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■  本稿では、年頭に当たり、2014 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。 

■  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。 

■  2014 年のキーワードを 10 個挙げると、以下のとおりである。 

１．エネルギーのスマート化  ＜再生可能エネルギー、スマートシティ＞ 

２．水素社会 

３．次世代自動車       ＜次世代環境車、自動車と IT の融合、自動運転車＞ 

４．ポスト・スマホ      ＜ウエアラブル端末、脱スマホ依存＞ 

５．M2M（マシン・ツー・マシン） 

６．インフラビジネス 

７．介護ロボット 

８．物流 

９．訪日外国人 

１０．高度製造業 

 

 

 Ｔ Ｂ Ｒ  産 業 経 済 の 論 点 
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１． エネルギーのスマート化 <再生可能エネルギー、スマートシティ>

２． 水素社会

３． 次世代自動車 <次世代環境車、自動車とITの融合、自動運転車>

４． ポスト・スマホ <ウエアラブル端末、脱スマホ依存>

５． Ｍ２Ｍ（マシン・ツー・マシン）

６． インフラビジネス

７． 介護ロボット

８． 物流

９． 訪日外国人

１０． 高度製造業

2014年日本産業を読み解く10のキーワード

 
 

 

 

１．エネルギーのスマート化 ･･･ 再生可能エネルギー、スマートシティ 

 まずエネルギー関連のキーワードから見ていこう。 

東日本大震災以降、エネルギーを巡る情勢は大きく変化している。電力不足などのエネルギ

ー制約はわが国が克服すべき課題であると同時に、企業にとって「エネルギーのスマート化」

と呼べる分野におけるイノベーションを生み出し、新市場を創出するチャンスとなっている。

この分野には既存のエネルギー産業だけでなく、IT、自動車、住宅などさまざまな業種の参入

が活発化している。 

 

（１）再生可能エネルギー 

再生可能エネルギーは、世界的には補助金の縮小で需要が伸び悩んでいるが、日本では 12

年 7 月に固定価格買い取り制度（FIT）が始まったことを受けて、太陽光発電が急速に普及し

つつある。再生可能エネルギーの中で太陽光の導入が突出して多いのは1、日本の FIT におけ

る太陽光（産業用）の買い取り価格が世界 高水準となっていて、発電事業者にとって投資対

象としての魅力が大きいためだ。日本勢のみならず海外勢も続々と日本での太陽光発電所建設

に乗り出している 。 

 太陽光だけを過度に優遇する現行制度は、電気料金上昇圧力や太陽光発電バブルを生むとい

った副作用も懸念される。このため、政府が新年に策定する新しいエネルギー基本計画では、

洋上風力や地熱発電の買い取り価格を引き上げ、太陽光偏重の是正が図られる見通しだ。これ

を受けて、14 年以降は開発実績の少ない風力発電所や地熱発電所を新設する動きが増えること

が予想される。 

                                                  
1 FIT の制度開始（12 年 7 月）以降、13 年 10 月末までの再生可能エネルギー発電設備導入事案で発電を開始

したものの累計 567 万 kW のうち 97％を太陽光が占めている。 
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 再生可能エネルギーは、資源としての重要性に加え、産業育成や地域活性化など、日本経済

にとって多面的な意義がある。したがって、政府の支援策は単に再生可能エネルギーの普及や

安定供給を目指すだけでなく、グローバル競争に勝ち残る産業を育て、付加価値と雇用を創出

するという視点も重要である。 

 太陽電池（セル）メーカーについては、コモディディー（汎用品）化の進展とともに、日本

メーカーのシェアは急落している。12 年末の世界シェアを見ると、中国、台湾メーカーが約 7

割を占め、日本メーカーは約 9％に過ぎない（図表１）。かつてのトップメーカーの破綻が相次

ぐなど、収益を上げにくくなっている。 

 一方、太陽電池の素材では日本企業の存在感は大きい。バックシート（東洋アルミニウム等）

や封止剤（三井化学ファブロ等）では、20 年以上の高負荷環境に耐えられる高い素材技術を保

有している。また、東芝など重電各社は、パワーコンディショニングシステム（PCS）を中核

技術として数百 KW から MW クラスの電力システムのエンジニアリング技術で優位に立って

いる。 

 再生可能エネルギー関連市場に参入する企業にとっては、急速なコモディティー（汎用品）

化が見込まれるなかで、低価格競争に陥るのを回避し、いかにして他社の追随できない価値を

顧客に訴求できるかがカギとなろう。 

 

 

欧州
 7.5

日本
 9.0

米国
 7.6

その他
 6.6

中国・台湾
 69.3

　その他 1.5
　LG（韓） 0.9

　SunPower（フィリピン）
3.2

　Hyundai Heavy
Industries（韓） 1.0

　その他（米） 1.0

　First Solar（米）
 6.6

　その他（日本） 1.3

　三洋電機・パナソニック
 1.6

　シャープ 1.4

　ソーラーフロンティア
 1.9

　京セラ
 2.8

　その他（欧州） 2.4

　Bosch Solar Energy
（独） 0.7
　SolarWorld（独）

 1.9

　REC ScanCell
（ノルウェー） 2.5

　その他（中・台） 21.3

　Neo Solar
（台） 3.3

　Gintech（台）
 3.3

　MOTECH（台）
 4.4

　Jinko Solar
（中） 3.3

　CanadianSolar
（中） 4.2

　Hanwha（中）
 4.9

　Suntech（中）
 5.1

　Trina Solar（中）
 5.6

　JA Solar（中）
 5.9

　Yingi Green Energy
（中）8.0

太陽電池生産量
28,580MW
（2012年）

出所 ： 各種資料をもとに経済産業省が作成

（単位：％）

図表１　地域別・企業別の太陽電池生産シェア
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（２）スマートシティ 

 住宅関連では、太陽光発電や燃料電池、家庭用蓄電池をセットで販売する動きが既に見られ

る。分散型電源は単体で発電するにとどまらず、情報家電のネットワークに組み込まれていく

だろう。家庭用エネルギー管理システム（HEMS）を備えたスマートハウスを提供するビジネ

スが拡大する。 

既存の社会の仕組みにスマートグリッドなどの新技術を融合させることで、エネルギー効率

の向上、低炭素社会の実現、市民生活の向上を目指す、スマートシティの構想も進展を見せて

いる。スマートシティはプロジェクトに参画できる業種が幅広く、エネルギー産業、製造業、

IT 産業、不動産、建設業、商社など多種多様な企業に商機がある。 

11 年度以降、「次世代エネルギー・社会実証地域」として北九州市など 4 ヵ所で、12 年度以

降、「環境未来都市」構想として全国 11 都市で実証実験が行われている。 

 社会実験段階ではなく、地域住民の生活に落とし込んだ実践段階を迎えるプロジェクトもあ

る。三井不動産が主導する公民学連携の街づくり「柏の葉スマートシティ」は、14 年７月に中

核施設のグランドオープンが予定され、街区を超えて電力を融通し合う、日本初のスマートグ

リッドの運用が開始される。 

 スマートシティの取り組みを通じて生み出される新たなエネルギー産業は、日本の国内市場

のみをターゲットにするのではなく、グローバル市場に輸出することを目指すべきである。国

内事情に対応した過度の作り込みを行うのではなく、日本が先行している部分について国内で

標準化を行って国際標準化につなげていく、あるいは国際標準を積極的に活用することなどに

より、世界市場への展開を見据えることが望まれる。 

 

 

図表２　　海外におけるNEDO のスマートコミュニティ実証事業

出所 ： 経済産業省資源エネルギー庁エネルギービジネス戦略研究会 『日本発！エネルギー新産業』
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 グローバルな実証事業としては、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）が、海外におけるスマートコミュニティの実証実験を推進している（図表２）。こ

うした相手国の政府・企業との共同実証事業を通じて、日本の優れた技術やシステムの有効性

や優位性をアピールしていくことは、将来のインフラ輸出促進に寄与するだろう。 

 

 

