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2017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（前編）—

Point
❶  本稿では、年頭に当たり、2017 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とらえることを重視している。

❸  2017 年のキーワードを 10 個挙げると、以下のとおりである。本号では 1 ～ 5 を取り上げ、次
号（「経営センサー」2017 年 3 月号）で 6 ～ 10 を取り上げる。

  1． IoT・AI・第 4 次産業革命への対応
  2． サイバーセキュリティ
  3． コミュニケーションロボット
  4． VR（仮想現実）・AR（拡張現実）
  5． 宇宙ビジネス
　　　　＜以下、次号＞
  6． 3D プリンター
  7． セルロースナノファイバー
  8． インフラ投資
  9． 越境 EC
  10． 反グローバリズム

1．IoT・AI・第4次産業革命への対応

はじめに
2017 年の一番目のキーワードとして、「IoT・

AI・第 4 次産業革命への対応」を掲げることにし

たい。
IoT（Internet of Things）、AI（人工知能）、第 4

次産業革命は、今やメディアで取り上げられない
日はないほどの注目キーワードとなっている 1。
しかし、それぞれバラバラに流行語、バズワード
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のように語られることが多く、その本質が見えに
くくなっている。実は、IoT と AI は単なる流行り
のテクノロジーではなく、産業のあり方や人々の
生活を変質させる「汎用技術」2 として世の中を
変えつつある。これが現在進行中の第 4 次産業革
命と呼ばれる変化であり、その影響は全産業、す
べての個人、リアルの世界に及んでくるものだ。

企業がこの時代を生き残るためには、IoT・AI・
第 4 次産業革命が産業構造に引き起こす変化を正
しく予測し、そこで自社がどのように競争優位を築
くかを考えることが必要不可欠である。つまり、
IoT・AI・第 4 次産業革命への対応、戦略の良し悪
しが将来の企業の盛衰を決することになる。これが
本稿で筆頭のキーワードに取り上げた理由である。

デジタル・IT 革命の最終局面が到来
今、デジタル化の大波が企業や組織の競争環境

を一変させている。デジタルの波はあらゆる分野
に変革、再編を引き起こし、これまでと違う新た
な地平を私たちに見せてくれている。

スマートフォンをはじめ、さまざまなモノに取
り付けられたセンサーから時々刻々と膨大なデー
タを収集・蓄積・分析できる時代になった。こう
した中、企業や組織はデジタル技術を活用して、
新しい製品・サービス・事業を生み出し、顧客に
新たな価値を提供する動きを見せている。IoT と
AI、シェアリングエコノミーが普及し、「デジタ
ルでつながる経済」が一段と拡大・深化していく
中で、企業は新たなテクノロジーが可能にした新
たな結び付きを活用したイノベーションに取り組
み始めた。

この結果、かつては不可能だと思われたこと
が、毎日のように可能になっていく。AI の産業へ
の活用が急速に進む中、SF の世界が現実になろう
としている。本稿で後述するキーワード「VR・

AR」の進化と産業への活用が進めば、現実が 10
年前の SF を超えていくといった事態が起こって
も不思議ではない。

このように、IoT や AI の普及に伴う「つながる
経済」の深化がもたらす産業構造の変化は広範に
起こっており、この影響を受けない分野を探すの
が難しいくらいである。今現在、既存事業が影響
を受けていないとしても、5 年後・10 年後にも影
響が及ばないと言い切れる産業分野は皆無と言っ
ていいだろう。

IoT の本質は何か
「IoT・AI 時代」到来の意味をあらためて考え

てみよう。
あらゆるモノがインターネットにつながる IoT

の本質は、これまで測れなかったものが測れるよ
うになったことにある。IT の発達により高性能セ
ンサーが安く、小さくなったおかげで、さまざま
なモノ・場所にセンサーを搭載してデータを採取
することが可能になった。IoT でデータを収集す
るのにかかるコストは劇的に低下している。

さらに IoT は AI と組み合わせることで、革新
的な成果を生み出せる可能性がある。IoT により
これまで人間の五感では感知、計測できなかった
情報を取得した後、これを AI に入力すれば、人
間には見つけることのできない意味やパターンを
認識することができ、得られた分析結果を新たな
価値創出や課題解決につなげることができる。
「どんなデータを採取して、それをどのように

分析して、その成果を何のために使うか」という
営みを新たに行う選択肢と自由度が大きく広がっ
ている。しかもそれを実行する際に、今やコスト
はあまり制約にならず、イマジネーションの勝負
となっている。

1    筆者は昨年初に発表した「2016 年の日本産業を読み解く 10 のキーワード」（http://www.tbr.co.jp/pdf/sensor/sen_179_03.pdf）の
中でも、IoT とインダストリー 4.0（第 4 次産業革命）、AI（人工知能）を取り上げている。

2    汎用技術とは、既存の技術・製品を陳腐化させ、新しい製品への置き換えを大規模にもたらすような技術のこと。かつての産業
革命時の汎用技術は、電気、自動車、鉄道などであった。

2017 年の日本産業を読み解く 10 のキーワード
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正しい IoT・AI 戦略とは
「IoT や AI で何かできないか」と上司に言われ

て困っているビジネスパーソンが増えている。こ
れは、IoT や AI が成長を生み出す「打ち出の小づ
ち」だと誤解している点に誤りがある。

IoT 戦略、AI 戦略を考える場合、多くの企業は、
「自社の既存事業に IoT・AI をどう活用するか」
という発想にとどまっているが、これでは IoT・
AI・第 4 次産業革命への正しい向き合い方とは言
えない。もちろん、既存事業への IoT・AI の有効
活用は必要だが、そんなことは第 4 次産業革命な
どと騒がれなくても、まともな企業なら従来当た
り前に取り組んでいることである。

IoT や AI の導入がもたらす効果は、企業の改善
活動や業務効率化の延長ではない。自社が何もし
なくても、第 4 次産業革命は確実に進展し、その
影響は早晩、自社を含む全産業に及んでくる。こ
れを踏まえて、企業が自社の競争力の維持・強化、
ゴーイングコンサーン（継続企業の前提）のため
に今何をするかが重要である。この考え方に立て
ば、企業にとって真に意味のある IoT 戦略は、次
の 2 つであろう。

①  「IoT・AI を使えば、今までできなかったど
んな新事業ができるか」を考えること。

②   IoT・AI の進展が産業構造にどのような変化
（パラダイムシフト）をもたらすかを予測し
て、その変化を生き残るために自社の事業定
義を見直すこと。

IoT・AI を活用した新事業開発
①について補足しておこう。
IoT や AI がこれほど騒がれている理由は、これ

らが業界の垣根を越えた連携と融合を促し、異業
種間の競争とコラボレーションを活発化させ、既
存の事業や産業にかつてない変化を引き起こすか
らである。IT の進化で異分野の新規事業に乗り出
すコストやハードルは下がっており、柔軟な発想
力と行動力があれば、大きな商機をものにするこ
とができる。

