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2015年の日本産業を読み解く
10のキーワード
—この底流変化を見逃すな（後編）—

Point
❶  本稿では、2015 年の日本の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関

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、現在日本の産業の底流で起こっていて、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  2015 年のキーワードを 10 個挙げると、以下のとおりである。本号ではこのうち 6 ～ 10 を取
り上げる。

  1． ＩｏＴ
  2． 自動車の情報端末化
  3． 「地産地消」のサプライチェーン
  4． サービスロボット市場
  5． 電力システム改革
　　　　＊以上は前号（「経営センサー」2015 年 1・2 月号）掲載
  6． 蓄電池
  7． コーポレートベンチャリング
  8． インバウンド消費
  9． 地方創生
  10． ユーザー体験

6．蓄電池

さまざまな分野で蓄電池が必要に
蓄電池とは、充電を行うことにより電気を蓄え

て、再度電池として繰り返し使用できる化学反応
電池のことで、二次電池とも呼ばれる（図表 1）。

蓄電池は使い方の応用範囲が広いのが特徴で、IT
機器から自動車、産業機器まで、さまざまな用途
で利用されている。

近年、パソコン、携帯電話、スマートフォンな
どの情報通信機器の普及で蓄電池の利用は急拡大
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を続けている。ウエアラブル端末など先端機器の
開発に、高機能・高品質の蓄電池は欠かせない存
在となっている。

地球環境問題も蓄電池の需要を後押ししてい
る。2015 年 12 月にパリで開催される COP21（国
連気候変動枠組条約第 21 回締結国会議）で 2020
年以降の温暖化対策の大枠が合意される予定で、
それに向け温室効果ガス排出量削減の圧力が強ま
る見通しである。これに伴い、再生可能エネル
ギーの導入拡大が予想されるが、再生可能エネル
ギーの出力は天候に左右され大きく変動するため、
その発電量の変動を平準化する上で蓄電池の利用
拡大が予想される。

2020 年世界シェア 5 割を目指す
自動車分野では、各国における燃費・排出ガス

規制の強化に適合するために、ハイブリッド車や
電気自動車など環境調和型自動車の市場拡大が見
込まれ、蓄電池の性能向上と低コスト化が急務と
なっている。

さらに、日本では東日本大震災以降の原子力発
電所停止により、電気料金が高騰する中、節電対
策の決め手として従来型機器の環境負荷を下げる
観点から、蓄電池の重要性が高まっている。工場
やオフィス、家庭のいずれにおいても節電意識が
高まる中、住宅メーカーやプラント会社が蓄電池
を活用した節電システムの開発、提案に注力して

いる。
このほか、電力網からの電力供給が停止した場

合の非常用電源の用途でも、蓄電池の需要が増大
している。一般家庭でのホームエネルギー・マネ
ジメントシステム（HEMS）と合わせて蓄電シス
テムを導入する動きもある。

以上のように、蓄電池は多様面の用途で需要の
拡大が見込まれる。2012 年 7 月に経済産業省がま
とめた「蓄電池戦略」によれば、世界全体の蓄電
池の市場規模は 2011 年時点の 5.2 兆円から 2020 
年には 20 兆円に拡大すると想定し、このうちの
50％（10 兆円）を日本企業が獲得することを目標
としている 1。

車載用リチウムイオン電池では日本勢が優位
リチウムイオン電池は、もともと日本人が発明

しソニーが世界で初めて実用化した製品で、携帯
電話やパソコンなど電化製品向けで三洋電機、ソ
ニーなど日本企業が市場をリードしていた。近年、
スマホやデジタルカメラなどの充電池として使用
される民生用小型リチウムイオン電池は、技術が
成熟化してコモディティ化が進んだ結果、サムス
ン SDI や LG 化 学 な ど の 韓 国 企 業 や、 比 克

（BAK）や新能源（ATL）などの中国企業が低価
格を武器にシェアを伸ばし、日本勢は劣勢に陥っ
た。

これに対し、自動車向けの蓄電池については状

図表 1　主な蓄電池の比較
電池の種類 鉛 ニッケル水素 リチウムイオン NAS

（ナトリウム硫黄）レドックスフロー 溶融塩

コンパクト化
（エネルギー密度：Wh/kg）

×
35

△
60

◎
200

○
130

×
10

◎
290

コスト（円／ kWh） 5 万円 10 万円 20 万円 4 万円 評価中 評価中

大容量化 ○
〜 Mw 級

○
〜 Mw 級

○
通常 1Mw 級まで

◎
Mw 級以上

◎
Mw 級以上 評価中

充電状態の正確な計測・監視 △ △ △ △ ◎ △
安全性 ○ ○ △ △ ◎ ◎
資源 ○ △ ○ ◎ △ ◎
運転時における
加温の必要性 なし なし なし 有り

（≧ 300℃） なし 有り
（≧ 50℃）

寿命
（サイクル数）

17 年
3,150 回

5 〜 7 年
2,000 回

6 〜 10 年
3,500 回

15 年
4,500 回

6 〜 10 年
制限無し 評価中

出所：経済産業省 蓄電池戦略プロジェクトチーム「蓄電池戦略」（2012 年 7 月）

1  2011 年時点の蓄電池の世界市場における日本関連企業のシェアは 18％（0.93 兆円）とされる。
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況が異なる。電気自動車向けには、ハイブリッド
車で使われることの多いニッケル水素電池と比べ
て高容量で、小型軽量化しやすいリチウムイオン
電池が欠かせない。車載用リチウムイオン電池に
ついては、安全性等高い要求水準が求められるこ
とに加え、ブラックボックス領域も多く、民生用
小型リチウムイオン電池とは異なり、現在のとこ
ろコモディティ化していない。このため、日本の
部材メーカーは近年、車載用リチウムイオン電池
に注力してきた。車載用リチウムイオン電池では
日本勢が今なお優勢である（図表 2）。

ところが、電気自動車市場が当初期待された
ペースで拡大していないため、車載用リチウムイ
オン電池の安定供給に備えて設備投資を行った部
材メーカーは苦戦を強いられてきた。ただ、今後
については、車載用リチウムイオン電池の市場は
成長が見込まれる。