２．水素社会 

間近に迫る燃料電池車の市販開始 

水素をエネルギー源に利用する「水素社会」の到来が近いとの見方が広がってきた。その背

景には、トヨタ自動車とホンダが燃料電池車（FCV）の市販を開始する 2015 年が近づいてき

たことがある2。11 年 1 月、自動車メーカー3 社は FCV の量産車について 15 年の市販開始を

目指し開発を進めること、エネルギー事業者（水素供給事業者）10 社は FCV 量産車の市販開

始をにらんで 15 年までに 100 箇所程度の水素供給インフラの先行整備を目指すことをそれぞ

れ宣言していた。その期限の 15 年が間近に迫り、水素社会への期待が盛り上がっている。 

FCV は、水素が空気中の酸素と化学反応する際に生み出される電気を動力とする自動車で、

「究極のエコカー」といわれている。 

水素は燃焼しても CO2 を排出しないエネルギー源である。天然ガスなどの化石燃料から取

り出せるほか、化学工場や製鉄所の製造工程でも大量に発生する。水を電気分解して無尽蔵に

取り出すこともできる。 

このほか、次世代自動車として FCV を EV（電気自動車）と比較すると、水素の供給や廃水

を含めた制御が複雑であり、高温への耐熱が必要とされることから、FCV の方がコモディティ

ー化の進みにくい製品であると考えられる点も、日本企業にとっては魅力である。 

 

水素供給インフラ整備も進行 

 FCV の普及に向けて、燃料となる水素を車に補給する基地「水素ステーション」などの水素

供給インフラの整備も着々と進行中だ。 

 水素の長距離輸送を可能にする技術が開発され、海外で製造した水素を日本に輸入する取り

組みも進展している。千代田化工建設は、トルエンを使って液状化した水素から再び水素ガス

を効率的に取り出す触媒を開発し、水素を常温・常圧で大量に輸送することを可能にした。同

社はこの技術を使って水素販売事業を立ち上げる予定だ。川崎重工業も、17 年以降、オースト

ラリアからの水素の輸入事業に着手する計画である。 

 国の政策も水素社会を後押ししている。経済産業省は 13 年度予算で商用水素ステーション

の建設費用に対し半分を補助しており、14 年 4 月以降、この補助を受けた初の商用水素ステー

ションが登場する。13 年 6 月の「日本再興戦略」の中でも、「15 年の燃料電池自動車の市場投

入に向けて、･･･世界 速の普及を目指す」と、強いメッセージが示された。市街地に水素設備

を置けるように保安基準を整備するなど、政府による規制の見直しも進んでいる。 

 

                                                  
2 トヨタ自動車は独 BMW と基幹システムを共同開発し、2015 年に価格 500 万円以下で FCV の市販を開始す

る予定。ホンダは米 GM と共同開発し、2015 年に FCV の市販を開始する予定。日産自動車も独ダイムラー、

米フォード・モーターとの 3 社連合で 2017 年に市販を開始する計画である。 
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国の追加支援策がなければ日本はマイナー市場に 

デロイト トーマツ コンサルティグの予測によれば、世界（日米欧）の FCV 市場は 25 年に

販売台数約 180 万台、市場規模約 5.3 兆円になる見通しである（図表３）。地域別にみると、

米欧で政府の積極的な支援策が講じられるなかで、日本が規制改革を含む積極的な追加支援策

を打たない限り、25 年時点の日本は販売台 20 万台、市場規模 6,000 億円にとどまるという予

測になっている。このままいけば、世界に先駆けて水素 FCV 市場が立ち上がるものの、10 年

後にはマイナー市場に転落すると予想されているわけである。 

日本の燃料電池分野の特許出願件数は諸外国の 5 倍以上と突出している。このため、日本が

競争力を持つ分野として、産業政策の観点からも水素エネルギーの利活用を推進することの意

義は大きい。時間軸を明確化しつつ、水素の製造、貯蔵・輸送、利用までを一気通貫で、水素

社会の実現に向けた課題に国を挙げて取り組むことが望まれる。 

 車両価格や水素ステーションの建設コストの高さという FCV の問題点が解消されて、水素

社会が本当に到来するのかどうかはここ 1～2 年で見極めがつく話ではないが、14 年は水素供

給インフラの構築に注目が集まりそうだ。工業ガス、鉄鋼、化学など多様な業種を巻き込んで、

水素インフラビジネスに熱い視線が注がれることになろう。 

 

 

図表３　世界の燃料電池自動車の2025年の市場規模予測

年間販売台数
（万台）

年間販売金額
（億円）

水素ステーション数
（基）

　世　界　計 176 52,700 3,098

　日　本 20 6,000 493

　米　国 85 25,400 1,837

　欧　州 71 21,300 769

出所 ： デロイト トーマツ コンサルティグ株式会社「世界の燃料電池自動車の販売台数予測」（13年8月19日）  
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３．次世代自動車 ･･･ 次世代環境車、自動車とＩＴの融合、自動運転車 

 次に、自動車関連のキーワードとして、数年前から進行している「次世代環境車（動力源の

電動化）」と、 近になって急展開を見せ始めた「自動車と IT の融合（テレマティクス）」、そ

の代表分野である「自動運転車」、の 3 つを挙げたい。 

 

（１）次世代環境車 

 前述した燃料電池車（FCV）は次世代環境車の大本命と目されているが、実用化、普及への

道のりはまだ通い。 

一方、すでに市販されているハイブリッド車（HV、PHV）、電気自動車（EV）といった次

世代環境車は、日本企業が世界の先頭を走り続けている有望分野である。 

世界各国･地域で燃費規制が一斉に強化されることを受けて3、大手自動車メーカーは次世代

環境車の開発を強化している。開発負担がますます重くなるなか、大手自動車メーカーの間で

次世代環境車の開発をめぐる提携や業界再編の動きが広がる可能性がある。 

 ただし EV については、航続距離が短い、充電に時間がかかることなど解決すべき問題が大

きい一方で、エンジン車の燃費性能が急速に向上している。このため、世界市場における EV

の普及スピードは、関係者が当初描いたスピードよりかなり緩やかなものになるとの見方が強

まっている。 

乗用車ではガソリン車が主力の時代がまだ長く続きそうだが、燃費規制の厳格化で軽量化へ

のニーズが強まることは、それに対応する技術力を持つ日本の素材産業にとって商機となる。 

 

 

（２）自動車とITの融合（テレマティクス） 

 日本のお家芸であり、主力産業である自動車の市場に、大きな変化の波が押し寄せている。

IT 産業と自動車産業の関係が深まり、「テレマティクス」と呼ばれる領域が新たな成長市場と

して台頭してきた。これはテレコミュニケーション（情報通信）とインフォマティクス（情報

工学）を融合させた造語である。 

 14 年 1 月に米国ラスベガスで開催された家電見本市「コンシューマー・エレクトロニクス・

ショー（CES）」には、自動車メーカーが過去 多の 9 社も出展し、家電や IT と自動車の業界

の垣根が崩れつつあることを印象づけた。 

従来、テレマティクスは、車とインフラの結びつきが重視されたが、スマホの普及により、

情報端末を持つ人間が車とつながる新たな形態が生まれた。自動車に通信機能を備えた携帯端

末を連携させて、リアルタイムでさまざまな情報サービスを利用できるシステムの開発競争が

始まっている。 

13 年 6 月、米アップルが車載用の OS を初公開し、14 年からサービスを開始する予定であ

る。また、グーグルは、かねてより次世代グーグルマップを活用した自動車産業向けシステム

を開発中であったが、14 年 1 月、自動車内の情報機器を制御するシステム開発で、ホンダ、米

                                                  
3 米国では 25 年までに乗用車・トラックの燃料の走行距離を現行の約 2 倍（23.2 ㎞）に引き上げる規制の導

入が予定されている。日本でも 15 年度までに 04 年度対比で 2 割強の燃費改善が必要とされる。 大市場の中

国でも、20 年までに乗用車の燃費を約 5 割改善することが求められる。 
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GM、独アウディ、韓国・現代自動車の 4 社と提携すると発表した。これにより、自動車と IT

産業との間で世界的な合従連衡が進む可能性がでてきた。 

一方、自動車メーカー側では、13 年 1 月、フォードがマイクロソフトと共同開発した OS を

使った新事業を開始したほか、GM とクライスラーも 14 年までに車載器アプリ配信サービス

を開始する予定である。このほか、独大手サプライヤーのコンチネンタルも車載器プラットフ

ォームを発表している。 

 

 

（３）自動運転車 

テレマティクスに関連して、運転手が運転操作をしなくても自動で車が走る、夢の自動運転

車の実用化に向けて、異業種を含む世界中の企業がしのぎを削り始めている（図表４）。 

参入ラッシュに火をつけたのは、10 年に自動運転車の開発表明をした米グーグルである。自

動車開発とは無縁のグーグルが自動運転に取り組み始めたことで、自動運転車への関心が高ま

ることになった。13 年 8、9 月には日産自動車と独ダイムラーが相次いで 20 年までに自動運

転車を投入すると表明した。また、独フォルクスワーゲン傘下のアウディが、14 年 1 月、米国

で開催された家電見本市（CES）で自動運転車の頭脳となる小型コンピューターの基板を競合

他社に先行して開発、発表した。 

 

 