したがって、企業が取り組むべき課題は、IoT・
AI を使って今までできなかったどんな新事業がで
きるかを考えることである（図表 1 参照）。

例えば、米国の IT 企業は続々と従来の枠組み
を飛び出し、自動車、ロボット、物流、農業など
さまざまな産業に進出し、既存の業界構造・事業
モデルを破壊しようとしている。
「自分の業界になじむ IoT と AI の活用方法を教

えてほしい」「同業他社の IoT・AI の取り組みを
知りたい」といった質問をしばしば耳にする。だ
が、こうした業種の枠にこだわる発想では、新し
い産業革命の時代を生き残ることは難しい。特定
の業種に一律に有効な IoT・AI 戦略など存在しな
い。そもそも既存の業界構造が崩壊し、「何でもあ
り」の世界となって、内外の企業が新たな挑戦と
枠組みづくりを始めたからこそ、「産業革命」と称
されるのである。「あなたの会社が取り組むべき
IoT 事業は何か」は誰も教えてくれない。自分自
身で考えるしかない。

図表 1　IoT ビジネスの事業開発イメージ

ロボット
自動車
ドローン

ウエアラブル
…

モノから情報を
収集する技術

モノ
＝IoT端末 クラウド

ビッグ
データ解析

人工知能
（AI）センサー

問題解決

課題解決

価値をヒトに
フィードバック

ハード ソフト サービス ビジネスモデル

（センシング技術）

出所：各種資料をもとに東レ経営研究所作成
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IoT 新規ビジネスの難しさ
日本企業にとって、既存の枠組みを越えた IoT

ビジネスを開発することは、これまで慣れていな
いだけに難しい。

闇雲にモノをインターネットにつないでデータ
を取っても、つないだモノ自体がたくさん売れて
恩恵にあずかれるわけではない点が、頭の堅い人
間にとって難しいところだ。IoT 導入でつながっ
ていなかったものがつながり、測れなかったもの
が測れるようになると、そのデータをどこで活用
して価値創出・課題解決につなげて収益化するか、
といった「風が吹けば、桶屋がもうかる」式の新
しい事業モデルを考案することが必要になる。

日本企業（特に製造業）は、このような発想や
行動に不慣れであるが、今後はこれに慣れて得意
になるしか道はない。IoT 時代には、製造業の競
争軸はモノの製造・販売だけでなく、モノを介し
た顧客価値の提供全般へと広がる。製造業も、デ
ジタルデータを使って人々や企業が何を欲しがっ
ているのかを知り、ハードとソフト・サービスを
融合させて、顧客や社会の課題解決に貢献するビ
ジネスモデルに移行していくことが求められる。

もう一つ、日本企業の IoT 新規事業には乗り越
えるべき壁がある。それは第 4 次産業革命に対す
る社内、経営陣の正しい理解と認識である。本物
の IoT ビジネスの取り組みは、従来の枠組みや業
界常識を越えた発想ができない多数派の目から見
れば、「それを当社がやる意味がわからない」「戦
線を広げすぎ」「大企業の当社がやるには、見込め
る市場規模が小さすぎる」などと受け取られ、社
内で理解されにくいため、せっかく企画立案され
ても、つぶされてしまいがちだ。

この難関を乗り越えて将来への布石が打てるか
どうかが、数年後の企業の盛衰を左右する可能性
があろう。

構造変化を生き残るため自社の事業定義を見直す
次に、正しい IoT・AI 戦略の②について説明し

たい。

IoT・AI・第 4 次産業革命がもたらす構造変化は、
必ずしも自社にとって好ましいものではない。今
企業に求められる行動は、迫り来る産業の大変化
を見据えて、将来、自社の既存事業を脅かしたり、
自社の競争力を奪ったりするような展開が起きる
ことを予見し、自分たちが何を手掛ければ生き残
れるのかを真剣に考え、将来の競争力の維持・強
化のための仕込みを行うことである。

これは、特に大企業にとって重要な視点であ
る。もちろん大企業も自らイノベーションを起こ
そうと努力しているが、既存の業界秩序を壊す破
壊的イノベーションを起こす確率が高いのは伝統
的大企業ではなく、異業種の小さくて新しい企業
である。したがって、IoT・AI 時代に大企業が注
力すべきイノベーション戦略は、「他社（異業種の
新参企業）が不連続なイノベーションを起こした
時の既存事業の防衛戦略」を、常に先手を打って
講じることである。その際に欠かせないのは、自
社の事業定義の見直しである。

デジタル化が迫る「価値の再定義」
デジタル化の本質は、「価値の再定義」を迫られ

ることである。あらゆるモノがつながり、デジタ
ル化の波が及んできたからには、企業は製品・サー
ビス、企業のあり方を再定義する必要がある。

例えば、米 GE は航空機エンジンで圧倒的な
シェアを握るメーカーだが、エンジンに搭載した
センサーで顧客（航空会社）のデータを収集・分析・
活用して燃費を改善する飛行プランや運行方法を
航空会社に提案する「情報販売業」へと自社の提
供する価値を再定義している。

自動車がコネクテッドカーや自動運転の時代と
なれば、クルマは所有するものでなく利用するも
のとなり、自動車は「移動という価値を生む生産
財」になる。自動車関連産業はこれに対応した事
業定義の見直しが急務となっている。

自分たちが提供する価値を見直して自社の事業
を再定義するための有効な手法の一つは、異なる
層のデータをつなげることである。異なる層の

2017 年の日本産業を読み解く 10 のキーワード
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データをつなげて「価値の再定義」を行うことは、
多くの場合、単独の企業では限界がある。企業や
業種の枠を超えたコラボレーションを進め、他社
のリソースを活用することが重要になる。

日本企業も IoT 時代のビジネス変革に
乗り出した

本稿で見たように、幅広い産業にパラダイムシ
フトが起こっている中、企業が生き残りのために
必要な IoT・AI 戦略に乗り出しているかどうかを
判断する簡便な指標がある。それは、その企業が
既存の業界・事業の枠組みを越えた動きをしてい
るかどうか、異分野の企業とのコラボレーション
を進めているかどうかを見ることである。

この点について、最近の日本企業の動向を見る
と、図表 2 に示すように、2016 年に日本企業が
IoT・AI 関連で異業種・ベンチャー企業とのコラ
ボレーションに取り組む事例がかつてないほど活
発になっている。これは、日本企業の将来にとっ
て明るい材料と言えよう。

