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2016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、前号に続き、2016 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捉えることを重視している。

❸  2016 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． IoT（Internet of Things）とインダストリー 4.0
  2． 人工知能（AI）
  3． 次世代自動車（コネクテッドカー、自動運転車）
  4． シェアリングエコノミー
  5． メガ FTA
　　　　＊以上は前号（「経営センサー」2016 年 1・2 月号）掲載
  6． 製造業の国内回帰
  7． オープン＆クローズ戦略
  8． 素材の軽量化
  9． 物流の進化
  10． ものづくり中小企業と地域イノベーション

6．製造業の国内回帰

国内生産強化事例は増えているが…
最近、製造業が国内で工場を新設、増設、更新

する事例が増えてきた。大企業や中堅企業の一部
で国内工場への生産移管や国内生産比率を上昇さ

せる計画が相次いで発表されるなど、生産拠点の
国内回帰を思わせる動きが出ている。例えば、キ
ヤノンは今後 3 年以内をめどに国内生産比率を現
行の 43％から 60％程度に高める方針を 2015 年 1
月に表明している。

しかし、現在起こっている現象は、総じてみる
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と、大幅な円安の結果生じた国内生産回帰とは言
いがたい面がある。実際、日本企業の海外での生
産活動は、2013 年以降、円安局面になってからも
高水準が維持されている。国際協力銀行の「海外
直接投資アンケート調査結果」によると、海外売
上拡大に伴い企業の海外生産比率が中期的に上昇
する傾向は続いている（図表 1）。2018 年度の海
外生産比率は 39.6％と、2015 年度実績見込みの
36.0％から上昇する計画となっている。

この背景には、企業が消費地（需要地）に近い
場所で生産するという「地産地消」の立地戦略を
一貫してとっていることがあり、円安トレンドが
長期化した現在もこの姿勢が基本的には維持され
ている。筆者は、2015 年版の「日本産業を読み解
く 10 のキーワード」の中に “「地産地消」のサプ
ライチェーン” を挙げたが、これが製造業の行動
原理となっているのである。

「地産地消」の行動原理は不変
確かに、円安により日本での製造がコスト面で

割高な状態がある程度解消された結果、製造業が
これまでの行き過ぎた海外生産を修正する動きは、
2015 年以降、電機や自動車などで散見されるよう
になった。ただ、生産の国内回帰と報道された事
例を細かく見ると、国内で新規に生産設備への投
資をする例はほとんどなく、既存の余剰設備を活
用するものが中心である。さらに、その大半は日
本市場向け製品の生産（逆輸入していたもの）の
国内移転である。つまりは消費者に近いところで
生産する「地産地消」を日本で実行する動きである。

今後も人口減少下で国内需要が伸び悩む一方
で、海外需要の拡大が続くことを考えれば、企業
の地産地消の生産体制は継続するため、2016 年も
海外から国内への生産シフトが本格的に起こるこ
とはなく、国内回帰の動きは限定的なものにとど

まると考えられる。

注目すべき国内増強の4類型
限定的とはいえ、企業が国内拠点を戦略的に強

化する動きが一部で広がり始めたことは事実であ
る。最近増えつつある国内拠点増強事例は、次の
四つの類型に整理することができる。

①国内のマザー工場 1 を強化する動き
自社の競争力の源泉となるマザー機能を持つ国

内工場を強化する動きである。2015 年の事例で言
えば、スマートフォン向けの電子部品を製造する
TDK の秋田県内工場における新棟建設、内視鏡で
世界シェア首位のオリンパスの青森工場における
新棟建設などが、これに該当する。

小松製作所（コマツ）が石川県小松市に保守作
業などの研修ができるトレーニング施設（安全訓
練や部品の販売ノウハウ・修理技術などを研修し、
海外展開を主導する）を開設した事例もこのタイ
プである。