図表４　自動運転車開発への各社の取り組み

企業名 取り組み状況

　トヨタ自動車
自動運転技術を利用した、高速道路などで利用可能な安全運転支援
システムを2013年に開発。2010年代半ばの実用化を目指す。米ミシガ
ン州や東富士研究所で走行実験を実施。

　日産自動車
自律した完全自動運転車を開発し、高速道路だけでなく一般道でも走
らせることを目標とする。米シリコンバレーに開発拠点を新設。2020年
までの実用化を目指す。

　ホンダ
歩行者のスマートフォンに組み込んだ専用ソフトと自動運転車が通信
することで、死角にいる歩行者や小型車両の存在を察知して衝突を防
ぐ機能を備える（インフラ協調型システム）。

　富士重工業
「ぶつからない車」を標榜した運転支援システムの次世代版を開発中。
2020年までに360度認識・監視できるシステムが完成する見込み。

　米ＧＭ
高速道路に限定した自動運転車を2017年までに実用化することを目
指す。

　米グーグル
2007年から自動運転車の開発に着手。カリフォルニア、ネバダなど
3州と1特別区で公道での試験走行が可能な自動運転ライセンスを
取得し実証試験を実施。

出所 ： 各社資料、各種新聞・雑誌記事をもとに作成  
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自動運転車開発の歴史は長く、古くは 1939 年のニューヨーク万国博覧会で米 GM が自動運

転の概念を披露している。かつては夢の技術であったが、 近になって、周囲の状況を判断す

るセンサーの高精度化と低コスト化が進んだことで、自動運転の実用化が現実味を帯びてきた。 

関係者の間では、自動運転車は既に技術的な障害はほとんどないと言われており、実用化に

向けた 大の課題は法制度の整備と考えられる。国土交通省の「オートパイロットシステムに

関する検討会」（12 年 6 月設立）が、13 年 8 月、「実用化に向けた中間とりまとめ（案）」を発

表するなど、政府でも自動運転車が事故を起こした際の責任の所在や安全対策などが議論され

ている。 

自動運転車の実用化で自動車ビジネスの構造が大きく変わることが予想されるなかで、日本

の自動車メーカーがいかにして競争優位を維持していくのかが今後の焦点となるだろう。上述

したようなテレマティクスの進化により、自動車はスマートな情報社会の端末の一つ、「スマー

トカー」、「走る情報端末」といった位置づけになる可能性がある4。 

テレマティクスの潮流は世界の自動車産業の構造を大きく変える可能性があり、現状その主

導権は米国企業が握っている。このため、デジタル家電だけでなく、自動車業界までもが在シ

リコンバレーの IT 関連企業の「下請け」のような存在になるリスクを認識する必要がある。 

 自動車をめぐるテレマティクスの分野で、日本企業が今後どのような巻き返しを見せるのか

注目される。 

 

 

＊ ＊ ＊ 

次に IT（情報技術）に関するキーワードを見てみよう。 

あらゆる電子機器の機能がスマホやタブレットに集約され、それがインターネットによって

世界中の人とつながる時代が到来した。未来像であった「ユビキタス社会」が、今、現実化の

段階を迎えている。この結果、人と人との関係が変化し、個人が直接、生産要素や市場にアク

セスできるようになり、産業界にコスト構造とビジネスモデルの劇的な変化をもたらしている。 

 13 年に IT 分野で注目された用語である「ビッグデータ」「3D 生産革命（3D プリンター）」

「クラウドソーシング5」は、いずれもこうした変化を象徴する言葉である。14 年もこれらの

領域をうまく活用した企業が新市場の創造に成功することになるだろう。 

 本稿では、これら以外の用語で 14 年に特に注目すべきキーワードとして、「ポスト・スマホ」

「M2M」の 2 つを挙げたい。 

＊ ＊ ＊ 

 

 

                                                  
4 米フォードのウィリアム・フォード会長は、「道路を走る車を、スマートフォンやノート型パソコン、タブレ

ット端末と同じ ように見るべき時が来た。自動車を単体としてではなく、高度なネットワークの一部と見なす

べきだ」と語っている（2012 年 2 月 28 日フィナンシャル・タイムズ紙）。 
5 インターネットを介して不特定多数の個人に仕事を外注する形態。 
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４．ポスト・スマホ ･･･ ウエアラブル端末、脱スマホ依存 

スマートフォン（スマホ）は世界中で急速に普及し6、社会や産業の構造に大きな変化をもた

らしているが、スマホの次を見据えた「ポスト・スマホ」を 14 年のキーワードに挙げたい。 

 

（１）ウエアラブル端末 

スマホの次に市場の牽引役になりそうな端末の開発が熱気を帯びてきた。ポスト・スマホの

座を狙った開発競争である。現在、その筆頭格として注目されているのが、眼鏡型や腕時計型

などのウエアラブル端末である。ウエアラブル端末とはヒトが常時身に着けて利用できるコン

ピュータ端末を意味する。 

腕時計型ウエアラブル端末では、ソニーが 13 年に、アンドロイド搭載のスマホと連携して

腕元にメールや電話の着信が表示され、各種アプリをインストールして機能を拡張できる機種

を発売した。これに対抗し、同年、韓国サムスンはスマホと連動し、カメラ撮影や音声通話も

行える腕時計型端末を発売した。 

眼鏡型端末では、米グーグルがマップ音声検索機能を備え、専用アプリで機能を拡張できる

「グーグルグラス」を 14 年に発売する予定である。 

日本勢では、NTT ドコモが眼鏡型で、視野にさまざまな情報を表示して閲覧・操作できるウ

エアラブル端末「インテリジェントグラス」を開発中である。この端末とスマホを接続し、手

を使わずに映画などのコンテンツを長時間視聴することができる。また、同端末を通して人の

顔を見ると、相手の名前や名刺の情報が眼前に表示される機能もついている。ソニーは、かつ

ら型のウエアラブル端末の特許を欧米で出願し、話題を呼んだ。 

14 年 1 月上旬、米国ラスベガスで開催された家電見本市（CES）では、多くの企業が競っ

てさまざまなウエアラブル端末を発表した。セイコーエプソンは小型軽量でシースルー型のヘ

ッドマウント・ディスプレイを発表、ソニーや韓国 LG エレクトロニクスなどはユーザーの活

動量や脈拍などの情報を計測する装置を発表した。 

 ウエアラブル端末の世界出荷台数は、13 年度で 560 万台程度だが、18 年度には１億台を超

えるとの予測もある（図表５） 

日本の部材メーカーもウエアラブル端末に商機を見いだしている。常に身に着けて利用する

ものだけに、ウエアラブル端末に使われる部材は、高性能化や微細化への要求水準が高い。こ

のため、技術力に定評のある日本の部材メーカーにとっては有望な市場といえる。村田製作所

（積層セラミックコンデンサー、小型水晶振動子等）、日本電波工業（温度補償型水晶発振器等）

など、各社がウエアラブル端末向け部材の開発や製品化に注力している。 

 ウエアラブル端末は発展途上の分野であり、操作性にはまだ難があり、デザインもこなれて

いるとは言いがたい。14 年にはデザインや機能が洗練された端末が続々と市販される見通しだ。

試作機的な位置づけを超え、広く一般の消費者に受け入れられる商品が出てくるかどうか注目

される。どの企業の、どのタイプの端末が主導権を握り、ポスト・スマホ候補となるのかを見

極める年となる。 

 ただし、モノ単体としてみれば、ウエアラブル端末の製造は参入が容易（誰でもつくること

                                                  
6 市場調査会社の米 IDC の予測によれば、13 年のスマホの世界出荷は 10 億台を突破し、今後も 17 年まで年

平均 18.4％で成長して、17 年には 16 億 8,580 万台に達する見通しである。 
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が可能）で、差異化が難しい商品と言えるだろう。無線 LAN や近距離通信技術（ブルートゥ

ース）等に対応させれば、特定に通信会社のサービスに適応させる必要もないため、顧客の囲

い込みも難しい。このため、ウエアラブル端末は市場が立ち上がるや否や、コモディティー（汎

用品）化と価格競争の波にさらされることが予想される。また、ウエアラブル端末専用の OS

（基本ソフト）などのプラットフォーム（他社がそれを利用して製品製造やサービス提供を行

えるような土台）をつくる企業が主導権を握る可能性が高い。 

ウエアラブル端末に参入する企業は、こうした事態を想定して、自社の儲けどころや儲ける

仕組み、ビジネスモデルなどを構想することが重要であろう。 

 

 