トヨタ自動車は、2016 年 5 月、ライドシェア（相
乗り）サービス大手の米ウーバーテクノロジーズ
と資本・業務契約を締結。同年 10 月には個人間
カーシェアを手掛ける米ゲットアラウンドに出資
した。国内でも駐車場シェアサービスを手掛ける
ベンチャー、akippa と資本・業務提携を結んだ。

これは、IoT、AI、シェアリングエコノミーなどの
普及によって、クルマの位置づけや所有や利用の
姿が変わろうとしている中、破壊的イノベーショ
ンによって将来自社が競争力を失うことのないよ
うに、全方位的な目配りをしつつ、新たなビジネ
スモデルにも布石を打っているものと考えられる。

このほか 2016 年には、これまで自前主義を貫
いてきたファナックが、ロボットなど自社製品の
プラットフォームになる「フィールドシステム」
の開発で米シスコシステムズ、米制御機器のロッ
クウェルオートメーション、AI ベンチャーのプリ
ファードネットワークスなどとの提携路線に舵

かじ

を
切った。

2017 年は、日本企業が第 4 次産業革命の荒波を
生き残るために、既存業務の枠組みを越えた分野
で新たなテクノロジーが可能にした新事業開発に
取り組む動きが活発になり、これに伴って異業種・
異分野の企業とのコラボレーションが頻発する年
になるだろう。

2．サイバーセキュリティ

サイバーセキュリティ事件が日常的な出来事に
あらゆるモノがインターネットにつながる IoT 時

代を迎え、インターネットに接続するモノが増える
に伴い、サイバー攻撃によるリスクが増大している。

企業名 取り組み内容

清水建設 と 米 VC 日本と米シリコンバレーに本拠を持つベンチャーキャピタル（VC）、ドレイパーと連携。
ビッグデータ、AI、ロボット等の知見を取り入れ、現場の省力化につなげる狙い。

パナソニック と 米 IBM 提携して AI（人工知能）を活用した住宅向けサービスを開発。欧州を皮切りに世界で展開。
タカラトミー と NTT ドコモ 対話型ロボット「OHaNAS（オハナス）」を共同開発してシーテック（2016 年 10 月）に出展。

東レ と NTT 生体情報を取得できる繊維を使った「スマート衣料」で医療分野に参入（共同開発している
「hitoe」ブランド）。2017 年から病院向けに販売。

ホンダ と ソフトバンク AI（人工知能）を使った自動車（コネクテッドカー）の運転支援システムを共同開発。

GE ジャパン
米 GE の日本法人、GE ジャパンは、日本の企業や研究機関の技術を発掘するため技術公募を
実施。中小・ベンチャー企業との協業による新製品開発を推進。［例］パワーシステム（現ア
イオクサスジャパン）の蓄電器技術を応用した MRI（磁気共鳴断層撮影装置）の開発

NTT ドコモ と DeNA 提携して自動運転技術の開発に乗り出す。路線バスでの実用化に向けた実証実験を開始。

トヨタ と 米ウーバー トヨタ自動車は配車アプリ世界最大手の米ウーバーテクノロジーズと資本・業務提携。米国
でライドシェアのドライバーにトヨタ車をリース販売する。

パイオニア と 独ヒア パイオニアはドイツ地図情報大手のヒアと協力して、自動運転用の地図システムを開発する。
2016 年度内に実証実験を開始。

図表 2　最近の日本企業の異業種・ベンチャーとのコラボレーション事例

出所：各社リリース資料、各種新聞記事より作成
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サイバー攻撃が世間で話題になり始めた 2000
年頃は、ハッカーが不特定のサイトを面白半分に
攻撃するものが大半だったが、2010 年頃からサイ
バー犯罪の悪質化が進み、経済的利益を得る目的
や国家の指示により重要インフラや企業などを
狙った標的型のサーバー攻撃が増加傾向にある。

警察庁によれば、2015 年に警察が報告を受けた
標的型メール攻撃 3 の件数は 3,828 件と前年の 2
倍以上の過去最多となっている（図表 3）。標的型
メール攻撃の中でも、多くのターゲット（標的）
に対して同じ内容の攻撃メールを使う「ばらまき
型」が近年急増しており、2015 年には全体の
92％を占めるにいたっている。

標的型メールの手口（2015 年）に関しては、全
体の 89％が非公開のメールアドレスに対する攻撃
で、全体の 77％では送信元メールアドレスが偽装
されていた。これらは「Web などに公開している
アドレス宛てに届けられたメールには要注意」「知
らないアドレスから送られたメールには要注意」
といった指導だけでは危機を防げないことを示し
ている。

2016 年には感染したシステムのデータを暗号化
して人質に取り、解除料を要求する「ランサム（身
代金）ウエア」と呼ばれるウイルスが急増した。

今やサイバーセキュリティ事件は世界各国・各
社で日常的な出来事になっている。

中小企業がサイバーセキュリティ被害を受ける
事例も増加傾向にある。経済産業省「中小企業白
書 2016 年版」によれば、中小企業の約 35％が何
らかのサイバーセキュリティ被害にあっており、
売上規模 10 億円以下の企業に限ると約 65％の企
業がサイバーセキュリティ被害にあっている。

あらゆるものがトラッキングされる時代
IoT の設計の本質はデータの追跡であり、追跡

可能なクラウドに接続されるものはすべてトラッ
キングされる。これは、あらゆるものがトラッキ
ングされる時代になったことを意味する。

IoT が普及すれば、私たちの身の回りは日常的
にトラッキングを行っているデバイスやシステム
だらけとなる。自動車の交通、ドローンによる監
視、携帯電話の位置情報・通話記録、防犯カメラ、
共通ポイントカード、電子マネー、写真の顔認識、
ウェブでの活動、ソーシャルメディア、検索サー
ビス、ストリーミング・サービスなど、挙げ出せ
ばきりがない。

2002 年に公開されたアメリカの SF 映画「マイ
ノリティ・リポート」では、将来の社会では監視
が進み、犯罪が起きる前に犯人を逮捕するように
なるという話が描かれた。公開当時にはこれは非
現実的な話と思われたが、現在なら起こっても不
思議ではない 4。IoT の普及により、以前は計測で
きなかったものが定量化され、デジタル化され、
追跡可能になった。顧客データがビジネスにおけ
る新たな金脈になったため、企業はますます多く
のデータを集め、インターネットにつないでい
く。こうして、あらゆる人間の行動がトラッキン
グされることが当たり前の時代になりつつある。

