
経営センサー　2021.3
44

2021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、2021年の日本産業を読み解くうえ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	 	キーワード選定にあたっては、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、ちまたでよくある「今年のトレンド予測」や株式市場で材
料となる一過性のテーマ探しとは一線を画し、現在、世界の産業の底流で起こっていて、日本企業
の経営に影響を与えそうな構造変化や質的変化を捉えることを重視している。

❸	 	2021年のキーワードを10個挙げると、以下のとおりである。後編の本号では、これらのうち
6～10を取り上げる。

	 	 1．	デジタルトランスフォーメーション（DX）の加速
	 	 2．	5Gの利用が本格化
	 	 3．	ロボット新時代の到来
	 	 4．	3Dプリンター・AMの利用が活発化
	 	 5．	非接触社会への移行
　　　　＜以上は前号（「経営センサー」2021年 1・2月号）掲載。以下は本号掲載＞
	 	 6．	XR（VR/ARなど）の実用化が加速
	 	 7．	SDGsへの取り組みの本格化とグリーンリカバリー
	 	 8．	水素社会構築の動きが世界中で進展
	 	 9．	2050年実質ゼロに向けた取り組みが加速する脱炭素化とエネルギー転換
	 	 10．	MaaSとスマートシティの新展開
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６．XR（VR/ARなど）の実用化が加速

XRとは
　VR（仮想現実）は、コンピューター上に人工的
な環境をつくり出し、あたかもそこにいるかのよ
うな感覚を体験できる技術である。AR（拡張現実）
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
拡張しようとする技術である。そして、VR と AR
を融合した技術が MR（複合現実）である。
　VR・AR・MR は、現実世界と仮想世界をどの
程度混ぜるかという表現の仕方が違うだけで、本
質的には同じ画像処理技術である。今後、技術が
十分に進歩すれば、これらの区別（言葉の違い）
はほとんど意味を持たなくなるとみられている。
本 稿 で は、VR、AR、MR を 総 称 し た XR（X 
Reality：クロスリアリティ）という言葉を主に用
いることにする。
　VR などの XR は、「2020 年の日本産業を読み解
く 10 のキーワード」でも取り上げた。昨年版で
筆者は「2020 年は XR の産業利用がより多くの業
種、より多様な用途で進む年になるだろう」と指
摘した。現実に、コロナ禍によって XR への関心
が飛躍的に高まり、その実用化の動きは一段と加
速することになった。

コロナ禍で関心が高まる
　新型コロナウイルスの影響により、「巣ごもり消
費」が増加する中で、生活者の XR に対する関心
が高まっている。2020 年 10 月には、米フェイス
ブックがゴーグル型 VR 端末の新機種「オキュラ
ス・クエスト 2」を発売し、注目を集めた。同製
品はパソコンがなくてもこれ 1 台でバーチャル体
験が楽しめるうえ、初代よりも軽量かつ低価格で
あるため 1、VR 普及の起爆剤になると期待されて
いる。

　とはいえ、生活者が余暇を楽しむために XR 関
連機器などを購入する動きは、まだそれほど盛り
上がっていない。一方、コロナ下で出荷台数が顕
著に伸びているのは、事業者向け XR である。コ
ロナ禍を受けて、企業は非対面・非接触の対応を
迫られ、オンライン会議などの整備を進める中で、
XR の活用についても導入を検討する機運が高
まっている。
　野村総合研究所のアンケート調査 2 によれば、
コロナ下で幅広い業種で VR 活用に前向きな姿勢
がみられるようになっている（図表 1）。最も VR
活用への関心が高い業種は建設業（およそ 56％が
活用中または活用を検討中）であるが、最も関心
が低い医療・福祉でもおよそ 36％が活用に関心を
持っている。

1    オキュラス・クエスト 2 の価格は 299 ドル（日本では 3 万 3,800 円）からとなっている。
2    野村総合研究所「IT の利活用に関するアンケート調査（2020 年 6 月実施）」（『IT ナビゲーター 2021 年版』2020 年 12 月）。

図表 1　業種別 VR 活用度合い
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（注） 野村総合研究所「ITの利活用に関するアンケート調査」（2020年
6月実施）
出所：野村総合研究所『ITナビゲーター 2021年版』2020年12月
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　日本でも 2018 年ころから、産業用途の XR 活
用事例が徐々に増え始めてはいた。それがコロナ
ショックで物理的な移動や活動が制限されたこと
を受けて、幅広い産業分野で XR 活用を検討する
動きが出てきた。
　この背景には、ビデオ会議での商談・ミーティ
ングが普通になり、多くの人がデジタルツールに
慣れ、バーチャルへの抵抗感が小さくなったこと
がある。以前は、会社の上司が部下に「これ、オ
ンラインで行う必要があるの？」と問いただす光
景が見られた職場でも、今では「これ、実際に会っ
て行う必要があるの？」という発言に置き換わっ
ている。こうした常識の変化が、ビジネス用途の
XR 活用を後押ししている。
　前述した野村総合研究所のアンケート調査によ
れば、「新型コロナウイルスが収束した後でも、現
在同様 VR の導入検討を進めていく」と回答した
企業が全体の 9 割を超えている。XR は一過性の
ブームではなく、アフターコロナ時代においても
普及が進み、当たり前のツールになっていくと予
想される。

XRがもたらすビジネス価値
　なぜ幅広い産業分野で XR の活用が検討されて
いるのか。それは、XR はうまく使えば、図表 2 に
掲げたような多様なビジネス価値をもたらしてく
れるからである。
　コロナ下で出社制限などの移動制限や非接触で
の業務遂行が求められる中、図表 2 の①、②、③
を実現できる XR に対する注目が一気に高まっ
た。リモートワークへの活用のほか、遠隔接客用
途の XR の開発事例も増えてきた。例えば、スター
トアップ企業のパーフェクトは、AR を使った遠隔
接客システムの提供を始めており、化粧品業界で
美容部員による遠隔接客に利用されている。

広がる研修用途、展示会用途のXR活用
　企業の研修用途についていえば、②や⑤の価値
が評価されて、コロナ前から XR を活用して従業
員のスキル不足の解消や、習熟までにかかる時間
と費用の削減を図る企業が増えていた。そこへコ
ロナ禍が起こり、人が集まることが難しくなった
ことで、XR を使った研修の導入機運が一段と高
まっている。
　ファミリーマートは、商品の陳列やレジでの接

図表 2　XR がもたらすビジネス価値

① 時間や場所を問わずに空間が再現できるので、移動コストが削減できる
　（移動そのものが不要になる）
 
② 遠隔地から指導・教育・トレーニングができる 
直感的な情報提供やリアルタイムの作業指示が可能 ／ 実物の機器に重ねて表示して効率よく指導できる 

③ 別の場所にいる人同士で、自然なミーティングやコラボレーションができる 
遠隔地にいる人と同じ仮想空間が共有できる ／ ウェブ会議よりも「会った感」が得られる ／  
視線を合わせて話せ、相づちも打てる

④ ハンズフリーで情報確認ができる 
スマートグラス上に必要な情報が表示できるため、紙のマニュアルや指示書を手に持つ必要なし

⑤ 疑似的に失敗経験を積むことができる
身の安全を確保しながら、あたかも現実の失敗のように感じられる体験が繰り返しできる

⑥ これまで不可能だった情報の伝達や「プレ体験」が可能になる 
まだ完成していないものもビジュアル化して伝えられる ／ 口頭説明より説得力のあるプレゼンができる 

出所：各種資料を基に東レ経営研究所作成
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客などを VR プログラムで学ぶ新入社員向け研修
の導入に向けた実験を行った。通常の研修に比べ
て必要な日数を半減できたほか、学習効率の向上、
研修コストの削減、教え方のばらつきをなくせる
といったメリットが確認できたという。
　XR のコンテンツを手がけるジョリーグッドは、
医療研修向けの「オペクラウド VR」を開発した。
手術室に行ったかのような臨場感で執刀医の技が
みられるほか、手術に関する名医の解説や医療機
器の情報も VR で表示できる。実際の手術室だと
立ち入れる人数に制限があるが、VR なら何人でも
研修を受けられるというメリットがある。同社は、
重症の新型コロナウイルス感染症患者が必要とな
る体外式膜型人工肺（エクモ）を使った処置を学
習する VR コンテンツも開発している。
　コロナ下でリアルの展示会が休止に追い込まれ
る中、XR を使ったバーチャル展示会をオンライン
で開催するケースが相次いでいる。これは図表 2
の①、③、⑥の価値に注目した動きである。説明
員の出張費や宿泊費などを含め、リアルの展示会
より安価に開催できるというメリットもある。

コロナ収束後もXRは使われ続ける
　XR が現実社会をバーチャルに置き換えて再現
するだけならば、新型コロナ収束後には、「対面で
会った方が早い」ということになってしまう。移
動コスト節減目的の XR 利用は定着するとしても、
XR 市場の伸びは一服してもおかしくない。しか
し、そうはならず、アフターコロナの時代も XR
市場は拡大が見込まれる。その理由は、XR の活用
によって「現実以上」の効果がもたらされると期
待されるからである。
　XR でリアルを超えるバーチャルならではの価
値を生んでいる例を以下に挙げてみよう。

★   まだ完成していない製品や建物でも、ビジュ
アル化して顧客に見せられる。家やマンショ
ンのような高額なものを購入する前に、事前
入居体験ができる。すでに、多くの不動産会社

がVR を使ったモデルルームを導入している。
★   コロナ下で修学旅行を取りやめる学校が多い

中、JTB は VR を活用したバーチャル修学旅
行を学校に提供するサービスを始めた。バー
チャルならではのコンテンツも盛り込まれて
いる（例えば、京都の清水寺では、「清水の
舞台から飛び降りる」ということわざどおり、
VR を使って実際に舞台から飛び降りる感覚
が味わえる）。

★   AGC（旧名、旭硝子）は、製品や素材の開
発スピードを加速するために XR を導入して
いる。例えば自動車用ガラスの開発では、バー
チャル空間上での VR による試作でガラスを
はめ込んだ状態を再現することで、遮熱や断
熱といったガラスに求められる機能と、見栄
えをいち早く評価できるようになった。

★   アバター（分身のキャラクター）を用いて、
人間の隠れた能力を引き出す効果に注目して
いる企業もある。阪急阪神ホールディングス
が、2021 年 3 月に開催するバーチャル展示
会では、出展者と来場者が分身キャラクター
のアバターとなってパソコンから参加する。
出展者・来場者同士の複数人での会話や商談
が可能という。

★   AR を活用したオンライン試着に関心を寄せ
る企業も多い。2 次元の画像よりも AR のよ
うな 3 次元の CG の方が物欲が刺激されやす
いとの研究結果があるためである。ジュエ
リー販売の「ケンドラスコット」のオンライ
ンサイトでは、一部のアクセサリーの AR 試
着ができる仕組みを導入している。