まず、ガソリン車では、燃費向上のために、低
速時にエンジンを停止させるアイドリンクストッ
プ機構（ISS）の採用が拡大する。さらに、今後
世界の主要国で自動車の燃費規制が大幅に強化さ
れる予定で 2、規制に対応するため、プラグイン
ハイブリッド車を含む電気自動車のシェアが上昇
する見通しだ。これらの動きに伴い、車載用蓄電
池は、鉛蓄電池やニッケル水素電池からリチウム
イオン電池への置き換えが徐々に進むと予想さ 
れる。

次世代リチウムイオン電池の開発も加速
今のリチウムイオン電池よりも圧倒的にエネル

ギーを向上させることができる革新的電池として、
リチウム空気電池や全固体電池などの研究開発が
進められているが、これらが実用化される時期は
2030 年ごろとされる。

それより手前の 2020 年ごろの実用化を見据え
た次世代リチウムイオン電池の開発も加速してき
た。新しい電解液の開発や、材料を効率的に探索

する技術の開発などにより、出力密度やサイクル
寿命（充放電回数の寿命）、コストなどさまざまな
要求を満たす次世代リチウムイオン電池が早期に
実用化され、用途が広がることが期待される。

車載用リチウムイオン電池の課題
車載用リチウムイオン電池において日本企業が

取り組むべき課題としては、第一に、電池 1 ㎏
（あるいは 1ℓ）当たりに蓄えられるエネルギーの
量（エネルギー密度）を増やすことにより、単位
エネルギー当たりのコストを引き下げつつ、電池
の重さは同じでも車両の航続距離を伸ばすことが
挙げられる。第二に、充電時間の短縮と信頼性の
向上も重要な課題である。これらの課題をクリア
すれば、低価格競争に陥らず、性能と信頼性で競
争優位を維持することができる。

このように、航続距離が短いという電気自動車
の弱点の克服に向け、リチウムイオン電池の高エ
ネルギー密度化が課題となるが、新しい充電方法
が開発されれば状況が一変することも考えられ
る。例えば、高効率で利便性の高い非接触充電方
式が開発され、あちこちで頻繁に充電できる環境
が整備されれば、現状の電池容量でも十分となり、

図表 2　  車載用リチウムイオン電池の世界シェア
（2012 年）

オートモーディブ
エナジーサプライ
（AESC） 
（日） 42％

LG化学
（韓）24％

リチウムエナジー
ジャパン（LEJ）
（日）6％

BYD
（中）1.1％

プライムアースEV
エナジー（PEVE）
（日）5％

パナソニック
（日）7％ その他

16％

総額1,611億円（2012年）

出所：富士経済「2013 電池関連市場実態総調査」

2    米国では 2025 年に乗用車でリッター 23.9km の燃費が、欧州では 2020 年時点でリッター 25.8km の燃費が求められる（2013 年
時点の燃費に比べ、それぞれ 61％、31％の改善が必要）。
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むしろ入出力特性や長寿命といった特性に優れた
蓄電池が求められるようになる可能性がある。

車載用リチウムイオン電池をより長い目で見る
と、自動運転車 3 の時代になれば、自動車という
商品が「所有するもの」から「利用するもの」へ、
そのビジネスは BtoC から BtoB へと移行し、そ
れに伴い電池性能への要求がさらに高まることが
予想される。こうした環境下では、車載用リチウ
ムイオン電池は、日本企業の高い技術力が活用で
き、コモディティ化しにくい事業領域になること
が期待できる。

一般家庭設置型蓄電システム
一般家庭用においても、今後は分散型電源や情

報通信技術、需要制御技術などを活用して、より
低コストで安定した電力利用を目指す動きが出て
くるだろう。そう遠くない将来、一般家庭が太陽
光発電や蓄電システムを設置したオール電化住宅
に住み、スマートメーターを活用した需給一体制
御により、安心で安定した、低コストでの電力利
用が提供される可能性がある。

一般家庭に設置する蓄電システムの蓄電池は、
常温で作動し、充電放電ロスが少ない、長寿命、
メンテナンスフリー、コンパクトなどの特性が求
められる。現状では、リチウムイオン電池が有望
とされる。家計での電力需要、太陽光発電の発電
容量、電力料金・売電価格など種々の条件を勘案
して、蓄電システムの仕様を検討する動きが広
がっていくだろう。

スマートシティ関連でも、蓄電池を使ったユ
ニークな取り組みが行われている。横浜スマート
シティプロジェクトにおいて、地域内に存在する
異なるメーカーやスペックの蓄電池を 1 つの大型
蓄電池に見立て、個々の蓄電池の充電・放電を制
御するシステム「蓄電池 SCADA」4 の実証実験

が行われている。同システムでは、電力のユー
ザーがすでに所有している蓄電池を電力会社が監
視・制御し、ピーク時には蓄電池から電力を得る
ようにすることで、電力会社の発電量抑制の確実
性を高めることができる。

拡大する大型蓄電池への需要
米国では、環境保護政策を推進するオバマ政権

下で再生可能エネルギーによる発電が拡大してい
るが、天候により出力が不安定となるため、出力
変動を調整し、系統の安定化を図るためのエネル
ギー貯蔵システム（ESS）用蓄電池、いわゆる大
型蓄電池の需要が拡大している。

米国においては、州単位で ESS 導入を推進す
る動きもある。環境意識が全米で一番高いとされ
るカリフォルニア州では、2020 年までに再生可能
エネルギーによる発電比率を 33％にするという意
欲的な目標を掲げており、この目標を達成するた
め、現地電力会社 3 社に対し、2020 年までに合計
1,325 メガワット分の ESS 用電池の採用を義務付
けた。

一方、日本に目を転じると、コスト高が原因
で、電力供給サービスにおける大型蓄電池の導入
は遅れている。しかし 2014 年、電力会社の再生
可能エネルギーの受け入れ能力の不足が表面化し
たことを受けて、NEC や東芝などが電力会社向け
に大型蓄電池の供給を拡大している。エリーパ
ワーは関西に新工場を建設予定で、米国向け輸出
やメガソーラー向けの供給力を増強している。

