。 
 自動車メーカーにとって、モビリティーサービスへの進出は、マイカー市場の縮小による減

収を補うという目的だけではないだろう。自動車メーカーにとって怖いのは、モビリティーに

関する顧客接点をライドシェア業者に握られ、そこから彼らがさまざまな自動車関連ビジネス

を提供するようになって、自動車会社のプレゼンスが小さくなることである。 
このような展開になることを避けるために、自らモビリティーサービスに参入していると考え

られる。 
 
自動運転の先に見据えるのは、新たな移動産業 

2017 年 9 月、ドイツのフランクフルトで開催された「フランクフルトモーターショー2017」
では、各社の自動運転の進化が目を引いたが、自動運転技術の開発だけでなく、多様なモビリ

ティーサービスを融合させて付加価値を高める動きが見られた。 
 
 
図表７　自動車メーカーが自ら手がけるモビリティーサービス

社名 内容

独ダイムラー

・2008年、カーシェアリングサービス「Car2Go」を開始。
・2012年、タクシー配車サービス「mytaxi」に出資し、2014年に完全子会社化。
・2017年9月に米Via Transportationと合弁会社設立を発表。17年内にロンドンでライドシェアリング
事業を開始し、欧州主要都市に広げる計画。

独ＢＭＷ
・2011年、高級自動車のカーシェアリングサービス「DriveNow」を開始。2016年、「DriveNow」の
米国版「ReachNow」を開始。
・2016年9月、米カリフォルニア州でライドシェアリング事業を手掛けるScoopに出資。

独フォルクスワーゲン
・2016年5月、ニューヨークを拠点に世界でライドシェアリングサービスを展開するGettに出資。
・2016年、モビリティサービスに特化した新会社MOIAを設立。

米フォード

・2016年、自動運転やモビリティサービスを展開するための子会社Ford Smart Mobility（FSM）社
を設立。
・2016年9月。サンフランシスコで通勤者向けライドシェアリングサービスを手がけるChariotを買収。
米ミシガン州でFord社員向けのライドシェアリングサービス「Dynamic Shuttle」を提供（18年2月
までにサービスを5都市に広げる予定）。

米ＧＭ

・2016年、カーシェアリングサービス「Maven」を開始。
・2016年3月、米のライドシェアリング事業者Lyftに出資し、サービス「Express Drive」開始。
Lyftドライバーに対し車両を短期レンタル。
・2017年9月、短距離ライドシェアサービスを手がける独Flincを買収。

仏ＰＳＡ ・2012年9月、仏カーシェアリング事業者Tripndriveと提携。サービス「Citroen Multicity」開始。

仏Renault ・2016年3月、カーシェアリングサービス「Renault MOBILITY」開始。

伊・米ＦＣＡ ・2013年12月、カーシェアリングサービス「ENJOY」開始。

出所 ： 各社リリース資料、各種文献・記事より作成  
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自動車部品メーカーのコンチネンタルは、「モビリティーサービス・プロバイダー」を目指

すと発表、モノづくり企業の域を脱し、総合的な移動サービス企業として、次世代のクルマや

交通システムの開発に積極的に関わっていく姿勢を打ち出している。 
自動車メーカーでは、ダイムラーは、従来からクルマのシェアリングサービスを展開してい

るが、地上だけでなく空中も加えた「モビリティー・ミックス」という概念を提示し、移動サ

ービス利用者に最適な移動手段を提供することを目指している。 
ここにきて日本の自動車メーカーも、事業定義の中にモビリティーを見据える方向に変わっ

てきた。トヨタ自動車の豊田章男社長は、2018 年 1 月、米国ラスベガスで開催された世界最

大の家電見本市「CES」プレスカンファレンスにおけるスピーチで、「私はトヨタを、クルマ

会社を超え、人々の様々な移動を助ける会社、モビリティ・カンパニーへと変革することを決

意しました」と宣言し、モビリティーサービス専用 EV のコンセプト車を発表した。 
 
地域におけるモビリティーサービスの可能性 
自動運転が生むモビリティーサービスは、地域における公共交通と相性がいい。 
日本の地域交通には、決まったルートを決まった速度で走行するモビリティーサービスに対

するニーズが存在すると、日本総研はサービス実証の結果から指摘している 23。ダイナミック

シャトルのようなデマンド機能と区間により速度を加減するシステムを備えた、小型・電動の

自動運転サービスが登場すれば、地域の交通インフラとして、既存のバスを上回る機動性を得

られ、地域の公共交通が革新的な進化を遂げる可能性があるという 24。 
地域交通の現場では、交通事業者が IT や IoT の導入により、従来以上にきめ細かなモビリ

ティーサービスを実現する取り組みが見られる。 
神戸市を拠点にバス事業を展開するみなと観光バス㈱（神戸市東灘区）は、運転手の状態監

視のシステムに加え、すべてのバス車両の運行状況をインターネット上で閲覧できるシステム

を開発している。利用者はバスの運行状況をリアルタイムで知ることができる。バスの管理の

信頼性が高まり、事故時でも迅速な対応が可能になる。 
こうした取組の延長線上に、自動運転技術を活用したコミュニティー向け次世代交通システ

ムの開発が位置付けられている。国が作成した「官民 ITS 構想・ロードマップ 2016」でも、

「2020 年には限定地域における無人自動走行移動サービスを実現する」とうたわれている。 
 
自動車会社の本当の競争相手は革新的な公共交通 
最近の若者の自動車離れの理由は、価値観の変化だけではない。 
鉄道路線の整備、駅周辺の住宅・商業施設の開発の進展、カーシェアリングの普及などによ

って、自家用車がなくても日常生活に不便を感じない人が増えた。一方で、自動車は様々な機

能が追加されて価格が高くなった上、車検や法定点検などユーザーの負担は重いままであるた

め、自家用車を持つことを選択しなくなったと考えられる。 
 その意味では、自動車業界にとっての本当の脅威は、「自家用車がなくても日常生活に不便を

感じない」生活圏の拡大である。 
 自動運転技術の普及が進めば、革新的な公共交通の整備が進み、自家用車の必要性はさらに

小さくなるだろう。この場合、自動車業界の本当の競争相手はグーグルではなく、IT によって

                                                   
23 井熊・井上（2017）。 
24 住宅と駅などが離れている場合、中距離バス用のステーションを整備すれば、日常的な買い物や通勤、病院
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革新される都市機能と公共交通である。 
 なお、今はカーシェアリングの需要が伸びているが、自動運転の時代には必ずしも勝ち組に

はならないだろう。カーシェアリングが普及している都市圏こそが、自動運転により公共交通

が一層便利になる地域だからである。 
 
若年層で進展する「非移動化」 
 これまで見てきたように、コネクテッドカーや自動運転の普及に伴い、多様なモビリティー

市場が立ち上がることが期待されるが、モビリティー産業の逆風になる 1 つのトレンドが進行

している。それは、日本の若年層の間で、外出行動の減少が顕著となり、移動をしない「非移

動化」の傾向が強まっていることである。 
国土交通省「全国都市交通特性調査」（2015 年調査）によると、一日 1 回以上外出する人の

割合は平日は約 8 割、休日は約 6 割、一日あたりの移動回数は平日 2.17 回、休日 1.68 回で、

外出率、移動回数ともに調査開始以来最低の値だった。外出率を年齢別に比較すると、20 代の

外出率の低下が顕著である。 
JR 東日本では、2017 年 9 月、生活者の移動行動の実態を探り「新しい移動」を創発するプ

ロジェクトチームを立ち上げ、実態調査を行った。その結果、日本の 20 代の移動回数は月 37.3
回と、全世代のなかで最も少なく、70 代の 40.8 回をも下回っているという衝撃的な結果が出

てきた。 
 今後、AI スピーカーや生活ロボット、AR（拡張現実）・VR（仮想現実）を活用した製品・

サービスの普及が進む中、リアルの移動がバーチャルの移動に置き換わる領域が拡大し、人々

の移動行動はさらに減少する可能性がある。 
 モビリティー産業にとっては、「非移動化」傾向を強める生活者に新しい魅力を感じてもらえ

るようなモビリティーサービスを開発することが課題となろう。 
 
 
 
６．人生 100年時代の新市場  
 
100歳時代がやってくる 

日本は、世界の先頭を切って、本格的な高齢化社会に突入している。 
国連の定義による「超高齢社会」（65 歳以上人口の比率が 21％超）に、日本は 2007 年に既に

到達。2016 年 10 月時点で、「4 人に 1 人が高齢者（65 歳以上）」となり、2035 年には、「3 人

に 1 人が高齢者」となる。世界でも類を見ない超長寿社会を経験することになる。 
政府の人口推計によれば、2015 年に 50 歳だった人の 10 人に 1 人は 100 歳まで生きる。 

日本人の平均寿命は、2065 年には男性が 84.95 歳、女性が 91.35 歳まで延びる可能性があると

いう 25。これに伴い、100 歳以上の「百寿者（センテナリアン）」が今後大幅に増えるのは必至

である。百寿者は、統計を取り始めた 1963 年には 153 人しかいなかったが、2017 年 9 月には

6 万 7,824 人（うち女性が 5 万 9,627 人）となり、特別な存在ではなくなっている。 
 

                                                                                                                                                     
通いなど、ほとんどの用事をバスとコミュニティモビリティーで済ませることができる。 
25 2016 年の日本人の平均寿命は男性で 80.98 歳、女性で 87.14 歳と、男女とも香港に次いで世界 2 位である。 
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図表８ 2007年生まれの子の半数が達する年齢

（備考） 米カリフォルニア大バークレー校、独マックス・ブランク研究所調べ
出所 ： リンダ・グラットン 『ライフ・シフト 100年時代の人生戦略』 2016年、41頁 図1-1

 
 
世界的に、今の子どもたちにとって 100 歳超えは当たり前のことになりそうだが、とりわけ

長寿国の日本では、2007 年生まれの子の半数が 107 歳まで生きるとの予測がある（図表８）。 
「超長寿社会」を世界に先駆けて迎える日本は、単線型ではない、多様な「人生の再設計」が

可能な社会をどうつくっていくか、教育や雇用制度、社会保障などの国の制度はどうあるべき

かを真剣に考える必要がある。 
政府は、こうした人生 100 年時代を見据えた経済社会システムを創り上げるための政策のグ

ランドデザインを検討する会議として、2017 年 9 月、「人生 100 年時代構想会議」を立ち上げ

た。 
 
高齢化が進む社会はイノベーションの宝庫 

高齢化が進む社会は、課題が山積しているが、それは裏を返せば、ビジネス機会がそれだけ

多く、イノベーションの宝庫であることを意味する。 
吉川・八田（2017）は、日本の高齢化は経済の活性化をもたらす起爆剤となりうると指摘し、

高齢社会が生み出すイノベーションを図表９に示す 4 類型に分類している。 
 財・サービスの恩恵を受ける対象層が「病弱な人」向けか、「健康な人」向けかで 2 分し、

さらに、新しい財・サービスのイノベーションか、制度のイノベーションかで 2 分している。

この 2 軸で区分されるマトリックスに対応した 4 類型について、それぞれどのようなビジネス

機会があるかを簡単に見てみたい。 
①病弱な人のための財・サービスのイノベーション 
 老いの期間を明るく過ごすための、創薬、介護施設等でのロボット利用、遠隔医療サー