②国内の研究開発拠点を強化する動き
複数の異なる分野の研究開発担当者を一カ所に

1    マザー工場の定義には諸説あるが、中川 功一・大阪大学大学院経済学研究科講師によれば、マザー工場の機能は、①技術移転（同
工場で開発された製品・生産ラインを、そのままの形、あるいは現地向けに修正して海外工場に移転する）、②技術指導（海外工
場の生産・開発の能力構築のために、現地エンジニアやワーカーの技術・技能育成を行う）、③問題解決（海外工場の操業を定期
的にチェックし、現地だけでは解決不能なトラブルの発生時には解決に乗り出す）、の 3 点とされている（出所：日経テクノロジ
ーオンライン 2012 年 10 月 30 日「マザー工場システムが変化を求められているわけ（下）」）。
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図表 1　  製造業の海外生産比率と 
海外売上高比率の推移

（注）海外生産比率＝（海外生産高）／（国内生産高＋海外生産高）
　　　海外売上高比率＝（海外売上高）／（国内売上高＋海外売上高）
出所：国際協力銀行「2015年度海外直接投資アンケート調査結果」

（2015年12月）
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集約・統合することにより、研究開発機能の強化
を図る動きが最近目立つようになってきた。

このタイプの事例としては、ダイキン工業が大
阪府摂津市に開設した「テクノロジー・イノベー
ションセンター」（2015 年 11 月稼働）、宇部興産
が大阪府堺市に開設する「大阪研究開発センター」

（2016 年 7 月稼働予定）、不二製油が大阪府泉佐
野市に開設する「不二テクノセンター」（2016 年
7 月稼働予定）などがある 2。

③  国内に完全自動化した競争力ある製造拠点を建
設する動き
ロボットの導入などによる省人化を国内の工場

で極限まで進める取り組みが見られる。
エリーパワーはリチウムイオン 2 次電池を製造

する川崎工場で、完全自動化により品質や生産性
が人に依存しない生産体制を構築している。

セイコーエプソンは、人からロボットへの置き
換えを目的として工場の完全自動化を進め、国内
回帰戦略を進めている。ロボットベンダーでもあ
る同社は、人と同程度の狭い設置スペースで稼働
させられる小型 6 軸ロボット「N シリーズ」を
2016 年 5 月に発売予定で、顧客の工場の自動化も
支援している。

④インバウンド需要取り込みを狙った国内工場増強
インバウンド（訪日外国人）消費の拡大に対応

して、生活関連各社が高品質な商品を国内で増産
する動きが増えている。訪日客の間で根強い「日
本製人気」を考慮すれば、国内生産に注力するこ
とが必須である。

資生堂は、大阪府茨木市に基礎化粧品の新工場
（37 年ぶりの国内新工場）を建設すると発表した。
新工場はマザー工場（同社における世界の基幹工
場）の位置づけであり、生産工程での人型ロボッ
トの導入など自動化の進んだ工場でもあるが、イ
ンバウンド需要の取り込みを目的とした投資とい

う特徴がある。また、ライオンは国内唯一の生産
拠点である兵庫県の明石工場で 10 年ぶりに歯ブ
ラシの増産投資を決めている。

訪日客による大量購入（爆買い）のほか、海外
消費者がインターネット通販で日本から直接購入
する動きも広がっていることから、今後もインバ
ウンド対応の国内生産増強投資は増えると予想さ
れる。

AI はバックオフィスの国内回帰を促す
なお、上記③に関連して、本稿前編 2 で取り上

げたキーワード「人工知能（AI）」の活用の進展は、
将来的には企業の間接部門の機能の立地選択にお
いて国内回帰を後押しする要因になる可能性があ
る。

従来はコールセンター対応や請求書事務、プロ
グラミングなどのバックオフィス業務を新興国企
業に外部委託することでコスト削減を図る企業が
多かったが、これらの業務は小タスク化、反復化
が可能であり、将来 AI で代替できる可能性が高
い。そうなれば、海外など遠隔地で処理していた
バックオフィス機能を国内の本社の近くに戻す企
業が増えると予想される。