産業用の大型蓄電池の新技術として期待されて
いるのは、住友電工が世界で初めて量産化に成功
したレドックスフロー電池である。レドックスフ
ロー電池は、酸化還元（レドックス、redox）する
活物質が流体（フロー、flow）として電池に供給
される蓄電池で、①発火リスクが低く、長寿命が

3    自動運転車については、本稿の前編（「経営センサー」2015 年 1・2 月合併号掲載）の 2 番目のキーワード「自動車の情報端末化」
の中で取り上げた。

4    SCADA は Supervisory Control And Data Acquisition の略。同プロジェクトには、東芝、東京電力、日立製作所、明電舎、NEC、
シャープ、ソニーエナジー・デバイスが参加している。
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期待できる、②正・負液槽を増やすだけで容易に
蓄電容量を増やすことができるので大型化に適し
ている、③貴金属、レアメタルなどの資源的制約
が少ない、④常温作動で比較的簡単な構造の化学
システムであるため将来的なコストダウンが期待
できる、などの特徴を備えている。

住友電工は、米国の大型蓄電池市場進出への足
掛かりとして、2014 年、カリフォルニア州など米
国内 2 カ所に米電力会社と共同でレドックスフ
ロー電池の実証実験設備を建設した。米国市場で
はこのほか、日立アメリカが付加価値の高いソ
リューション型の蓄電システムで市場参入を図っ
ている 5。

日本企業としては、製品の量産と低価格化を得
意とする中国企業が大型蓄電池市場に本格的に参
入してくる前に、大型蓄電システムの低価格化と
提供価値の向上に取り組み、先進市場である米国
市場を開拓することが課題といえよう。

7．コーポレートベンチャリング

コーポレートベンチャリングとは─
大企業によるベンチャー活用

コーポレートベンチャリングとは、大企業を中
心とする既存企業がベンチャー企業（リスクマ
ネー）を活用して戦略的にイノベーションを推進
することを指す 6（図表 3）。

コーポレートベンチャリングの活動には、スピ
ンオフ・ベンチャーを設立するなど社内シーズを
活用する場合と、ベンチャー企業への投資、ベン
チャー・キャピタルへの投資など社外シーズを活
用する場合の 2 類型がある。

世界を見渡せば、最も活発にコーポレートベン
チャリングを進めている企業の代表例は米グーグ
ルである。グーグルはこの 10 年間に、ロボット、
自動運転車、AI（人工知能）など合計 100 社以上
のさまざまなベンチャー企業を次々に買収、出資
している。

5    『ジェトロセンサー』2014 年 11 月号、エリアリポート「中国　大型蓄電期への需要拡大」による。
6    経済産業省（2008）「コーポレートベンチャリングに関する調査研究調査報告書」の定義によれば、「企業が起業家精神（アント

レプレナーシップ）を活用したベンチャー的な手法で新事業創出を行うこと。具体的には、企業が戦略的に、内部経営資源（技術・
人）を外部化しベンチャー企業を育成・活用する、あるいは、外部ベンチャー企業を育成・活用することで新事業創出を行うこ
となどを指す」とされている。

図表 3　 大企業がベンチャー企業を活用してイノベーションを活性化する 
フレームワーク

出所：  中村裕一郎「イノベーションの仕組みとしてのコーポレートベンチャリング」『テクノロジーマネジメント』
No.1，69 〜 77 頁
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これに対し、日本企業はこれまであまりコーポ
レートベンチャリングに取り組んでこなかった。
従来、日本では既存の大企業によるベンチャー企
業の買収がほとんどなく、実質的にベンチャー企
業の出口（エキジット）が IPO（新規株式公開）
に限られてきた。米国においては、IPO を実施す
るベンチャー企業よりも、大企業などに買収され
るベンチャー企業のほうが圧倒的に多い（約 10
倍）のとは対照的である 7。

日本ではこれまで大企業がベンチャー企業に対
して積極的に関わることが少なく、イノベーショ
ンを促進する観点からは、この点を是正すること
が課題であった。2008 年に公開された経済産業省
の「ベンチャー企業の創出・成長に関する研究会
最終報告書」では、日本では大企業によるベン
チャー企業の買収が少ないことを指摘し、コーポ
レートベンチャリングの推進を提言し、先行事例
分析に基づくベストプラクティスの策定や、大企
業とベンチャーの連携支援策などが必要とされ
た。しかし、その後も日本ではコーポレートベン
チャリングはあまり普及しなかった。

日本企業も取り組み始めた
それがここにきて、日本企業もコーポレートベ

ンチャリングに取り組む機運が盛り上がりつつ 
ある。

KDDI は、2014 年にニュースアプリ（応用ソフ
ト）のグノシーに出資したほか、生活情報サイト
の nanapi などを買収して新たなネットビジネスに
進出している。三越伊勢丹ホールディングスはベ
ンチャーと連携する機会が増えており、伊勢丹新
宿店の婦人服売り場にアパレル通販サイト「ファ
クトリエ」と連携して企画した商品を並べている。
コマツは、2015 年 2 月、自動運転車両やロボット
を開発するベンチャー企業 ZMP への出資を発表
した。

また、大手製造業企業の間でベンチャー投資

ファンド（CVC：コーポレートベンチャーキャピ
タル）をつくる動きも広がっている。例えばオム
ロンは CVC として投資子会社を設立し 2016 年ま
での 3 年間で 30 億円規模のベンチャー投資を実
施すると発表した。

大手とベンチャーの連携の必要性が増大
IT の進化やクラウドサービスの普及などを背景

に、以前では考えられないほど安価に起業ができ
る時代になったため、新たなプレーヤーが登場し、
既存の業種の壁は崩れつつある。ベンチャー企業
の成長スピードと、イノベーションが生まれるス
ピードはこれまで以上に加速している。ビジネス
を小さく開始し、顧客の声を聴いて修正しながら
拡大させる起業のやり方「リーン・スタートアップ」
が採用される例が増えてきた。