ビス等が求められる。 
②健康な人のための財・サービスのイノベーション 

AI（人工知能）や IoT、シェアリングエコノミー等を活用して、高齢者の能力を拡張す

るタイプのイノベーションが生み出される可能性が広がっている。 
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財・サービスのイノベーション 制度のイノベーション

病
弱
な
人

・遠隔医療サービス
・介護施設でのロボット活用
・人工知能の活用
・見守り装置
・創薬・再生医療
・高齢者向け住宅

・遠隔医療サービスのための制度改革
・介護施設でのロボット活用のための制度改革
・混合介護
・新しい地域支援事業
・在宅・遠隔医療
・見守りと市民後見

健
康
な
人

・ライドシェアリング
・ICT活用（モノのインターネット、人工知能）
・自動運転車
・シニア向け旅行サービス
・シニア専門デパート
・シニアフィットネス
・生涯学習サービス

・ライドシェアリングのための制度改革
・旅行業務に関する資格制度改革
・シニアハローワークのための制度改革
・シルバー人材センターの規制改革
・高齢者雇用の規制改革
・就労モザイク
・有償ボランティア

図表９　　高齢化が生むイノベーションの類型マトリックス

出所 ： 吉川洋・八田達夫 『「エイジノミクス」で日本は蘇る』 2017年、30頁を一部省略  
 
 

過疎地に住む高齢者の移動手段としてのモビリティーサービス、シニア向けの新たな旅

行サービス等が開発される。 
「介護予防」も今後拡大が予想される分野である。最近のシニア層は、自分が要介護に

ならないための取り組みを日ごろ行うようになっている 26。これに伴い、介護予防市場が

拡大しつつある。健康診断とジムを組み合わせた「メディカルフィットネス」等の事業開

発が進むと予想される。 
アンチエイジング医療も有望分野である。海外の美容整形は外面の施術が中心だが、日

本では内面（人間の体の本質的なところ）からの改善を目指す抗加齢医学が進んでいると

いう特徴があり、医療ツーリズムにおいても強みとなる可能性がある。 
③病弱な人のための制度のイノベーション 

脱「要介護」に向けて、シニアをケアする新しいビジネスが生まれる余地があるが、そ

の実現のためには制度改革が不可欠である。 
例えば、遠隔医療サービス実現に向けた制度改革、これまで規制の柱としてきた「対面

診療」という原則を外す改革に取り組む必要がある。 
また、介護施設でのロボットの活用を促す規制改革や、混合介護 27（介護保険内で提供

されるサービスと介護報酬の対象ではない保険外のサービスとを合わせて提供する介護

サービスのこと）の解禁といった制度のイノベーションが求められる。 

                                                   
26 阪本（2016）、238 頁 図表 38（出典：博報堂新しい大人文化研究所調査、2015 年）によれば、「要介護に

ならないために日頃何らかの具体的取り組みをしている」人が 60 代では 83.2％にのぼっている。 
27 現在の介護保険法では、公的制度が私的サービスの提供を援助するのは望ましくないとの理由で、混合介護

が実質的に禁じられている。混合介護が可能であれば、介護保険からの給付費を変えることなく、介護士の時

間単価を上げることができる。例えば、良質なサービスを提供するサービス介護士に指名料を払って介護を依

頼することができるようになれば、介護士全体のモチベーションの向上につながると考えられる。 
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④健康な人のための制度のイノベーション 
労働力の移動を促進し、元気なシニアの誰もが働き続けられる社会をつくるための制度

改革が求められる。現行の雇用制度のもとでは、健康な高齢者は十分に活用されていない。

高齢者の労働供給を活用できるようにするには、制度のイノベーションが必要である 28。 
「100 歳まで生涯現役」時代に対応したリカレント教育の仕組み（生涯にわたって教育

と就労を交互に行うことを奨励する教育システム）の構築も課題となる。 
健康な高齢者の移動・旅行を促進するための制度のイノベーションも期待される。株式

会社や個人がライドシェアリングサービスを提供することを阻害しない制度が求められ

る。 
 
ＩｏＴ・ＡＩ・ロボットと親和性が高い 

 こうして見ていくと、超長寿社会はイノベーションの種の宝庫だが、そのイノベーションが

実現して新市場が誕生するためには、規制改革など制度のイノベーションに踏み込むことが避

けて通れない課題であることがよく分かる。人生 100 年時代を見据えた経済社会システムをつ

くるためには、政府は規制改革に本腰を入れて取り組む必要がある。 
 また、高齢化社会に対応したビジネスは、「医療・介護×IoT・AI・ロボット・シェアリング」

など、第 4 次産業革命期の新しいテクノロジーが活用できる領域が多いことに気付かされる。 
 実際、IoT・AI などの技術を実装したビジネスが、最近続々と登場している。 
例えば、ベッド等にセンサーを組み込んだ見守りサービスが数多く開発されている。センサ

ーによって高齢者の起床などの行動や脈拍などの身体データを取得し、転倒防止、異常行動の

検知、体調異常の早期発見につなげる取り組みが進んでいる。 
介護者の負担を軽減するロボットスーツや、高齢者の相棒となるペットロボットやコミュニ

ケーションロボットの開発事例も多い。また、いわゆる「おしゃべり家電」も、将来的には高

齢者向けコミュニケーションロボットへと発展していく可能性がある。 
 
介護ロボットなど自立支援機器の需要が拡大 

歩行支援ロボット、排泄支援ロボット、入浴支援ロボットについては、2016 年以降（2015
年度補正予算以降）、介護ロボット導入支援事業における補助金制度が導入されたことが追い風

となって、市場が拡大しつつある。 
市場調査・コンサルティング会社のシード・プランニングによれば、日本における介護ロボ

ットなどの自立支援機器の市場規模は、2025 年には 8,356 億円と、2020 年予測（415 億円）

の約 20 倍に拡大する見通しである 29。 
産業用ロボット大手の安川電機は、2025 年の主力事業領域の１つに医療・介護を選び、ロボ

ット技術を応用したリハビリ装置を発売している。同社のリハビリ装置事業は、2000 年代初頭

の商品化され、その後中断されていたが、2013 年に発表した中期計画において主力事業として

復活した。 
 介護ロボット市場が成長しているのは日本だけではない。欧州や中国においても、高齢化の

進展に伴う介護需要の増大を背景に、介護ロボット市場の拡大が見込まれる。 

                                                   
28 例えば、ハローワークにおける高齢者に限定した労働力募集の解禁、5 年後に有期雇用契約を更新できない

雇用規制を高齢者に対してのみ緩和することなどが期待される。 
29 シード・プランニング プレスリリース「高齢者・障がい者の次世代自立支援機器、市場動向」、2017 年 8
月 17 日。 



東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                               ２０１８．２．２２ 

25 

特に中国では、2015 年に打ち出した製造強国を目指す政策「中国製造 2025」の一環として、

2016 年に「ロボット産業発展計画（2016～2020）」を発表し、ロボット産業の育成と普及に注

力している。政府による医療サービス改革「健康中国 2030 年計画」も推進されており、介護

ロボットの市場規模は、2030 年に 2,022 億元（約 3.4 兆円）に達するとの予測もある 30。 
 中国では公的介護保険制度が整備されていないが、現在、2020 年までの導入を目指し、上海

など 15 の都市で介護保険制度の試験導入が実施されている。ロボット・AI を活用したサービ

スが公的保険の適用対象となれば、中国の介護市場が一気に拡大する可能性がある。安川電機

は、2017 年、中国子会社が中国家電大手の美的集団と提携して、中国で介護ロボットの生産・

販売に乗り出している。 
中国で拡大する介護ロボット市場を開拓する日本企業の動きが、今後活発になることが予想

される。 
 
超長寿社会で生まれるモビリティー市場 

「東京モーターショー2017」の主催者テーマ展示「TOKYO CONNECTED LAB 2017」で

は、複数の企業が、超高齢社会における人の移動を支援する機器群を展示していた 31。 
 高齢者にとって、加齢の進行とともに心身の機能が低下することは基本的に避けられない。

そうした中で、超高齢社会における人の多種多様な移動を支援する手段の開発・提供は有望市

場として注目される。 
本稿「2018 年キーワード」の５で挙げた「モビリティー革命」は、人生 100 年時代の新市

場創出とも親和性の高い動きと言える。 
 高齢者向けに新たな移動手段が開発・提供されれば、ユーザーの低下した運動能力を補って

物理的な移動を可能にするだけでなく、移動の実現（同窓会への参加、孫の結婚式への参加、

子・孫・ひ孫の 4 世代での食事会等）から得られるユーザーの QOL の向上、生きがいの獲得

などの価値が生まれるだろう。 
 
「新しい大人市場」というボリューム市場が誕生 

いま、日本に「新しい大人市場」という成長市場が誕生していると、博報堂の阪本節郎氏は

指摘している 32。 
これまで 60 代以上の層は、一部を除いて家庭でも社会でも脇役だった。リタイアしたら脇

役となり、支えられる高齢者になった。それが今や、会社はリタイアしても社会はリタイアせ

ず、生活者としては主役であり、支える側であり続けるという方向に、社会全体が大きく変化

しつつある。 
既に2012年に改定された政府の高齢社会対策大綱の中でも、「高齢者の意欲や能力を最大限

活かすためにも、“支えが必要な人”という固定観念を変え、意欲と能力のある 65 歳以上の者

には“支える側”に回ってもらうよう、国民の意識改革を図るものとする」と書かれている。 
「人生下り坂」感に浸り余生を送るのでなく、「人生これから」感を持つ「生涯現役」のシニア

層が急速に増えている。 
すでにわが国の 50 歳以上の消費行動は、かつての同年代と比べて劇的に変化している。「大

                                                   
30 西安交通大学「中国介護ロボットの市場需給と産業の発展」。 
31 青山（2018）による指摘・分析。 
32 阪本（2016）。 
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人のバイク」、「大人のスポーツカー」、「大人のロック」、「大人のビール」、「大人の街歩き」、

「大人旅」など、様々なカテゴリーで新たな大人文化が育ち、新たなボリューム市場が立ち上

がりつつある。 
しかもこれらの市場は、2 世代、3 世代に伝承、共有されていく可能性がある 33。 
企業がこの新たなボリューム市場を開拓するには、60 代以上の「生涯現役」層にとって、魅

力的な「新しい大人」のライフスタイル提案を伴う商品・サービスを開発できるかどうかが鍵

になるだろう。 
 この観点から、人生 100 年時代のマーケティングでは、シニアの「新しい大人」層の立場に

なってきめ細かいニーズをくみ取ることが不可欠となる。「新しい大人」層の顧客の気持ちを理

解するには、「新しい大人」層を雇用するのが有効と考えられる。企業が高齢者の生涯現役層を

戦力として雇う仕組みを整備することが課題になるだろう。 
 
 
 
７．ＥＳＧ投資／ＳＤＧｓ  
 
脚光を浴びるＥＳＧ投資 

ESG 投資とは、投資先の企業を評価する際に、財務情報だけでなく、財務情報には表れない、

企業の環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の 3 つの分野に関す

る情報も考慮する投資のことである 34。 
2017 年は、日本において ESG 投資がにわかに脚光を浴びる年となった。そのきっかけは、

日本株を約 40 兆円の規模で運用する GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）が、2017 年