このように、IT とロボット化の進化に加え、AI
の実用化が進むにつれて、企業は労務費の高低に
関係なく立地場所を選べるようになるため、グ
ローバル企業が製造部門・間接部門の業務を外注
から内製に、海外立地から国内立地に戻す動きが
強まる可能性がある。もっとも、これらは雇用を
ほとんど生まない拠点の国内回帰であり、「機械（コ
ンピューター）が雇用を奪う」ことへの懸念が社
会的に強まる恐れがある。

7．オープン＆クローズ戦略

IoT時代にはオープン化が不可欠だが
技術進歩が早く、技術が複雑化し、不確実性が

2    『日経ものづくり』2016 年 1 月号 40 ～ 43 頁では同類型の事例が多数紹介されている。

経済・産業



2016.3　経営センサー
77

増大し、商品のライフサイクルが短期化している
という最近の環境下では、企業は自前で全部やろ
うとせず、オープンイノベーションを推進すべき
である。

とりわけ、本編前編 1 番目のキーワードに挙げ
た「IoT」が進展し、「つながる経済」が拡大、深
化すると、製品の定義が変わり、業界の境界線が
なくなる。IoT の取り組みを 1 社単独で成功させ
るのは困難であり、異業種とのコラボレーション
などによるオープンイノベーションに取り組まな
いと、成果を出せず、チャンスを逃す可能性があ
る。

また、既存の顧客だけでなく、潜在的な顧客の
意見やニーズを把握する上でも、技術や知識を
オープン化することが有効な場合がある。自前で
情報を集めたり、受動的に情報が入ってくるのを
待つのではなく、自分が持っている技術や知識を
開示することで初めて、潜在的な顧客が見えてく
ると期待されるからだ。

オープンの裏にクローズが潜む
このように、企業にとってオープン化が求めら

れる時代になったことは間違いないが、ただオー
プン化を進めるだけでは戦略にならないことに注
意が必要だ。すべてがオープンな環境になると、
企業は大きな利益を生むことが難しくなる。

実は、欧米企業が進めるオープン化の背後に
は、多くの場合、大事なコア部分のクローズ化が
隠されていることが多い。こうした戦略は、「オー
プン＆クローズ戦略」と呼ばれ、産業の新潮流を
踏まえれば、今後日本企業もこの戦略を上手に採
用していくことが必要である。

オープン＆クローズ戦略とは
オープン＆クローズ戦略とは、自社の知的財産

のうち、収益の源泉であるコア部分については秘
匿または特許などによる独占的排他権を実施（ク
ローズ化）し、それ以外の周辺部分を他社に公開
またはライセンス（オープン化）して参入企業を
増やすことにより、製品市場の拡大と競争力の確
保を同時に実現する戦略のことである（図表 2）。

オープン＆クローズ戦略の提唱者である小川紘
一氏（東京大学政策ビジョン研究センター・シニ
アリサーチャー）の定義によれば 3、「オープン」
とは、製造業のグローバリゼーションを積極的に
活用しながら、世界中の知識・知恵を集め、自社・
自国の技術と製品を戦略的に普及させる仕組みづ
くりを指す。「クローズ」とは、価値の源泉として
守るべき技術領域を事前に決め、これを自社（自
国）の外へ伝播させないための仕組みづくりを 
指す。
『ものづくり白書 2013 版』でも、新興国企業の

3    小川紘一『オープン＆クローズ戦略 増補改訂版』2015 年 による。

◆ 独自技術などを秘匿化（ノウハウ）
◆ 知財の占有化
（独占実施、権利侵害差し止め、高額ライセンス）

◆ 他社に自社技術の使用を許すこと
 標準化、無償実施
 低額ライセンス、クロスライセンスなど

クローズ化 オープン化

コア領域を特定

コア領域 コア領域以外

図表 2　オープン＆クローズ戦略の基本フレーム

（注）経済産業省作成
出所：『ものづくり白書2013年版』
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技術面でのキャッチアップや、国際的な分業体制
への移行などの競争環境の変化に対応し、日本企
業が自社の技術を利益につなげていくために推進
すべき戦略的な知財マネジメントとして、オープ
ン＆クローズ戦略を挙げている。