（２）脱スマホ依存 

 現在、日本の電子部品業界はスマホ需要に沸いており、スマホ向け部品が収益の柱となって

いる。しかし、スマホ市場は徐々に成熟化してきている。中国などで地場のスマホメーカーが

台頭しており、今後は新興国向けの低価格スマホが市場の中心になっていく。スマホは早晩コ

モディティー化、低価格化し、日本の部品メーカーが儲けられなくなることは必至である。 

 このため、電子部品業界ではスマホの次をにらんで、次なる収益の柱を育て、脱スマホ依存

を図ることが急務となっている。この観点から、多くの部品メーカーが自動車や医療機器など

の新規分野を伸ばし、スマホ依存度の引き下げを図っている。14 年は、これまでスマホ需要の

恩恵を受けてきたで部品メーカーや素材メーカーがポスト・スマホの市場探しをする動きが活

発化する年になるだろう。 
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図表５　ウエアラブル端末の世界出荷台数予測
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５．Ｍ２Ｍ（マシン・ツー・マシン） 

センサーの急増で台頭したＭ２Ｍ 

IT と機械を融合させる技術して、近年、機器間通信（M2M：マシン・ツー・マシン）が著

しい成長を遂げている。M2M とは、機器同士の通信によってデータを収集したり、集めたデ

ータの分析結果をもとに機器へ指示を出したりするシステム形態である。 

データの発信元となる M は GPS（全地球測位システム）などのセンサー、データの受信先

となる M は機器自体の制御を司る機器である。そして、M と M の間を取り持つクラウドサー

ビスが進化を遂げている。 

 M2M が台頭してきた 大の要因はセンサーの急増である。家電、自動車、住宅、ビル、電

気・水道などのインフラ、自動販売機など、あらゆるモノや場所にセンサーが搭載され、ネッ

トワークでその情報を収集できるようになってきた。センサーの年間出荷個数は急ピッチで増

加を続け、23 年頃には 1 兆個を超えると予測されている（図表６）。センサーの高精度化、低

コスト化も加速している。 

 

スマホはセンサーの代表格 

そうしたセンサーの代表格がスマートフォン（スマホ）である。スマホの中には、加速度、

距離の遠近、明るさなどに関するセンサーが多数搭載されていて、それをネットワークに常時

接続された状態で人々が持ち歩いている。スマホが普及したおかげで、企業が自前のセンサー

をヒトやモノに張り巡らせなくても、スマホをセンサーとして活用することができるようにな

ったのだ。 

 

 

図表６　　センサーの年間出荷個数の見通し
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一方、企業の側でも M2M で収集したビッグデータを新事業の創出や顧客への付加価値提供

に活用しようという機運が高まり、マーケティングや顧客満足度の向上、業務改善などに活用

する事例が相次いでいる。 

例えば、電通、ゼンリンデータコム、シンクエージェントは、スマホからの位置情報をもと

に商業施設の出店分析を支援するサービスを提供している。パナソニックは、体組成計や冷蔵

庫などに NFC 通信機能7を付け、健康情報や家電の操作情報などをスマホを介して同社のクラ

ウドサービスに集約する仕組みをつくっている。 

 自動車のセンサー情報を活用する事例では、富士通が国内各地のタクシー事業者と契約し、

タクシーの位置や速度などのセンサー情報をタクシー業者から取得し、それらの情報を自社の

クラウドサービスで外部に提供している。 

 

目が離せないグーグルの動向 

この分野で注視すべきは米グーグルの動向である。グーグルは近い将来、自動車のセンサー

情報を提供するビジネスに乗り出すと見られている。このことは前述したように同社が自動運

転車の技術開発に注力していることから明らかである。さらに、同社は 13 年、スマート・サ

ーモスタットの開発会社ネストの買収を発表した。ネストは、家の住人の生活パターンをセン

サーで察知し、解析し、生活に 適化した、無駄のない室温調整ができるサーモスタットのほ

か、ネットに接続されたスマート煙探知機などを製造・販売している。ネストの買収は、グー

グルが M2M の事業展開を見据えていることを示すものである。 

センサーは日本企業の得意分野であり、M2M の時代の到来は日本企業にとって商機といえ

る。成長が見込まれる介護ロボットなどのサービスロボットや自動運転車に使われるセンサー

の分野で日本のメーカーはますます存在感を発揮できるに違いない。 

ただし、部材メーカーは高い世界シェアを保持しているだけで満足すべきではない。製品が

コモディティー化した後も持続的に収益を得るためには、ただの「供給者」の立場にとどまる

のではなく、ブランドの構築や、バリューチェーン（価値連鎖）の中で自社が主導権を握る仕

組みづくり等に注力することが重要である。 

 

                                                  
7 NFC とは Near Field Communication の略で、「かざして通信」するための規格。スマホなどの小型端末に

NFC チップを搭載すれば、他の NFC 対応危機と近づけて通信する機能を持たせることができる。 
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６．インフラビジネス 

世界中で拡大するインフラビジネス 

世界各国でインフラビジネスの市場が拡大し続けている。新興国では人口増と都市化の進展

で新規インフラの需要が膨らんでいる。一方、先進国では 1960 年代、70 年代につくられた老

朽インフラの維持管理・更新が待ったなしの課題となり、老朽インフラを低コストかつ効率的

に補修、刷新し、安全を維持する技術が求められている。つまり、世界中にインフラビジネス

のチャンスがころがっているといえる。 

日本政府は、インフラ輸出（海外でのパッケージ型インフラビジネス）を成長戦略の重要な

柱の 1 つに位置づけており、日本企業による海外インフラの受注規模を現在の約 10 兆円から

2020 年に約 30 兆円まで拡大することを目指している。 

このところ、日本勢は海外インフラの受注で成果を挙げつつある。東南アジアでは、三井住

友建設がインドネシア初の地下鉄工事を現地企業との共同企業体（JV）で受注した。ベトナム

では、大成建設がハノイ郊外の国際空港旅客ターミナル工事を受注したほか、五洋建設・東亜

建設の JV が港湾工事を受注した。トルコでは、三菱電機が国営衛星通信会社から 2 基の通信

衛星を受注した。先進国でも、日立製作所が英国の高速鉄道車両を受注している。 

 

老朽インフラ対策の優先度が高まる 

 老朽インフラの維持管理・更新については、ここにきて政策の優先度が上がっている。日本

では、1964 年の東京オリンピックの頃に整備されたインフラが一斉に老朽化し、今後 20 年間

で建設後 50 年以上経過する施設の割合が加速度的に高くなる（図表７）。老朽インフラの維持

管理・更新に戦略的に取り組むための体制として、13 年 1 月、国土交通大臣を議長とする「社

会資本の老朽化対策会議」が設置され、同年 3 月、社会資本の維持管理・更新に関し当面講ず

べき措置（図表８）が閣議決定された。 

 

 

図表７　建設後50年以上経過する社会資本の割合

2012年3月 2022年3月 2032年3月

道路橋
（橋長２ｍ以上）

約１６％ 約４０％ 約６５％

トンネル 約１８％ 約３１％ 約４７％

河川管理施設
（国管理の水門等）

約２４％ 約４０％ 約６２％

下水道管きょ 約２％ 約７％ 約２３％

港湾岸壁
（水深－４．５ｍ以深）

約７％ 約２９％ 約５６％

出所 ： 国土交通省 「国土交通白書2013」  
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出所 ： 国土交通省 「社会資本の維持管理・更新に関し当面講ずべき措置」（2013年3月21日）

図表８　社会資本の維持管理・更新に関し当面講ずべき措置（工程表の課題と方向性）

 
 

 

 13 年秋の臨時国会で国土強靭化基本法が成立し、今後起こりうる自然災害に対し、平時から

事前の備えを行い、防災・減災を図る政策が推進されることも、老朽インフラ更新の動きを加

速する。20 年の東京五輪開催に向けて、国土強靭化の取り組みが強化されそうなことも、老朽

インフラの更新需要を後押しすることになろう。首都圏では、3 環状道路の整備、首都高速道

路の老朽化対策、電線の地中化構想などが 20 年までに前倒しで実行される公算が高まってい

る。 

 

負の遺産が商機に転化 

 これらの政策を受けて、これまでは財政の圧迫要因として先送りされがちな「負の遺産」だ

った老朽インフラ問題が、産業界にとって商機に変わりつつある。国と地方の財政状況が厳し

い中で、莫大なインフラの維持管理費や更新費を捻出できないという現実がある中、コストを

抑制しつつ、課題を解決する知恵を出すのは、民間企業の出番である。 

技術力に定評のある日本企業が、これまで人手に頼っていた点検作業を効率化するための技術

（検査や監視の定量化、自動化）、長期にわたり建造物を監視しながら異常の発生を発見する技

術、老朽化したインフラの検査・メンテナンス計画を 適化する管理ツール、インフラ更新の
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ための新素材や新工法等の開発などを加速させている。 