7 月に ESG 投資の開始を発表したことである。欧米と比較して、わが国における ESG 投資は

出遅れていたが、GPIF がESG 投資の実施に動き出したことで、市場の関心が高まるとともに、

ESG の観点が市場に与えるインパクトが大きくなった。 
なお、ESG 投資という用語は、欧米で古くから行われていた SRI（Socially Responsible 

Investment，社会的責任投資）と共通している点も多い。ただ、SRI（社会的責任投資）は、

元々キリスト教から始まっていることもあって 35、特定の投資家による特定の投資行動と受け

取られがちだった。これに対し、ESG 投資は、特定の投資家だけでなく全ての機関投資家に関

わるものである。同時に、特定の投資手法を指す言葉ではなく、投資の全ての側面で ESG を

考慮することを意味する。また、全体的な傾向として、SRI では環境問題や人権問題への関心

に主眼があったが、ESG 投資では企業価値向上を主眼とすることが多くなっている印象がある。 
ESG 投資の規模については、各国の SRI 調査機関の国際ネットワークである Global 

Sustainable Investment Alliance（GSIA）が 2012 年から隔年で運用資産額を集計している。

これによると世界の ESG 投資の運用資産額は 2016 年初時点で約 23 兆ドルで、世界の全運用

                                                   
33 孫にファッションやビートルズ、「ディズニー」や「007」などを教えることのできる祖父母が増え、そうし

た 3 世代のコミュニケーションが、商品購入や外出、旅行などの消費行動につながる傾向が見られ始めている。 
34 環境・社会・ガバナンスなどの非財務情報を考慮する長期的視点に立つ投資手法は、ESG 投資やサステナ

ブル投資、責任投資などと呼ばれ、近年、世界の機関投資家の間で広がりを見せている。これらの用語は厳密

に定義されておらず、論者によって使い方が異なっている。欧米ではサステナブル投資や責任投資という用語

が使われることも多いが、日本では ESG 投資が最も一般的に使われる言葉になりつつある。 
35 SRI は 1920 年代の米国でキリスト教会の資産運用において、酒や武器など、教義や宗教的価値観に反する

事業を投資対象から除外した、倫理的な投資から始まったとされている。 
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資産の 26.3％を占める。地域別内訳を見ると、欧州が 52.6％、米国が 38.1％を占め、日本は

2.1％にとどまっている。 
 
ＥＳＧ投資の起源はＰＲＩ（責任投資原則） 

環境、社会、ガバナンスの 3 つをまとめて「ESG」とする呼び方が定着した契機は、国連が

深く関わって 2006 年 4 月に策定・公表された責任投資原則（Principles for Responsible 
Investment：PRI）である。PRI は、当時国連事務総長であったコフィー・アナン氏のリーダ

ーシップの下、企業に責任ある行動を求める国連グローバル・コンパクトと金融機関に環境配

慮行動を求める国連環境計画金融イニシアティブ（UNEP FI）の 2 つのイニシアティブが共同

で事務局を担い、欧米の大手機関投資家らの参加を得て策定された。 
PRI は、「持続可能な社会の形成に向けて解決すべき課題を、環境、社会、ガバナンスの 3

つの分野に整理し、ESG 課題への取り組みが投資パフォーマンスに影響を与える可能性がある

との前提のもと、ESG に配慮した責任投資を行うこと」を宣言したものである。PRI の 6 原

則は、図表１０に掲げたとおりである。 
PRI の特徴は、文書として原則を示しただけでなく、賛同する機関投資家に署名を求めた点

にある。署名することが、ESG 投資をするというコミットメント（誓約）の表明になる。署名

により ESG 投資という投資行動の存在が意識されるようになったことが、ESG 投資の発展に

つながった。PRI は原則であると同時に、署名機関のネットワークであり、ESG 投資の普及活

動を行う組織でもある。 
ESG 投資へのコミットメントを表明している機関（PRI への署名機関）の数は年々増加し、

2018年1月末時点で1,905機関にのぼっている。ESG投資の運用資産総額は68.4兆ドル（2017
年 4 月末時点）となっている（図表１１）。 
 
なぜＥＳＧ投資が広がっているのか 

 企業や投資家が ESG 投資に関心を示している背景には、それが中長期的な企業価値の向上

につながるという認識がある。 
 
 

１．投資分析と意思決定のプロセスにESG（環境、社会、コーポレートガバナンス）課題を組み込む。

２．積極的な株主になり、ESG課題を株主としての所有方針と活動に組み込む。

３．投資対象企業に対してESG課題についての 適切な情報開示を求める。

４．資産運用業界が本原則を受け入れ、実践するよう促す。

５．本原則の実施に当たって、効果が高まるように相互に協力する。

６．本原則の実施に関する活動状況や進捗状況について報告する。

図表１０ 責任投資原則（PRI）の６原則

出所 ： PRI （2006） 「Principles for Responsible Investment」 を基に要約  
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図表１１ PRI署名機関数と合計運用資産残高の推移
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「環境や社会に配慮した投資」というと、利益を犠牲にするものと考えられがちだが、実は

そうではない。ESG 要因は中長期的にみると、規制リスクや評判リスク、物理的リスクになる

だけでなく、ESG 要因が新たなビジネス機会や収益機会を生み出す場合もある。そのような仮

説に基づいて ESG 要因を投資判断に組み込む動きが広がっているのである。 
 財務的なパフォーマンスという観点からも、ESG 要因を考慮することが投資家として合理的

な判断であるという点については、多くの実証研究の蓄積がある 36。 
多くの ESG 課題は、時間の経過とともに、財務的なリスクや機会に転化していく。これが、

「中長期的に企業価値向上につながる」ことの意味である。思い返してみれば、気候変動問題

も長時間労働も女性の働きやすさも、過去には企業経営上、それほど問題視されていなかった

が、今ではこれらに対応していないことが経営上のリスクとなっている。ESG 課題への取り組

みもこれと同じで、一定の時間軸で考えれば、企業の財務的に重要な要素になると予想される。 
 日本企業について言えば、ESG への関心は高まっているものの、開示も含めて真剣な問題意

識を持っている企業はまだまだ少ないように思われる。一般論として、日本企業の場合、「陰徳

あれば陽報あり」（人知れず善行を積んだ者には必ずよい報いある）といった発想から、ESG
の取り組みを情報として開示していないことが多い。その結果、開示していないことはやって

いないとみなされ、市場で過小評価されてしまう、取り組んでいることを手間を惜しまず、正

しく開示することが大切だ。 
 

                                                   
36 オックスフォード大学のスミス・スクールとイギリスの運用会社であるアラベスク・アセット・マネジメン

トの共同研究によると、過去の 190 以上の学術論文を調査した結果、研究の 88％が、堅実な ESG 活動が企業

のよりよいパフォーマンスを導くことを示し、80％の研究が、企業の株価パフォーマンスはサステナビリティ

活動によってプラスの影響を受けることを示しているという（水口(2017)による）。 
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ＳＤＧｓとは何か 

ESG 投資と並んで、2017 年に日本でも急速に認知度の上がった言葉に「SDGs」がある。

SDGs は、持続可能な開発のために 2030 年までに国際社会が達成すべき目標として、2015 年

9 月に 193 の国連加盟国が全会一致で採択したものである。「持続可能な開発目標（Sustainable 
Development Goals）」の略称で、17 の目標と 169 のターゲットが設定されている。 
法的拘束力はないが、各国政府は SDGs の達成に努めることを約束し、進捗を報告すること

になっている。SDGs は国連での採択直後から世界中で大いに注目されており、これを経営に

生かそうとする企業が増えている。 
SDGs がこれほどまで注目を集めているのは、そこに大きなビジネスチャンスがあるからだ。

企業は、SDGs の目標とターゲットを市場ニーズと読み取ることができる。SDGs が示す社会

課題は多くの国・地域が抱えており、その解決につながる製品やサービスのニーズは大きい。

事業を通じてそうした社会課題を解決することが企業にとって収益機会となる。 
「ビジネスと持続可能な開発委員会」が2017年1月に発行したレポートでは、「食料と農業」

「都市」「エネルギーと材料」「健康と福祉」の 4 領域において、SDGs の達成に向けた取り組

みが進むことで年間 12 兆ドルの市場機会が創出されると試算されている。 
 
ＳＤＧｓとＥＳＧ投資は表裏一体の関係 

 SDGs が企業の関心を引き寄せている背景には、前述した ESG 投資の広がりという要因も

ある。 
中長期の視点で企業を評価する投資家は、ESG 課題への取り組みといった非財務面も重視す

る。ESG 投資が目指すべき社会は、貧困や極端な不平等がなく、環境や自然が守られ、経済活

動が安定する社会、いわゆる「持続可能な社会」であるという点で大枠の合意がある。国連で

採択された SDGs は、まさに「持続可能な社会」に向けての具体的な目標を描いたものである。

したがって、SDGs への貢献は、ESG 要素を重視する投資家の評価につながりやすい。企業が

SDGs を経営戦略に取り込み、事業を通じて社会的課題を解決して利益をあげ、企業価値を持

続的に向上させれば、投資家は長期的なリターンが得られる。 
 つまり、「投資家によるESG 投資」と「企業の SDGs の取り組み」は、持続的な社会の実現

を共通目標として、「社会的課題の解決が事業機会と投資機会を生む」というプロセスにおいて、

表裏一体の関係にある。 
 
経団連「企業行動憲章」にもＳＤＧｓが盛り込まれた 

経団連は、2017 年 11 月に発表した新たな企業行動憲章（7 年ぶりの改訂）の中で、持続可

能な開発目標（SDGs）が定める社会的課題の解決に積極的に取り組むことを促すという項目

を盛り込んだ。個別テーマとしても、「人権の尊重」や「働き方の改革」などが新たに掲げられ

た。人権の尊重では、グローバル化する企業活動・サプライチェーンにおける労働問題や人権

侵害をなくすための取り組みの必要性に言及された。 
企業行動憲章に SDGs の要素が盛り込まれた背景には、世界の潮流としてそれが企業にとっ

て無視できないものになりつつあるという認識がある。 
 
サプライチェーンの人権問題に要注意 

 経団連「企業行動憲章」で「サプライチェーンにおける労働問題」が新たに言及された理由

は、最近はサプライチェーンにおける強制労働や労働環境の問題が、人権問題であると同時に、
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企業にとって重要な評判リスクとなり、ESG 投資の重要テーマとなっているためである。 
かつては人権問題といえば、ハラスメントや雇用差別など社内的な問題をイメージすること

が多かったが、グローバル化が進む中、サプライチェーンにリスクが潜んでいる時代になった。 
国際労働機関（ILO）が 2014 年に公表した報告書によれば、世界で強制労働の状況にある