こうした環境変化に直面して、多くの経営資源
と既存の顧客を抱えた大企業が、全て自前で課題
に取り組み、解決策を講じようとすれば、時間が
かかり過ぎ、商機を逃してしまう。そこで、ベン
チャー企業を有効に活用してイノベーションの創
出に取り組む大企業が増えてきたと考えられる。

大企業がベンチャー企業と関わる理由
大企業とベンチャー企業は、イノベーションを

活性化する上では相互に欠くことのできない重要
なパートナーと位置付けられる。大企業はベン
チャー企業を活用することにより、大学の研究成
果やベンチャー・キャピタルからのリスクマネー
を活用した高リスク開発を行う機会が生まれ、一
方ベンチャー企業は大企業と提携することで、販
路の開拓などの成長機会を得ることができるため
である。

そもそも、大企業は新たなイノベーションに迅
速に対応することが難しいというのが定説であ
る。イノベーション研究の第一人者クリステンセ
ンは、古典的名著『イノベーションのジレンマ』

7    湯川抗『コーポレートベンチャリング新時代』（2013 年）によれば、2012 年の米国でベンチャー・キャピタルが投資を行ったベ
ンチャー企業の出口は、IPO が 49 件であるのに対し、M&A が 479 件となっている。
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（1997 年）で大企業は本質的に破壊的なイノベー
ションに対応できないと主張した。大企業はその
限界を自覚した上で、破壊的イノベーションは当
初小さな市場で起こることに注目して、大企業は
小さな市場にも十分興味が持てるほど小さな組織
をつくってこのようなイノベーションに対応すべ
きだと指摘した。

また、企業規模が大きくなると、仮にイノベー
ションに必要な知識が組織内にあったとしても、
現場のマネージャーが組織のさまざまな部署に存
在する情報を収集し、それを適正なタイミングで
組み合わせてイノベーションを起こすことが困難
になることを裏付ける先行研究も存在する。

ベンチャー企業が大企業を必要としている
このように書くと、大企業が弱点を補強するた

めにベンチャー企業の力を借りざるをえなくなっ
ているように見える。しかし、最近は逆にベン
チャー企業側が大企業を必要とする度合いが大き
くなっていることにも注目すべきだろう。

あらゆるものがインターネットに接続される
IoT の時代が到来し、抜け目のない企業は現実の
社会の諸活動をデータ化し、分析、活用しようと
している。こうしたビッグデータを収集、活用す
る能力では新興企業よりも伝統的大企業の方が上
回っている。例えば、老舗製造業には製造プロセ
スや研究開発に関する膨大なデータの蓄積があ
る。さらに、工場、研究所、顧客の現場をネット
ワークして、センサー群を使ってデータを常時取
得する仕組みを構築することができるのも大企業
ならではの強みである。

また、前述したように、最近のベンチャー企業
は超高速で成長せざるをえなくなっており、複雑
な技術を開発するための時間的余裕が以前よりも
乏しくなっている。こうした中、大企業の持つ厚
みのある専門知識や知的財産、調達網といった資

産は、新興ベンチャー企業が喉から手が出るほど
欲しいものとなっていると考えられる 8。

大企業にとっての課題
大企業がコーポレートベンチャリングに取り組

んで成果を上げる、すなわちベンチャー企業を活
用してオープン・イノベーションを成功させるた
めには、乗り越えるべき課題がある。

一つは、大企業はベンチャー企業と連携するに
当たり、どの分野に自社の経営資源を投入し、ど
の分野に社外の資源を活用するかについて明確に
しておく必要がある。

もう一つの課題は、総じて伝統的大企業は、社
外の異分子と交わる組織文化や経験が不足してい
るほか、秘密保持や知財に関するリスクに対処す
る社内手続きに時間がかかるため、スピード感を
持ったベンチャー企業とのコラボレーションの実
行が難しいことである。この課題の解決策として、

「社内特区」的な組織を設置して、既存組織から切
り離された環境下でベンチャー企業とのコラボ
レーションを推進することが考えられる。まずは
小さな組織で旧来の組織のクセや慣行を打ち破り、
その成功事例を他の組織にも広く伝播させていく
手法が有効であろう 9。

2015 年は、日本でも大企業とベンチャー企業が
連携を深め、両者が手を携えてイノベーションを
創出し、成長していく動きが活発になる年になる
だろう。特に、ここ数年、ハードウエア製造を手
がけるものづくりベンチャーが急速に増えている
ことから、製造業分野におけるコーポレートベン
チャリングの動向に注目したい。

8．インバウンド消費

拡大を続ける訪日外国人の消費
日本を訪れる外国人数は 2013 年に 1,000 万人

8    ニューズウイーク日本版 2015 年 2 月 10 日「ビッグデータでよみがえる大企業の底力」がこの点を指摘している。
9    Think! 別冊 6（2014 年 11 月）松江英夫・藤井剛「組織イノベーション～「脱・組織のクセ」と持続的成長の源泉～」はこのよ

うな提言をした上で、最近注目されている CVC も「社内特区」の一形態であると指摘している。
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を超えたが、2014 年は 1,341 万 4,000 人（前年比
29％増）と大幅に増えて過去最高を更新した（図
表 4）。

訪日外国人（インバウンド）増加の背景には、
①円安により日本での消費に割安感が強まったこ
と、②近隣アジア諸国の経済成長、に加え、③東
南アジアの訪日ビザ発給要件の緩和、④ 2014 年
10 月 1 日から始まった訪日外国人旅行者であれば
一定の条件のもとに全品が消費税免税可能になっ
たこと、⑤格安航空会社（LCC）の新規就航など
航空ネットワークの充実、などが挙げられる。

今やインバウンドの旺盛な消費行動は日本経済
に無視できない存在感を示すようになっている。
観光庁の推計によれば、2014 年の訪日外国人旅行
者の消費額は、前年比 43％増の 2 兆 305 億円で、
過去最高額となった（図表 4）。国・地域別で最も
多いのは中国（約 5,600 億円）で、前年の 2 倍超
に伸び、総額の 4 分の 1 強を占めた。このほか、
タイ、台湾、マレーシアなどが対前年で大幅に増
加した。