 

「使用しながら」維持管理・更新する技術に注目 

 インフラの維持管理・更新の切り札の一つとして注目されるのは、「インフラを使用しながら

点検や補修工事ができる」技術であろう。このタイプの技術の代表事例としては、積水化学工

業が開発した下水道管路更生（リニューアル）の独自工法（SPR 工法）が挙げられる。同工法

は、下水管の開削が不要で、流路を遮断することなく（下水を流したまま）、老朽化した管の内

側に樹脂膜を張って修復するもので、低コストで長寿命化を実現できる。 

 このほか、計測検査（北九州市八幡西区）が三菱電機と共同開発したトンネル天井部を点検

する専用車両も類似事例である。時速 50km で走行しながらレーザーを照射して 3 次元計測す

る機能を備え、交通規制を行うことなく長大なトンネルを短時間で計測できる。また、橋梁工

事で業界トップクラスのピーエス三菱は、建築物を使用しながら外部からの補強で耐震補強工

事を行う工法（PCaPC 外付けフレーム耐震補強工法）を手がけている。 

 

日本の輸出商品に育てよう 

 インフラ老朽化対策には IT（情報技術）の活用が欠かせない。とりわけカギとなるのはセン

サーの活用である。政府が IT 戦略として 13 年 6 月に閣議決定した「世界 先端 IT 国家創造

宣言」の中でも、「劣化・損傷個所の早期発見、維持管理業務の効率化につながるセンサー、ロ

ボット、非破壊検査等の技術の研究開発・導入を推進する」、「20 年度までに国内の重要イン

フラ・老朽化インフラの 20％についてセンサー等の活用による点検・補修を行うとともに、世

界共通の課題となりうる社会インフラの老朽化対策について、我が国がフロントランナーとな

れるよう、課題解決の成功モデルを構築し、国際展開を図る」と表明された。 

上記引用箇所の末尾でうたわれているように、日本企業がもつインフラ保全・維持の技術を

国内の老朽化対策や国土強靭化に役立てると同時に、産業としてこれからの日本を支える強い

輸出商品に育てていく発想が重要であろう。 
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７．介護ロボット 

国の支援策が動き出した 

人類がかつて経験したことのないスピードで高齢化が進む日本では、13 年に 65 歳以上の高

齢者が総人口に占める割合が 25.1％に達し、今後介護需要の急拡大が見込まれる。「団塊の世

代」が全員 75 歳以上になる 25 年には、212～255 万人程度の介護職員が必要になるとされ8、

介護人材不足が深刻化する懸念がある。この課題の解決策の一つとして、世界 高水準といわ

れる日本のロボット技術を活用することが期待されている。 

さらに、政府も介護ロボットを新たな輸出産業として育成するため、積極的な開発支援に乗

り出しており、「日本再興戦略」（13 年 6 月）でも「ロボット介護機器開発 5 ヵ年計画」の実施

が重点政策の 1 つに盛り込まれた。これらを受けて、介護ロボットの開発や普及が今後進展す

ることが期待される。 

現状は、価格が高いことなどから、国内における介護現場での介護ロボットの使用は、排泄

支援機器など一部に限られている9。 

だが、国の支援策が動き出している。13 年度には、経済産業省の｢ロボット介護機器開発・

導入促進事業｣の第 1 次採択事業 24 件が決定しており、国家プロジェクトとして 15 年度まで

に 終製品化を目指すことになっている。同事業の特徴は、作り手の立場からロボットをみる

経済産業省と、使い手の立場からロボットをみる厚生労働省との協力関係が成立していること

である10。 

経済産業省は 14 年度から介護施設での介護ロボットの大規模な試用実験を始め、実用性の

検証を進める予定である。また、13 年度補正予算を原資として、介護ロボットの購入を希望す

る介護事業者に対し購入費用の2分の1以上を助成する制度が14年に創設される予定である。 

さらに、15 年度に予定されている介護保険制度の見直しにおいて、介護ロボットの介護保険

適用製品が増加すれば、導入負担が減り、介護現場への普及に弾みがつくと予想される。 

 

多様な企業が介護ロボット開発に参入 

 調査会社の矢野経済研究所の予測によれば、国内の介護ロボットの市場規模（出荷額ベース）

は、12 年度は 1 億 7,000 万円に過ぎないが、15 年度から本格的に市場が立ち上がり、20 年度

には 349 億 8,000 万円に拡大する見通しである（図表９）。 

 介護ロボットは、その用途や機能によって、①介護者支援型（高齢者のベッド移動、車いす

への移乗、入浴・排泄などの介護業務の負担を軽減する）、②自立支援型（歩行・リハビリ・食

事・読書など、介護される側の自立を支援する）、③コミュニケーション・メンタルケア型（高

齢者と交流、会話し、セラピー効果や見守り機能をもつ）、などに分類できる。 

介護ロボット市場には多くの企業がビジネスチャンスを見出しており、ロボット製造を手が

ける機械メーカーのほか、電機メーカー、自動車メーカー、独自技術をもつ中小企業など、幅

広い業種の企業が介護ロボットの開発に参入している。 

 
                                                  
8 社会保障国民会議が 2008 年に行ったシミュレーション結果による。 
9 自動排泄処理装置の介護保険の適用が 12 年度に購入からレンタルに変更されたことにより、ユーザーの負担

が軽減されたことで、在宅介護での需要が拡大した。 
10 経済産業省と厚生労働省が 12 年 11 月に共同発表した「ロボット技術の介護利用における重点分野」に基づ
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出所 ： 矢野経済研究所 「介護ロボット市場に関する調査結果2013」

（年度）

（百万円）

図表９　介護ロボットの国内市場規模の推移と予測

 
 

 

また、オリックス・リビングやツクイなどの介護サービス事業者の側が、介護ロボットの研

究開発に自ら取り組む事例が増えてきた。介護職員の不足への危機感を背景に、「将来的には、

介護現場の担当者の負担軽減などのために、ロボットの手を借りるしかない」と考えて、介護

ロボットの開発・導入に主体的に関わるようになったのである。 

 国際標準を狙う動きも進展しつつある。介護ロボットは人が直接身につけて使うことが多い

ため、高い安全性が求められるが、従来は統一の安全基準や安全性を認証する仕組みがなかっ

た。企業の研究開発や量産体制の整備を促進し、国際競争力を確保することを狙って、政府は

日本が主導して策定した安規格を国際標準化機構（ISO）に採択されるよう働きかけ、国際基

準に沿った安全認証を国内で取得できる体制の整備を進めている。 

 

事業化で先行する欧州市場 

 このように、「高齢化先進国」日本で、社会を支える新たな産業として介護ロボットへの期待

が高まり、国の支援策強化を背景に、介護ロボットの実用化に向けて動き出す企業が増えてい

る。 

 とはいえ、この分野の実証・実用化に向けた政策支援では日本は欧州に遅れをとっているこ

とを認識する必要がある。先行して介護ロボット事業に取り組む日本企業では、早期に事業化

が可能な欧州市場を優先して実用化を目指す事例が目立つ。例えば、歩くのが不自由になった

人の歩行を助けるロボットスーツ「HAL」を開発したサイバーダインは、13 年 8 月に欧州の

安全要求に適合していることを示す CE マークを取得したほか、同月、ドイツでは医療機器と

しての認証を取得、公的な労災保険の適用が決まり、HAL を使った治療が既に始まっている。 

 

                                                                                                                                                  
く事業となっている。 
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高齢化先進国としての「地の利」を生かせるか 

介護ロボットを開発する国内企業にとっては、早期に事業化でき、投資回収ができる海外市

場で先行して事業に取り組むことは当然の選択である。日本が高齢化先進国としての「地の利」

を生かし、新たな成長産業、競争力のある輸出商品として介護ロボット市場を拡大させていく

ためには、政府が、医療保険の対象認可にかかる時間の短縮、安全リスクを担保するための保

険制度の確立、開発・事業化を担う企業が活用しやすい、柔軟性のある医療環境の整備などに

戦略的に取り組むことが必要だろう。 

 

 

 