労働者は2090万人。うち90％にあたる1870万人が民間セクターでの強制労働となっている。

強制労働の地域別内訳では、アジア太平洋地域が 1170 万人（56％）と最も多く、アフリカが

370 万人（18％）で続いている。 
 近年、国際社会において、サプライチェーン全体の人権尊重の流れが加速している。米国カ

リフォルニア州では、2010 年に「サプライチェーン透明化法」が成立し、2012 年 1 月から施

行された（年間売上高 100 万ドル以上の企業に対し、サプライチェーンにおける奴隷的労働や

人身売買を撲滅するためにどのような活動をしているか、開示を求める法律）。 
英国では 2015 年に「現代奴隷法」が制定され、英国で事業活動を行う企業に対し、サプラ

イチェーンなで含めた人権侵害の防止・軽減措置を対外的に表明することを求めている。また、

サステナビリティ報告書の国際ガイドラインである GRI ガイドラインでも、サプライチェーン

の強制労働や児童労働への取り組みは、主要な開示項目の 1 つとなっている。 
 さらに、人権問題に取り組む財団や ESG 投資評価機関が、人権問題に関する企業の評価を

社会に公開する動きも登場している。 
 こうした潮流の中、グローバルなサプライチェーンを構築している日本企業にとって重要な

ことは、気付かないうちにその種の人権侵害に関わってしまうリスクがあることを十分に認識

すべき点である。サプライチェーンの連鎖のどこかで人権侵害事例が起これば、訴訟や報道等

によって企業評価が著しく低下するだけでなく、ESG 投資のインデックスから外されることに

よる企業価値低下というダメージも受けることを肝に銘じておく必要がある。 
 
企業に受け入れられやすいＳＤＧｓ 

 2017 年以降、日本でも SDGs への取り組みを宣言する企業が目立って増えている。その背

景は本稿で見てきたとおりだが、下世話な理由も含めて、SDGs には企業に受け入れられやす

い、多くの利点があることが指摘できる。 
・企業理念が SDGs17 目標のどれかと一致していると、自社の存在意義を社外に伝えやすい。 
・目標の入口が 17 個もあるため、参加しやすい。 
・日常の業務が目標に当てはまることが多いため、新たな活動を始めなくても ESG 課題へ

の取り組みをアピールできる。 
・SDGs という共通言語を使えば、自社のサステナビリティの取り組みの意義や価値をステ

ークホルダーに説明するのが簡単になる。 
・既存事業を SDGs 目標と絡めれば、政府の補助金や国際機関の資金協力が得られやすい。 
・社会課題の解決と言われても、業務との関係を想起しにくいが、SDGs 目標を見れば、こ

れから自社が何をやっていくかを考えるヒントになる。 
・SDGs は 2030 年に向けたマーケット予測でもあるため、これを読みこなせば、既存事業

の将来性や新規有望事業を検討できる。 
 このように、SDGs には取り組みやすい利点があるため、世界的にブームの様相を呈してい

るのであろう。しかし、安直に始められるだけに、今後は取り組みの質が問われることになる。

ブームに踊らされることなく、企業が本業を通じた社会的課題の解決として実際に何を行って

いるのかを示すことが重要になってくるだろう。 
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真贋が問われる企業のＳＤＧｓ対応 

 世界中の企業が SDGs への対応を急いでいるが、まだ、自社の既存事業が SDGs 目標のどれ

に関連しているかを示す「マッピング」の段階にとどまっている企業が多い。だが、マッピン

グをするだけでは単に既存事業の棚卸しをしたにすぎず、SDGs で期待されるビジネスチャン

スをものにすることはできない。 
 SDGs が生み出す新市場を開拓するには、マッピングした事業と SDGs の関係を経営戦略に

反映させるという次の段階に進むことが課題となる。経営戦略や中期経営計画の策定段階から

SDGs を考慮し、重点課題や目標を設定することが必要になる。 
多くの企業が SDGs への貢献をアピールする中で、今後は企業の SDGs の取り組みや ESG

対策が経営にしっかり統合できているかどうか、事業を通した社会的課題の解決により“持続

可能な社会の発展”に貢献することに本気で取り組んでいるか、が厳しく問われることになる

だろう。この部分の対応いかんで将来の企業の競争力に大きな差がつく可能性がある。 
 
 
 
８．バイオエコノミー  
 
バイオエコノミー振興が国際的な潮流に 

生物機能を利用した技術であるバイオテクノロジーは、健康・医療のほか、食料、飼料、繊

維、酵素、バイオ燃料、バイオプラスチックの生産など幅広い分野で利用されている。 
近年、バイオテクノロジーが経済生産に大きく貢献できる市場（産業群）として、「バイオエ

コノミー（Bioeconomy）」という概念が国際的に提唱されている。経済協力開発機構（OECD）

は、2030 年にはバイオエコノミーの市場が OECD 加盟国の GDP 全体の 2.7％に当たる約 1.6
兆ドル（約 200 兆円）規模に拡大すると予測している。 
バイオエコノミー成長の背景には、ディープラーニングなどによる人工知能（AI）の発展や、

ゲノム情報の集積・分析、生物機能の改変・発現等に関わる技術革新が急速に進んだことがあ

る。欧米ではバイオテクノロジーをイノベーションの重要領域と位置づけ、各国政府が相次い

でバイオエコノミー戦略を策定し、革新的技術の開発と産業化を強力に推進している（図表 
１２）。 
これに対し、日本ではバイオエコノミーに関する体系立った取り組みが遅れており、対抗策

が必要な状況にある。こうした中、政府は 2017 年 6 月に閣議決定した「未来投資戦略 2017」
において、革新的バイオ素材の創出による健康・未病社会、炭素循環社会の実現に向け、2017
年度中を目途に我が国のバイオ産業の新たな市場形成を目指す戦略を策定し、制度整備も含め

た総合的な施策を推進する方針を示した。内閣府の総合科学技術・イノベーション会議が中心

となって関係省庁によるバイオ戦略策定に向けた検討が始まっている。 
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図表１２ 各国のバイオエコノミー戦略

出所 ： 経済産業省商務・サービスグループ生物化学産業課 「スマートセルインダストリーの実現に向けた取組」 2017年12月19日

 
 
バイオテクノロジー分野で進む技術革新 

現在、バイオテクノロジー分野では、3 つの分野で大きな技術革新が進んでいる。 
①DNA シークエンシング 37技術の進化によるゲノム情報解読費用の劇的な低下、②IT・AI

技術（生物情報解析、生物機能デザイン）の発達・実用化、③ゲノム編集技術の進化（新規生

物機能の実現）、の 3 つである。これら 3 分野の技術革新を融合することで、これまで利用で

きなかった「潜在的な生物機能」を引き出すことが可能になりつつある。 
バイオテクノロジーといえば、農業や健康・医療を連想しやすいが、実は工業（ものづくり）

の分野での活用が広がっている。OECD 予測では世界の 2030 年の世界のバイオ市場の 39％は

工業分野が占める見通しだ（農業分野は 36％、健康分野は 25％となる見通し)。 
生物の機能を利用したものづくりメリットとして、第一に、化学合成における高温・高圧プ

ロセスを必要とせず、常温・常圧プロセスでの生産が可能なため、「超省エネ」を実現でき、環

境にもやさしいことが挙げられる。 
第二に、これまで工業的に生産できなかったものをつくれるという利点もある。例えば、ア

ルテミシニン（抗マラリア剤）という物質は、従来ヨモギから抽出、精製するしか方法がなか

ったが、現在ではバイオテクノロジーを使って別の生物の細胞をデザインし、効率的に大量生

産することが可能になっている。 
加えて、前述した 3 分野の技術革新の融合により、これまで利用できなかった「潜在的な生

物機能」を引き出そうという動きが加速している。 
 
スマートセルインダストリー 

経済産業省・NEDO は、2016 年度に、「スマートセルインダストリー」と称するプロジェク

                                                   
37 DNA シークエンシングとは、DNA を構成するヌクレオチドの結合順序（塩基配列）を決定すること。 
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トを開始している。スマートセルとは、高度に機能がデザインされ、機能の発現が制御された

生物細胞のことで、スマートセルを用いた産業群をスマートセルインダストリーと呼んでいる。 
同プロジェクトは、スマートセルインダストリーを加速させる新たな潮流の形成を推進する

ことが狙いで、これにより、健康・医療分野のみならず、工業、農業、エネルギー・環境分野

の産業構造の変革をもたらし、人類が直面するグローバルな問題の解決につなげようとしてい

る。 
DNA の塩基配列を自動的に読み取り解析する装置である「DNA シーケンサー」の技術革新

が進んだ結果、2000 年代後半から解析済みのデータ量は急増している。さらに、「ゲノム編集」

技術の登場により、ゲノムの塩基配列の特定の場所をピンポイントで切断したり、別の塩基配

列に置き換えたりできるようになった。これにより、かつては成功確率が低かった生物の遺伝

子の組み換えがほぼ確実に実施できるようになった。特に、2012 年に登場した第三世代のゲノ

ム編集技術である CRISPER／Cas9 によって、これまでより安いコストで容易に遺伝子を切

断・編集できるようになった。 
 こうした中、例えば微生物から化成品を生産したり、動植物や昆虫を利用した蛋白質の生産

性を高めて医薬品の価格を引き下げたりするなど、様々な分野にゲノム解析の成果とゲノム編

集技術を活用することが期待されている。こうした生物によるものづくりの基盤技術を確立す

ることが、スマートセルインダストリープロジェクトの狙いである。 
 なお、同プロジェクトでは、CRISPR／Cas9 とは異なる新しい国産ゲノム編集技術の開発も

目指している。CRISPR／Cas9 は海外企業が特許を持つため、技術利用時に高額のライセンシ

ング費用がかかる可能性があるためである。 
 
バイオエコノミー実現に向けた日本の強みと課題 

日本には、バイオ戦略を推進する上で、次のような強みを持っている。 
①豊富な微生物等の生物資源と優れた機能解析ツールを公的機関や産業界が保有している。 
②発酵産業の伝統による生物育種のノウハウの蓄積があり、発酵生産プロセスの制御に強み

を持つ。 
③健康・未病社会の実現という点では、世界に先駆けて高齢化社会を経験し先進的モデル社

会を形成する機会に恵まれているほか、「医食同源」の思想があり、食による健康維持に対

する意識が高いことが有利な条件である。 
一方で、バイオ産業の普及に向けては、図表１３に掲げたような課題が指摘されている。2018

年 3 月に発表される新たなバイオ戦略によって、これらの課題が克服され、わが国のバイオエ

コノミーが成長産業に育っていくことが期待される。 
 
ＤＮＡとＡＩの融合事例「リキッドバイオプシー」 

 米国では、DNA と AI の融合によるライフサイエンス革命が進展しており、数々の新規事業

が生まれている。 
カリフォルニア州に拠点を置くベンチャー企業 Grail（2016 年設立）は、血液検査でがんを

早期に発見する技術の開発で注目されている。高精度の DNA シークエンシングで血液中に存

在するがんの遺伝子断片を検出する。同社は大量の被験者データを集め、AI（ディープラーニ

ング）の手法で解析する大規模な臨床試験を行っている。医師は Grail を使ってがんの存在だ 
 



東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                               ２０１８．２．２２ 