★   XR を使って人間の五感や身体能力を拡張す
る技術の開発が進んでいる。カナダのスター
トアップ企業、ローガンビジョンが開発した、
消防士のヘルメットに装着する HMD は、火
災現場で煙が充満して、肉眼では辺り一面何
も見えない環境でも、安全に通れる場所をナ
ビゲートしてくれ、センサーで火元もわかり、
効率的な消化活動を可能にするツールである。

2021年の日本産業を読み解く10のキーワード
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リモートワークの問題点が解消できるXR
　リモートワークに代替されて、リアルの対面機
会が激減すると、人は既存の遠隔会議ツールだけ
のコミュニケーションに物足りなさやもどかしさ、
ストレスを感じるようになる。この問題が解決で
きるツールとして、XR の出番が増えると予想され
る。
　XR を使ったバーチャルオフィスでは、リアル
な従業員と遠隔からホログラムで参加する従業員
が 3D 空間を共有し、人と人の距離を感じながら
会話をしたり、ホログラム化された資料や製品を
共有したりすることも可能になる。
　XR を使えば、自然で直感的な意思疎通や、臨
場感のある「場の共有」「以心伝心」を実現できる
可能性がある。リモートワークが普及すればする
ほど、顧客や従業員の感情のつながりや共感を深
めるための XR 活用に対するニーズが増大するだ
ろう。

★   システム開発のアジャイルウェアは、オンラ
イン上の仮想オフィスを利用している。「会
議中」「休憩中」といった社員それぞれの状
況がパソコンの画面に映し出され、一緒にラ
ジオ体操をしたり、自分のアバターを操って
他の社員と交流したりできる。意思疎通がし
やすく、在宅勤務の孤独感解消に一役買って
いる。

★   NTT ドコモは、3D アバターを使って遠隔に
いる人と仮想空間で会議ができるシステムの
実証実験を 2021 年 1 月末に開始した。利用
者はスマホで顔写真をとり、専用アプリで自
分に似た 3D アバターを生成。VR ゴーグル
を装着し、仮想会議室でアバターを通して身
ぶり手ぶりをしつつ会議ができる。

GAFAが XR開発に動き出した
　ウィズコロナ期に入って、XR 端末の開発をめ
ぐって GAFA（米大手 IT4 社）の動きが活発になっ

てきた。
　2020 年 6 月、グーグルは、スマートグラスを手
がけるカナダのスタートアップ企業、ノースを買
収した。
　同月、アップルは同社開催のイベントで、AR に
欠かせない立体音響技術を発表し、開発中とうわ
さされている AR グラス「Apple Glass」の準備を
進めている様子をうかがわせた。同社は、別途
VR 用 HMD も開発中で、早ければ 2022 年に発売
する計画と報じられている。
　フェイスブックは、前述したゴーグル型 VR 端
末「オキュラス・クエスト 2」を日本でも家電量
販店などを通じて販売しているほか、在宅勤務中
に VR 画面で作業できる仮想オフィスの開発に取
り組んでいる。2020 年 9 月には、イタリアの大手
眼鏡メーカー、ルックスオティカとの提携を発表
し、著名ブランド「レイバン」の製品として VR
グラスを 2021 年に発売すると表明した。

普及に向けた課題
　XR が今後ビジネスシーンで本格的に普及する
ためには、①常時身にまとえるほど装着しやすく、
電力消費が小さい端末の開発、② VR 酔いを低減
する技術の進化、③マウスとグラフィック・ユー
ザー・インターフェースに匹敵するような、HMD
向けの革新的な入力方法の開発、などが必要とさ
れる。これらの実現には、まだ一定の時間を要す
るだろう。
　しかし、VR/AR グラスの小型化・軽量化・高機
能化などハード面の技術開発は相当なスピードで
進んでいる。
　パナソニックは、2021 年 1 月に米ラスベガスで
オンライン開催された IT 見本市「CES 2021」に
眼鏡のように手軽に装着できて、長時間着用可能
な VR グラスを出展した。キヤノンは、重さを従
来機種の約半分（338g）に抑えた小型 MR 用ゴー
グルを 2021 年 2 月に発売して、幅広い産業現場
への導入を狙っている。
　電子部品大手の TDK は、NTT などとの共同開

産業経済
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発で、AR グラスに映像を映し出すためのレーザー
モジュールを競合製品の 10 分の 1 以下に小型化
する取り組みを進めている（2022 年 3 月までの実
用化を目指す）。
　前述のように GAFA 勢が XR の端末やソリュー
ションの開発に乗り出していることから、数年後
には世界で市場が立ち上がる可能性もあり、状況
を注視していく必要がある。

バーチャル経済が拡大し、見慣れた光景に
　今後もしばらくウィズコロナ期が続く中で、わ
れわれの生活様式と働き方は、XR 技術を使ったオ
ンライン空間での活動が増えていき、バーチャル
経済が拡大していくことは間違いないだろう。
　コロナ下で普及し始めたオンライン展示会を例
に挙げれば、当初は現実の代替としての需要が多
かったが、最近は XR を使ってどのような面白い

ことができるかを追求する動きが増えてきた。ビ
ジネスでの XR の活用シーンが増えるにつれ、今
は違和感のある「バーチャル空間に仕事をしに行
く」という行動が、徐々に当たり前のものとして
職場に定着していくことが予想される。
　仕事で XR を使うことが見慣れた光景になれば、

「リアルが本物でバーチャルが偽物」という意識は
消え、リアルとバーチャルを区分して考えること
の意味もなくなっていくだろう。やりたい仕事を
効率的・効果的に進められるなら、その手段がリ
アルかバーチャルかは問題ではなくなる。バーチャ
ルは「偽物」ではなく、「事実上の本物」になる（こ
れがバーチャルという言葉の本来の意味である）。
　こうした光景が見られる日が来るのは、昨年初
時点では 10 年以上先の話と考えられていたが、コ
ロナ禍によってその到来時期が数年は早まったと
考えられる。

７．SDGsへの取り組みの本格化とグリーンリカバリー

　SDGs は「エスディージーズ」と読み、「Sustainable  
Development Goals（持続可能な開発目標）」のこ
とで、2015 年 9 月の国連総会で正式に採択された
国際社会共通の目標である。貧困、エネルギー、
成長と雇用など、持続可能な社会を実現するため
の 17 の目標が設定されており、2030 年までの達
成を目指すものである。
　2016 年の運用開始から 6 年目に入った SDGs で
あるが、ここにきて社会の SDGs に対する関心が
一段と高まっており、企業の取り組みが本格化し
ている。
　新型コロナウイルスの感染拡大で世界が危機に
直面したことを受け、SDGs の取り組みが停滞す
ることを懸念する声もあった。だが、実際には、
コロナ下で企業は SDGs への取り組みを強化しつ
つある。これはなぜだろうか。

コロナ禍で重要性が増したSDGs
　コロナ禍は、持続可能でない成長モデルの脆弱
さをあぶり出した。そのしわ寄せは非正規雇用者
や接客業、中小企業といった取り残されがちな人々
に集中している。危機はつらいものだが、今まで
当たり前と思っていた前提や価値観を本質に立ち
返って考え直す好機であり、従来の経済・社会シ
ステムを抜本的に変えるチャンスでもある。コロ
ナ禍からの回復で必要なのは、持続可能な社会へ
と舵を切ることで、予測できない次なる災難が来
ても対応できる強さを身につけることだ。不確実
性の高い環境下で、社会課題の解決を継続的に行っ
ていくためにも、今こそ SDGs に取り組むことで、
現下の危機を「社会を変革しよりよい未来をつく
る機会」とするべきだ 3。―このように考える人
が増えたことが、SDGs の盛り上がりの背景にあ

3    SDGs の国連決議（通称「2030 アジェンダ」）のタイトルには「我々の世界を変革する」と書かれている。変革なきところには持
続可能な世界はないというのが、SDGs を貫く重要な理念の 1 つである。
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ると考えられる。
　また、SDGs の 17 目標の中には、それを解決し
ようという意識がコロナ禍によっていっそう強く
なったものも多い。例えば、デジタルトランス
フォーメーション（DX）が加速する中で、リモー
トワークの活用が進み、ワークライフバランスを
実現する手段が増え、「目標 8：働きがいも経済成
長も」への取り組み姿勢は本気度を増してきた。
また、コロナ禍で全世界的に感染防止や衛生意識
が高まったことは、「目標 6：安全な水とトイレを
世界中に」というゴールに対する取り組みを後押
しすると考えられる。
　こうしたことから、アフターコロナの時代には、
持続可能な世界を構築していくための道標として、
SDGs がいっそう重視されていくと予想される。
　日本政府が 2020 年 12 月にまとめた「SDGs ア
クションプラン 2021」でも、喫緊の課題であるコ
ロナ危機の克服にとどまらず、「よりよい復興」に
向けた具体策を盛り込んだ、未来志向の計画となっ
ている。
　同プランでは、温暖化への対応は経済成長の制
約ではなく、積極的に温暖化対策を進めることが
産業構造や経済社会の変革をもたらし、経済成長
につながるという発想の転換が必要と明記されて
いる。また、コロナ危機のために国際社会におい
て人道・開発・平和が損なわれてはならず、「誰一
人取り残さない」との考え方の下、SDGs を重要
な指針として臨むことが重要と指摘している。
　政府の 2021 年度予算案および 2020 年度第 3 次
補正予算案において、SDGs 関連施策の予算は約
6.5 兆円が計上され、前年度予算（約 1.7 兆円）の
3 倍以上の規模となっている。

高まるSDGsへの投資家の関心
　SDGs に対する投資家の関心は一段と高まって
いる。この背景には、企業価値の決定要因の重点
が財務情報から、SDGs への取り組みなどの非財

務情報へと移行したことがある。また、大手機関
投資家が SDGs への資金供給を通して社会課題の
解決に積極的に参画する動きが明確になってきた。
　例えば、世界最大の資産運用会社の米ブラック
ロックは、2020 年 4 月、SDGs の 169 個のターゲッ
トに焦点を当てた新しいファンドを立ち上げた。
2021 年 1 月、同社ラリー・フィンク CEO が投資
先企業のトップに送った書簡では、脱炭素化に向
けた事業戦略を開示するよう、投資先企業に求め
ることを明らかにした。

企業はなぜSDGsに取り組むのか
　企業が SDGs について何か取り組む場合、通常
2 つのアプローチが考えられる。
　① 自社の既存の活動が「持続可能な開発目標」