アップル、インテル、ボッシュなどの欧米企業
は、オープン＆クローズ戦略を駆使し、オープン
化により製品を広く普及させる仕組みをつくる一
方で、自社のコア技術（差別化部分）をクローズ
化することで、市場の拡大と競争力の確保を同時
に実現しようとしている（図表 3）。

燃料電池車関連特許を無償開放したトヨタ
欧米企業に比べて、日本企業のオープン＆ク

ローズ戦略の取り組みはこれまで少なかったが、
2015 年 1 月、トヨタ自動車が産業界を驚かせる発
表を行った。燃料電池車（FCV）の開発で世界の
先頭を走っているトヨタが、国内で保有している
約 5,680 件の燃料電池関連特許を無償開放すると
発表したのである。

これと同様の特許のオープン化の事例として
は、2014 年に米国の電気自動車（EV）ベンチャー
であるテスラモーターズが、特許の開放を宣言し
たケースが挙げられる。

また、ダイキン工業は、地球温暖化計数が従来
の約 3 分の 1 の新代替フロンを用いたエアコンを
世界で初めて実用化したが、この市場拡大のため、
2011 年から発展途上国・新興国の企業に一部特許

を無償開放しており、さらに 2015 年 7 月にはこ
の無償開放を先進国の企業にまで拡大すると発表
した。

市場拡大を狙いとするオープン化
これらの事例における「特許のオープン化」は、

技術開発投資を呼び込み、市場の拡大を促そうと
いう事業戦略上の目的があるとされている 4。

単に自社の技術をオープン化しただけでは、そ
れにより市場規模の拡大が実現したとしても、自
社のシェアが下がるのであればビジネス上は負け
であり、オープン化する意味はない。したがって、
オープン化に踏み切るからには、その後の市場拡
大と自社のシェア維持を両立させるため事業構想
としてオープン＆クローズ戦略が実行されている
と考えられる。

トヨタのオープン＆クローズ戦略を推論する
上述したトヨタの燃料電池関連特許のオープン

化について、知財戦略の専門家は次のように推論
している（出所：鮫島正洋・小林誠『知財戦略の
ススメ』日経 BP 社、2016 年）。

トヨタの場合、圧倒的な特許ポートフォリオを
持つほか、部材同士の擦り合わせによるノウハウ
の蓄積も厚い。

したがって、このケースは、後発企業のキャッ
チアップを許さないノウハウの蓄積が自社にある
ことを前提に、特許においてはクローズ領域を設

4    従来、特許のオープン化といえば、①ある技術に関わる必須特許の件数が多く、多数の当事者に属しているため、そのままでは
技術が利用できない場合、②相互に特許を融通し合わないと技術の効能が得られない場合、などに行われるのが通例であった。
上述した最近の事例は、これらの従来型のケースとは異質である。

アップル（米） インテル（米） ボッシュ（独）

オープン／標準化領域 スマートフォン端末の製造工程を
EMS企業に開示（オープン化）

PC周辺機器（マザーボード）の
製造技術をアジア企業に開示

（オープン化）

自動車ECU基本ソフトウェア
「Autosar」の標準化を主導

（標準化）

クローズ領域
デザイン（意匠権）
タッチパネル技術

（特許・他社にライセンスせず）
MPU（ブラックボックス化）

アプリケーション開発の
制御パラメータ

（ブラックボックス化）

図表 3　欧米企業のオープン＆クローズ戦略

（注）経済産業省作成
出所：『ものづくり白書2013年版』
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5    日本の特許出願件数は 2005 年の 42 万件をピークに減少を続け、2013 年には 32 万件になった。これは、日本企業の知財意識の
低下や特許制度の使いにくさの現れではなく、特許による市場支配が難しくなったことを踏まえ、企業が特許以外のノウハウ部
分を特定してブラックボックス化することにより、技術のコモディティ化を遅らせる戦略に転じ始めたことが主因と考えられる