34 

図表１３ わが国のバイオエコノミー発展に向けた課題

出所 ： 経済産業省商務・サービスグループ生物化学産業課 「スマートセルインダストリーの実現に向けた取組」 2017年12月19日

（１）技術的分野での課題

○ゲノム編集技術開発の遅れ

CRISPER／Cas9は企業向けにはライセンス時の費用

等の障壁が大、国内では産業用途での利用に限界

○生物情報のビッグデータ化の遅れ

米国ではヒトをはじめ、植物、微生物のゲノム情報を

集中的に解読中、中国では大規模ゲノムシークエン

シング施設（世界最大）でビッグデータ化を推進

（３）炭素循環・新素材での課題

○国内バイオマス資源の不足

○バイオマテリアル普及に向けた環境整備

欧州委員会専門家会合が、バイオ製品の標準化、

ラべリング、公共調達、バイオ製品導入量を捕捉する

indicatorの整備などを勧告（2016）

（２）健康・未病社会での課題

○予防効果を含めた食の機能性の訴求に限界

産業界からは、予防等より踏み込んだ機能性の訴求

に対する要望の声あり（規制改革ホットラインを通じ

ヘルスクレームの取り扱い等様々な要望が提案）

○バイオテクノロジーを利用した食料の社会受容性

（４）共通領域での課題

○研究開発エコシステムの構築

オープンイノベーション、異分野融合人材の育成、

コア技術の集約などに課題

○バイオテクノロジーの利用規制、安全性評価

ゲノム編集技術や合成生物学など新しい分野に対応

した規制の在り方に議論あり、世界各国も異なる規制

を整備

 
 
けなく、がんを発症している部位やがんの進行度合いも知ることができる 38。 
 がんの兆候を血液中に見つけ出す技術は、「リキッドバイオプシー」と呼ばれる今注目の有望

技術で、数十の企業が独自の検査法を開発中である 39。現在数社から提供されている検査は、

既に前立腺がんや肺がんなどと診断がついている患者について治療法を確定するのに使われて

いる。 
 リキッドバイオプシーによる早期がん発見の成否の鍵は、シークエンスと AI であり、Grail
は大規模なデータを取り扱うソフトウェア企業と位置付けられている。 
なお、リキッドバイオプシーは、日本でも研究が進んでいる分野であり、日本が世界をリー

ドするチャンスは残されている。国立がん研究センターが東レや東芝などと共同で進めている

NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）のプロジェクトで、バイオマーカーとして、

がん細胞を含むさまざまな細胞が分泌するエクソソームと呼ぶ物質中の「マイクロ RNA」に

着目して、微量の血液から多種類のがんを早期に診断する技術の開発が進められている。 
 
Ｇｏｏｇｌｅのライフサイエンス戦略 

米カリフォルニア州に拠点を置くベンチャー企業 23andMe（2006 年設立）は、個人向け遺

伝子解析サービスを提供する先駆的企業である。同社は、遺伝子配列の変異から被験者がどん

な病気を発症するのかを予測し、遺伝子解析結果を大手製薬会社に販売する。同社には Google

                                                   
38 血液検査でがんを早期発見するスクリーニング技術を広く普及させ、がんによる病死を激減させると言うミ

ッションに共感して、米バイオ企業の Illumina や、ビル・ゲイツ氏やジェフ・ベゾス氏などが Grail に出資し

ている。 
39 SCIENTIFIC AMERICAN と世界経済フォーラムの専門家が選定した「2017 年の世界のイノベーション

10」（“Top 10 Emerging Technologies to Watch of 2017 ”）の中の 1 つに、リキッドバイオプシーが選ばれて

いる。 
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や Google Ventures が出資しており、Google のライフサイエンス戦略を推進する会社といえる。 
2013 年、同社は FDA（米国食品医薬品局）から、予測精度が十分でなく消費者に危険が伴

うとして事業停止命令を受け、医療関連解析サービスは中止していた。しかし、2017 年 4 月、

FDA が 10 種類の病気に限り同社の遺伝子解析サービスを認可したことで、同社は医療関連解

析事業を再開し、世界の注目を集めている。 
23andMe のビジネスモデルは、単なる検査ビジネスではなく、個人の DNA データを収集し

販売する事業である点が注目される。収集した遺伝子変異情報と身体特性情報とをひもづけし

て DAN データベースを構築し、この情報を製薬会社などに販売し収益を得るほか、自らも新

薬開発に乗り出す。 
同社は個人向け遺伝子解析を、消費者の DNA 情報を収集するデータビジネスと捉え、21 世

紀の検索ビジネスと位置付けている。米国で実績が認められると、日本でもビジネスが立ち上

がる可能性が高いので、その動向を注視する必要がある。 
 
ゲノム医療でも中国のリープフロッグ？ 

中国・深圳に拠点を置くベンチャー企業 iCarbonX（2015 年設立）は、医療データを解析す

る AI プラットフォームを開発する会社である。 
 同社は、個人の遺伝子データと生体データを大規模に収集し、それらを AI で解析し健康に

関する知見を得ている。同社は中国において 5 年間で 100 万人の遺伝子データと個人データを

収集し AI で解析する計画を進めている。解析結果は専用アプリで消費者にフィードバックさ

れ、健康な生活を送るためのアドバイスが提供される。 
なお、米国では IBM や Google が同様の研究を行っているが、iCarbonX はこれを世界最大

規模で展開している。中国では米国と比べ、遺伝子データなど個人情報保護に関する意識がそ

れほど強くなく、データの収集が比較的容易である。まさに筆者が本稿のキーワード３で掲げ

たリープフロッグ／リバースイノベーションが、ここでも起こる兆しがある。加えて、人口が

多い上、AI の基礎技術も高いため、中国は「DNA×AI」研究では有利なポジションにある。 
こうした中国の動向を踏まえ、日本のバイオ産業戦略においても、消費者の生体情報を収集、

集約する仕組みを構築することが喫緊の課題といえよう。 
 
 
 
９．ブロックチェーン  
 

ブロックチェーンの可能性 

 2017 年はビットコインをはじめとする仮想通貨に関する関心が急速に高まる年になった。仮

想通貨が激しく値上がりし、新たな投資対象として注目を集めた。2018 年に入り、ビットコイ

ンの価格の乱高下や仮想通貨交換会社コインチェックでの仮想通貨不正流出事件の発生などが

あり、仮想通貨が何かと世間の注目を集めている。 
 仮想通貨といえば、日本のマスコミでは、もっぱら「値上がりする新しい投資対象」として

脚光を浴びており、背後にある画期的な技術革新にはあまり関心が向けられていない。だが、

これから世界の産業経済に大きな影響を与えそうなのは、仮想通貨を支える中核技術として開

発されたブロックチェーンの方である。 
ビットコインなどの仮想通貨については、匿名性を利用して麻薬取引や規制逃れに使われる
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ダーティーなイメージ、取引所の破綻など信頼性の低下、世界的な仮想通貨に対する規制導入

の動き、バブル的な兆候、保有・採掘・取引構造の偏りなど、様々な問題点があることが分か

ってきた、このため、仮想通貨の将来性については厳しい見方が増えている。 
 仮想通貨に対する過度の期待が剥げ落ちる一方で、ブロックチェーンという新しい情報技術

の将来性、可能性、有用性に対する評価は高まっている。仮想通貨はブロックチェーンの黎明

期における応用例の 1 つに過ぎない。現在では、仮想通貨と切り離し、独立した技術としてブ

ロックチェーンを様々な分野に応用していく取り組みが進んでいる。 
 今後、仮想通貨のバブルがはじければ、ブロックチェーンについてもいかがわしいものとい

う色眼鏡で見られることが多くなるだろう。しかし、ブロックチェーンは、これからの金融、

産業、ビジネスの仕組みに革命的な変化をもたらす技術になる可能性が極めて高い。ブロック

チェーンは、今後、さまざまな業界に影響を与え、経済や社会を変革する可能性を秘めた技術

である。この潮流を見逃すことなく、注視していくことが重要だ。 
 
ブロックチェーンとは － 分散型台帳技術とも呼ばれる 

ブロックチェーンとは、公開された台帳で取引などの情報を電子的に記録する新しい仕組み

である。取引記録を入れた「ブロック」を時系列に鎖をつなげて管理する仕組みであり、これ

によって不正な取引や二重使用などを防止できるようになっている。この技術はもともとはビ

ットコインの仕組みを支える基盤技術として開発されたものだったが、現在では仮想通貨と切

り離して、独立した技術として利用が進められつつある。 
ブロックチェーンは、従来のクライアント・サーバー方式による中央集権型の仕組みではな

く、ピアツーピア（P2P）を構成するコンピューターが分散管理をする仕組みである。P2P と

は誰でも自由に入れるコンピューターの集まりのことである。取引履歴が記録された台帳を、

ネットワークに参加しているコンピューター全体で管理する。 
なお、最近では、ブロックチェーンは「分散型台帳技術」と呼ばれることが多くなってきた。

これは、「ブロックを鎖状につなげて管理する」という純粋に技術的な側面よりも、ブロックチ

ェーンを使えば、ネットワーク内の参加者が「所有権の記録を分散型で管理できる」という点

の方が、ユーザーにとって本質的に重要という認識が広がってきたためである。 
 
ブロックチェーンのメリット 
ブロックチェーンには、従来型の情報システムにはない、次のような特徴やメリットがある。 
①記録が公開されること。 
②管理者が存在せず、分散型の仕組みで運営されている（自主的に集まったコンピューター

が運営している）こと。 
③過去に行われた取引データを改ざんすることが困難である（改ざん耐性が高い）こと。 
④分散されたデータベース上に多くのデータが同時に存在するため、どこか 1 ヵ所でデータ

が失われても、全体としてのシステムはダウンしにくいこと 
⑤管理者が不必要になるため運営コストが低く、劇的なコスト削減につながる可能性がある

こと 40。様々な分野でブロックチェーンの応用が検討されている最大の理由がこれである。 
⑥複雑な契約を自動化できるスマートコントラクトをブロックチェーンに載せることにより

取引をさらに効率化できること。 

                                                   
40 金融インフラをブロックチェーンで代替すれば、コストは10分の1になるといった大胆な予測も出ている。 
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 ⑥のスマートコントラクトについて説明しておこう。スマートコントラクトとは、プログラ

ム化して自動的に実行できる契約のことである。契約内容と執行する条件をあらかじめ定義し

た上でプログラム化しておき、執行条件に合致したイベントが発生した場合には契約が自動的

に執行されるようにしたものである。 
スマートコントラクトは、分散型台帳技術と相性が良く、分散型台帳上にスマートコントラ

クトを盛り込んでおき、イベントの発生によって分散型台帳上での取引（賃金の支払いや担保

の移動など）を自動的に行うようにすることが可能である。 
これらのメリットが注目され、すでに国内外でブロックチェーンを使った多くの実証実験が

行われている。ブロックチェーンの応用分野は、国際送金や証券決済などの金融分野だけでな

く、土地登記、医療情報、選挙システム、ダイヤモンドの認定書などの非金融分野にも広がっ

ている。 
 
ブロックチェーンにはオープン型とクローズド型がある 
ブロックチェーンの活用方法を考える場合、非常に重要な点は、ブロックチェーンの類型に

はオープン型とクローズド型の 2 つの区分があることだ（図表１４）41。 
ビットコインは、オープン型ブロックチェーンが使われており、誰もが参加できる仕組みで

ある。しかし、ブロックチェーンは必ずしもオープン型である必要はなく、特定の参加者のみ

が参加できるようにした「クローズド型」のブロックチェーンもある。 
オープン型のブロックチェーンの場合、ネットワークへの参加を自由にするために、互いに

知らない者同士が安全に取引を行えるようにする必要があるほか、悪意の取引者の存在を前提

に仕組みを設計しなければならない。このため、取引の承認に複雑な計算を課すなど、かなり

の手間と時間をかける必要がある。 
これに対し、ブロックチェーンの使い方としては参加者を信頼できる先のみに限定し、中央

管理者がスキーム全体をしっかりと管理できるクローズド型の方が、実用性の点では使いやす

く、導入しやすいと思われる。このため、当面、実用化されるブロックチェーンは、オープン

型ではなく、クローズド型の方が主流になる可能性が高い。 
 
 