新たなテクノロジーのおかげで、悪意のある者

3    標的型攻撃メールとは、不特定多数の対象にばらまかれる通常の迷惑メールとは異なり、対象の組織から重要な情報を盗むこと
などを目的として、組織の担当者が業務に関係するメールだと信じて開封してしまうように巧妙に作り込まれたウイルス付きの
メールのこと。

4  ケヴィン・ケリー『＜インターネット＞の次に来るもの』（2016 年）の中でこのエピソードが紹介されている。

図表 3　標的型メール攻撃の件数
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出所：  警察庁「平成27年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢に
ついて」
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の手にかかれば、詐欺や盗難、スパイ、テロなど
が発生するリスクが高まっている。地球規模のつ
ながりのせいで、比較的簡単なハッキングで雪崩
のようにトラブルが連鎖的に発生し、制御できな
い規模に広がる可能性も高まっている。

IoT 進展で高まる
サイバーセキュリティの重要性

インターネットに接続する航空機は，航空電子
システムに不正なアクセスを受ける潜在的可能性
がある。コネクテッドカーや自動運転車が走行中
にハッキングを受ければ制御不能になる。ネット
に接続されて利便性が向上した家電製品も、サイ
バー攻撃による遠隔操作を受ける危険性があり、
例えば暖房器具であれば，火災を引き起こすおそ
れもある。

このように、IoT が進展して世の中が便利にな
ればなるほど、サイバーセキュリティの問題が増
えていく。だからといって、人間はモノをイン
ターネットにつなぐことを止めて、便利で楽しい
生活をあきらめたりはしないものだ。新しいテク
ノロジーによって生み出される新製品・サービス
の楽しさや便利さを享受するために、サイバーセ
キュリティ対策に真剣に取り組むという道を選択
するだろう。

新たなテクノロジーの恩恵は、セキュリティが
確保されて初めて得られるものである。そもそも
インターネットが世界中でビジネスツールとして
使われるようになったのは、サイバーセキュリ
ティの技術が登場したおかげである。デジタルで
つながるモノ（IoT 機器）が増加すればするほど、
サイバーセキュリティ確保の重要性が増し、経営
者はサイバー防衛に対する深い関与と対策の強化
を求められるようになる。

それにもかかわらず、日本企業のサイバーセ
キュリティに対する意識は総じて低く、取り組み
は遅れている。情報処理推進機構（IPA）の調査
によると、日本企業ではサイバー攻撃を受けた場
合の発覚ルートが「わからない」との回答が 5 割

を超えており、世界平均（約 2 割）よりもかなり
高い。

経済産業省は 2015 年に「サイバーセキュリティ
経営ガイドライン」を策定、2016 年には「IoT セ
キュリティガイドライン」を策定し、周知徹底を
図っている。今後は、サイバーセキュリティ対策
を怠って情報漏洩などが起こった場合、その責任
を問う声が高まることが予想される。

サイバーセキュリティ危機解消が成長産業に
サイバーセキュリティは危なくて気持ち悪いか

ら目をそむけて無策でいるということは許されな
い。IoT や第 4 次産業革命が後戻りすることが考
えられない以上、IoT の進化とサイバーセキュリ
ティの進化は同時並行で進んでいく。

今後あらゆる産業で IoT が普及していく中、サ
イバーセキュリティの危機解消ビジネスは一大成
長産業になると予想される、サイバー攻撃の危機
が深刻化、複雑化すればするほど、その解決手段
を模索し、開発、提供することが大きなビジネス
チャンスとなる。

国内サイバーセキュリティ市場の規模は 2015
年度で 9,200 億円にのぼると推計されており（図
表 4）、今後も成長が見込まれる。

日本企業の間でも、IoT の危機解消を商機につ
なげる動きが見られる。日立製作所は、2016 年 7
月、国際基準で定められた制御システムの管理手
法である「CSMS 構築支援サービス」の提供を開

図表 4　国内サイバーセキュリティ市場規模の推移
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出所：JNSA 「2015年度 情報セキュリティ市場調査報告書 V1.02」
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始し、企業のサイバーセキュリティ対策を支援す
るビジネスに乗り出している 5。また、パナソ
ニックは、2016 年 10 月、IoT 機器に組み込むセ
キュリティソフトウエアの外販に乗り出した 6。
パソコンに比べて処理能力が劣る IoT 機器に実装
しても安全性を確保できるソフトウエアで、専門
技術者でなくても簡単に IoT 機器に実装できる点
をアピールしている。

活況を呈する自動車の
サイバーセキュリティビジネス

今とりわけ注目が集まっているのは、自動車の
サイバーセキュリティである。

2015 年 8 月、欧米フィアット・クライスラー・
オートモービルズ（FCA）の SUV（多目的スポー
ツ車）に搭載された専用無線回線にセキュリティ
の穴が発見され、その穴から不正な命令を送り、
無線を介して車体にアクセスして遠隔操作できる
ことが明らかになった。これを受け、FCA は 140
万台の自主リコールに踏み切ったが、この事件を
機に、サイバー攻撃からどう守るかという課題が
自動車の安全の重要テーマに浮上した。

コネクテッドカー（常時インターネット接続さ
れ、OS やアプリで様々なサービスの提供を受けら
れる車）の開発と普及が進む中、「サイバーセキュ
リティ対策のないクルマは危険なクルマ」という
烙印を押される時代がすぐそこまで来ている。コ

ネクテッドカーの実用化は現在各社が開発を急い
でいる自動運転の実現のためにも必須であるため、
セキュリティ対策の重要性は非常に大きい。

こうした中、図表 5 に示したように、自動車の
サイバーセキュリティ事業を展開する企業が増加
している。

現在市販されている自動車でサイバー攻撃の対
策がなされているものはほとんどないと言われ、
クルマのハッキング対策は急務である。それだけ
にこの分野は有望成長事業と目されており、今後
も参入企業が増えると予想される。

3．コミュニケーションロボット

AI を搭載したサービスロボットの台頭
国内で設備投資が盛り上がりに欠ける中、産業

用ロボットの受注が世界的に好調である。人件費
の高騰や人手不足の解決策として、工場の自動化
に対するニーズが旺盛なことを反映して、日本ロ
ボット工業会による産業用ロボットの出荷台数は、
2016 年 7 〜 9 月期に 3 万 7,680 台と 13 期連続で
前年同期を上回り、四半期で過去最高を更新した。

ロボットといえば、こうした産業用ロボットに
目が向きがちだが、近年のロボット産業・市場の
新たな潮流として注目すべきはサービスロボット
の台頭である（図表 6 参照）。ロボットは工場など
の生産現場で使われる産業用ロボットと、それ以