８．物流 

活況を呈する大規模物流施設 

インターネット通販の急拡大を背景に、首都圏など都市部周辺の地域を中心に、大規模な（延

べ床面積 10,000 ㎡以上の）物流施設への需要が高まっており、その建設が活発化している。

足元の利用状況をみると、首都圏のマルチテナント型と呼ばれる賃貸型の大規模物流施設の空

室率は低下傾向にあり、13 年第 4 四半期には対前期比 0.3 ポイント低下の 4.0％となった（不

動産サービス大手、シービーアールイー（CBRE）の調査による）。大型供給が相次いだにもか

かわらず、需要が堅調なため、需給が引き締まっている。 

需要の拡大を見越して、近年、三井不動産、三菱地所などの大手不動産企業による大規模物

流施設開発の動きが活発化している。 

日本政策投資銀行が実施した 13 年度の設備投資計画調査（13 年 8 月発表）の業種別の伸び

率をみると、運輸業が前年度比 16.8％増、不動産業が同 31.2％増と投資意欲が旺盛である11。

前者では物流施設整備への投資、後者では商業物流施設への投資が大幅に増加したことが押し

上げ要因となっている。 

 

ネット通販市場拡大が需要を押し上げ 

 近の大規模物流施設は、荷物の保管だけを目的とする倉庫とは異なり、高度な荷さばきや

仕分けを効率的に行う機能を備えたものが多い。荷主企業の側で低コストかつ迅速な配送への

要求が高まっており、物流業務を包括して物流業者にアウトソーシングする形で、これらの高

機能な施設を活用している。 

 高機能な大型物流施設に対する需要が増大している背景には、インターネット通販市場の拡

大を背景に（図表１０）、複数事業者の商品の一括取り扱いや多頻度で迅速な小口配送へのニー

ズが高まったことがある。ネット通販業者にとって倉庫の確保や発送業務は多大な労力とコス

トがかかるものだが、出店店舗向けに倉庫貸しや発送代行を行う物流大手に物流機能を委託す

ることにより、中小企業でも集客や販売を伸ばすことが可能になる。 

このほか、東日本大震災以降、耐震・防災への意識が高まり、老朽化した物流施設から高機

能な施設にシフトする動きが生じたことも高度な物流施設の需要を後押ししている。 

 

                                                  
11 13 年度設備投資計画の前年比は、自動車が 8.4％、電気機械が 2.1％で、運輸業、不動産業はこれらを大き

く上回っている。 
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図表１０　日本のB to C-EC市場規模の推移

 
 

 

ヤマト運輸、大型物流ターミナル建設の狙い 

 ヤマト運輸を核とするヤマトグループは、物流インフラの革新に取り組んでおり、14 年 10

月、東京都大田区の羽田空港の隣接地に日本 大級の物流ターミナル「羽田クロノゲート」（敷

地面積約 9.9 万㎡、延床面積約 19.8 万㎡）を開業した。同社はこのほか、神奈川県愛甲郡にも

大型物流ターミナル「厚木ゲートウェイ」を 14 年 8 月に稼働させたほか、15～16 年には中部

と関西にも大型物流ターミナルを建設する予定である。 

同社がこれらの大型施設を建設する狙いは、1 つは時間軸の短縮（「止めない物流」の実現）

で、3 大都市圏での当日配達を可能にすることを計画している。もう 1 つの狙いは、荷物が流

れる間に付加価値をつけることである。大型物流ターミナル建屋は、異なる荷主から集荷した

荷物を発送先別に集荷し同梱する作業や、機器の修理、組み立て、 終検査などができる機能

を備えており、これらの付加価値を顧客に提供できる。これは、同社がこれまで未開拓だった

製造業などの企業間物流の領域に乗り出す取り組みである12。 

 

ITと物流の接点に商機あり 

 企業誘致に取り組む地方自治体も、誘致対象として物流に熱い視線を向けている。かつて工

場が立地した工業団地が物流拠点の集積地に変貌する現象が、全国各地で起こっている。大型

の物流施設は雇用創出効果が見込まれるほか、内需型であるため、工場と違って海外に移転し

                                                  
12 木川眞・ヤマトホールディングス社長は、「製造前後の物流コストや在庫コントロールには改善できる余地

が多い」「そういう意味では、日本の製造業の成長原資になるのは、ロジスティクスの改革だ」「企業の物流機

能を一括して担う 3PL（サード・パーティー・ロジスティクス）に根こそぎ外部に委託できるのは物流量の多

い企業だけ。3PL がカバーできていない中小企業では物流改革は進んでいない。そこで、この領域に入ろうと

決断した」と語っている（出所：『日経ビジネス』2013 年 9 月 16 日号、36 頁のインタビュー）。 
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てしまうことはない。このため、企業を誘致する自治体の側でも、物流施設の立地を歓迎する

動きがみられる。 

 人口減少社会の日本では物流施設への需要も減少すると考えがちだが、実際はその逆である。

人口減少社会だからこそ、企業は 1 人当たり労働生産性を上げる必要があり、そのために人や

物の流通を効率的にする物流施設への需要が伸びると考えられる。 

 さらに近年は、IT と物流の接点に商機が潜んでいることに目をつけ、業種・業態の垣根を越

えて、国内外の多くの企業が IT を活用した物流機能の強化を進めている。 

 外資では、ネット通販の巨人、アマゾンの動向から目が離せない。同社は日本国内にも巨大

な物流ネットワークを構築しており、配送以外のすべての業務を自前で行っている。 

13 年 12 月、アマゾンのジェフ・ベゾス CEO は、無人ヘリコプターを使って 30 分以内に小

さな商品を顧客に配送するという驚くべき構想をぶち上げ、話題を呼んだ。これは単なる話題

づくりではなく、宅配業者に頼っている 後の配達（いわゆる「ラスト・ワンマイル」）の部分

で、商品をいかに効率的に顧客の自宅に届けるかといった課題に対する 1 つの解決策を提案し

たものととらえるべきであろう。 

 

 

 

９．訪日外国人 

過去最高を更新した訪日外国人数 

 日本を訪れる外国人数はこのところ大きく増加しており、13 年は前年比 24％増の 1,036 万 4

千人と、初めて 1000 万人の大台に乗り、これまで過去 高だった 10 年の 861 万 1 千人を上

回った（図表１１）。 
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図表１１　　訪日外国人旅行者数の推移
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訪日外国人の地域別の構成比をみると、韓国、台湾、中国などの東アジア（構成比 64.9％）、

タイ、シンガポールなどの東南アジア（11.1％）の両地域で全体の 76％を占め、以下、北米

（9.2％）、欧州（5.1％）と続いている。対前年伸び率が高かった国は、香港（前年比 54.8％）、 

台湾（50.8％）、タイ（74.0％）、ベトナム（53.0％）、マレーシア（35.6％）、インドネシア

（34.8％）、シンガポール（33.1％）などである。 

 訪日外国人数増加の背景には、①円安進行による旅行費用の割安化、②タイやマレーシアな

ど ASEAN5 ヵ国のビザ（査証）の発給要件の緩和（13 年 7 月）、③東アジアを中心とした LCC

（格安航空会社）就航の増加によるフライト座席供給量増加・航空運賃低下、④アジアにおけ

る中間所得者の増加に伴う旅行需要の拡大、などの要因が影響していると考えられる。 

 もっとも、1000 万人は通過点に過ぎない。政府が制定した観光立国推進基本計画（12 年 3

月閣議決定）では、20 年までに訪日外国人旅行者数を 2,500 万人、30 年に 3,000 万人超にす

るという高い目標が掲げられている。 

 

消費の現場で高まる訪日外国人の存在感 

 訪日外国人の増加は、観光業のみならず、広く日本経済にプラスのインパクトを及ぼす。日

銀が 13 年上半期の暦年換算値をもとに行った試算13によれば、訪日外国人による消費額により

誘発される生産額は約 3 兆円、うち粗付加価値額は約 1.6 兆円（名目 GDP 対比 0.3％程度）、

誘発される雇用者数は 20 万人強（雇用者総数対比 0.3％程度）とされる。 

このように、マクロ経済全体に与える影響はまだ限定的といえるが、特定の分野や業種では、

相応のプラス効果を及ぼし始めている。 

日銀の分析によれば、宿泊業では、訪日外国人消費のウエイトが 6～7％に達しているほか、

飲食業、旅行運送業でも 1％台半ば、相対的に大きくなっている。13 年 4～9 月期に JR 東海

など鉄道大手 10 社が純利益で過去 高益を更新した背景には、景気回復に加えて、訪日外国

人の増加が寄与している。鉄道会社という内需産業の代表的存在の企業にも、訪日外国人増の

恩恵が及んでいることに注目すべきであろう。 

 実際、 近の国内の消費の現場では、随所で訪日外国人の存在感が高まっており、これを反

映して、内閣府「景気ウォッチャー調査」の判断理由集のコメントにも訪日外国人増加に関す

るコメントが散見されるようになっている。 

 