図表１４　オープン型とクローズド型のブロックチェーンの比較

オープン型のブロックチェーン クローズド型のブロックチェーン

　取引参加者の制限 　なし（自由に参加可） 　あり（（特定の範囲の参加者のみ）

　取引承認への参加の制限 　なし（自由に参加可） 　あり（（特定の範囲の参加者のみ）

　中央管理者の存在 　なし（プログラムが規定） 　あり（全体をコントロール）

　ネットワークへの参加 　自由 　承認が必要

　別の呼び方 　パブリック型、許可不要型 　プライベート型、許可型

　利用例 　仮想通貨（ビットコインなど） 　金融界での実証実験

出所 ： 中島真志（2017）『アフター・ビットコイン』新潮社、128頁  
 

                                                   
41 「オープン型とクローズド型」の区分は、「パブリック型とプライベート型」と呼ばれることもある。 
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当面、クローズド型が主流になる可能性 

 ここで注意を要するのは、ブロックチェーンの第 1 番目の応用事例がビットコインだったた

め、ブロックチェーンについての議論が、暗黙のうちにオープン型を前提としてしまう傾向が

あることだ。一般に、ブロックチェーンの解説本には、「中央管理者なしに取引を実現する仕組

みである」、「信頼のできない不特定多数の取引相手とも安心して取引ができる手法である」と

いった特徴が書かれているが、これらはオープン型の特徴であり、クローズド型には当てはま

らない。 
 ブロックチェーンをクローズド型に設計すれば、誰からも管理されず自由かつオープンに取

引できるという特徴は失われるが、あらかじめ参加者を限定することで、取引のたびに膨大な

計算処理やコンセンサス形成を行う必要がなくなるため、取引の安全性や信頼性、早期の決済

完了などのメリットがあり、導入しやすくなる。 
 一方、オープン型のブロックチェーンは、モノや情報を隔絶・専有することで安全性や価値

を高めるのではなく、公開・共有することで安全性を確保し、価値を創造する技術である。こ

の意味で、これまでの情報管理のコンセプトとは真逆の思想をもった技術である。それだけに、

この技術をビジネスに活用しようとすると、既存の商取引や従来のビジネスモデルが最適なも

のかどうかを一から見直す必要が出てくる。したがって、先進国においてオープン型ブロック

チェーンを活用した新サービスが実現するには時間がかかるだろう。 
 
メガバンクや中央銀行が発行する仮想通貨 

日本では、三菱東京 UFJ 銀行がブロックチェーンを使った仮想通貨を発行する予定である

（当初 2017 年中の発行予定だったが、延期されている）。本件は、銀行が発行して一般に使用

できる仮想通貨として、世界で最初の事例になる可能性がある。 
 また、ブロックチェーンを使って、世界の中央銀行がデジタル通貨を発行しようという動き

がある 42。これは、簡単に言えば、中央銀行が銀行券に代わって公的な仮想通貨を発行すると

いうものだ。 
 これらの仮想通貨で使われるブロックチェーンは、いずれもオープン型ではなく、クローズ

ド型である。銀行が中央集権システムの中に組み込んだクローズド型ブロックチェーンを用い

て、コスト低減のメリットを享受しようという動きである。 
 また、一般に仮想通貨が広まれば、中央銀行が不要になるというイメージがあるが、それは

ビットコインのようなオープン型ブロックチェーンの場合に限られる。中央銀行が自らが公的

なデジタル通貨を発行するとなると、中央銀行の存在意義は維持されるだけでなく、中央銀行

が国民の経済活動をより詳細に把握できる形になる。これまでの電子マネーに近いものとなり、

既存の銀行システムを超える革命的な仮想通貨とはいえない。その意味で地味ではあるが、そ

れだからこそ国民には信頼や安心をもって受け入れられる可能性が高い 43。 
 
ブロックチェーンとＩｏＴの融合に活路あり 

ブロックチェーンの活用が期待される領域は金融だけでなく、非金融領域にも及んでいる。

                                                   
42 デジタル通貨の発行に向けた動きをみせている中央銀行は、イングランド銀行、カナダ中央銀行、スウェー

デン中央銀行、日本銀行、シンガポール通貨監督庁、オランダ中央銀行、中国人民銀行、香港金融管理局など

数多い。 
43 オープン型ブロックチェーンによる管理者のいない自由な社会と、クローズド型ブロックチェーンによる管

理された社会のどちらを望ましいと思うかは、価値観の問題であり一通りの正解があるわけではないだろう。 
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特に有効と考えられるのが、IoT におけるブロックチェーンの活用である。 
 様々な分野で IoT の活用が進んでいるが、これまで IoT は、①従来のクライアントサーバー

型（中央集権型）の管理では、接続数が増えるほど、処理の負担が大きくなること、②さまざ

まなモノがつながると、モノがサイバー攻撃の踏み台にされるリスクが高まること、という問

題があった。このため、IoT の活用は技術的には可能であっても経済的に採算がとれない場合

が多かった。 
 そこにブロックチェーンの自律型分散技術と、取引内容の確認と実行をプログラム上で自動

に行うスマートコントラクトを融合させれば、上述した IoT の問題点が解消され、IoT ビジネ

スの実現可能性が高まることが期待される。つまり、IoT の処理負荷軽減とセキュリティ対策

の向上のためにブロックチェーンが活用できる可能性がある。 
IoT にブロックチェーンを使えば、安心してデバイス同士をつなげて、現実世界の情報を記

録できるようになる。障害に強く、改ざんが困難な仕組みが活用できるため、履歴情報の信頼

性・正確性が向上する。ブロックチェーンに記録された情報を参加者間で安全に共有でき、情

報を業種横断的に分析できる。さらに、スマートコントラクトによる自動決済を導入すること

で、モノと連動したサービスの自動化・自律化が可能になる。 
 このように、IoT にブロックチェーン、スマートコントラクトを連携させることにより、 
サービスの効率化や新ビジネスの創造を目指す動きが、今後活発になるだろう。 
 
どのような活用方法があるのか 

 具体的な IoT とブロックチェーンの融合事例としては、モノがインターネットに接続される

ことで、相互に通信を行い、事前にプログラムされた契約内容に従って契約を実行するといっ

た利用方法が想定される。 
例えば、レンタカーを借りた時、車のドアの前に立ち、スマートフォンで代金を支払った瞬

間に、スマートコントラクトが契約を自動執行し、車のドアが開くといったことが可能になる。

また、洗濯機が洗剤の残量を自動検知し、残量が一定量を下回ると洗剤の発注を自動送信し、

その注文内容と決済をブロックチェーンで行うといった活用方法も可能になる。 
クラウド型の電子署名サービスを提供する DocuSign 社と VISA は、カーリースや駐車場な

どの従量課金型サービスにブロックチェーンとスマートコントラクトを活用する取り組みを発

表している。このように、自動車分野における IoT にブロックチェーンを活用する動きが既に

広がっている。 
 なお、「IoT×ブロックチェーン」はシェアリングビジネスとも相性がいい。ブロックチェー

ンには、異なる組織間で安全に情報を共有しやすいという特徴があるが、IoT と連携すること

で、情報に加えてモノを共同利用できる性質が加わるからである。社会に散在する設備や機器

を多くの人と共有して利用する仕組みを構築する際に、「IoT×ブロックチェーン」は有効な武

器になるだろう 44。 
 
ブロックチェーンも万能ではない 

 しかし、ブロックチェーンやスマートコントラクトはもちろん万能ではなく、限界もある。 

                                                   
44 将来的には、シェアリングエコノミーにオープン型ブロックチェーンが導入されれば、現在の Airbnb や

Uber のようなシェアリングサービスがブロックチェーンによって自動的に運営され、仲介者や管理者が不要に

なる可能性もある。サービスを提供したい人とサービスを利用したい人が、ブロックチェーンを用いて直接結

びつくようになれば、Airbnb や Uber などの業者は不要になる。 
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現状では、ブロックチェーンは処理速度に優れていないため、ロボットの稼働命令等の情報

を即時に処理する用途には向いていない。データを低コストで安全に分散管理することにより、

高いトレーサビリティを実現するといった用途に適しているといえよう。 
 また、スマートコントラクトについても、何でも自動的に執行できるわけではない。自動執

行にできるのは、事前にすべてのケースや要件を決めておくことが可能なことに限られる。ま

た、自動執行の仕組みを悪用されて、不正な取引に使われたり、不測の事態が起こったりする

可能性に対する備えをしっかり行う必要がある。 
 
黎明期にあるブロックチェーン 

 以上述べたように、ブロックチェーンは、ビットコインなどの仮想通貨からは独立した技術

として、各方面で応用が図られており、今後さまざまな業界に影響を与え、経済や社会を変革

する可能性を秘めた技術である。 
 ブロックチェーンを「インターネット以来の最大の発明」と位置付ける識者が増えている。

現在、各方面で実証実験や実用化に向けた動きが進められているが、現時点ではこの技術は黎

明期である。 
 インターネットの場合も、黎明期にはそれが産業や社会をどのように変えるのかを見通せた

者はほとんどいなかった。インターネット黎明期に今のスマートフォンの活用方向や IoT ビジ

ネスを予見できなかったのと同様、ブロックチェーンは現在私たちが思いもつかないような活

用方法が編み出され、広くビジネスや組織のあり方、個人の働き方などに大きな変革をもたら

す可能性がある。 
 偏見を持つことなく、ブロックチェーンという大きな潜在力を持つ新しい技術の展開動向を

長い目で注目していく必要があろう。 
 
 
 
１０．大企業とスタートアップの連携  
 

大企業のスタートアップへの投資が増加 

大企業が技術革新や事業モデルの開発を図るために、ベンチャー企業（スタートアップ）45と

連携する動きが活発になってきた。この背景には、多様化する顧客ニーズ、開発すべき技術領

域の広がり、開発要求スピードの高まり、複合的な専門領域に及ぶ開発案件の増加などの変化

に対応するためには、大企業が自社のみの力で新規事業開発を行うことが困難もしくは非効率

になっていることがある。 
 こうした中、かつては自前主義にこだわる傾向が強かった日本の大企業が、近年はスタート

アップへの投資を増やしている。 
 大企業がスタートアップにアプローチする方法も多様化しつつある。注目されるのは CVC
（コーポレート・ベンチャー・キャピタル）の活用が増加していることだ。 