に合致していることをアピールする。
　② 自社の中で「持続可能な開発目標」に沿った

新規の活動・事業を始める。
　では、なぜ企業が SDGs に取り組むのか。「社会
的評価が上がるため」「SDGs を重視する投資家に
評価され、生き残るため」、こう言ってしまえば、身
もふたもない話になるが、実際問題として、この
理由から、（多少納得いかない部分はあっても）企
業の存続のためには SDGs に取り組まざるを得な
い」と考えている企業が多いのではないだろうか。
しかし、仕方なく取り組んでいる姿勢が市場に見
透かされてしまうようでは、企業の社会的評価は
さほど上がらないだろう。
　そこで、SDGs を「身もふたもない話」でなく
するために、立ち止まって考えるべきだ、と社会情
報大学院大学学監の川山竜二氏は主張している 4。
なぜ SDGs に関する取り組みをすると社会的評価
が上がるのか。なぜ社会的評価を上げるために
SDGs に関する取り組みを選ぶのか。これらの問
いに答えられるように思考を一巡させることで、
SDGs の取り組みは「身も蓋もある話」になると
いう。SDGs を経営に組み入れることによって、

4    川山竜二「新規事業担当者に求められる広報視点」（『月刊事業構想』2019 年 3 月号）。
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自社の持続的な成長にとって何が重要なのか、社
会のさまざまな課題に自社がどのような解決策が
提供できるのかを考えるよい機会が得られるから
である。
　いずれにせよ、SDGs は社会貢献だけではない、
企業の経営戦略における重要な経営指標になって
いることは確かである。SDGs を戦略に取り込め
ない企業は今後淘汰されていく可能性がある。こ
うした中、SDGs を「義務」と捉えるのではなく

「チャンス」と捉え、事業を持続的に発展させる取
り組みと位置づけて、前向きに取り組む企業が増
えてきた。

SDGsを事業と関係づけることのメリット
　SDGs はすべての国連加盟国が合意した目標で
あるから、その目標を目指すことは公共性のある、
正当な活動である 5。企業として SDGs に取り組
むことは、そのことを従業員や顧客・取引先に示
すことにつながる。世界共通言語である SDGs と
いう言葉を使うことによって、どういう意義のあ
る活動をしているのかを多様なステークホルダー
に伝えることが可能になる。
　また、SDGs はすべての国連加盟国によって合
意されたものであるから、世界の進むべき方向が
示されたものと考えてよい。そこに描かれた世界
は、紆余曲折はあっても、いずれ実現される可能
性が高い。そうであるとすれば、SDGs に対応す
ることは、企業にとっても社会貢献を超えて、成
長戦略に直結する話である。企業が新しい価値を
生み出すストーリーや事業を作る際に、SDGs を
活用しない手はない。
　さらに、SDGs には目標とターゲットがあるだ
けで、詳細な実施ルールはないという点も、企業
の成長戦略に活用しやすい特徴である。SDGs で

は、各主体が自由に目標達成に向けた方策を考え、
自分に合ったやり方で対応を進めることができ
る。法的な拘束力もなく、目標が達成できなくて
もペナルティはない。自由度が高いため、創造性
を発揮できる世界であり、事業戦略で他社との差
異化を図るのに向いている。

「グリーンリカバリー」と「カーボンニュートラル」
が新潮流に
　2020 年は、今後注目すべき産業キーワードとし
て「グリーンリカバリー」と「カーボンニュート
ラル（炭素中立）」が急浮上した年になった。
　グリーンリカバリーとは、新型コロナウイルス
の感染拡大によってダメージを受けた経済を回復
させるに当たって、過去の姿を取り戻そうとする
のではなく、これを機に温暖化対策を進めること
で、コロナ前よりも持続可能な社会に変えようと
する取り組みである。
　2020 年は、各国の都市封鎖や工場停止、ステイ
ホームなどを背景に、人の移動や経済活動が抑制
された影響で、化石燃料由来の二酸化炭素（CO2）
排出量は、世界で前年比 7％減少、欧州で同 10％
以上減少したとされる。
　だが、経済活動の急収縮に頼った排出量削減で
は、経済の回復とともに後戻りしてしまう。気候
変動の被害は、コロナ危機の被害よりも長期に及
ぶものであり、気候変動の危機を回避できるよう
な経済社会への移行が必要である。一方で、コロ
ナ危機で落ち込んだ経済は一刻も早く回復させる
必要がある。
　この観点から国際的に提唱されているのが、グ
リーンリカバリーである。コロナ後の経済復興策
を脱炭素社会の実現に向けた契機にしようという
考え方である。

5    SDGs は国連の総意とはいっても、国際交渉の結果決まった妥協の産物である以上、完璧な「絶対善」ではない。ルールづくり
を主導した欧米諸国にとって都合のよい目標設定になっている部分もあるし、SDGs の目標以外にも重要な社会課題が存在する
ことは確かである。しかし、ルールづくりに成功した者が有利になるのはビジネスの鉄則である。そして、未来の世界の姿はこ
うあるべきだという目標が示され、すべての国連加盟国が合意をしたのは、SDGs が歴史上初めてである。すでに世界で SDGs
達成に向けたゲームが始まっており、参加プレーヤーたちがしのぎを削っている。今さら SDGs の細部の問題点を理由に、それ
に背を向けることは無益だ。企業は主体的かつしたたかに SDGs に取り組むべき時代に入っていることを認識すべきだろう。
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　SDGs の取り組みに関して、コロナ危機を「社
会を変革し、よりよい未来をつくる機会」にしよ
うという考え方が台頭していることを前述したが、
グリーンリカバリーもこれと同じ発想といえる。
　2020 年は世界でグリーンリカバリー政策が打ち
出されると同時に、主要国政府が相次いで「カー
ボンニュートラル」を政策目標に掲げた年になっ
た 6。カーボンニュートラルとは、温暖化ガス排出
量を可能な限り削減するとともに、削減不可能な
部分を森林吸収や排出量取引により相殺すること
で、排出量が実質ゼロとなった状態のことをいう。

日本もカーボンニュートラルを宣言し、グリーン
成長戦略を発表
　日本では、菅首相が 2020 年 10 月 26 日の所信
表明演説で、2050 年までに温室効果ガス排出量を
実質ゼロとする目標を表明した。
　12 月 25 日には、経済産業省が中心となって策
定した「2050 年カーボンニュートラルに伴うグ
リーン成長戦略」が発表された。これは「2050 年
にカーボンニュートラルな社会を実現する」とい

う目標に向けて、企業が温暖化対応を成長につな
げられるよう、産業政策をまとめたのがグリーン
リカバリー政策である。温暖化ガス排出量を 2050
年に実質ゼロにする工程表が示され、2050 年には
自動車の電動化などで電力需要が 30 〜 50% 膨ら
むと想定し、再生可能エネルギーの比率を今の 3
倍の 50 〜 60% に高める目安を示した（図表 3）。
　グリーン成長戦略では、洋上風力や水素・燃料
アンモニア、自動車の電動化と蓄電池、CO2 の回
収・再利用など 14 の重点分野を定め、課題と対
応策をまとめた。洋上風力は 2040 年までに原子
力発電所 45 基分に相当する 4,500 万 kW の普及を
目指す。乗用車は 2030 年代半ばまでに新車販売
をすべて EV やハイブリッド車などの電動車に切
り替える。風力発電機の製造や EV 用の蓄電池を
供給する産業を育成し、導入コストも低減する。
また、2 兆円規模の基金を創設し、将来の社会基盤
となる技術の開発・実証を支援する計画となってい
る。こうした投資を成長のてこにする戦略で、2050
年時点で年 190 兆円の経済効果を見込んでいる。
　グリーンリカバリーで脱炭素社会の実現を目指

6    カーボンニュートラル、脱炭素化については、項目 9 で詳しく解説していますので、ご参照ください。

図表３　カーボンニュートラルへの転換イメージ

非
電
力

電
力

炭
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除
去

2018年
10.6億トン

2030年ミックス
9.3億トン（▲25％）

2050年
排出＋吸収で実質0トン

（▲100％）

民生
1.1億トン

産業
3.0億トン

運輸
2.0億トン

4.5億トン

民生
0.9億トン

産業
3.3億トン

運輸
1.5億トン

3.6億トン

※数値はエネルギー起源CO2

（今後議論を深めていくための参考値。今後、
以下に限定せず複数のシナリオ分析を行う）

電化

脱炭素電源

水素、メタネーション、合成燃料、バイオマス

化石燃料

再エネ
原子力

火力＋CCUS/カーボンリサイクル
水素・アンモニア

｝
（50～60％）
（30～40％）

（10％）

植林、DACCSなど

電力需要
＝30～50％増

CO2回収・再利用
の最大限活用

出所：経済産業省「2050年カーボンニュートラル に伴うグリーン成長戦略」2020年12月25日
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す政策を掲げているのは、もちろん日本だけでは
ない。図表 4 に示したとおり、先行する欧州連合

（EU）のほか、中国、米国など各国がグリーンリ
カバリー政策を打ち出し、カーボンニュートラル
目標を表明している。
　日本を含む世界の多くの国が「2050 年に CO2

排出実質ゼロ」を目指して動き始めた。これは、
化石燃料の使用を前提に発展してきた産業の姿を
根底から組み替えるに等しい大変革で、まさにゲー
ムチェンジといえる。

日本のグリーン成長戦略の評価
　環境関連事業で持続的成長を目指す企業にとっ
て、重要なのは予見可能性だ。菅首相が脱炭素目
標を具体的に示したことは、政策の予見性という
点で経済界にとって歓迎すべきことである。グリー
ン成長戦略の中で、特に発電部門の脱炭素化に向
けたロードマップが具体的に示されたことで、政
策が進む方向の視界がだいぶ良好になった。
　排出ガス削減目標をめぐる国際政治ゲームにお
ける日本のカーボンニュートラル宣言のタイミン
グという観点では、手遅れにならず、ギリギリ間
に合ったと評価できる。米バイデン新政権が脱炭
素に取り組む姿勢を打ち出すことが予見された中
で、日本がわずかでも先に宣言したことは、国際

的な評価を高める効果もあった。
　2050 年の脱炭素目標の実現可能性については、
悲観的な見方が多い。だが、いずれは実現しなけ
ればならないと認識されている目標の場合、達成
時期がずれ込んでも達成すること自体に価値があ
る。目標年に実現できる見込みがないからといっ
て、取り組まなくてよいわけではない。どうすれ
ば期間内に達成できるかを考え抜き、革新的イノ
ベーションを起こした組織がグローバル競争の勝
者になる可能性が高い。
　一方、日本のグリーン成長戦略には、今後に残
された課題が数多く存在する。

投資資金の確保と国全体の基本方針
　安倍政権下で「2050 年に▲ 80%」としていた脱
炭素の目標を、菅政権は一気に「2050 年までに▲
100％（カーボンニュートラル）」に上方修正した。
この目標は容易なものではなく、実現には画期的
な技術イノベーションと社会変革が不可欠という
のが、専門家の一致した見方である。
　日本の排出ゼロの実現のためには、従来の延長
線上の方策だけでは足りず、CO2 の回収・利用・
貯留（CCUS）や水素発電、精製時に CO2 を排出
しない「カーボンフリー水素」などの技術開発で
ブレークスルーを起こし、新産業を創出していく

