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2018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、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。

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  2018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」2018年 3月号）で6～10を取り上げる。

  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
　　　　＜以下、次号＞
  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

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

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『経営センサー』2017年 7・8月
号 http://www.tbr.co.jp/pdf/sensor/sen_194_01.pdf）をご参照ください。
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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、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

図表 1　「製造業のサービス化」が進んだ理由

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】

○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

■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「製造業のサービス化」が増加

■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

出所：筆者作成

経済・産業



2018.1・2　経営センサー
1515

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、昨年の筆者の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。

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、
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

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。

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

出所：各社リリース資料、各種文献・記事より作成
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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。
　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。
　CEは世界の企業にビジネスモデルの変革を
迫っている。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

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』。
5    事業構想大学院大学『月刊事業構想』2017年 12月号。
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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。
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。

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）。
　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。

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）
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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

あ

吽
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。

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。
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　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。
　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。

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＞

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。

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。
10    ジョン・ジョーダン『ロボット 職を奪うか、相棒か？』（2017年） 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」のイメージが湧きやすい日本人に
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。
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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）

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

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

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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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

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）」。

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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17    中島 恵『なぜ中国人は財布を持たないのか』2017年。

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、他人
を信用できない不信社会だったことがある。誰か
にだま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できない人が半
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。
　翻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
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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。例えば、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、
② 1970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。
　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、
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18    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。

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途がたったわけでは
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 18。
　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。

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

図表 6　各国政府が打ち出したEV普及促進策

（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）
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19    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。

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 19。

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。
　中でも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
クル全体を通じてはじき出した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。
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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、電気の特長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。第三に、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。
　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
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20    この現象は「帆
はんせん

船効果」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。

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 20。
　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。
　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。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
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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。

自動運転から生まれる新たな移動産業
　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。
　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、以前から
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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。

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 21。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22。

　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（株）（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。

21    井熊 均・井上岳一『「自動運転」ビジネス　勝利の方程式』2017年。
22    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。

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。

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

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、1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、1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。

（以下、次号に続く）
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ンライン 2017 年 11 月 24 日）

27）  杉本浩一「自動車セクター／EVバブルはいつは

じけるのか？」（三菱UFJ モルガン・スタンレー

証券『BTMU 中国月報』2017 年 11 月号）

28）  中西孝樹（ナカニシ自動車産業リサーチ代表兼ア

ナリスト）「欧中主導のEVシフトに “抵抗” 必要 

日本メーカーは「二面戦略」で挑め」（SankeiBiz 

2017 年 10 月 20 日）

29）  鶴原吉郎『自動運転で伸びる業界 消える業界』

2017 年

30）  デロイト トーマツ コンサルティング『モビリ

ティー革命 2030』2016 年

31）  貝瀬 斉「自動運転が切り開く新たな移動産業　カー

シェア、ドローンまで広がる領域」（『週刊エコノ

ミスト』2017 年 10 月 10 日）

32）  「新法で「自動運転の覇権」狙う米国　試される周

回遅れの日本メーカー」（『Wedge』2017 年 11 月号）

33）  旭リサーチセンター「Watching」2017.12 No.280「若

年層で進展する「非移動化」」

2018年の日本産業を読み解く10のキーワード