                                                   
45 「ベンチャー企業」というのは和製英語で、日本でいうベンチャー企業を米国では「スタートアップ」と呼

んでいる（ベンチャーというとベンチャーキャピタル（VC）を指すことが多い）。最近は日本でもベンチャー

企業のことをスタートアップと呼ぶようになりつつある。ただし、スタートアップは、①未解決の社会的課題

を解決している、②ルールブレイカーである（社会的革新を起こしている）、③それをビジネスで実行している

（ビジネスモデルを成立させている）、の 3 条件を満たす企業を指すことが多く、日本でいうベンチャー企業よ
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 CVC とは、事業会社が外部のベンチャー企業に直接投資を行うことを指す。具体的には、企

業が自己資金を使ってファンドを組成し、自社のビジネスモデルの競争力強化や収益力強化に

寄与するベンチャー企業に投資を行う活動を指す。単に投資リターンを狙うだけでなく、事業

とのシナジーを追求するところが一般のベンチャー・キャピタルと異なる。 
CVC による投資は、「本体への貢献を重視するタイプ」と「自社事業とは切り離して投資す

るタイプ」に 2 分することができるが、現実には、両者にきれいに分類できないケースもある。

CVC が発見した自社事業と強いシナジーがあるスタートアップに、事業会社が直接投資すると

いった例も多い。 
近年、日本の大企業が CVC を立ち上げ、投資先の発掘や事業開発を狙う事例が目立って増

えてきた。M&A 助言会社のレコフによると、大企業が設立した CVC の投資件数は 2011 年以

降に急増し、17 年は前年比 19％増の 172 件と過去最高になった。日本の大企業による 17 年

の CVC 投資額は過去最高の 681 億円に達し、5 年前の 27 倍に増えている 46。 
 
幅広い業種でＣＶＣ設立が相次ぐ 

 以前は、日本では CVC を設立する企業はインターネットや通信関連が多かったが、最近は

製造業や、製薬、テレビ局、鉄道、不動産など幅広い業種に広がっている。図表１５は、国内

で 15 年以降に設立された主なCVC の事例である。 
ソニーは 16 年 7 月、注力する IoT 関連領域（AI・ロボット、VR（仮想現実）、ドローン等）

の事業開発のスピードを上げるため、CVC「ソニーイノベーションファンド」を設立した。2019
年 7 月までに 30～40 社へ累計 100 億円を投じる計画である。すでに、VR やゲーム内の触感

を体験できる技術を開発する東京大学発ベンチャーの H2L、法人向けクラウド型不正アクセス

検知サービスを展開するカリウスなどに出資している。 
 パナソニックは、ベンチャーキャピタリストを外部から採用して、17 年 4 月、米シリコンバ

レーで CVC「パナソニックベンチャーズ」を設立した。1 億ドルの投資枠を設定しており、3D
プリンターで金属部品を造る米企業などに出資している。 
トヨタ自動車は 17 年 7 月、米シリコンバレーに CVC「トヨタ AI ベンチャーズ」を設立し

た。自動運転、ロボット、データ、クラウド等の分野で、最先端のスタートアップに投資して

いる。 
 最近では、仏ルノー・日産自動車・三菱自動車が、2018 年 1 月、自動運転やAI などの成長

分野を投資対象とするCVC を設立し、5 年で最大 10 億ドルを投じると発表した。 
 
オープンイノベーションの手段の一つ 

 大企業がベンチャー企業などと連携してオープンイノベーションを進める手段としては、①

アライアンス（外部パートナー企業・研究機関等との共同開発など）、②M&A（買収を通じた

外部技術、ビジネス、人材の取り込み等）、というおなじみの方法がある。上述したように、最

近はこれに、③CVC の活用（スタートアップへの資本参加による協業、情報収集等）、という

選択肢が加わったことが、大企業とスタートアップとの距離を縮め、両者による協業の活発化

に寄与している。 

                                                                                                                                                     
りも定義が狭い。 
46 2017 年の CVC 投資額 681 億円のうち国内向けは 353 億円で、これは同年の新興市場における IPO（新規

株式公開）による資金調達額（約 1550 億円）の 4 割強に相当する規模である。スタートアップにとって大企業

から資金調達しやすい環境となり、資金調達手段が多様化してきたといえる。 
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図表１５　　国内の主要ＣＶＣ （2015年以降設立のもの）

ファンド名／社名 設立時期 主な投資先
設立時の

ファンド規模

電通ベンチャーズ 2015年4月 jibo、agolo、nextbit、sensai、CLUE、FOLIOなど 50億円

ABCドリームベンチャーズ（朝日放送） 2015年6月 akippa、Retty、オーマイグラス、坂ノ途中、BitStarなど 12億円

セゾン・ベンチャーズ 2015年6月
Liquid、エアークローゼット、クラウドキャスト、
プラネット・テーブルなど

－

タイムズイノベーションキャピタル（パーク24） 2015年7月 GENOVA、ipocaなど 30億円

オプトベンチャーズ 2015年8月
スペースマーケット、エネチェンジ、Housmart、
デジサーフなど

40億円

Yamaha Motor Ventures & Laaboratory
 Silicon Valley（ヤマハ発動機）

2015年8月 Veniam、Precision Hawk、Abundant Roboticsなど －

Rakuten Ventures Japan Fund 2016年1月 メイクリーブス、フロムスクラッチ 約20億円

三越伊勢丹イノベーションズ 2016年1月
ギフティ、マネーフォワード、アクティブソナー、
ポケットメニュー

－

31VENTURES Global
 Innovation Fund（三井不動産）

2016年2月
コグニティ、SCADAfence、Popshoot、アラヤ、
Loom Systemsなど

50億円

CQベンチャーズ（コカコーラ・ウエスト、
キューサイ）

2016年5月 unerry 13億円

Taiho Ventures（大鵬薬品） 2016年6月
Arcus Biosciences、Pact Pharma、
Harpoon Therapeutics

5000万ドル

Sonny Innovation Fund 2016年7月
カウリス、Ｈａｃｏｂu、Acutronic Robotic、H2L、
インフォステラなど

100億円

JR西日本イノベーションズ 2016年12月 ユニフィニティー、NOTE、ipoca 30億円

資生堂ベンチャーパートナーズ 2016年12月 ドリコス 30億円

朝日メディアラボベンチャーズ 2017年4月 － 約20億円

パナソニック ベンチャーズ 2017年4月 － 1億ドル

ソフトバンク・ビジョン・ファンド 2017年5月
小桔快智（配車アプリ）、ARM、NVIDIA、
WeWork、Slack Technologiesほか

　900億ドル超

TransLink Capital Partners（SOMPO） 2017年7月 － 約44億円

Toyota AI Ventures 2017年7月
Intuition Robotics、Connected Signals、
SLAMcore、Realtime、Robotics、Nauto

1億ドル

ソネット・メディア・ベンチャーズ 2017年9月 REALITY ACCELERATOR （SaaSスタートアップに投資するファンド） －

（注） －は非公開情報

出典 ： 公開情報を基に月刊事業構想 編集部作成 （『月刊事業構想』2018年3月号 29頁の表を一部省略）  
 

CVC には、他のオープンイノベーション手段と比べて、次のような優位な点がある 47。 
 M&A と比較すると、CVC の方が革新的なアイデアを発見するという目的において投資効率

がよい。CVC は通常、独立系 VC と共同で投資を行うため、自身はマイノリティ投資ですみ、

M&A と比べて圧倒的に少額の投資で新たな技術や市場に関する知見を得ることができるから

だ。 
 また、アライアンスと比較すると、CVC は新技術や新市場に対する知見を持つ起業家をター

ゲットとして、VC という、通常の企業活動では得られない特殊技能を持った集団のサポート

が受けられるといったメリットがある。 
 
大企業とスタートアップの連携が増えている理由 
 なぜ今、日本企業で大企業とスタートアップとの連携が増えているのかを改めて考察してみ

よう。 

                                                   
47 倉林（2017）を参考にした。 
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第 1 に、事業環境の変化スピードが速まると同時に、新事業や新技術の開発に必要とされる

技術や人材の幅が広がる中で、大企業では外部のリソースを取り入れて開発効率の向上やスピ

ードアップを図る動きが広がっている。すなわち、オープンイノベーションへの意欲が高まっ

ている 48。 
 第 2 に、大企業はスタートアップのノウハウやスピードを活用しなければ、成長機会を得ら

れない（競争に勝ち残れない）恐れがあるという認識が広がってきた。スタートアップに投資

すれば、大企業では手を出せない、リスクの高いテーマに取り組めるほか、大企業ではありえ

ないスピード感をもって事業を進められる利点がある。こうした認識が広がる中で、かつては

自前主義の傾向が強かった大企業の意識が変わり、出資先のスタートアップと協力してビジネ

スのエコシステム（生態系）をつくろうとする企業が増えている 49。 
 第 3 に、IoT、AI、シェアリングエコノミーなどの技術を活用した新しい産業・ビジネスが

登場していることが、CVC をより活発化させている面がある。これらの第 4 次産業革命期の技

術を使った新市場創造型の事業開発では、過去の経験や常識が当てはまらず、事前の綿密な調

査や需要予測はなじまない。何が正解かはやってみなければ分からず、失敗する確率も高い。

このため、確実性が要求され、失敗が許容されにくい大企業の内部での事業開発だけでは、こ

れらを全うすることが難しい。大企業にとっては、有望な技術やビジネスモデルを構築しつつ

あるスタートアップに投資し、提携を進めていく方が、効果的にイノベーションを起こすこと

ができると考えられる。 
 第 4 に、日本企業の借入金の返済が進み、キャッシュリッチな大企業が増える中、余剰資金

を成長戦略に向けて有効活用しようという機運が高まっていることが、大企業のスタートアッ

プへの投資を後押しする要因となっている。 
 第 5に、近年は効率のよい技術マッチングの仲介サービスを提供する企業が出てきたことも、

大企業とスタートアップとの連携を促進する一因になっていると考えられる。 
 
連携仲介サービス企業の登場 

 上記の第 5 で述べたマッチングの仲介サービスを行う企業の例として、リンカーズとリバネ

スの 2 社を紹介したい。 
①リンカーズ（株） 

同社は仲介ビジネスのリーディングカンパニーで、ものづくり系メーカーマッチングサー

ビス「Linkers」を運営する。 

最適なパートナー企業の探索にはこれまで多くの時間とコストがかかった。また、明文化

されていない暗黙知を含む非公開情報は探索しにくい。この 2 つの課題を解決するサービス

を、同社は「人づてネットワーク」（2000 名以上の産業コーディネーターと 500 以上の産

業支援機関）を活用して提供している。 
また、同社は研究開発パートナー選定を多段階評価で絞り込んでいく際に、企業にとって

技術やニーズ情報を出しやすい仕組みを採用している。まずはセミオープンの場で数千社に

                                                   
48 大企業がオープンイノベーションを行う場合、ミッシングピース（自社にない技術）のうち自社にとっての

コア技術については自前で開発もしくは買収による取り込みを図るが、ノンコア技術のミッシングピースにつ

いては外部と連携もしくは外部調達して手に入れることが多い。後者のプロセスで CVC が活用されている。 
49 日本政策投資銀行「2017 年度設備投資計画調査の概要と企業トップ・有識者の『声』」（2017 年 12 月）に