欧州連合
（EU）

2019 年 12 月、「欧州グリーンディール政策」を公表。温暖化ガス排出量の削減（2050
年に実質排出ゼロ）目標を掲げ、雇用創出とイノベーションを促進する成長戦略。
2020 年 8 月、新型コロナ対策に 7,500 億ユーロの EU 復興基金を設立。2021 ～ 
27 年の EU 中期予算案（1 兆 743 億ユーロ）と合わせた予算規模は 1 兆 8,243 億ユー
ロと過去最大で、うち少なくとも 3 割は気候変動対策に充てられる。

ドイツ
2020 年 6 月、経済基盤を長期的に強化する施策「未来パッケージ」を発表。気候変動
に対応するモビリティとデジタル化を重視し、500 億ユーロを配分。電気自動車の購入
促進やインフラ整備などの気候変動対策の技術への投資促進施策を掲げた。

中国
2020 年 9 月の国連総会で、習主席が、2060 年までにカーボンニュートラルを目指す
と表明した。同年 12 月の国連の気候変動会議では、現在の目標を引き上げる新たな
2030 年の温暖化目標を発表。

米国

バイデン大統領は、1 月 20 日の就任式の直後に、パリ協定への復帰を含む、一連の環境・
エネルギー関連の大統領令に署名。バイデン氏の公約には、2050 年のカーボンニュー
トラル、2035 年の電力脱炭素化、グリーンエネルギーなどへのインフラに 4 年間で 2
兆ドル投資といった気候変動対策が盛り込まれ、コロナ禍で打撃を受けた経済の復興策
としても位置づけられている。

韓国
文在寅大統領は 2020 年 7 月、「グリーンニューディール」政策に 114 兆 1,000 億ウォ
ン（約 946 億ドル）を投じると表明。さらに、10 月 28 日、国会施政演説で「2050
年にカーボンニュートラルを目指したい」と表明。

図表 4　各国・地域のグリーンリカバリー政策とカーボンニュートラル目標

出所：各種資料を基に東レ経営研究所作成
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必要があるとされている 7。
　今後 30 年かけて、これらの領域で非連続のイ
ノベーションを起こすためには、それに要する巨
額の投資資金をどのように確保するのかを明確に
する必要がある。さらに、今後のイノベーション
促進とそれを支えるインフラ整備を官民でどのよ
うな役割分担で進めていくのかについて、国全体
の基本方針を定めることが必要だ。

経済への負の影響を抑えなければグリーンリカバ
リーは実現しない
　世界で脱炭素化を目指す動きが進むことで、EV
やカーボンリサイクルなどの開発が促進され、新
たな需要の創出が見込まれる。これにより「経済
と環境の好循環」を実現し、経済成長率の底上げ
を図るというのがグリーンリカバリーの考え方で
ある。
　しかし、ただ脱炭素化を進めるだけでは、経済
に負の影響がもたらされる点に注意が必要だ。国
策として巨額の温暖化対策投資を行えば、その事
業を請け負う企業の売り上げは増えるが、その原
資をエネルギー税などの形で負担する企業の競争
力減退や家計の可処分所得減少につながり、トー
タルでは経済活力が低下する恐れがある。産業部
門で大幅な CO2 排出量削減が求められる中、企業
によっては既存の設備の更新を強いられ、コスト
増要因になる。例えば自動車業界では、サプライ
ヤーを含む生産の脱炭素化のために、部品・車両
製造、燃料製造時を含めた CO2 削減が必要になる
が、安価な再生可能エネルギーが普及していない
状況では、コスト増要因となり、競争力を失う可
能性がある。また、カーボンニュートラルの観点
からすれば、自動車生産拠点を日本より環境負荷
の小さい電力を使う地域に移す動きが出てもおか
しくない。

　したがって、国全体として経済活力を失うこと
なく、グリーンリカバリーを実現するためには、
日本の産業が高コスト体質にならないように配慮
しながら、脱炭素化を進めることが重要である 8。

脱炭素社会に向けた「公正な移行」の仕組み
　同時に、経済構造の転換を進める中で、時代の
潮流に取り残され、打撃を受けるセクターに対す
る配慮も求められる。これから 30 年かけて行う
脱炭素社会に向けた変革は痛みを伴うものであり、
痛みへの手当てがないと変革は頓挫する。
　この点において、「欧州グリーンディール政策」
では、脱炭素へと産業を誘導する施策を講じると
同時に、衰退産業や雇用縮小の発生を前提に、衰
退産業で発生する失業者への技術研修や中小企業
に対する支援策など、弱者を支える仕組みを用意
している 9。
　日本のグリーン成長戦略においても、脱炭素社
会に向けた経済構造の転換を円滑に進めるには、
脱炭素化を進めることで衰退が予想される産業に
対して、新たに必要となる産業への転換を促す政
策措置や、脱炭素化で割を食う人々に対する支援
策を整備することが不可欠と思われる。

始動するか、日本のグリーンリカバリー
　最近、経済活性化策や成長戦略といえば、「デジ
タル」と並んで「グリーン」という言葉が持ち出
される傾向が強まっている。だが、「グリーン」自
体は「打ち出の小

こ

槌
づち

」ではない。グリーンリカバリー
は、「今の時代、グリーンが成長のエンジン」といっ
た掛け声だけで実現できるほど甘いものではない。
　世界が脱炭素社会の構築に向けて動き出す中、
日本のグリーン成長戦略が経済と環境の好循環を
生む、本物のグリーンリカバリー政策として始動
するかどうかを注視していく必要がある。そのう

7    カーボンフリー水素については、項目 8 で解説している。
8    「日本の部材メーカーが海外 IT 企業のサプライチェーンから外される」ことを避けるために、再生可能エネルギー比率 100％を

実現したとしても、そもそも日本企業にコスト競争力がなければ、サプライチェーンに残ることはできない。
9    欧州グリーンディールでは、「欧州委員会は、誰も取り残さないために、公正な移行基金を含む公正な移行メカニズムを提案する」

と明記されている。
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8．水素社会構築の動きが世界中で進展

2020年は「水素元年」？
　EU の「欧州水素戦略」が公表されるなど、
2020 年はいわば水素元年といってよいぐらい、世
界中で水素社会の構築に向けた取り組みが立ち上
がったり、既存の取り組みの見直しが進められた
りした（図表 5）。水素協議会（詳細は後述）によ
れば、図表 5 のような水素社会の構築に向けた政
策やプランは、2020 年だけで 15 以上の国・地域
が策定したとのことである。
　といっても、こういった動きは 2020 年になっ
て急に持ち上がったわけではなく、ここ数年の研
究開発や実用化の取り組み、さらには支援施策の
成果などの積み上げがあったうえで、さらに水素
社会の構築を加速させようとするべく、打ち出さ
れたものである。

脱炭素化と水素社会の構築
　詳細は項目 9 で紹介するが、2020 年は脱炭素化
に向けた新たな一歩となった 1 年であり、再生可
能エネルギーの導入拡大や各種モビリティの電動

化などがいっそう進むものとみられる。他方、脱
炭素化に当たっては、熱需要や大型モビリティ（バ
ス・トラック・鉄道等）の脱炭素化など、再生可
能エネルギーの導入拡大や電動化だけでは解決で
きない問題は少なくない。また、再生可能エネル
ギーそのものも、供給量が場所・時間・天候で左
右され、発電量が変動することから、さらなる導
入拡大には場所や時間の壁が越えられる取り組み
が欠かせない。
　2020 年に入り、各国で相次いで水素社会の構築
に向けた新たな取り組みが立ち上がったのも、脱
炭素化を進めるうえで水素、特に再生可能エネル
ギー由来の電力で製造された「カーボンフリー水
素（グリーン水素、ブルー水素）」の利用拡大が、
前述したような再生可能エネルギーの導入拡大に
当たっての急所をカバーするうえで必要不可欠と
判断されたためである。
　また、水素社会の取り組みはすそ野が広いため、
脱炭素化に伴って、さまざまな産業における需要
創出が期待できる（図表 6）。こうした点を踏まえ、

えで、各経済主体はこの経済社会構造の変革にど
う向き合い、何をなすべきかの決断を迫られるこ

とになるだろう。

月 国・地域 取り組み名 特徴

4 月 中国 FCV の 助 成 策
見直し

支 援 の 対 象 を FCV 購 入 か ら、
FCV のサプライチェーン、さら
にはモデル都市における水素の
エコシステム構築に変更

6 月 ドイツ 国家水素戦略
製造方法別に水素を区分けし、
特に再エネによる水素製造を戦
略の柱に

7 月 EU 欧州水素戦略 電解水素の製造量拡大、官民連
携の枠組みづくり

9 月 フランス 水素戦略 
（改訂）

グリーン水素（原発由来の電力
使用を含む）の製造

11 月 米国 水素プログラム
計画

水素の生産や輸送、貯蔵や使用
を強く後押しするための開発・
実証計画で、エネルギー部門を
はじめ、組織横断的に水素研究
に取り組む

図表 5　 2020 年に立ち上がった水素社会の構築の
取り組み

出所：各種資料を基に東レ経営研究所作成

大項目 中項目 具体例

水素タウン
水素産業の集積 産官学連携のプラットフォーム整備、

研究開発拠点の誘致

啓発活動 情報発信の強化、広報拠点の設置

製造、貯蔵、
輸送

カーボンフリー
な水素

再生可能エネルギーで発電した電力で
製造、CCS と併用して化石燃料から
製造

貯蔵、輸送
貯蔵効率の向上（水素化合物の活用、
貯蔵圧力の引き上げ）、低コストな輸
送手段

供給 水素ステーションの整備・運営コスト
低減

燃料電池、
代替燃料

定置型 エネファーム、産業用燃料電池

自動車 乗用車、バス、トラック

その他輸送機器 フォークリフト、ドローン、鉄道、船舶

熱源
火力発電 水素火力発電

その他 バーナー用の代替燃料

図表 6　水素社会の実現に向けた取り組み

出所：各種資料を基に東レ経営研究所作成
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EU の欧州水素戦略は、脱炭素化としての施策に
加えて、コロナ禍からの復興を後押しするための
需要創出策として策定された。
　
高いポテンシャルを持つ水素だが……
　水素は、水、化石燃料、廃プラスチック、バイ
オマス資源など、特定の地域に偏ることなく、さ
まざまな原料から生成することができる。また、
燃焼させたり、燃料電池で反応させたりして、エ
ネルギーとして利用する際、CO2 など温室効果ガ
スを排出しない。
　このように優れた特性を持つ水素だが、天然ガ
スの使用が本格化する以前や、宇宙開発など特定
の分野を除き、これまであまり活用されてこなかっ
た。それは、天然ガスや LP ガスなどに比べ、輸
送や貯蔵といった取り扱いが難しく、生成のコス
トや手間もかかるためである。
　しかし、長年にわたる技術開発の結果、水素が
抱える課題が解消されて使い勝手が向上している。