5  日経ビジネス 2016 年 10 月 31 日号「サイバー無策　企業を滅ぼす」。
6  日刊工業新聞 2016 年 10 月 28 日。

社名 内容
アドソル日進 車載用基本ソフト（OS）へのウイルス感染を最小限に抑える米リンクス社のソフトを発売。
米シマンテックの日本法人 人工知能（AI）を使った、自動車へのサイバー攻撃を検知するソフトを販売。
パナソニック 車載ネットワーク「CAN」の不正信号の検知装置を開発。

イスラエル・タワーセック
自動運転車やコネクテッドカー向けのサイバーセキュリティソリューション事業で日本市場
に参入。車載用電子制御ユニット（ECU）に直接組み込むハッキング対策用ソフトウエア技
術を提供。

クラリオン 独自に開発した車載情報機器向けセキュリティシステム構築ツールを新製品の開発工程に導
入。

日立製作所

自動運転車の実用化に必須となる電子制御ユニット（ECU）更新技術の提供を 2018 年に開
始する（高度なセキュリティ対策も備えた）。日立オートモティブシステムズとクラリオン、
日立の情報・通信システム部門が協力し、無線による遠隔ソフト更新（OTA）ソリューショ
ンを開発。

ST マイクロエレクトロニクス 車載コントローラー開発。ネットからの不正侵入を防止する。

図表 5　自動車のサイバーセキュリティ事業を展開している企業の事例

出所：新聞記事等をもとに作成
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外のサービスロボットに大別されるが、このサー
ビスロボットが AI（人工知能）を搭載することで
多様な進化を遂げ、さまざまな用途で使われ始め
ている。

サービスロボットは、人間の能力の拡張・補助・
生活支援等の目的で使用され、医療用、警備用、
介護用、ペット用途、接客・案内用などのカテゴ
リーがある 7。なかでも最近特に注目されている
のは、主に接客・案内用に使われるコミュニケー
ションロボットの台頭である。コミュニケーショ
ンロボットの代表としては、ソフトバンクの

「Pepper（ペッパー）」が挙げられる。

活用が進むコミュニケーションロボット
コミュニケーションロボットは、音声対話によ

り容易に操作ができ、生活空間で安全に利用でき、
愛着のわく会話やしぐさで人と接するといった特
徴を持つ。さらに、顔認識や人物特定機能、通信
機能、使用者に最適化する学習機能などを備えて
いることが多い。

かつてのコミュニケーションロボットは、ホン
ダの「アシモ」など、すべて自社開発によるロボッ
トだったため高額であった。しかし、最近のコ

ミュニケーションロボットは、汎用 OS（「Robot 
Operating System（ROS）1.0」等）や汎用ミド
ルウエアによるサービスを利用しているほか、駆
動機能の絞り込みと構造の単純化を進めるなどし
て、低価格化を実現していることから、普及が進
み始めている。

人間と協働するパートナーとして存在感
従来、ロボットとは、センサー（感覚）、知能・

制御系、駆動系の 3 要素を備えた機械であると捉
えられてきた 8。

最近では IT 分野の技術の進化とロボットが融
合することで、コミュニケーション機能を備え、
AI を搭載し、IoT の統合デバイスとしてのサービ
スロボットという新領域が発展し始めた。

ロボット同士や他のシステムやデバイスとネッ
トワークでつながることにより、ロボットの概念
が拡張され、躯体の進化や動作の改善が重視され
る旧来のスタンドアローン型のロボットとは全く
異なるイメージのサービスロボットが登場してき
た。

人と安全に連携できるロボット技術が発展して
きたこと、音声認識、画像認識技術が進化して実

7    本稿におけるサービスロボット、コミュニケーションロボットの記述は、野村総合研究所長谷佳明氏『「サービスロボット」の最
新動向』（2016 年 3 月）を参考にした。

8    JIS における産業用ロボットの定義等による。ただし、政府のロボット革命実現会議「ロボット新戦略」（2015 年 1 月）では、
IT や AI の進歩を背景に、固有の駆動系を持たなくても、独立した知能・制御系が、現実世界の様々なモノやヒトにアクセスし
駆動させる構造が生まれてきていること、今後 IoT の世界が進化し、駆動系のデバイスの標準化が進めば、知能・制御系のみに
よって多様なロボット機能が提供できるようになる可能性もあることに触れ、次世代ロボットは必ずしも 3 要素のすべてを兼ね
備えていないものも含まれると指摘している。

図表 6　2035 年までのロボット産業の将来市場予測

出所：NEDO 「2035年に向けたロボット産業の将来市場予測」（2010年4月23日）

（兆円）
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用に耐えうるレベルに達したこと、などが普及の
要因となっている。

Pepper などのコミュニケーションロボットの利
用用途は、店舗等での集客目的だけでなく、最近
では多言語対応による受付、接客業務での使用が
増加しつつある。

AI を搭載して進化を続けるサービスロボット
は、人間と協働するパートナーとして今後ますま
す存在感を高めていくだろう。特定業務に特化し
て、人間と協業・分業するサービスロボットの開
発が進むことが予想される。

法人向けのサービスロボットでは、グループウ
エア CRM（顧客関係管理）などのソフトウエアと
連動することで、ロボットと人が協調して作業す
る、新しい働き方を実現できる可能性がある。ま
た、複合機や PC、テレビ会議システムなどのオ
フィス機器と接続することにより、ロボットを活
用したテレワークなどの新しい働き方の提案につ
ながる可能性もある。

家庭用音声アシスタントロボットの開発競争
IoT と組み合わせた家庭向けのサービスロボッ

トで、最近各社が開発にしのぎを削っているのが、
音声認識機能を持ち、日常生活をサポートするロ
ボットである。家庭用音声アシスタントロボット
は次世代スマートホームの司令塔になりうる位置
付けの商品であるため、市場の成熟化が進むスマ
ホの次の個人向けプラットフォームになるとの期
待から、熱い開発競争が繰り広げられている。

代表的な家庭用音声アシスタントロボットとし
ては、アマゾンが 2014 年に発売した「アマゾン
エコー」、グーグルが 2016 年 11 月に発売した

「グーグル・ホーム」などがある。いずれも AI を
駆使した音声認識エンジンを搭載しており、家族
からの問いかけや要望を認識して音声で応答する。

アマゾンとグーグルどちらも、自社が開発した
AI 技術を外部の企業に無償で公開している。ロ

ボット掃除機世界最大手の米アイロボットは、「ル
ンバ」を音声アシスタントロボットに進化させる
方針を明らかにしたが、音声認識エンジンは自社
開発せず、グーグルやアマゾンなどが公開（オー
プンソース化）した技術を活用するとしている。