よれば、「ベンチャーへの投資については、打率は低くても取り組む方針に変わってきている。狙いは二つあり、

一つは新しいビジネスに繋がる可能性、もう一つはベンチャーのスピード感の本体へのフィードバックだ」（自

動車メーカートップ）という声が紹介されている。 
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対して限定的な情報を公開。次のセミクローズドの場では連携可能性のある数社にのみより

詳細な情報を提示。最終的には 1 対 1 のフルクローズの場でさらなる詳細情報を開示する。 
「技術について少しなら開示してもいいが、全部は出したくない」という企業が多いこと

に対応して、同社は段階的に情報を開示するオープンイノベーションの場をつくろうとして

いる点が注目される 50。 
②（株）リバネス 

同社は、IT 以外の技術分野で、大学から生まれるシーズを中心に、新規スタートアップ

を発掘し、それを大企業のオープンイノベーション戦略とつなぐためのエコシステムとして

「TECH PLANTER」をつくった。 
TECH PLANTER は、シーズを育てるアジア最大のエコシステムで、日本中のテクノロ

ジーベンチャーが集まる、若手起業家約 1000 人のコミュニティである。 
なお、TECH PLANTER を活用した大企業とスタートアップの連携は、CVC と違って、

特定の色がつかないという利点があるという。スタートアップには早期に色がつくことをい

やがる習性があるが、同社のエコシステムを使えば、投資を前提とせずに、大企業とスター

トアップが PoC51の前から付き合うこともできる。 
 
大企業とスタートアップの協業の難しさ 

本稿で見たように、スタートアップと大企業のオープンイノベーションの重要性は広く認識

されるようになってきた。しかし、成果を出している企業はそれほど多くないと思われる。 
大企業とスタートアップの協業が陥りやすい落とし穴として次の 4 つがあると、米国の有力

VC、トランスリンク・キャピタルの秋元信行マネージング・パートナーは指摘する 52。 
①本来は目的を達成するための手段であるはずのCVC 自体が目的化してしまう（単に短期

間で「やっている感」を出すための取り組みに走ってしまう）。 
②スタートアップへの「リスペクト」が不足している（共に新たな価値創造を目指す仲間で

あるのに、下請け扱いしてしまう）。 
③新しい価値を生み出すアイデアや事業は、“エッジ”が立っているものだが、大企業は社

内関係部門との合意形成や経営幹部の承認を得るために、エッジを丸くヤスリ掛けし、

無難な部分だけに限定した業務委託契約になってしまう。 
④大企業によるスタートアップへの投資や協業がスタートした当初は、オープンイノベーシ

ョンによる価値創造のための活動や案件に対して「ポートフォリオの一部」（全体の 1/10
や 1/100）といった見方がされる。しかし時間の経過とともに、「ポートフォリオの一部」

という考え方が薄れ、協業（出資）案件を一つの独立案件として、1/1 で評価してしまう。 
これらの落とし穴を避けるためには、第 1に、骨太なゴールや実現したい青写真を明確化し、

それに向かうプロセスを回すこと（オープンイノベーションやスタートアップとの協業は実現

手段であって、目的ではないと認識する）、第 2 に、オープンイノベーションの推進を担う大

企業のメンバーに対する評価制度を、ある程度長い時間軸で、「失敗を評価しながら、成功を粘

り強く待つ」仕掛けにすること、が重要だと秋本氏は説いている。 
 また、米国の VC であるフェノックス・ベンチャーキャピタルの創業者 CEO のアニス・ウ

                                                   
50 餅由（2018）を参考にした。 
51 Proof of Concept（概念実証） の略。新しいプロジェクト全体を作り上げる前に実施する戦略仮説・コンセ

プトの実効性検証のこと。 
52 秋元（2017）。 
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ッザマン氏は、日本のCVC には、人材と案件の 2 つの点で課題があると指摘する 53。 
①人材：事業会社出身者が投資を担当するため、経営目線が不足している（投資能力は低く、

投資後の育成のノウハウも少ない）。 
②案件：優良ベンチャーほど、大企業に束縛されるリスクを恐れて、CVC に慎重になる。 
これらの課題を乗り越えるためには、経験豊富な VC と連携して CVC を運営することが肝

心だとアニス氏は指摘する。 
 
流行ではなく、イノベーションに必須の手段 

 このように、スタートアップとの協業は、流行だからといって漫然と取り組むのでは、成果

をあげるのが難しいだろう。 
 一方で、一筋縄にはいかないからといって、大企業がスタートアップとの連携に手を出さな

いのは問題である。なぜなら、本稿でも見たような昨今の環境を踏まえれば、オープンイノベ

ーションやスタートアップとの連携は、最近の一時的なトレンドではなく、大企業が取り組む

べき当たり前の行動になると考えられる。もっと言えば、オープンイノベーションやスタート

アップとの連携は経営上の単なるオプションではなく、イノベーションを起こす上で必須の手

段になっていくだろう。 
 今後、日本企業のスタートアップとの連携が、組む目的を明確に設定した上での協業、協業

効果を高めるための社内体制整備と人材確保を伴った取り組みへと質的な進化を遂げ、大きな

成果を生み出すものになることを期待したい。 
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【補遺】昨年初に筆者が発表した「2017 年日本産業を読み解く 10 のキーワード」 
（http://www.tbr.co.jp/pdf/report/eco_g052.pdf）について、過去 1 年の動向をフォローアッ

プした表を以下に掲載する。 
 

2017年のキーワード 過去１年間の動き

１．
IoT・AI・第４次産業革命
への対応

IoTやAIは任意のテクノロジーと融合してあらゆる産業の姿を変える潜在力を持つ「汎用技術」であ
るとの認識が広がった。IoT・AIを活用した新たな仕組みを各産業分野に実装する取り組みが世界
的に進展した。世界的な家電見本市（米CES、独CeBIT、日CEATEC等）には、分野・業種を超えた
幅広い企業が出展し、異業種同士がIoT・AIで結びついて新規事業を創出する動きが目立った。

２． サイバーセキュリティ

17年5月に発生したランサムウエア「WannaCry」は、世界で150ヵ国、PC30万台以上という過去最
大規模の被害をもたらした。17年11月に経済産業省が公表した「サイバーセキュリティ経営ガイドラ
インVer.2.0」によると、約4割の企業がサイバー攻撃を受けた経験がある。サイバーセキュリティ対
策が企業戦略上の重要課題となる中、ここに商機を見いだして、サイバーセキュリティ事業に参入
する企業が相次いだ。

３． コミュニケーションロボット

多数のロボットベンチャーが、人と対話するコミュニケーションロボットを百花繚乱のごとく上市した。
欧米では先行して普及していた音声ＡＩアシスタントスピーカーが、17年には日本でも次々と発売さ
れた。18年1月米ラスベガスで開催された世界最大級の家電見本市「CES」では、AIスピーカーが
今後、家庭用移動型ロボットに進化していくことを予感させる展示が見られた。ソニーが犬型の家庭
用ロボット「aibo」を12年ぶりに復活発売し、話題となった。

４．
VR（仮想現実）・
AR（拡張現実）

VR／ARのエンターテインメント市場以外への活用事例が増加しつつある。17年7月、米ウォルマー
トがVRを活用した従業員トレーニングの取り組みを発表。日本でもフィットネス、不動産、観光・旅
行、ファッション、行政などでの導入事例が広がっている。VR/ARは、パソコン、モバイルに続く「第3
のプラットフォーム」として、社会を変えていく技術・サービスになると考える企業が増えている。

５． 宇宙ビジネス

ロケット（衛星） 打ち上げサービスの動きが活発化。17年12月、三菱重工業と宇宙航空研究開発
機構（JAXA） が、国産ロケット「H2A」を使い、2機の衛星を異なる高度の軌道に打ち上げることに
成功。ベンチャー企業のインターステラテクノロジズは小型ロケット「MOMO」の試験打ち上げを実
施。宇宙ベンチャー、ispaceが101.5億円の資金調達を発表するなど、日本でも宇宙ビジネスへのリ
スクマネー供給が進み始めた。米宇宙ベンチャーのSpaceXは18年2月、現時点で世界最大のロ
ケットの初打ち上げを成功させた。

６． 3Dプリンター

17年、日本工作機械工業会は工作機械の定義の中に3Dプリンターを含むよう定款を変更。日本で
もマシニングセンターに金属3Dプリンターを組み合わせた新機種が開発されるなど、利用が広がっ
てきた。工作機械業界ではオークマが17年に3Dプリンターに参入したことで、大手3社が出そろった
ほか、新規参入企業も相次いだ。17年7月、スポーツ用品大手のアディダスが母国ドイツで、3Dプリ
ンターを活用した新工場（「スピードファクトリー」）で、これまでにない方法で靴の生産を開始。

７． セルロースナノファイバー

セルロースナノファイバー（CNF）ビジネスが本格的に動きだした。実用化への取り組みは日本の製
紙会社が世界をリード。日本製紙は17年4月、宮城県にCNF量産プラントを、6月には静岡県にCNF
混合樹脂工場を立ち上げた。王子ホールディングスは、CNFを利用した透明シートの生産を17年下
期から開始。環境省が16年に立ち上げたCNF素材自動車プロジェクトには、自動車部品メーカーも
参画し、CNFを使ったコンセプトカーを自動車ショーに出展することを目指している。

８． インフラ投資

トランプ大統領は、17年12月、10年で1.5兆ドルという大型減税法案を成立させ、減税と並ぶ選挙公
約だったインフラ投資計画の策定に着手した。アジア新興国では、都市化率上昇に伴い、インフラ
需要が旺盛。中国の習主席は、17年5月、「一帯一路フォーラム」において、総額7800億元（12.8兆
円）の拠出を発表し、アジアインフラ銀行（AIIB）などと連携して、アジア圏のインフラ開発に注力する
姿勢を表明。日本企業はパッケージ型インフラ輸出に注力（交通・運輸では成果が見られた）。

９． 越境EC

中国電子商務研究センターによれば、中国の輸入越境EC市場規模は、2017年には前年比55％増
18,543億元（前年比55％増）へと大幅に拡大した模様。中国向け越境ECの売れ筋の定番は、花王
やユニ・チャームが日本でつくった紙オムツで、17年も両社の収益を支える要因の1つとなった。多
様な業種（製造、小売、販売・決済支援、物流インフラ等）の日本企業が越境ECに商機を見いだし
て参入してきた。

１０． 反グローバリズム

トランプ大統領は、就任直後にTPP（環太平洋経済連携協定）から離脱（ただし、18年1月、TPPへ
の復帰を検討する用意があると突如表明）。NAFTA（北米自由貿易協定）は再交渉中で、離脱も辞
さない構え。こうした動きは世界の自由貿易体制の先行きを不安定なものにした。18年2月、トラン
プ政権は鉄鋼とアルミニウムの輸入制限案の検討に入っており、就任2年目の通商政策で保護主
義色が強まる可能性がある。

出所 ： 筆者作成

付表 ：　「2017年日本産業を読み解く10のキーワード」のフォローアップ
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