脱炭素社会の構築に向けて重要性が増す水素
　近年、脱炭素の構築に向けた取り組みが活発化
しており、再生可能エネルギーの活用といった、
CO2 などの温室効果ガスの排出量を削減する取り
組みが進められている（詳細は次節）。こうした中
にあって、使い勝手が改善した水素もまた重要な
脱炭素のキーアイテムとなっている。
　特に、ここ数年で「カーボンフリー水素（後述）」
を実用的なレベルで製造できるめどが立ってきた
ことで、ますます脱炭素に向けた取り組みとして
水素社会の構築が注目を集めるようになっている。

水素社会の構築のカギを握る「カーボンフリー水
素（グリーン水素、ブルー水素）」
　水素の主な生成方法は、化石燃料を改質して取
り出すものである。この方法では、不要となった
炭素が大気中の酸素と結びつき、CO2 となってし
まう。そのため、かつては水素の利用促進は、CO2

の排出量増を招くことから、かえって脱炭素化を

妨げる取り組みとみなされていた。
　しかし、再生可能エネルギー発電のライフサイ
クルコストが低下してきたことや、一方で CO2 の
回収・利用・貯留技術（以下「CCUS」）が確立し
たことで、精製時に CO2 を排出しない「カーボン
フリー水素」の実用化がみえてきた。特に Power 
to Gas（以下「P2G」）と呼ばれる、再生可能エネ
ルギーを活用した水素（グリーン水素）の生成に
ついては、再生エネルギーの新たな活用方法とし
て注目されている。
　このようにカーボンフリー水素が実用化される
ことで、水素の生成から使用までのライフサイク
ルでみた脱炭素化が実現できるようになり、水素
利用が名実ともに脱炭素に資するようになった。
また、カーボンフリー水素は、現時点では化石燃
料由来の水素を利用している工業プロセスなどの
脱炭素化にも資するため、発電分野にとどまらな
い脱炭素化の促進にもつながる。
　なお、カーボンフリー水素をめぐっては「わざ
わざ水の電気分解に再生可能エネルギーで発電さ
れた電力を使わなくてもいいのではないか」とい
われることがある。しかし、現状では再生可能エ
ネルギー由来の余剰電力の融通や貯蔵には技術的
な限界がある一方で、水素には長距離の輸送がし
やすいことや前述したように発電以外にも用途が
あることを踏まえると、カーボンフリー水素は再
生可能エネルギーを社会の隅々まで余すところな
く活用できるものといえる。

世界的に加速する水素活用に向けた取り組み
　冒頭でも紹介したように、日本だけでなく、欧
州や中韓などにおいても、地球温暖化対策や次世
代の産業育成策として、熱源や燃料電池のエネル
ギー源として水素を使うべく、水素社会を支える
技術開発や、社会実装に向けた導入の支援を進め
ている。
　特に、ここ数年は水素活用に向けた世界的な取
り組みが進んでいる。2017 年 1 月にトヨタ自動車
など水素利用に関わるグローバル企業 13 社に

産業経済
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よって「水素協議会」が設立され、2021 年 1 月時
点では 109 社が参画している、民間での水素活用
に向けた世界的な取り組みの枠組みとなってい
る。また、2018 年 10 月に東京において「水素閣
僚会議」が開催され、2020 年 10 月には第 3 回の
会議がオンラインで開催されるなど、政府間の恒
常的な取り組みとして定着しつつある。
　日本においては、2014 年 4 月に政府が策定した
第 4 次エネルギー基本計画では、水素社会につい
て検討を進めるべき時期であるという記載が盛り
込まれ、これを受けて同年 6 月に「水素・燃料電
池戦略ロードマップ」が策定（2016 年 3 月に改定、
2019 年 3 月に再策定）された。さらに、2017 年
12 月に、水素に関する官庁横断型の国家戦略とし
ては世界初となる「水素基本戦略」を策定し、国
を挙げて水素活用に取り組むことを明確化した。
2020 年 11 月には、水素基本戦略の見直しに向け
た検討方針が経済産業省より示され、2050 年の
カーボンニュートラル（炭素中立）実現に向け、
水素に関わる技術開発や利用拡大の道筋が今後策
定されるものとみられる。
　
水素社会の構築に向けた国内の取り組み
　こうした取り組みを受け、水素社会を総合的に
実現しようとするものとして水素タウンの構築が
挙げられる。これは、発電や熱供給、移動手段（燃
料電池車）などのエネルギー源を水素で賄う都市
である。例えば、2020 年 3 月に福島県双葉郡浪江
町の棚塩産業団地に開設された福島水素エネル
ギー研究フィールドは、2020 年時点で世界最大規
模といわれるグリーン水素生成プラントでグリー
ン水素を生成し、据置型燃料電池、水素ステーショ
ン、工業団地に立地する製造拠点に水素などを供
給する計画となっている。また、水素で稼働する
燃料電池は電力のみならず熱供給も可能なことか
ら、エネルギーを効率的に活用する「スマートシ
ティ」に水素供給網を組み込む動きもみられる。
　カーボンフリー水素についても、技術研究組合
CO2 フ リ ー 水 素 サ プ ラ イ チ ェ ー ン 推 進 機 構

（HySTRA）がオーストラリアにおいて、褐炭から
水素を生成し、日本に輸送する取り組みを進めて
いる。水素の生成時に排出された CO2 については
回収し、現地で貯留（CCS）することで、カーボ
ンフリー化を実現している。2021 年 2 月には実証
設備が竣工し、水素の生成を開始している。
　また、水素の大型貯蔵施設の建設が各地で進む
とともに、日豪間で水素の運搬に当たる水素運搬
船が 2019 年 12 月に進水しており、低コストで水
素を生成できる国から需要国に至る「水素のグロー
バルサプライチェーン」の構築が本格化している。
　そして、普及が進んでいないことからガラパゴ
ス化した技術と目されている燃料電池車について
も、バスやトラックといった大型車両、フォーク
リフトなど、利用形態が燃料電池に適したもので
あれば普及段階にある。

諸外国における取り組み
　日本は水素の利用に先進的に取り組んでいるも
のの、その地位は安泰とはいえない。これは、世
界的に水素社会の実現に動く中、欧米、中国、韓国、
資源産出国などでは、燃料電池の利用拡大、水素
製造の高度化などさまざまな取り組みを進めてい
るためである。
　例えば、欧州では、再生可能エネルギーによる
発電が普及する中、送電網で吸収しきれない余剰
電力が生じるようになっており、その対策として
P2G に取り組んでいる。そして、再生可能エネル
ギーから製造されたクリーンな水素を活用する水
素社会の構築にも取り組んでおり、2020 年 4 月に
は欧州域内で 40GW、北アフリカやウクライナと
いった欧州近隣で 40GW の水電解設備を展開して
カーボンフリー水素（グリーン水素）を確保する

「2 × 40GW グリーン水素イニシアティブ」が発足
した。
　米国では、連邦政府での取り組みに加え、カリ
フォルニア州が新車販売台数のうち一定比率を
FCV や電気自動車（EV）とするよう義務づけたり、
水素ステーションを整備したりして、水素社会の

2021年の日本産業を読み解く10のキーワード
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推進に取り組んでいる。また、ベンチャー企業が
燃料電池フォークリフトや燃料電池トラックなど
水素を利用する機器を開発し、公的機関だけでな
く、アマゾン・ドット・コムなど大手民間企業も
積極的に採用している。
　中国では、環境汚染が深刻化しており、CO2 を
はじめとする有害物質の排出量削減が急務となっ
ている。こうした環境汚染は、石炭への依存度が
高いことが要因の 1 つとして挙げられており、脱
化石燃料、特に石炭に代わるエネルギー源の確保
が重要となっている。EV 普及促進はその 1 つで
あり、注目が集まりがちであるが、水素社会の実
現もまた中国の脱化石燃料策として推進されてい
る。これは、石炭で賄ってきた熱需要の置き換え
先として注目しているほか、燃料電池の開発を進
め、自動車などさまざまな用途先を開拓すること
で、他国との技術競争でも優位に立てるためであ
る。
　資源国においても、長期的に原油や石炭の需要
が減少することを見越し、水素の生成や輸出で対
応しようと取り組んでいる国が少なくない。例え
ばサウジアラビアは、2020 年 7 月に国家プロジェ
クトとして進めているスマートシティ「NEOM」
において、実現すれば世界最大となる P2G プロ
ジェクトに関する契約が締結されたと発表した。
これは、4GW の P2G 設備とグリーン水素を原材
料とするアンモニア製造設備を建設するというも

のである。

日本の立ち位置が変わる恐れも
　欧米中などでも水素の利用拡大に向けた取り組
みが進められており、分野によっては日本を上回
るペースで取り組まれているものもある。例えば、
国際水素・燃料電池パートナーシップ（IPHE）に
よれば、米国で稼働している燃料電池フォークリ
フトは 3 万 5,000 台超（2020 年時点（以下同）、
日本は 250 台）、中国で稼働している燃料電池バ
ス・トラックは合計で約 4,000 台（日本は燃料電
池バスのみで 99 台）といったようにである。また、
P2G の取り組みについても、再生可能エネルギー
の活用が進む欧州各地において複数の大型プロ
ジェクトが計画されており、大きく先行している。
　つまり、取り組みやすさや喫緊の課題があるな
ど、分野による優先順位の違いもあるので一概に
はいえないが、欧米中での取り組みが進む中で、
日本は水素利用における先進的な立場を失いかね
ないのである。
　これまで述べてきたように、欧州や中国は官民
が一体となって水素社会の構築に取り組んでい
る。日本が引き続き水素利用のトップランナーで
あり続けるためには、今後も産学官が連携を深め、
技術開発や制度の整備などを加速させる必要があ
るだろう。

9．2050	年実質ゼロに向けた取り組みが加速する脱炭素化とエネルギー転換

脱炭素化に向け、大きな一歩となった2020年
　2020 年はパリ協定の本格運用が開始され、炭素
中立（カーボンニュートラル）の実現をはじめと
する脱炭素化に向けて、各国が取り組みのピッチ
を上げ始めた。中でも、驚きを持って受け止めら
れたものの 1 つが、2020 年 9 月 22 日に中国の習
近平主席が「2060 年炭素中立（ネットゼロ目標）
宣言」を発したことであろう。中国は、CO2 の排
出量が世界一多い国である一方、発展途上国とい