訪日外国人旅行者の増加は今後も続くと見ら
れ、外国人旅行者が集中する都心部の小売業や地
方の観光地などでは、インバウンド消費の拡大に
よる消費の下支えが期待できるようになっている。

全品免税がもたらすビジネスチャンス
足元のインバウンド消費の増加に弾みをつけた

のが、上述④の外国人旅行者への消費税「全品免
税」制度導入である。2014 年 10 ～ 12 月の外国人
消費額は免税制度の拡充の効果が早速表れ、前年
同期比 52％増と大幅に伸びた。

既に都市部の百貨店やドラッグストアなどでは
免税範囲拡大の恩恵を受けて売り上げを伸ばして
いるが、この制度変更は今後広範な消費の現場に
大きなチャンスをもたらすことが予想される。日
本の小売店で免税免許を取得している店は全国に
5,777 店舗（2014 年 4 月現在）と、全小売店（120

万点）の 5％弱にすぎない。「全品免税」が始まっ
たことで、今後免税店が増加し、訪日外国人客の
取り込みに注力する小売店が増えることは確実で、
インバウンド消費が日本の消費拡大の起爆剤にな
ることが期待される。

輸出産業としてのインバウンド
インバウンドという言葉は、外国人が入国する

という意味の語感から、輸入産業と誤解されるこ
とがあるが、実際は日本のモノやコトの輸出につ
ながる産業である。日本を訪れた外国人が買い物
をして自国に日本の商品を持ち帰ったり、日本で
の体験（食事や観光）の思い出を持ち帰ったりす
る。気に入れば、帰国後も追加購入してくれるか
もしれない。つまり、インバウンドは外貨を稼ぐ、
貴重な「輸出産業」であり、国際収支上の旅行収
支の改善に寄与するものである 10。

インバウンドは幅広い産業のチャンス
政府の日本再興戦略でも、「観光立国の実現」が

盛り込まれ、訪日外国人旅行者数を 2020 年に 2
千万人、30 年に 3 千万人に増やす目標を設定し、
インバウンド拡大に向けた取り組みが進められて
いる。

ここで重要なのは、インバウンド拡大は、レ
ジャー中心の旅行業・観光業だけの話ではなく、

10    旅行収支は 2004 年には 2.9 兆円もの赤字だったが、近年は急速に赤字幅が縮小しており、2014 年には 1,250 億円の赤字に過ぎ
なくなっている。2015 年の旅行収支は黒字に転じるとの見方が多い。

図表 4　訪日外国人旅行者数と旅行消費額の推移
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訪日ビジネス出張、友人親族訪問、留学、さらに
は対日不動産投資、事業投資なども含めた、「日本
に向かうヒト・カネ・情報の総体」が生み出す経
済波及効果につながる話と捉える必要があること
である。

少子高齢化が進み、15 歳から 64 歳までの生産
年齢人口の減少が続く日本にあって、インバウン
ドは高成長が期待できる数少ない有望産業と考え
られる。インバウンドの拡大によって地方都市が
発展し雇用が創出されれば、地方から大都市圏へ
の若者の人口流出に歯止めをかけることもでき
る。このように訪日外国人は、国内の消費を押し
上げ、地方経済を活性化させる切り札としても注
目を浴びている（次節「9．地方創生」で後述）。

インバウンド振興がもたらす広範な経済効果が
注目されたことで、今や「観光立国」の推進に取
り組むのは、政府、地方自治体と観光協会だけで
はない。大規模商業施設や小売チェーン、ホテル
チェーンのほか、不動産、運輸、IT、各種サービ
ス業などさまざまな業種の企業が連携、協働して
インバウンド振興に取り組み始めている。

外国人が再発見する日本の価値
和包丁や南部鉄器、化粧筆などが訪日外国人旅

行者の購入に牽引されて売り上げが伸びている。
こうした例をみると、日本人が気づいていない（あ
るいは遠い昔に忘れていた）日本の価値が外国人
に再発見されることが、インバウンド消費拡大の
ポイントであることがわかる。

2015 年は「インバウンド＝訪日観光」という発
想を脱し、多様な業種の企業が成長産業としての
インバウンドに商機を見いだし、需要の取り込み
を図る展開になると予想される。

9．地方創生

「地方消滅」論がきっかけ
安倍政権が地方創生を打ち出すきっかけになっ

たのは、民間有識者らでつくる「日本創成会議」

の人口減少問題検討分科会（座長：増田寛也元総
務相）が 2014 年 5 月にまとめた人口推計である。
それによれば、人口の再生産を中心的に担う 20
～ 39 歳の女性人口が、2010 年から 2040 年にか
けて 5 割以下に減少する自治体数が 896 に上ると
され、これらを「消滅可能性都市」と呼んでいる。

また、経済財政諮問会議が設置した専門調査会
である「「選択する未来」委員会」（会長：三村明
夫日本商工会議所会頭）は、同年 5 月、人口急減
と超高齢化に対応するため、出産・子育てへの政
府の支援を倍増し、50 年後も 1 億人程度の人口維
持を目指すことを求める中間報告をまとめた。こ
こでは、50 年後には 4 分の 1 の自治体の消滅可能
性が危惧されるとし、地域の拠点都市を形成し、
働く場所を創出することなどが提言されている。

動き出した「地方創生」政策
これらの提言を受けて、2014 年 6 月に閣議決定

された「経済財政運営と改革の基本方針 2014」（い
わゆる「骨太の方針」）では、50 年後に 1 億人程
度の安定した人口構造を保持することを目指し、
少子化・人口減少の克服や地方再生などに総合的
に取り組む方針が打ち出され、各地域の成長戦略
を伴走支援するための「地域再生法」改正などが
盛り込まれた。同年 9 月には、内閣府に「まち・
ひと・しごと創生本部」（本部長：内閣総理大臣）
が設置され、11 月、地方創生関連法案である「ま
ち・ひと・しごと創生法」および「地域再生法の
一部を改正する法律」が参議院で可決、成立した。

政府は 12 月 27 日の臨時閣議で、地方の人口減
少に歯止めをかけるための「まち・ひと・しごと
創生総合戦略」を決定した。政府は都道府県と市
町村に「地方版総合戦略」を 2015 年度中に策定
することを求めており、2016 年度から地方創生政
策が本格始動することになっている。