なお、アマゾン、グーグルの音声認識エンジン
はともに日本語にはまだ対応していない。日本語
対応の音声アシスタントロボットとしては、
シャープが 2016 年 9 月、「ホームアシスタント」
を公開している。

アマゾンやグーグルが AI 技術をオープン化し
ているのは、第 4 次産業革命の時代には AI 自体
の技術よりも AI を学習させるためのデータを集
めることに価値があると判断しているためと推測
される。

これまで IoT における「データ空白地帯」だっ
た家の中のデータ収集という悲願の達成に向けて、
家庭用音声アシスタントロボットの開発競争が激
しさを増しつつある。

日本のロボット産業の課題
日本のロボット技術は、産業用ロボットを中心

に今も海外から高く評価されている。
しかし、その強みはハードウエア中心であり、

最近の欧米（特に米国）におけるロボット開発が
AI 開発などソフトウエア中心になっている動きに
は劣後している。

日本が世界一の座を維持していた産業用ロボッ
トの稼働台数についても、2016 年には中国に抜か
れたと見られる 9。

サービスロボットについては、サイバーダイン
（株）の医療用ロボット、（株）テムザックのレス
キューロボットなど事業展開をしているメーカー
が一部にあるものの、総じて事業化が遅れてい
る。普及が進んでいるコミュニケーションロボッ
トについても、ソフトバンク以外にヒト型ロボッ
トを事業化している企業は現状ほとんどなく、事

9  国際ロボット連盟（IFR）「World Robotics 2015」による見通し。
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業化で海外勢に後れをとっていることは明白であ
る。

スタンドアローンのロボットではなく、IoT 端
末としてのつながるロボットや、AI を搭載した
サービスロボット、成長著しいコミュニケーショ
ンロボット等の市場で事業化を進め、世界におけ
る存在感を高めていくことが日本のロボット産業
の課題と言えよう。

4．VR（仮想現実）・AR（拡張現実）

2016 年は、VR（仮想現実）や拡張現実（AR）
を使ったゲームが話題となっただけでなく、これ
らの技術をビジネスの現場で活用していく機運が
急速に高まった。VR・AR は一過性のブームでは
なく、幅広い産業分野で中長期的な投資テーマに
位置付けられそうだ。

VR とは何か
VR（Virtual Reality : 仮想現実）とは、コン

ピューター上に人工的な環境を作り出し、あたか
もそこにいるかの様な感覚を体験できる技術のこ
とである。専用のヘッドマウントディスプレイ

（HMD）を頭に装着することで、仮想世界に完全
に没入したような感覚を得られる技術である。

日本語で、「仮想現実」と言うと、「ニセモノの
現実」のような語感があるが、「バーチャル」の本
来の意味は「事実上の、実質的な」であり、リア
ルなものや形としては存在しないが、機能や効果
としては確かに存在するものといった意味であ 
る 10。

最先端の VR を体験した者は、絶対にそれが現
実の世界だと感じると感想を述べる。VR の世界
は、目で見て、耳で聞き、手で触ることのできる
ため、あたかもそこに存在するかのような現実感
を伴っているからだ。

VR には、空間を超える、感覚を変える、時間

を超えるといった機能がある。
VR の技術開発は 1989 年頃に始まり、当初は宇

宙飛行士の船外活動支援や空軍パイロット支援向
けに開発されたが、当時はコストが高すぎて使い
物にならなかった。しかし、今ではハード（カメ
ラ、画像処理、記憶装置など）が高性能で安価に
なったほか、高速インターネットとの融合により
臨場感あるインタラクティブ（双方向）な体験が
可能になったことが、今回の VR ブームを支えて
いる。

日本と欧米で異なる VR に対するアプローチ
上述したように、日本ではバーチャルの意味が

誤解されているために、日本企業の VR 活用は、
ゲームや SF のように、生き生きとしたキャラク
ターが登場する仮想世界を作り出すといった、エ
ンターテインメント分野での取り組み事例が多い。

これに対し、欧米企業の VR 活用は、「現実世界
と実質的に同じ空間を人間のまわりに作り出すこ
と」を目指すものが多い。例えば、余暇の時間に
VR 世界でプロスポーツの試合を観戦する、VR 空
間に出社して、クリック 1 つでいろいろな都市に
住んでいる同僚たちが集まる 3D の会議室に飛ん
で行くなどといった、日本と比べると現実に即し
た真面目なアプローチの取り組みが多い。
「VR はしょせん、ゲームなど娯楽で使われるも

の」と考えていると、VR の持つ大きな可能性を見
逃す危険性がある。

AR とは何か
AR（Augmented Reality : 拡張現実）とは、現

実の風景にコンピューターで生成したバーチャル
な情報を重ね合わせることで、現実世界を拡張し
ようという概念である。スマートフォンやメガネ
型端末を通して現実世界をのぞいた際に、仮想世
界の一部を現実世界に投影して見えるようにした
技術を指す。

10    バーチャルの意味を理解するには、電子マネー（これはバーチャルなマネー）のことを考えるとわかりやすい。電子マネーはも
のとしては存在しないが、実際に買い物に使えるなど、現金と同等の機能を持っている。
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VR は現実世界とは切り離された仮想世界に入
り込むもので、自分はあまり動き回らずにコン
ピューターの中で全世界を歩き回る体験ができる
技術である。これに対し、AR は目の前にある現実
世界と重ね合わせることで効果を発揮するため、
あくまで現実世界が主体であり、リアルな世界を
歩き回ることが重要になる。このため、AR では、
持ち運べること（モバイル）と、身に着けられる
こと（ウエアラブル）が重視される。

VR と AR のほかに、MR（Mixed Reality：複合
現実）という言葉も使われる。MR は、現実（実写）
と仮想（CG）を融合しようという考え方である。
AR は情報を重ね合わせる技術で、実写と情報の
区別ができるのに対して、MR はほとんど実写と
情報の区別がつかない、SF のような世界が想定さ
れている。

2014 年に米フェイスブックが VR 開発ベン
チャーであるオキュラスを買収して以来、世界の
名だたる IT 企業が相次いで VR 市場に参入して
いる。このように VR ビジネスが盛り上がってい
る大きな理由の一つは、VR の先にある AR と MR
がビジネスチャンスとして非常に大きな可能性を

持っていると考えられていることにある。

2016 年が VR・AR「元年」と言われる理由
2016 年は「VR 元年」「AR 元年」と呼ばれる

年になった。
その理由は、第一に、2016 年には手軽に VR を

楽しむことができるヘッドマウントディスプレイ
（HMD）が続々と発売されたことがある。技術の
進展により「VR 酔い」を起こさないスペックを
持つ VR 用 HMD が同年に市場に投入されたのが
2016 年だったという点も重要だ。