う立場から、国の成長を妨げる総量規制には後ろ
向きと目されてきた。しかし、米国がパリ協定か
ら離脱した中でイニシアティブを握る絶好の機会
であることに加え、コロナ禍や香港問題によって
高まった欧米諸国などからの批判をかわす必要に
迫られたことから、長期的に排出量そのものの削
減に取り組む姿勢を明らかにした。
　こうした国際的な脱炭素化の流れが強まったこ
とを受け、日本においても菅総理が 2020 年 10 月
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26 日の所信表明演説で「2050 年までに GHG（筆
者注：温室効果ガス）排出を実質ゼロにする」と
宣言し、脱炭素化に向けた新たな一歩を踏み出し
た（項目 7 参照）。

脱炭素化の前途は多難
　パリ協定は 2020 年に発効し、各国は事前に約
束した削減目標の達成に向け、まずは 2030 年の
目標年に向かって脱炭素化に取り組んでいる。
　しかし、発効時点で各国が立てている温室効果
ガスの排出削減目標は、既存の取り組みの積み重
ねで達成しうる数値にとどまっており、産業革命
以前に比べた気温の上昇を 1.5 〜 2℃以内に収め
ることは困難といわれている。そのため、2050 年
に向け、より高いレベルでの目標設定と達成に向
けた取り組み、特に技術的なブレークスルーが必
要となっている。

影響範囲が拡大する脱炭素化の動き
　脱炭素化の流れは、今や世界的なものとなって
おり、影響範囲も大きい。例えば、脱炭素化を進
めている米国 IT 大手のアップルは、サプライ
チェーン全体での脱炭素化を図るべく、サプライ
ヤーに対しても脱炭素化に取り組むように促して
いる。
　さらに、こうした動きは特定の企業にとどまら
ない。EU では、域内の炭素排出権の価格が上昇し、
脱炭素化に後ろ向きな域外国との競争が不公平に
なっているとして、炭素排出権の価格相当の金額
を関税に上乗せする「国境炭素税（国境炭素調整
措置）」の構想がたびたび浮上してきたが、2020
年 7 月の首脳会議において、2021 年前半に具体案
をまとめ、遅くとも 2023 年 1 月までに国境炭素
税を適用することが決まった。
　このようにサプライチェーンや国際商取引の中
で脱炭素化に向けた取り組みが要請されることは
今後も増え、取引関係にも影響しうるため、企業
が脱炭素化に取り組むことは今後ますます重要度
を増すだろう。

幅広いセクターに求められる脱炭素化
　脱炭素化を進めるに当たって、まず念頭に置い
ておきたいのが「CO2 などの温室効果ガスの由来」
であろう。日本の場合、電気・熱配分前の割合で
みると 39.1％（2019 年度速報、国立環境研究所に
よる、以下同）が事業用発電由来となっており、
再生可能エネルギー発電の推進は有力な脱炭素化
に向けた施策と映る。また、運輸業由来の CO2 も
全体の 18.0％（電気・熱配分前）を占めており、
EV や FCV など CO2 の排出量が少ない新エネル
ギー車への転換に効果があると考えることができ
る。
　一方、電力や熱を最終的に使用するセクター別

（電気・熱配分後）で排出量を分析してみると、製
造業が全体の 34.9％を占めているほか、業務その
他部門（商業・サービス・事業所など）が 17.3％、
家庭が 14.3％となっており、幅広いセクターが脱
炭素化に直接・間接問わずに関わる必要性があ
る。具体的には、省エネルギー化の促進や、製造・
利用時の環境負荷が低い製品の利用拡大などがあ
るだろう。

脱炭素化の手法
　脱炭素化の手法を大まかにみると、図表 7 のよ
うに分類することができる。
　物理的・技術的手段と経済的・政策的手段は、
脱炭素化を進めるにあたっては支え合う関係であ
る。これは、経済的・政策的手段を実施しようと

図表 7　手段の方向性からみる脱炭素化の取り組み
省エネルギー

物理的・技術的
手段

再生可能エネルギー

水素

電動化

CO2の回収・活用（CCSU）

炭素税、炭素価格付け

経済的・政策的
手段

ダイベストメント

ESG投資

法的規制の強化、緩和

政策による誘導

出所：各種情報を基に東レ経営研究所作成
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しても、合理的に利用できる物理的・技術的手段
がなければ絵に描いた餅になる一方、物理的・技
術的手段の開発が進んでも、社会に受け入れられ
る余地（経済的・政策的手段）がなければ、導入
が進まないためである。
　そして、物理的・技術的手段が合理的に利用で
きる段階に来ているうえに、経済的・政策的手段
の取り組み機運が高まるという、脱炭素化の両輪
がそろい始めたのがここ数年であるといえよう。
裏を返せば「できるのになぜやらない？」と企業
に問われるようになっており、できない企業への
風当たりは年々強くなっている。
　企業への問われ方はさまざまであるが、特に取
り組みが先行しているのが資金の流れと企業の取
り組みを連動させることである。例えば、CO2 の
排出量が多い事業に取り組んでいる企業への投融
資を取りやめる「ダイベストメント」として、国内
外のメガバンクが相次いで石炭火力発電事業への
投融資を打ち切っている。また、年金積立金管理
運用法人（GPIF）では、運用資金の一部を、環境
問題などに取り組んでいる企業への ESG 投資に
振り分けている。こうした流れを受け、投資家な
どのステークホルダーに向け、CO2 の排出量削減
目標や、地球温暖化が自社事業に与える影響など

を公表している企業もみられるようになっている。
　さらに、電力や石油化学など、脱炭素化の影響
を大きく受ける業界にあっては、図表 8 に挙げる
ような抜本的な事業転換を進めるケースもある。

日本ならではの再生可能エネルギーの利用拡大	
策は？
　脱炭素化を図るうえで、発電時に CO2 を排出し
ない再生可能エネルギーの利用拡大と、それに伴
う化石燃料の使用量削減は避けて通れない施策と
なっている。社会的な要請もさることながら、再
生可能エネルギーによる発電コストも低下してお
り、国によっては火力発電を下回るほど経済性が
増しているためだ。
　しかし、日本では再生可能エネルギーの利用拡
大は万能策とはいえない面がある。これは、欧米
と異なり、国土が小さいこともあって大陸レベル
での電力の調整・融通が難しいことに加え、気候
が変動しやすいことが安定的な発電を妨げている
ためである 10。また、設置〜発電開始〜廃棄までみ
たライフサイクルの発電コストは、台風や地震な
どの対策が必要で人件費も掛かるといったことか
ら、海外に比べて高額になりがちである。
　とはいえ、無策でいては国際的な批判は免れな

10    日本の場合、送配電網の容量が再生可能エネルギーの変動に対応し切れていない、東西で周波数が異なるなどの理由から国全体
での融通が難しい、発電適地が限られるなどの課題がある。

取り組み例 枠組み・企業例

業界連合で CO2 排出量を削減するための技術開発を支援 石油・ガス気候変動イニシアチブ（OGCI）

バイオエネルギー事業の推進
マラソン・ペトロリアム（米国）、BASF（ドイツ）、Engie（フ
ランス）、Total（フランス）、DSM（オランダ）、Neste（フィン
ランド）

石油化学製品を代替できるバイオマス（生物資源）由来
の素材、生分解性プラスチックなど環境負荷が低い製品
の研究開発・商用化

カネカ、三菱ケミカル

石化・化石燃料関連事業の縮小・撤退、廃プラスチック
リサイクル事業参入など抜本的な事業ポートフォリオの
見直し

デュポン（米国）、ダウ・ケミカル（米国）、BASF（ドイツ）、シェ
ル（オランダ）、エルステッド（デンマーク）

石炭火力、さらにはすべての化石燃料による火力発電の
廃止・縮小、再エネの利用拡大による脱炭素化

エネル（イタリア）、イベルドローラ（スペイン）、バッテンフォー
ル（スウェーデン）、フェアブント（オーストリア）など

図表 8　石油化学関連企業における取り組みの例

出所：各種資料を基に東レ経営研究所作成
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いうえ、発電機器の価格低下によって発電コスト
が年々低下していることを踏まえると、日本なら
ではの再生可能エネルギー利用拡大策を考える必
要がある。
　こうした環境下において、需給調整などを行う
中立機関の電力広域的運営推進機関（広域機関）
では全国的に電力ネットワークの強化を進めてい
る。また、2020 年 4 月に電力会社の送配電部門が
法的に分離されたことで、送配電に関わるコスト
が明確化された。このような送配電網の整備がハー
ド・運用の両面で進むことで、再生可能エネルギー
の発電事業者・小売り電気事業者が送配電網にア
クセスしやすくなり、結果として利用拡大につな
がることが期待できる。さらに、前出のカーボン
フリー水素が九州など再生可能エネルギーによる
発電が盛んな地域で生成できるようになることで、
結果として効果的な再生可能エネルギーの活用が
可能となるだろう。

抜本的・飛躍的な脱炭素化の取り組みが重要に
　地球温暖化の進行を食い止めるには、脱炭素社
会の構築が不可避となっている。しかし、日本が
置かれている状況は図表 9 に示したように、バラ
色とはいえない。

　現状は化石燃料頼みになりがちな日本では、抜
本的なエネルギー転換を迫られる脱炭素社会の構
築はハードルが高く感じられる面がある。しかし、
図表 9 で挙げたような「強みを伸ばし、機会を利
益につなげること」と、「弱みをできるだけなくし、
早めの行動で脅威を受け流す」という 2 点を意識
することで、日本ならではの脱炭素社会の構築が
可能になるのではないか。
　例えば、日本での研究が進んでいる「CO2 の回
収・再利用（CCU）」は、化石燃料を適切に使用
しながら脱炭素社会を構築するうえで重要な技術
であろう。また、項目 8 で取り上げた水素社会の
構築も、日本が先行している分野といえる。さらに、
経団連は「2050 年カーボンニュートラル（Society 
5.0 with Carbon Neutral）実現に向けて－経済界の
決意とアクション－」において、脱炭素化に向け
た投資循環による電力システムの次世代化の 1 つ
として、「新型原子炉等の研究開発」を挙げている。
　冒頭で前述したように、既存技術・取り組みの
積み上げでは、産業革命以前に比べた気温の上昇
を 1.5 〜 2℃以内に収めることは困難といわれて
いる。こうした中にあって、日本が得意分野で非
連続的なイノベーションを実現し、脱炭素社会の
構築を進める必要がある。逆にいえば、イノベー