地方の就業機会を増やすことがカギ
地方経済の停滞の背景には、地方圏から大都市

圏への人口流出が戦後ほぼ一貫して続いているこ
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とがある 11。その大きな理由の一つに、地方には
仕事が少ないこと、すなわち就業機会の不足とい
う問題がある。

地方経済は、全国的に雇用創出力が減少してい
る 1 次、2 次産業のウエイトが高いことが、就業
機会の低下につながっている。

また、海外への生産シフトが進む中、今や製造
業の国内拠点は労働集約的な生産拠点から最先端
の開発・製造を担うマザー工場や研究所など、資
本集約的な拠点にシフトしており、これに伴い、
製造業の雇用創出力が以前よりも低下していると
いう要因もある 12。

地方の停滞の主因が就業機会不足による人口流
出にあると考えられる以上、人口流出を止め、地
方創生を図るには、地域に魅力ある就職機会を増
やすこと、すなわち「質の高い雇用の創出」がカ
ギとなり、それは地域の産業を活性化させること
とほぼ同義である。

結局、産業活性化による雇用創出の取り組みこ
そが、地方創生の最重要課題といえる。

「国土の均衡ある発展」の再来？
「地方消滅論」が出発点だったために、消滅しそ

うな自治体の人口減少を食い止めることが地方創
生論の主目標に据えられがちであるが、これには
落とし穴がある。全ての自治体の消滅を防ぐため
に、「国土の均衡ある発展」という従来目指してう
まくいかなかった国土政策が再び繰り返される恐
れがある。

経済政策において自治体の消滅自体は本来問題
ではないはずだ。政府が目指すべきは既存の自治
体を守ることではなく、国民の生活を守り、その
幸せを確保することである。自治体が消滅する前
に、人がその自治体から移動する選択肢も考慮に

入れる必要がある。財政状態が世界最悪の日本で
は、中長期的には過疎地域を中心に公共投資を行
わない地域を徐々に広げ、公共投資を実施するエ
リアの集約やコンパクトシティー化を進め、長い
目で見て、人々の居住地選択を誘導する政策を用
意する必要がある 13。

政府の地方創生戦略は、「経済・産業全体の付加
価値や生産性を向上」させることがうたわれてい
るため、成長戦略の一環と考えられる。しかし、
もし生産性の高い都市部から生産性の低い地方に
人や企業をただ移転させるだけであれば、日本経
済全体の生産性は低下する。こうなると、地方創
生は成長戦略ではなく、格差是正のための分配政
策という位置づけになる。

地域の産業集積の形成が重要
地方創生を成長戦略として推進し、真の地域活

性化につなげるためには、地域の集積力を強くす
ることが重要である。空間経済学では、地域の競
争優位を生むのは集積力とされ、社会や経済は集
積のメリットが働く方向に発展していくと考えら
れている。

従って、地域振興策は、地域の産業集積を促進
し、集積のメリットを生かす方向で制度設計する
方が効果的である。政府の役割も重要だ。集積は
自然発生的に生まれる場合もあるが、集積力を支
える政府の政策が大きく影響することが、過去の
事例分析から知られているためである。

では、地域の産業集積を促進するには何が必 
要か。

地方は地域の強みを見極め、模倣困難な魅力を
もった産業集積を形成していくこと、政府はそう
した地方の取り組みを支援するための環境整備を
行うこと、が求められる。企業誘致の場合、単に

11    総務省「住民基本台帳人口移動報告」をみれば、高校卒業時、大学卒業時を中心に、18 ～ 24 歳の間に多くの人口が地方圏から
大都市圏に流出していることが確認できる。

12    日本政策投資銀行の分析によれば、1991年から2011年までの20年間で、地方圏の製造品出荷額は7％の減少にとどまっているが、
従業員数は 30％も減少しており、製造業の雇用吸収力の低下を示唆している（日本掲載新聞 2014 年 10 月 24 日『ゼミナール　
地方創生への視点④』）。

13    小峰隆夫・法政大学教授がこうした主張を行っている（一般財団法人不動産協会「FORE」2014 年 11 月号など）。
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企業を引っ張ってくるだけでなく、誘致した企業
が地域のヒト・モノ・カネと有機的に結びつき、
地域の内発的な発展につながるような集積を生み
出していくことが重要である。

自治体が地域活性化の切り札となる地域資源を
どう認識しているかを聞いたアンケート調査を見
ると、都道府県では、「産業基盤」と回答した割合
が高く、市区町村では「農水産品」、「観光資源」
と回答した割合が多くなっている（図表 5）。ただ、
これらの地域資源を活用しており成果も出ている
と回答した自治体が、都道府県では 92％あるのに
対し、市区町村では 56％にとどまっており、活用
しているが成果が出ていない市区町村が 41％にの
ぼる。地域資源を活用した地域活性化が市区町村
ではあまり成果を生んでいないことが分かる。

地域振興の活路は海外にあり
高齢化が進み、生産年齢人口の減少が続く日本

において、地域振興を考える場合、欠かせない視
点は海外の人々の力を活用することである。海外
の成長力を取り込みつつ、地域資源を生かした産
業を発展させる方向性としては、次の二つが有望
であろう。

一つ目は、地元で生産した農林水産物（1 次産
業）に独自の加工等（2 次産業）を施し、自前で
販売（3 次産業）まで行う「6 次産業」化を進め
ることで、付加価値を高めた魅力的な商品を生み
出し、それを新興国の富裕層・中間層をターゲッ
トに輸出する方策である。

二つ目は、訪日外国人旅行者（インバウンド）
観光の推進である。訪日経験が多い外国人ほど地
方への訪問意欲が高くなる傾向がある。訪れたく
なるような地域の魅力を磨き上げ、海外からの来
訪者に当地での食事や買い物などの体験を楽しん
でいただく、総合的な「おもてなし業」を発展さ
せることが可能であろう。2014 年 10 月から訪日
外国人観光客に対する消費税「全品免税」が導入
され、日本がアジア随一のショッピング大国にな
る可能性が高まったことは強力な追い風である。