第二に、AR については、2016 年にスマホゲー
ムとして大ヒットした「ポケモン GO」に AR の
技術が使われており 11、これがエンターテインメ
ント性に優れていて世界で人気アプリとなったこ
とが挙げられる。

第三に、2016 年は VR、AR ともにゲームだけで
なく、ビジネスの現場で多様な用途向けに積極的
に活用していく動きが出始めたことがある。図表
7 は 2016 年に日本企業が VR・AR を活用した事
業に取り組んだ事例のごく一部を紹介したもので
ある。

11    「ポケモン GO」は現実の風景（映像）と GPS 位置情報とを組み合わせた AR で、実写の世界を拡張してポケモンを出現させる
ゲームとなっている。

社名 内容
安川情報システム 安川電機の関係会社。VR 端末を使って、工場に IoT を導入した場合の体験ブースを開設。
東京流通センター 建て替え中の物流ビルのテナント誘致にプレゼンテーションルームや VR を活用。
ステークホルダー
コム

書籍など紙媒体をデジタルメディアと連動させるサービス「AR センテンス」を開始。スマートフォンのアプリケーションを使っ
た AR カメラで文書を撮影してページを特定し、動画サイトなどに誘導する。

大林組 VR を活用した施工管理者向けの研修システムを開発。鉄筋の配置など建築に必要な基礎知識を実際の現場を再現したモデルで学
べる。同社は従来、大阪府枚方市にある研修施設に実物大の構造物を設置して基礎的な建築知識の研修を実施していた。

明電舎 建設現場などの作業員向けに安全を体感で教えるサービスを始めたと発表した。感電やハンマーの落下を体感できる設備に加え、
VR を使ったコンテンツなどをそろえて、大型トラックに載せて現場などに出張。

三菱電機 少量多品種の作業が効率的にできるレーザー加工機を開発、2017 年春に発売する。AR 技術を応用し、材料となる金属板の画像
上に製造したい部品の画像を重ねながら効率的に位置合わせができるようにした。

三菱電機 3 次元 AR 表示による保守点検作業支援技術を開発。ゴーグル型ウエアラブル端末などに投映。また音声認識技術との併用により、
点検結果をハンズフリーで入力可能。

ジュピターショップ
チャンネル

衣料品の仮想試着サービスが話題。KDDI と組み AR 技術を使い、等身大のモニターに映った顧客の姿に衣料品のイメージ画像を
投映。気に入った商品は通販サイトですぐに買える。

ダイハツ工業 ヘッドマウントディスプレーなどを使って自動車整備作業の効率を高める取り組みを開始。AR 技術などを活用したシステムで、
現状複数の整備士がしている作業を 1 人でもこなせることなどを目指す。

三菱製紙 観光パンフレットや案内板の地図をスマホなど携帯情報端末のカメラで読み取り、さまざまな観光情報を重ねて表示する AR アプ
リを開発。

イオンディライト AR を活用したデジタルサイネージ（電子看板）型自動販売機の設置を 2017 年に始める。

凸版印刷 大画面スクリーンと、VR を体感できるゴーグルを組み合わせた文化財の新しい鑑賞手法を発表。ヘッドマウントディスプレーで
茶つぼを内側から見るなどの楽しみ方を開拓。

図表 7　VR・ARを活用した事業に取り組む日本企業の事例

出所：新聞記事等をもとに作成
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ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査
部の予測によれば、世界の VR・AR 市場は 2025
年には約 950 億ドルまで拡大する見通しで（図表
8）、PC・スマートフォンに続く第 3 のプラット
フォームとして市場を形成する可能性があると指
摘している。

AR・VR 専門の調査会社である米 Digi-Capital
の予測はもっと強気で、2020 年に AR・VR の世
界市場規模が 1,500 億ドルに達するとしている。
同社によれば、当初の市場の立ち上がりは VR の
方が速いが、2017 年以降、AR 市場が急速に拡大
し、2020 年には AR の市場規模が 1,200 億ドルに
達する見通しとなっている。

リアルとバーチャルの区別がつかなくなる
今のペースで VR・AR の技術が進歩していけば、

数年のうちに通常の視野とほぼ変わらないレベル
の全天周の立体映像を体験することが可能になり、
映し出される映像がリアルであるかバーチャルな
のかの区別がつかなくなる可能性がある。そうな
れば、現実の行動の代わりにバーチャルだけで完
結するようなサービスを提供するビジネスが登場
してくると考えられる 12。

これが現実となって、世界中、ものぐさな人間
ばかりになるのは好ましくないように思うが、
VR・AR は高齢化社会において高齢者の生活の質

（クオリティ・オブ・ライフ）を向上させる方向に
活用できるという期待もある。直接その場に行か
なくても、バーチャルに社会参画できるようにな
るほか、VR 技術を使って自分の身体の代わりに機
械に働いてもらうこともできるため、高齢者が働
けるようになる可能性がある。また、健康維持活
動で VR の技術を用いてモチベーションをコント
ロールすることで、活動を長続きさせるといった

活用方法も考えられる。

VR・AR はポスト・スマホの有力候補
今後、世界的に VR・AR の市場が成長していく

ことは、日本企業にとって商機と言える。
VR・AR 危機に不可欠な高精細の表示装置や各

種のセンサー等の需要が拡大し、技術力に定評の
ある日本の部材メーカーが強みを発揮できる可能
性がある。

ただし、部材の強みだけでは、VR・AR の市場
をリードしていくことはできない。VR・AR を使っ
た魅力ある事業モデルとコンテンツを開発できる
かどうかが鍵となる。

もっと大きな話として、VR・AR は「ポスト・
スマホ」の有力候補という見方が広がりつつある。
VR・AR の端末がスマホに続く大型商品に育つと
いう期待だけではない。VR と AR は広く産業の生
態系に革新をもたらす、スマホに続く基盤技術と
なるとの見方が増えている 13。世界中でこの分野
に参入する企業が増えているのはこのためである。

12    廣瀬通孝『いずれ老いていく僕たちを 100 年活躍させるための先端 VR ガイド』（2016 年）がこう指摘している。また、コロプ
ラの馬場功淳社長は、「生の舞台演劇を楽しんでいた人間が撮影された映像を見るために映画館に行き、今では無料のテレビ視
聴で満足するようになったように、人間は現実から仮想での疑似体験に流れていく。お金や時間、心理的なコストを考えれば、
現実よりも仮想の方がずっと楽だからだ。VR は現実から仮想へ流れる人間の本質に沿った技術だから、将来性がある」といっ
た趣旨の発言をしている（出所：日経産業新聞 2016 年 10 月 9 日）。