要素 概要 備考

Strength 
（強み）

・高度な省エネルギー技術
・  部素材産業や自動車産業など、ものづくりの基盤

が強固

他国へのノウハウ供与や、脱炭素を実現できるもの
づくりなどを可能とする実力がある。

Weakness 
（弱み）

・  再生可能エネルギーが安定的に利用しにくく、ラ
イフサイクルでみたコストが高い（一説には欧州
に比べて 2 倍とも）。

・  電力網が国内で完結しているため、需給調整が難
しい。

・  脱炭素など環境問題に対する感度が高いとはいえ
ない。

再エネの利用拡大が、コストの高さ、利便性の低さ、
利用しようとする意識の低さから進まず、脱炭素化
にも影響している。

Opportunity 
（機会）

・途上国への支援に前向き
・部素材レベルからの脱炭素化支援

排出クレジットの獲得や、脱炭素化のデファクトス
タンダード確立、さらにはそれによる金銭的な利益
や社会的な便益が確保できる。

Threat 
（脅威）

・欧米が先んじて枠組みや規格を構築
・  グローバルサプライチェーンにおける脱炭素化の

動き

欧米の動きを後追いすることになり、追加コストの
負担や取引機会の喪失といった不利益を被る。

図表 9　SWOT 分析にみる日本の立ち位置

出所：各種資料を基に東レ経営研究所作成
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ションで脱炭素化を乗り切れなければ、経済的・
政策的手段が負の方向に働き、「事業・経済規模の
低下が伴う脱炭素化」という後ろ向きの事態に直
面する。

　脱炭素化の動きは活発になってきている。しか
し、脱炭素化を脅威と捉えるのではなく、事業構
造の転換など自社を成長させる機会と捉えること
が、企業に今求められている。

10．MaaSとスマートシティの新展開

　本項目では、移動産業におけるデジタルトラン
スフォーメーション（DX）といえる「MaaS」と、
街づくりにおける DX といえる「スマートシティ」
について取り上げる。これら 2 つは、筆者がそれ
ぞれ 2019 年版、2020 年版の「日本産業を読み解
く 10 のキーワード」で取り上げた用語であるが、
新型コロナ感染拡大後の動向を含めて、両者の新
展開と注目点をまとめてみた。

MaaSとは
　次世代移動サービス「MaaS：モビリティ・ア
ズ・ア・サービス（マース）」とは、自家用車以外
の複数の移動手段を組み合わせて 1 つのサービス
として捉え、切れ目なくつなぎ、提供する新たな
移動の概念のことである。もともとはフィンラン
ドで始まった実証実験が実用化され、世界に波及
している。
　具体的には、スマートフォンのアプリを使うこ
とで、鉄道や地下鉄、バス、タクシーに、シェア
サイクル、レンタカーなどあらゆる移動・交通手
段や時刻表を考慮して、最も効率的な移動ルート
を提案してくれるだけでなく、チケットの一括予
約や決済まで可能になる効率的なサービスが
MaaS である。
　MaaS は最終的には都市計画の中に組み込まれ
て、交通渋滞の緩和や自動車の削減、電気自動車
の導入による排気ガスの低減など社会問題の解決
につなげることまでをも見据えた考え方である。

台湾高雄市の先進的なモビリティ政策
　先進的な MaaS の事例の 1 つに、台湾の高雄市
が 2018 年 10 月から開始している「Men-Go（メ

ンゴー）」と呼ばれる定額乗り放題の交通サービス
がある。スマホのアプリと IC カードで利用でき、
電車やライトレール（次世代型路面電車）、バスの
ほか、タクシー、自転車シェアリングなど、市内
で利用できるすべての交通手段が対象となってい
る。
　多様な移動手段がデジタルでつながり、移動に
対する需要と供給がオンデマンドでマッチングし、
トレーサビリティ（利用履歴）を確保しながら、
都市全体でバランスが最適化できる仕組みであ
る。全サービスがデジタルでつながっているため、
料金設定を俊敏に変えることもできる。このため、
コロナ禍で減少した公共交通需要を回復させるた
め、Men-Go の定額料金を期間限定で引き下げるな
どの措置を講じることができた。
　Men-Go の導入成果として、利用者の行動特性
が把握できるようになったこと、利用者の移動費
削減と同時に交通事業者の収益拡大の効果がみら
れたことなどが報告されている。

データの価値がコロナ禍で再認識された
　MaaS の事業者は、さまざまな交通事業者から
運行データや利用者の移動データなどを日々収集
し、自社サービスの改善のために活用している。
コロナ下では、複数の MaaS 事業者が自社の持つ
都市の移動量や活動量に関するデータを公開し、
存在感を高めた。
　ロンドンの MaaS では、経路案内アプリに車両
の混雑状況のほか、混雑した交通機関以外の自転
車などの代替手段を推奨してくれるサービスも登
場しており、ウィズコロナ期の生活者ニーズに応
えるものとして注目された。
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　MaaS 事業者が収集したデータを活用すること
により新たな価値を生み出せることが、コロナ禍
で再認識されたのである。

持続可能な社会づくりのためのMaaS
　コロナ禍を機に、持続可能な社会づくりへの関
心があらためて高まり、MaaS でもこれを目的に掲
げる事例が増えてきた。欧州の先進自治体では、
項目 7 で取り上げた「SDGs への取り組みの本格
化とグリーンリカバリー」の一環として MaaS を
推進する動きがみられる。
　例えば、オーストリアの首都ウィーンでは、自
動車を所有しなくても移動できる社会の実現に向
け、2025 年までに自家用車の利用率を 20％、そ
れ以外の交通手段を 80％にする目標を掲げてお
り、MaaS はこの目標実現を後押しする役割を担っ
ている。

新型コロナウイルスがモビリティ産業に与える	
影響
　コロナ禍は、移動の在り方の変化を通じて、モ
ビリティ産業にどのような影響を及ぼすのかにつ
いて考えてみたい。
（1）人の移動が減少し、モノの移動が増加する

　感染拡大防止の観点から人の移動が減少する一
方で、ネットショッピングやデリバリーサービス
利用の拡大に伴い、モノの移動は大幅に増え、モ
ノの配送シェアリングなどの需要が増大する。
　2020 年には、配車サービス大手の米ウーバー・
テクノロジーズや中国の滴滴出行、インドネシア
のゴジェックなどが、一斉に食事の宅配を代行す
るフードデリバリーに参入し、市場が急拡大して
いる。
　日本では、タクシー会社が飲食店の宅配を担う

「出前タクシー」が広がっている。これはコロナ禍

を受けた特例措置として認められたビジネスモデ
ルだったが、2020 年 10 月に制度が恒久化された。
（2）自家用車での移動は減るのか増えるのか

　コロナ禍後の世界各国における人の移動手段の
変化については、他人との接触が避けられる自家
用車での移動を選択する人が増加し、公共交通機
関やライドシェアの利用者が減少したことが確認
されている 11。
　ただし、これはウィズコロナ期初期だけの現象
である可能性が高い。アフターコロナ時代の新常
態においては、自家用車での人流の伸びが減退す
る一方で、MaaS は人流、物流ともに大幅に成長す
ると、自動車アナリストの中西孝樹氏は予測して
いる 12。
（3）個人の移動情報データの利活用が進む

　感染者隔離の観点から、社会において個人の移
動情報管理の重要性が認識された。このことは、
人の移動状況を動態監視し、そのデータをさまざ
まな場面で利活用する動きを後押しする可能性が
ある。
（4）接触回避のための自動運転ニーズ

　自動運転に関しては、安全性向上、労働力不足
の解消、人件費削減といった従来のニーズに加え、
公衆衛生面で人同士の接触を回避できるという新
たなメリットが加わった。これは自動運転化の普
及を後押しする要因になるだろう。

日本におけるMaaSの現状
　欧州の MaaS が行政主導であるのに対し、日本
の MaaS は民間事業者による実証実験が取り組み
の中心となっており、それを政府が支援する形を
とっている。2019 年度に経済産業省と国土交通省
が「スマートモビリティチャレンジ」プロジェク
トを立ち上げ、MaaS の社会実装を通じた移動課題
の解決や地域活性化を目指す事業などに対して補

11    コンチネンタル・オートモーティブがドイツ、フランス、米国、日本、中国を対象に実施した移動手段のトレンドの調査結果（2020
年 12 月 23 日発表）などで確認されている。

12    中西孝樹（2020）『自動車　新常態』日本経済新聞出版。
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助金を支給している。選定プロジェクトは 2019
年度の 28 件から 2020 年度は 52 件とほぼ倍増し
ている。
　日本における最近の MaaS の取り組み事例の一
部を図表 10 に掲げた。
　前述したように、欧州の MaaS は、「車に頼らな
い持続可能な社会」の実現を目指し、自家用車を
持っていない人でもドア・ツー・ドアの移動サー
ビスが受けられることが主眼となっている。これ
に対し、日本の MaaS はそうした目的意識は乏し
く、統合された便利な移動サービスの開発が主眼
となっているものが多い。
　日本の MaaS の課題としては、①現時点では持
続的なビジネスモデルが確立されていないため、
社会実装がなかなか進まない状況にあること、 
②交通事業者やオペレーターが各地区で別々の実
証実験を行っており、地域間の連携が乏しいこと、
などが指摘されている。

今後の日本におけるMaaSの展望
　MaaS は移動産業の DX そのものであり、MaaS
の発展は、業種の垣根の消滅、多様な業種の参入、
異業種間の競争と協調が進むことを意味する。日
本では、不動産各社が MaaS に本格的に乗り出す
姿勢をみせている 13。今後も、さまざまな産業が
参入し、連携して MaaS のエコシステムを構築す
る事例が増えると予想される。
　また、サステナビリティを重視した MaaS を目
指す動きが活発になりそうだ。脱炭素化を目的に、
ライドシェアなどのモビリティサービスやモーダ
ルシフト 14 を推進する政策が進展する可能性があ
る。

スマートシティの変遷
　次に、スマートシティに話を移そう。スマート
シティに世界共有の確立した定義はないが、一般
に「ICT（情報通信技術）などの先端技術を活用
して、社会的課題の解決に向けたマネジメントが

13    三井不動産は、複数の交通手段を 1 つのアプリで利用できるサービスの実証実験を進めている。フィンランド発ベンチャーのプ
ラットフォーム「Whim」を使い、千葉県柏の葉に続き、東京都内の日本橋と豊洲で、MaaS の実証実験を行う。野村不動産は
デリバリーを得意とするベンチャー、エニキャリベンチャーと組み、2021 年 1 月、宅配を試行的に始めている。

14    モーダルシフトとは、トラックによる輸送を、海運や鉄道などによる大量輸送型システムに転換する環境負荷軽減策のこと。

九州エリアの 
「my route（マイルート）」

街のすべての移動手段を組み合わせて検索できるほか、タクシーやカーシェア・自転車シェア・駐車
場の予約から、目的地となる美術館のチケット購入まで、スマホで予約・決済ができるサービス。福
岡市エリアでトヨタ自動車と西日本鉄道が連携して実証が開始され、後に JR 九州も加わった。対象
地域は、北九州地域、水俣地域、横浜地域、福岡糸島地域へと広がっている。