前節（「8．インバウンド消費」）で取り上げた
ように、今やインバウンドは観光事業者だけが取
り組むべき課題ではなく、全ての産業や官庁、自
治体が取り組むべき一大領域に成長している。地
域ぐるみで産学官が連携して地元の強みを構築し、
地域に向かうヒト・カネ・情報の流れを太くして、
交流人口を増やし、地域内の GDP を拡大し、新
たな雇用を生み出すことを目指すべきだ。

グローカリゼーションこそ進むべき道
上述したように、既存の枠組みを超えた業際化

や連携を進めつつ、地域の魅力を磨き、それを世
界に向けて発信し、海外の需要を取り込むことが
できれば、国内需要（日本人の需要）が減少する
中でも、地域には大きな発展のポテンシャルがあ
る。ひところ、日本企業の商機として「アジア内
需」という言葉が注目されたが、アジア内需に代
表される新興国需要を地域の産業がいかに取り込
むかが重要だ。ここに地方創生の沃野が広がって
いるといえよう。

地球上で活発な経済活動が見られる地域では、
グローバリゼーション（地球規模の展開）とロー
カリゼーション（地域密着）とが同時に進行して
いるケースが多いという現実がある。この現象を
表現した造語である「グローカリゼーション」こ
そが、これからの地域産業が進むべき方向と考え
られる。

図表 5　地域活性化の切り札となる地域資源
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（注）   地域活性化の切り札となる地域資源として 1 位から 3 位を回答し
てもらった中で、1 位に回答されたものを集計。
出所： 中小企業庁委託「自治体の中小企業支援の実態に関する調査」

（2013年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
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10．ユーザー体験

ユーザー体験の魅力が重視される時代に
近年、多くのビジネス領域において、顧客

（ユーザー）にとって大切なのは、製品やサービス
そのものというよりも、それによりどのようなエ
クスペリエンス（経験、体験、体感など）を享受
できたかという、「ユーザー体験」の魅力が重要視
される傾向が強まっている。

これに伴い、企業のマーケティング活動のゴー
ルが「顧客に商品やサービスを購入してもらうこ
と」ではなく、「商品やサービスを使った体験で顧
客に満足を感じてもらうこと」に移行しつつある。

なお、「ユーザー・エクスペリエンス（UX）」
という言葉は、認知心理学者でアップルコン
ピュータ社（当時）に勤務していたドナルド・ノー
マン博士（Dr. Donald A. Norman）が考案した造
語で、製品やサービスのそのものの利用価値や所
有価値ではなく、使用・消費・所有などを通じて、
ユーザーが認知する有意義な体験のことを指す。

マーケティングの世界では、ユーザー・エクス
ペリエンス自体に付加価値があるとして、バーン
ド・H・シュミットやジェームズ・H・ギルモアら
が「カスタマー・エクスペリエンス（「経験価値」
と訳される）」という概念を提唱して以来、この用
語がユーザー・エクスペリエンスを含んだ、さら
に幅広い包括的な概念として使われることが多い。

ユーザー・エクスペリエンスとカスタマー・エ
クスペリエンスは、ともに起源が同じで、本質的
な意味がほぼ同じ用語と考えられる。そのため、
本稿では、両者を区別せず、一律に「ユーザー体
験」という言葉を使うこととしたい。

今なぜユーザー体験なのか
最近、ユーザー体験が重視されるようになった

背景は何だろうか。
第 1 に、モノやサービスを単体で売るのでな

く、「コト」（モノやサービスを使ってできること、
ソリューション）を売るという発想転換が求めら
れる時代になったことが挙げられる 14。

近年、顧客にとって価値を生むのは単体のモノ
ではなくサービスであるという考え方が注目され
るようになった。これに伴い、顧客の体験という
形でモノとサービスを一体として捉え、ビジネス
を再定義しようとする動きが出てきた。つまり、

「○○（という商品）を顧客に売る会社」から、「○
○をきっかけにして体験というサービスを顧客に
売る会社」へと事業定義を変える企業が増えてき
た。この結果、ユーザー体験が重視されるように
なったのである。

第 2 に、IoT（Internet of Things）15 の活用に
より、今までの常識では想像もできなかった機器
の利用方法やサービスをユーザーに提供すること
が可能になったことが挙げられる。あらゆるもの
がネットにつながる時代となり、パソコンやスマ
ホなど機器の枠を越えて、人々の生活に影響を与
えたり、新たなライフスタイルを提案したりする
商品・サービスの開発に多くの企業が挑戦するよ
うになった。そこでユーザー体験にこそ経済価値
があることが注目されるようになった。

第 3 に、ソーシャルメディアの発達により企業
と顧客の共創（コクリエーション）が起こりやす
くなり、ユーザー体験が特別な意義や文脈をもっ
て集団で共有されやすくなったことも影響してい
る。顧客の口コミが可視化・軽量化できるように
なり、顧客の体験が個人の閉じた価値ではなく、
顧客同士で共有され、企業にフィードバックされ
るようになった。これに伴い、ユーザー体験への
注目度が高まったと考えられる。

14    筆者は本誌（「経営センサー」）2013年1・2月号掲載の「2013年の日本産業を読み解く10のキーワード」の中でも、「モノからコトへ」
をキーワードに取り上げ、この潮流に注目してきた。

15    IoT は筆者が「2015 年の日本産業を読み解く 10 のキーワード」の第 1 番目に取り上げたキーワードである（本誌 2015 年 1・2
月号掲載）。
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企業の取り組み事例
JR 九州の豪華寝台列車の旅「ななつ星 in 九州」

は、2 人で一泊 36 万円という高額にもかかわらず、
絶大な人気を博しているが、その魅力は社内で特
別な体験ができるという価値を提供していること
にある。人間国宝の手による洗面鉢を使い、同乗
した有名シェフがふるまう料理をいただくといっ
た贅沢な時間が体験できるのが “売り” となって
いる。

製造業企業がものづくりの工程の一部を工場見
学の形で顧客に公開したり、ミュージアムやテー
マパークのような体験型施設をつくったりする動
きが増えているが、これは顧客が豊かなユーザー
体験をする接点を設ける取り組みと位置づけら 
れる。