図表 8　VR・AR市場の市場規模予測
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出所：  ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部のデータを基
に作成
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VR・AR がポスト・スマホの基盤技術であると
すれば、第 4 次産業革命を加速するドライバーと
なり、本稿 1 のキーワードで述べた観点から、あ
らゆる企業が VR・AR の動向を注視し、それが産
業にもたらす変化を予測し、それへの対応策を講
じる必要があるだろう。

5．宇宙ビジネス

宇宙ビジネス新時代の到来
宇宙開発はかつては国主導で進められてきた

が、近年は民間主導でビジネスを創出する新たな
潮流が生まれている。欧米に比べて民間参入を進
める法整備が遅れていた日本でも 2016 年に「宇
宙活動法」など関連二法が成立し、ロケットの打
ち上げに民間参入が可能になった。

宇宙ベンチャーが立ち上がり始めたほか、キヤ
ノンは宇宙ロケット事業に参入し、大企業が宇宙
ベンチャーに出資するなど、民間企業が相次いで
宇宙産業に参入し始めた。日本の宇宙開発の歴史
が変わりつつあり、宇宙産業活性化への期待が高
まっている。

民間参入を促す法整備
欧米では宇宙産業への民間参入を進めるための

法律整備が先行して進んでいる。米国では 1960
年代から民間による実験が始まり、レーガン政権
時代の 1984 年に商業打ち上げ法などが制定され、
行政手続きが簡素化され、2000 年代にベンチャー
企業が相次いで生まれる素地となった。2015 年
11 月には新宇宙活動法が制定され、従来のロケッ
トや人工衛星などの地球周回軌道にかかわる事業
に加えて、小惑星や月などの天体、宇宙空間で発
見された非生物資源の商用利用が認められること

になった。
宇宙活動法に相当する法律は、欧州主要国でも

既に制定されている。
宇宙開発を産業化する政策の流れに乗って、成

功した米国の IT ベンチャー創業者が次々と宇宙
開発分野への投資に乗り出している。

日本においても、2015 年 1 月の改定宇宙基本計
画の公表に続き、2016 年には宇宙二法（宇宙活動
法、衛星リモートセンシング法）が成立するなど、
宇宙の商用化を後押しする法整備が急速に進み始
めた。

打ち上げコスト低下への期待
日本はこれまで宇宙開発を国の事業として進め

てきた。民間企業が独自にロケットを開発して打
ち上げることは認められなかった。宇宙活動法の
成立によりロケット開発は許可制となり、今後、
企業は技術力や安全性について国の審査を受け、
合格すれば参入が認められるようになる 14。

近年、宇宙ビジネスが加速度的に発展を遂げて
いる背景には、打ち上げ技術の進化による打ち上
げコスト低下に対する期待の高まりがある。

現在各社が注力しているのは、再利用型ロケッ
トの開発や、小型衛星を低軌道に打ち上げるため
小型ロケットの開発などである。

観測衛星の場合、従来型の高価でハイスペック
な衛星 1 機で地球観測を行うと、画像 1 枚当たり
のコストが高いほか、撮像したいタイミングに衛
星が観測可能な上空にいないことがしばしばあ
る。そこで近年は、技術進歩により衛星を安く製
造できるようになったことや打ち上げコストが低
下したことを背景に、比較的安価な小型衛星を複
数機整備して観測を行うビジネスに注目が集まっ
ている。

13    ケヴィン・ケリー『＜インターネット＞の次に来るもの』（2016 年）は、次のように指摘している。「人間の一生のうちに社会
に破壊的変化を起こす最初の技術的プラットフォームがパソコンだった。モバイルがその次のプラットフォームで、これは数十
年のうちにすべてを革命的に変えてしまった。次に破壊的変化を起こすプラットフォームが VR で、まさにいま訪れようとして
いる」

14    宇宙活動法はロケットや衛星を打ち上げる企業を、打ち上げごとに国が審査・許可するための法律である。事故が起こった際に
は一定以上の被害を補償するなど、国が後ろ盾となって民間から幅広い参入を促す狙いがある。
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注目高まる宇宙資源探査ビジネス
ここ数年、新規産業として注目度が高まってい

るのが、宇宙資源探査ビジネスである。欧米では、
宇宙資源探査が新しい産業を創出し国力の源泉に
なると捉え、政府主導で法整備が進んでいる。日
本企業でこの領域で存在感を発揮しているのが、
資源探査ビジネスベンチャーの ispace 社である。
同社は Google Lunar XPRIZE への参加チームの
日本代表「HAKUTO」の基幹企業であり、同レー
ス終了後も、小惑星と月を目標に資源探査ビジネ
スを拡大していくことを狙っている。

民生汎用部品が宇宙開発に使えるように
ここにきてベンチャーの宇宙開発分野への参入

が増えている背景には、情報通信技術の進歩のお
かげで、民生の安価な汎用部品が宇宙開発に十分
使えるレベルになったことが挙げられる。従来、
宇宙開発に使用される部品は専用に開発した部品
であることが一般的で、これが高コストの要因と
なっていた。しかし今では特殊部品ではなく民生
汎用品を使うことにより、コスト削減と開発期間
の短縮化、小型化、高性能化を同時に実現できる
ようになった。

民間プロジェクトには長所がある
さらに、民間によるプロジェクトには、国のプ

ロジェクトにはない長所があることも注目され始
めた。国主導の宇宙開発では、使う部品を設計段
階で決めて申請する必要があるため、古い技術し
か使えず、斬新で画期的な技術を採用できない。
また、国の予算に関しては、「目的外使用の禁止」
という規定があるため、途中で方向転換や仕様の
大幅変更ができないほか、事業開始前に認識でき
なかった新しいアイデアに対して予算を使うこと
もできない。これに対し、民間プロジェクトであ
れば最新の技術を使用できるほか、予期せぬ展開
にも柔軟に対応できる。

宇宙開発事業において、民間が担い手となる領
域は今後ますます広がっていくに違いない。

宇宙産業は世界的には成長産業であり、近年は
年平均約 4％の成長を続けている（図表 9）。それ
にもかかわらず、日本においてはこれまで官需依
存の産業だったこともあって元気がなく、国の予
算は減少傾向、宇宙産業に従事する従業員数も減
少傾向が続いてきた。

宇宙ビジネス新時代を迎えた今こそ、民間活力
の導入をテコに、わが国宇宙産業の拡大を図るべ

図表 9　世界の宇宙産業の市場規模の推移
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きである。国は優れた技術力・発想力をもつ民間
事業者の新規参入を促すための環境整備に取り組
み、日本の宇宙産業の裾野を拡大していくことが
重要だ。

（以下、次号に続く）
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