小田急電鉄の 
「EMoT（エモット）」

スマホで目的地を入力すると経路が検索できる（2019 年 10 月開始）。鉄道・バスのほか、提携先の
ドコモ・バイクシェアの自転車シェアも含めた多様な移動手段を提案する。2020 年 11 月、バスの
運行状況と列車の混雑予報を追加するなど機能を拡充した。

静岡県伊豆エリアの 
「Izuko」

静岡県伊豆エリアでは、静岡県や東京急行電鉄、JR 東日本をはじめ域内の交通事業者らが連携して、
MaaS アプリ「Izuko」を活用した取り組みを展開している。2020 年 11 月には実証レベルを 1 段階
高めたフェーズ 3 に突入し、1 泊 2 日の観光需要創出を目指しサービスの開発やエリアの拡大を図っ
ている。

トヨタ自動車の 
MaaS 用車両開発

2020 年 12 月、MaaS 用車両として開発中の自動運転機能付き電気自動車（EV）「e パレット」の運
行管理システムを公開した。コロナ禍に伴う移動制限を背景に MaaS 車両の需要が拡大するとみて、
2020 年代前半に国内の複数地域で商用化を目指している。

アイシン精機の 
MaaS の取り組み

カーナビで得られる位置情報と自動車部品（サスペンション、ブレーキ等）から得られる車両情報な
どを組み合わせて、顧客に新たなサービスを提供することを目指す。
2019 年 4 月からスギ薬品や愛知県豊明市と共同で、乗り合い送迎サービス「チョイソコ」を所定地
域で展開。買い物難民や通院困難者に対して、医療機関や公共施設、商業施設などを結ぶ移動支援を
提供するのが狙い。愛知県岡崎市とも提携し、実証実験を開始した（2020 年 10 月）。

図表 10　日本における MaaS の取り組み事例

出所：各種資料を基に東レ経営研究所作成
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なされ、全体最適化が図られる街」を指すことが
多い。
　先端技術と社会的課題は時代によって変化する
ことから、スマートシティの定義も時代とともに
変化してきた。当初（2010 年前後）は、環境・エ
ネルギー分野を対象とした取り組みを指すことが
多かったが、近年は、環境・エネルギーのほか、
交通、観光、防災、健康・医療などの複数分野を
最適化する、分野横断型の取り組みにシフトして
いる。
　スマートシティの優先テーマも変わってきた。
かつては、社会的課題解決のためのコスト削減が
重視され、利便性や効率が優先される傾向が強かっ
た。だが、近年のスマートシティでは、市民の生
活の質（QOL）の向上やウェルビーイング（身体的・
精神的・社会的に良好な状態）の獲得を優先テー
マとする取り組みが増えてきた。
　今日では、世界の多くの国や都市、大学、
GAFA を含む大手 IT 企業などが、競ってスマー
トシティを推進している。

日本のスーパーシティ構想が始動した
　スペインのバルセロナ、アラブ首長国連邦のド
バイ、シンガポール、オランダのアムステルダム、
中国の雄安新区など、世界の多くの都市でスマー
トシティの開発競争が繰り広げられている。成功
事例は必ずしも多くはないものの、世界では実証
実験段階を終え、社会実装する段階に移行してい
る例がいくつかみられる。
　これに対し、日本では、ほとんどのプロジェク
トがまだ実証実験段階にとどまっている。遅れを
取り戻そうと、2019 年 8 月に、内閣府や総務省、
経済産業省、国土交通省が官民連携の推進組織「ス
マートシティ官民連携プラットフォーム」を設立
し、巻き返しを図っていた。
　こうした中、2020 年に法整備の面で、日本のス
マートシティに進展があった。2020 年 5 月、改正
国家戦略特区法（いわゆる「スーパーシティ法」）
が成立し、特区において「スーパーシティ」を構
築することが可能になり、スーパーシティ構想が
いよいよ始動することになった（図表 11）。

図表 11　スーパーシティ構想の概要

出所：首相官邸ホームページ（内閣府 国家戦略特区）
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　同構想では、スーパーシティを「単なるスマー
トシティ以上の未来都市」と定義し、移動や物流、
支払い、行政、医療・介護、教育、エネルギー・水、
環境・ゴミ、防犯、防災・安全といった 10 領域
のうち、少なくとも 5 領域をカバーし、生活全般
にまたがる都市サービスを提供するものとしてい
る 15。
　スーパーシティに実装されるべきサービスは、
定義上、個別分野に閉じたものではなく、分野横
断的なものでなければならない。そのため、さま
ざまなデータを分野横断的に活用できるプラット
フォームである「都市 OS（基本ソフト）」が必要
不可欠となる。
　スーパーシティ法により、自治体や企業、個人
などが持つさまざまな情報を都市 OS で収集・整
理し、必要に応じて提供できる仕組みが整い、OS
整備の支援策も予算化された。
　スマートシティの実現を支えるのが、大胆な規
制改革である。上述した法整備により、特区内の
地区では規制の制約が取り除かれ、地区内で 1 つ
のデータ基盤を活用した各種新事業が可能になっ
たことから、従来の仕組みより改革を遂行しやす
くなると期待されている。
　スーパーシティの対象地域は、2021 年 4 月以降
に 5 都市程度のエリアが選定される予定である。
スーパーシティの実現に向けては、乗り越えなけ
ればならない、難易度の高い課題が複数ある。 
①パーソナルデータの利活用と保護の両立、②参
加企業の協調分野と競争分野をどのように調整す
るか、③住民主体の開発をどのように実現するか、
といった課題に取り組んでいく必要がある。

トヨタはスマートシティ「ウーブン・シティ」を
建設
　トヨタ自動車は 2020 年 1 月、静岡県裾野市の
自社工場跡地を活用したスマートシティの実験都

市「ウーブン・シティ」構想を発表した。同社は
2020 年 3 月には NTT と資本業務提携し、スマー
トシティの都市 OS を共同で構築することを発表
した。ウーブン・シティの建設は 2021 年 2 月 23
日に開始された。
　大手自動車会社のトヨタが、なぜスマートシティ
という街づくりの事業に乗り出しているのか。そ
れは、DX があらゆる分野で進行し、自動車産業に

「CASE」（コネクテッド、自動運転、シェアリング、
電動化）と呼ばれる変革の波が押し寄せる中、自
動車の役割が変化し、従来の自動車メーカーのビ
ジネスモデルでは生き残れないことがみえている
からである。車は単体としての乗り物ではなく、「走
るスマホ」となり、OS やアプリケーションで提供
されるサービスが価値を生む時代が近づいてい
る。既存の自動車メーカーは無策でいれば、ソフ
トウェアの主導権を握る IT 企業の下請け的な存
在になり、競争力を失う恐れがある。そこで、車
が乗り物ではなくサービスとして街の構成要素の
1 つに変化する時代を見据え、自社の事業領域を
街づくりへとシフトさせていると考えられる。
　トヨタは、かねて独自の車載 OS を開発してい
るが、車両の領域にとどまらず、モビリティサー
ビスアプリケーションを対象とする「Mobility 
Service Platform（MSPF）」と呼ばれるソフトウ
エア開発のプラットフォームも整備しており、広
い分野でプラットフォーマーへの転身を図ってい
る。さらには、前述のようにスマートシティのプ
ラットフォームである都市 OS の開発にまで乗り
出している。同社が開発する異なる種類の OS が
相互に互換性を持つようになれば、ビジネスに一
段の広がりが出てくることが期待される。

カナダ・トロントの衝撃
　カナダ・トロント郊外で米グーグルが主導する
スマートシティのプロジェクトが、2020 年に中止

15    スーパーシティは日本独自の用語で、部分最適化がなされていたスマートシティを進化させて、全体最適化した街をイメージし
ている。世界における最近のスマートシティの概念が、日本のスーパーシティと同じと考えてよい。
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に追い込まれた。表向きはコロナ禍の影響で中止
したとされているが、実際にはプライバシーの尊
重とデータの保護に関する懸念が生じ、議会や市
民団体から追及を受けてしまったことが原因とい
われている。
　この事案は、先進国で市民の理解を得ながらス
マートシティを推進することが難しいという事実
を世界に思い知らせることになった。

コロナ禍によるスマートシティの考え方への影響
　最近のスマートシティは、人口集中、環境悪化、
長距離通勤といった都市の諸問題を解決して市民
の QOL の向上とウェルビーイングの確保を図る
ことが優先目標とされるものが主流となってい
た。そこに、今回のコロナ禍によって、「3 密（密閉・
密集・密接）」を避け、感染症の拡大を防ぎつつ、
安全で快適な生活をするという新しいニーズが付
け加わった。
　また、コロナ禍を経験して、QOL 向上とウェル
ビーイングの中でも、とりわけ「生命と健康を守る」
ことが優先テーマに浮上した。
　さらに、移動データや個人データを追跡・解析
する既存のデジタル技術を、接触者の経路管理や
警告発信に応用することによって、この新たなニー
ズに対応できることが、コロナ禍によって確認さ
れることになった。
　「生命・健康」というテーマの優先度が上がる中
で、医療面ではオンライン医療の導入・拡大や、
感染者情報や病床使用状況などのデジタルネット
ワークによる情報共有の必要性が、強く認識され
るようになった。
　複数の機関に散在する薬歴や既往症といった個
人の医療情報の一元化、個人の日常的な生体情報

（血圧、心拍数など）の自動計測・記録が実行でき
たとすれば、感染者が急速に重症化するなどの際
に、迅速かつ的確な対応がとれる。
　今後の国内のスマートシティでは、これらヘル
ステック領域の課題への取り組みが進むことが望
まれる。

むすび
　MaaS にせよスマートシティにせよ、概念実証

（Proof of Concept）までは行われるが、持続可能
なビジネスモデルが見いだせず、社会実装になか
なか進めないケースが多かった。だが、コロナ禍
を経験して、人々の意識や生活様式が変化し、モ
ビリティや街に求められるものが変わったことは、
企業にとって新事業創出の機会が増えたことを意
味する。
　移動産業や街づくりに関わる事業開発で重視す
べきは、生活者目線のデジタル活用である。SDGs
の取り組みが本格化する中（項目 7 参照）、その理
念である「誰一人取り残さない」という市民の目
線に立って、デジタル技術の活用方向を社会課題
の解決に向けていくことが、新規事業創出に結び
つくと考えられる。
　また、スマートシティで使われる先端技術は手
段にすぎず、重要なのはその技術によって達成す
る目的、すなわち QOL の向上である。市民のウェ
ルビーイングを追求する取り組みの中から、スマー
トシティ関連のさまざまなビジネスが生まれ、市
場が拡大していく展開になるのではないだろうか。
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