ダイハツ工業は、2014 年に発売した軽自動車の
新型オープンスポーツカー「コペン」で、車体を
好みの色や柄に「着せ替え」できる機能を採用し、
新たなユーザー体験を顧客に提案してみせた。
「自動車の情報端末化」を背景に、新たなユー

ザー体験を可能にする自動車が続々と登場してい
る点にも注目したい。例えば、米テスラモーター
ズが提供する電気自動車の購入は、顧客がウェブ
サイト上でオプションや色の設定を行い、発注す
る。ネットショッピングに近い感覚で車を買うと
いう新たなユーザー体験が提案されている。また、
車載用基本ソフト（OS）が導入されたコネクテッ
ド・カーを購入する顧客は、車を選ぶ際に馬力や
性能よりも、iPad がつながるかどうかや、アプリ
でどんなサービスを楽しめるかといったユーザー
体験を重視する傾向が強まる可能性が高い。

自動車の「所有から利用へ」の流れは、いっそ
う洗練された体験を提案する方向に向かうだろ
う。タイムズ 24 が運営するカーシェアリング事
業「タイムズ・カープラス」は、会員になって、
パソコンやスマホから予約すれば、対面での貸し
出し手続きなしに、使いたい時間帯に、対応して
いる全国の駐車場にある車に行って乗り込むだけ
で利用できる。従来のレンタカーとは全く異質の、

安価で便利で気軽な「チョイ乗り」体験を顧客に
提供しているといえる。

これらの企業の事例に見られるように、これか
らの企業のマーケティング活動は、顧客と自社の
事業・商品との間の接点を設け、顧客がストーリー
として魅力的なユーザー体験を味わう仕掛けをつ
くることが重要になってくるだろう。

顧客の体験をどうデザインするか
顧客のユーザー体験は製品・サービスの購入と

いう一時点で起きるのではなく、購入前、購入時
点、購入後と長い時間軸の中で複数回、連続して
起こる。企業のマーケティングにおいては、顧客
がユーザー体験をする接点をどのようにデザイン
するかが重要である。それぞれの接点で顧客がく
だす満足・不満足の評価の総体が、ユーザー体験
全体の評価ということになるからである。

企業が顧客の目線に立って、ユーザー体験を魅
力的にマネジメントしていくためのフレームワー
クとして、シュミットは、図表 6 に示した 5 段階

（①顧客の経験価値世界の分析、②経験価値プラッ
トフォームの構築、③ブランド経験価値のデザイ
ン、④顧客インタフェースの構築、⑤継続的なイ
ノベーションへの取り組み）を挙げている。ここ
で「経験価値」は「ユーザー体験」と置き換えて

図表 6　 経験価値マネジメント・フレームワークの
5 段階

【第1段階】

【第2段階】

【第3段階】

【第4段階】

【第5段階】

継続的なイノベーションに取り組む

顧客インタフェースを＊＊＊構築する

＊ 望ましい経験価値を五感に訴える方法で描写したもの
＊＊ エスセティクス、ルック＆フィール、メッセージ、イメージなど
＊＊＊ 顧客とのあらゆる接点

ブランド経験価値＊＊をデザインする

経験価値プラットフォーム＊を構築する

顧客の経験価値世界を分析する

（注）  上図における「経験価値」は、「ユーザー体験」と置き換えて考え
ることができる。

出所：  バーンド・H・シュミット『経験価値マネジメント：マーケティ
ングは、製品からエクスペリエンスへ』ダイヤモンド社、2004.
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考えても問題はないだろう。
②の「経験価値プラットフォーム」とは、望ま

しい経験価値（ユーザー体験）を五感に訴える方
法で描写したもの、③の「ブランド経験価値」と
はエスセティクス（美的経験）、ルック＆フィール

（見た目、感じ）、メッセージ、イメージなどを、
④の「顧客インタフェース」は、顧客とのあらゆ
る接点を、それぞれ指している。

さらに、シュミットは、一般的な企業の新製品
開発プロセスの 5 段階ごとに、ユーザー体験（経
験価値）をデザインする方法を次のように言及 
した。

　①市場の評価：顧客の経験価値世界の分析
　②  アイディアの立案：経験価値ソリューショ

ンの開発
　③  コンセプトの検証の段階：経験価値コンセ

プトの検証
　④  製品のデザインの段階：経験価値と製品特

性の融合
　⑤  製品の検証の段階：顧客の使用経験価値の

検証
企業が顧客を起点としながら、魅力あふれる

ユーザー体験を顧客に提供できるビジネスを創出
していく際には、上述したシュミットの方法論が
参考になると思われる。

IoT とユーザー体験の関係
さまざまな業界で IT の活用や IoT の導入が活

発になり、業界の垣根を越えた情報の利用やサー

ビスの提供が進みつつある。そうした中で重視さ
れるのは、顧客が本当に求めているユーザー体験
を見極め、顧客の望みをかなえるために、業種の
壁を越えたソリューションを提供することである。

IoT の時代となり、多くの産業や生活のシーン
に IT が結びつき、センサーで情報が取り込まれ、
ビッグデータ解析を通じて付加価値の向上に活用
できるようになったことは、どのような顧客がど
のような体験を求めているかに気付くための道具
と、その体験を提供するために使える道具を私た
ちが新たに手にしたことを意味する。この点を十
分に自覚する必要があるだろう。

むすび
最近海外企業がリリースして世界の注目を集

め、市場を席巻した IT 機器やサービスの多くは、
技術的には 10 年以上前から日本でも開発・実用
化されていたものとそれほど変わらないものが多
い。ではなぜこれらが世界で受け入れられたの
か。それは、技術や製品自体ではなく、魅力的な
ユーザー体験を顧客に提供することに成功したか
らであろう。

日本企業もユーザー体験を中核に据えたブラン
ド構築に取り組む必要がある。既存の製品分類や
業種、ハードウエア、ソフトウエアなどの垣根を
越えて、ユーザーに未来の暮らしを期待させ、ワ
クワク感を与えるような商品開発とマーケティン
グを行うことが求められている。
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