「海外から来た内需」を取り込む動き 

 こうしたなか、外国人消費という「海外から来た内需」の取り込みに注力する企業が増えて

きた。 

例えば、イスラム圏からの訪日外国人の増加に対応して、ハラル（イスラム法で許された項

目）認証の取得に動く企業が増えている。これまでは食品関連の大企業がイスラム教徒の多い

東南アジア等での生産を始める際に、現地でハラル認証を取得するといったケースが大半であ

った。しかし 近では、東南アジアや中東地域からイスラム教徒の訪日外国人が増えているこ

とを背景に、国内でハラル対応の製品、ツアー、レストラン、サービス等を開発・整備する動

きが活発になっている。 

 

 

                                                  
13 日本銀行「日銀レビュー」2013 年 11 月「 近の訪日外国人増加の背景とわが国経済への影響」。 
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官民挙げてＭＩＣＥを誘致 

 訪日外国人増加の経済効果の恩恵を得ようと、 近、国や自治体、企業が注力しているのが

「MICE」の誘致である。MICE とは、Meeting（会議・研修）、Incentive Travel（報奨・招

待旅行）、Convention（国際会議・学会）、Exhibition / Event（展示会・見本市・イベント）

の頭文字をとった略称である。これらは企業や業界団体、学会などが主催するために、予算が

潤沢で、参加者は会議や宴会後に伴侶とともに観光も楽しむことも多い。MICE 参加者の 1 人

当たり消費額は一般の旅行者の約 7 倍といわれる。1 万人程度の国際会議が開催された場合、

約 39 億円の経済波及効果がもたらされると推計されている14。 

かつてアジア・太平洋地域での MICE は日本が圧倒的なシェアを誇っていたが、近年は競合

するシンガポールや中国の台頭に押され、日本のシェアは低下している。13 年 6 月の「日本再

興戦略」では、30 年までに MICE 誘致でアジア首位の地位を取り戻すことが明記された。 

13 年の国内の国際会議開催件数は、円安の追い風に加え、政府や自治体の誘致活動強化が功

を奏し、前年比約 1 割増え、過去 高水準になった模様だ。 

 外国人旅行者を呼び寄せる魅力の高い観光コンテンツに恵まれながら、現状日本の観光産業

は未成熟である。外国人訪問者数の国際比較（12 年）では、日本は世界で 33 位、アジアでも

8 位と低位にとどまっている。旅行収支（受取）の対名目 GDP 比も 0.2％と、主要国の中で

も低い。これは裏を返せば今後の伸びしろが大きいことを意味する（図表１２）。 

 20 年の東京五輪開催も追い風となって、訪日外国人数の増強や消費喚起に向けた官民の取り

組みが一層強化され、個人消費の下支え要因になっていくことが予想される。 
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図表１２　旅行収支（受取）の対名目GDP比（2012年）

 
 

                                                  
14 観光庁の経済波及効果の簡易測定ツールによる試算。 
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１０．高度製造業 

米国製造業に国内回帰の動き 

 日本よりも早い時期に生産拠点の海外移転が進み、国内の製造業が空洞化した米国を中心に、

近、製造業の生産拠点の国内回帰の動きが報じられ、リショアリングの進行が喧伝されてい

る。リショアリングとは、オフショアリング（生産の一部を海外に移管すること）の反対語で、

生産拠点を自国内に回帰させることを意味する15。 

近、米国企業の間で、リショアリングの事例が増えつつあるのは確かである16。 

キャタピラーは 11 年、大型ショベルの製造ラインを日本からテキサス州の工場に移した。

GE は 12 年、閉鎖寸前だったケンタッキー州ルイビルの工場を再生し、中国やメキシコから白

物家電の生産を戻した。フォードは 15 年までに国内で時間工 1 万 2000 人以上を雇用し、中国

やメキシコなどから米国への生産移管を行う計画である。また、アップルはこれまで中国や台

湾などに製造委託していたが、13 年秋、パソコン「Mac Pro」の生産をテキサス州内の企業に

切り替えたほか、14 年、アリゾナ州での部品生産を開始する。 

  

米国でなぜリショアリングが進んだか 

 米国でリショアリングが進んだ背景には、①進出先である中国などアジア新興国における賃

金の大幅上昇、②オフショアリングの弊害（品質悪化、迅速なニーズ対応の困難化、知財流出

等）への反省、③ものづくりの革新（3D 工作機器、ロボット技術、自動化ラインの進化等）

による、少ない労働力での効率的な生産方法の実現、④FTA（自由貿易協定）の整備の進展に

よる輸出拠点としての米国の魅力向上、⑤シェール革命に伴う国内のインフラ需要増大と原燃

料価格低下、などがある。 

ボストン・コンサルティング・グループが米国に本社を置き、海外に生産拠点を持つ売上高

10 億ドル以上の企業の幹部を対象に実施したアンケート調査（13 年調査）によれば、対象企

業の 54％が「リショアリングを計画または検討中である」と回答した。この比率は 12 年の前

回調査における 37％から大きく上昇しており、現実に米国に製造業の拠点が戻りつつあること

がわかる。 

 ただ、米国で製造業の国内回帰が本格的に進んでいるとまではいえないとの指摘も多い。米

国の製造業雇用者数は、90 年代後半から減少傾向となり、12 年には 1,192 万人と 98 年の 1,756

万人から約 500 万人も減っている。10 年以降は心もち回復の兆しが見られるものの、明確な

増加傾向に転じたわけではない。これは、米国におけるリショアリングの動きは一部の企業に

とどまり、全体的なトレンドになっていないほか、工場は戻っても新規雇用をわずかしか生ま

ない事例が多いためと考えられる。 

 また、米国で起こっているリショアリングの中には、企業がグローバルな生産拠点の 適配

置を進める中で、旺盛な需要がある国で「地産地消」を実現する動きであるケースも含まれ、

必ずしも製造業の国内回帰と呼べないものもあるだろう。 

 
                                                  
15 類似の用語として、生産に もふさわしい経済的条件を備えた場所を国内で新たに探すことを「ニアショア

リング」と呼ぶ。 
16 米国への生産移転の動きは米国企業だけではなく、他国企業にも広がっている。独シーメンス（ガスタービ

ン生産、ノースカロライナ州）、英ロールスロイス（ジェットエンジン部品、バージニア州）、中国レノボ（タ
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注目すべき米国の製造業強化策 

 このように、米国で製造業の国内回帰と呼べる構造的変化が実際に生じているか否かについ

ては、慎重に分析して判断する必要があるが、ここで注目したいのは、米国では「先進製造業」

17を中心とする製造業強化策が明確に打ち出されていることである。 

オバマ政権（第 2 期）は、「16 年までに 100 万人の製造業雇用創出」を公約に掲げ、14 年度

予算教書の中で、法人税引き下げや研究開発税制の拡充などの税制優遇策、工場閉鎖地域など

特定地域における製造業の投資喚起・雇用創出策、などの実行を表明している。 

 新興国企業の台頭や米国の産業競争力低下への危機感を背景に、オバマ権は 11 年頃から製

造業再生策に取り組んでおり、その 2 本柱として、リショアリング促進策と製造イノベーショ

ン政策（「先進製造業」を米国内に根づかせ、輸出拡大・雇用創出を図る）を推進している。「先

進製造業」を重視するのは、それが比較的高い報酬をもたらす良質な雇用を生むためである。 

 今後こうした政策の効果が発現し、米国の「製造業ルネサンス」に拍車がかかるかどうか注

目される。 

 

欧州諸国も製造業強化に動いている 

 製造業強化策に取り組んでいるのは米国だけではなく、欧州の先進国でも同様の動きがみら

れる。 

たとえば、ドイツ政府は「Industry4.0」18と呼ばれる、製造業高度化のための産官学連携プ

ロジェクトを推進している。同プロジェクトはドイツで 11 年に開催された産業機器の展示会

「Hannover Messe 2011」で発表され、2 年後の「Hannover Messe 2013」でワーキンググル

ープの 終報告が発表された。ICT（情報通信技術）を活用してネットワークに接続された工

場内外のモノやサービスがつながることで、新しい価値やビジネスモデルを生み出すことを狙

いとしている。 

 また、英国政府は金融経済依存から脱却しようと、製造業強化に舵を切り、11 年 12 月から

2 年間の「製造業の将来」プロジェクトを推進した。同プロジェクトの狙いは、50 年までの製

造業のあり方を展望して、長期的視点で将来の環境変化に対応できる体制を整備することにあ

る。ハードだけでなくソフト面との融合、機能以外の付加価値がますます重視されるようにな

ると展望している。 

 

日本の製造業は国内回帰するか 

 これまで述べた米欧の動向を踏まえ、日本経済への示唆を考えてみよう。 

 まず、日本で製造業の国内回帰が起こる可能性はあるだろうか。米国で製造業の国内回帰が

進んだ背景に挙げた①～⑤の 5 項目のうち、⑤のシェール革命の要因は日本には当てはまらな

い。また、移民の流入で人口増加が続く米国と比べて、人口減少が続く日本は成長市場として

の魅力が低い点では不利である。しかし、前述の①～④の 4 つは、いずれも日本でも当てはま

る。したがって、日本でも国内回帰が進む可能性はあると考えられる。 

                                                                                                                                                  
ブレット端末等、ノースカロライナ州）等が、米国に生産拠点を移している。 
17 先進製造業とは、①情報、自動化、ソフトウエア、センサー、ネットワーク構築等を活用するもの、かつ（ま

たは）、②物理学・生物科学が生み出す 先端の素材や能力を活用するもの、と定義され、新たな製品および製

造工程を含む概念とされている（出所：PCAST（大統領科学技術諮問委員会）「Ensuring American Leadership 
in Advanced Manufacturing」2011 年 6 月）。 
18 機械化（第 1 次）、電力活用（第 2 次）、自動化（第 3 次）に続く、第 4 次の産業革命と位置づけられている。 
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 人口減少で国内市場が縮小し、主戦場が新興国など海外市場となっているなか、日本企業は

需要のある国で生産する「地産地消」を目指すため、全体として海外生産シフトの流れは続く

だろうが、特定の分野や工程では生産の国内回帰が進んでもおかしくない。日本よりはるかに

早く製造業の空洞化が進んだ米国で製造業回帰の動きが進む中、日本での生産が本当に不利な

のかどうかを改めて問い直す企業が増えることが予想される。 

 現に、日本でも安い人件費だけを求めて生産拠点を移す安易な発想ではなく、トータルコス

トを勘案して、新興国での生産より国内生産の方が有利との判断から、生産拠点を国内に戻す

事例が散見されるようになっている。 

 どの技術や工程を国内に残し、どの技術や工程を海外拠点に置くのかという戦略を持つ必要

がある。そこでは、コストの観点だけではなく、米国が製造業強化策で重視しているように、

イノベーション促進にとって不可欠かどうかという視点から生産拠点の立地を考えることが重

要であろう。 

その際の判断材料の 1 つとして参考になるのは、図表１３に示したマトリックスである。こ

れは米国の経営学者のゲイリー・ピサノとウィリー・シーが提示したもので、国内の R＆D 拠

点と製造拠点とを切り離して立地させた場合に企業のイノベーションにどのような影響が出る

かを判断するポイントとして、「R&D と製造の相互の自律度」と「製造プロセス技術の成熟度」

という 2 つの軸に着目したものである。 

製造プロセスは成熟化していても、プロセスを微妙に変更しただけで製品特性に予測のつか

ない変化をもたらす可能性があるケースでは、設計と製造を切り離すべきではない。また、製

造プロセスの成熟度と、R&D と製造の相互の自律度が両方とも低い場合、重要なプロセス・

イノベーションが進展し、付加価値の大きい製品が生まれる可能性があるため、やはり R&D

と製造を切り離すべきではないと考えられる。 

 

日本でも必要な製造業強化策 

米欧の製造業強化策の背景には、国力の維持、イノベーションの促進、良質な雇用の確保の

ためには、製造業を強化し、その生産拠点を国内に持つことが重要という認識がある。 

良質な雇用の創出が喫緊の課題となっている日本においても、産業政策として国内に高度な製

造業の立地を促進することは重要であろう。 

製造業が衰退しても、サービス業への労働移動がうまく進めば、望ましい産業構造の転換で

あり、何の問題もないという考え方があるが、これには落とし穴がある。日本の場合、製造業

からサービス業に就業構造がシフトすると、正社員の割合が減って身分が不安定になる上、賃

金水準が下がるという現実がある。産業別の正社員数の割合は、製造業では 79.1％であるのに

対し、卸売業・小売業では 51.7％、宿泊業・飲食サービス業では 37.3％、生活関連サービス業・

娯楽業では 50.1％、医療・福祉 66.3％にとどまっている（厚生労働省「パートタイム労働者総

合実態調査（2011 年調査）」による）。また、産業別の月間現金給与額は、製造業の 37.2 万円

に対し、卸売業・小売業 27.1 万円、飲食サービス業等 12.7 万円、生活関連サービス業等 21.9

万円、医療・福祉 29.5 万円にとどまっている（厚生労働省「毎月勤労統計調査（2012 年確報）」

による）。 

アベノミクスが成功するためには、これまで下落を続けてきた賃金が上昇することが必要だ

が、その実現のためには製造業が雇用の受け皿としての役割をしっかり果たすことが求められ

る。 
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図表１３　　製造業とイノベーションの関係（自由度と成熟度のマトリックス）

製
造
プ
ロ
セ
ス
の
成
熟
度
　

（
プ
ロ
セ
ス
の
進
化
の
度
合
い

）

プロセス技術は成熟しているとはいえ、依然として
製品イノベーションと切っても切れない関係にある。
したがって、プロセスに微妙な変更を施しただけで、
製品特性に予測のつかない変化が生じる可能性が
ある。それゆえ、設計と製造を切り離すわけには
いかない。

【具体例】
工芸品、高級ワイン、高級アパレル、熱処理した金
属加工品、先端素材の加工品、特殊化学品

プロセス一体型の製品イノベーション

重要なプロセス・イノベーションが足早に進展してお
り、製品に大きな影響を及ぼす可能性がある。した
がって、Ｒ＆Ｄと製造を緊密に連携させる意義はき
わめて大きい。それゆえ、両者を切り離した場合
のリスクはきわめて高い。

【具体例】
バイオ医薬品、ナノ素材、有機ＥＬや電気泳動ディ
スプレー、超微細組立品

プロセス主導型の製品イノベーション

高

低

低 高
自律度　（製品設計に関する情報と製造プロセスの分離に関する許容度）

製造プロセスの成熟度が高く、製品設計と製造を密
接に連携させる意義は小さい。したがって、製造を
アウトソーシングすることが合理的である。

【具体例】
デスクトップ・コンピュータ、家電製品、医薬品有効
成分、汎用半導体

純然たる製品イノベーション

プロセス技術が長足の進歩を遂げているが、製品イ
ノベーションとの関連性は低い。したがって、製造拠
点の近くで設計する必然性はない。

【具体例】
先端半導体、高密度プレキシブル回路

純然たるプロセス・イノベーション

出所 ： ゲイリーP. ピサノ、ウィリーC. シー「アメリカ製造業復権のシナリオ」、『ダイアモンド・ハーバード・ビジネス・レビュー』2012年6月号
 

 

 

先進国に立地すべき高度な製造業とは 

 では、先進国で国内に立地を促進すべき高度な製造業とはどのようなものであろうか。モノ

単体の技術の先進性、ハードウエアの高付加価値化だけを目指すものではないはずだ。新興国

企業との競争激化やコモディティー化の速度が速まっていることを踏まえ、事業として競争優

位に立てる、先進的な製造業の育成・強化を図る必要がある。 

 注目すべきは、先に見た米国、ドイツ、英国が政策として指向する先進的製造業の姿に共通

点が見られることだ。いずれも、モノ（ハードウエア）だけの高度化を目指すのではなく、IT

を活用したネットワーク化やソフトウエア、サービスとの融合が強調されている。 

 すでに先進的な製造業企業は、こうした方向に舵を切っている。近年、事業構造の「製造業

シフト」を強化している米 GE は、「インタストリアル・インターネット戦略」を推進してい

る。航空機エンジンや医療機器などの産業機器に多数のセンサーを搭載し、ネット経由でビッ

グデータを収集・解析・活用することで、運用効率の向上、新たな価値の創出、新製品の改良
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等につなげようとしている。 

 また、三菱ケミカルホールディングス社長の小林喜光氏は、「単に第 2 次産業の製造だけで

なく、第 3 次産業のサービス業的な要素を含めた製造業を意味する“2.5 次産業”が今後の日

本企業の生き方だと考える」と語っている19。同社が 2.5 次産業での新規展開を図る 初の案

件であるヘルスケアの新会社は、ICT を組み込んだ医療を軸とする独自のビジネスモデルを目

指している。 

 これからの先進国の製造業は、ハード至上主義から脱却し、「技術で勝って事業で負ける」こ

とのない、ネットワーク化やソフトウエア、サービスを融合させたビジネスモデルを構築する

ことが求められる。そのためには、本稿でキーワードとして挙げた「次世代自動車（自動車と

IT の融合）」や「M2M」などの動向を十分に注視していく必要があろう。 
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