（鮫島正洋・小林誠『知財戦略のススメ』）。だとすれば、クローズ化の重要性は日本企業の間に浸透してきているといえる。
6  一般に、車体が 100kg 軽量化すると、燃費が 7 ～ 9％程度向上するといわれている。

けずオープン化し、ノウハウをクローズ領域とす
るオープン＆クローズ戦略がとられている可能性
がある。

もう一つの可能性として、異技術間のオープ
ン＆クローズ戦略であるとも考えられる。中核的な
技術分野をオープン領域とし、このオープン化技
術と収益的に密着している別の収益分野）をクロー
ズ領域とする戦略が採用されている可能性である。

異技術間のオープン＆クローズ戦略の実践例と
しては、マイクロソフトが採用した「Windows と
いう OS に対応したソースコードをオープン化し
てアプリ開発投資を呼び込みつつ、自社アプリで
ある Word や PowerPoint などで儲ける戦略」が
有名である。このように、デファクトスタンダー
ド（事実上の標準）を勝ち取った分野では異技術
間のオープン＆クローズ戦略が成立しやすくなる。

オープン＆クローズ戦略の課題
オープン＆クローズ戦略は、言うのは簡単だ

が、これを成功させることは決して容易ではな
い。オープン領域とクローズ領域のそれぞれで、
高度な技術力や幅広い特許ポートフォリオを持っ
ていることが成功の前提条件となる。また、何を
クローズ領域にすべきかを明確に決めて、入念に
ビジネスを設計し、模倣や漏洩のリスクと戦い続
けることは、たやすいことではない。

それでも、オープンイノベーションや技術の
オープン化は手段であって、オープン化すること
自体が目的ではないこと、オープン化の裏で自社
の強みとなるコア部分をクローズにして作り込む
ことが重要であること 5、そのためにはオープン
領域とクローズ領域のバランスを意識した事業戦
略、知的財産線戦略が大切であること、といった
認識を持つことは重要だ。こうした認識の有無が、

今後の日本企業の行く末を分けるカギになる可能
性があるだろう。

8．素材の軽量化

燃費規制強化で高まる車の軽量化ニーズ
世界的な環境規制の強化を背景に、素材の軽量

化に対するニーズが高まっている。
特に自動車業界では、世界の主要国で自動車の

燃費規制の強化が予定されている。米国では 2025
年に 23.9km/L、欧州では 2020 年に 25.8km/L の
燃費達成が求められている（これらは 2013 年時
点対比でそれぞれ 61％、31％の燃費改善を求める
厳しい内容である）。中国、インド、メキシコ、ブ
ラジル、サウジアラビアなどの新興国でも、自動
車の普及の進展に伴い、燃費規制が相次いで導入
されており、今や世界市場の 8 割以上で何らかの
規制が存在する。

自動車の燃費向上は、自動車メーカー、ユー
ザー、地域のいずれにとっても便益をもたらす上、
温室効果ガス排出の削減という大義名分がかなう
ため、反対者が少ない。このため、今後も燃費規
制は世界的に強化が進むと予想される。

自動車素材の軽量化競争が過熱
このように燃費改善のハードルが上がる中で、

自動車の軽量化への要求が高まっているわけだ 
が 6、電気自動車や燃料電池車などの次世代エコ
カーでは、車体重量をいかに軽くできるかが製品
の競争力を左右するという事情もある。

自動車の製品や部材の軽量化を実現するには、
形状や構造の工夫もあるが、何といっても材料の
選定が重要なカギを握るため、素材の軽量化競争
が過熱している。
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自動車車体の構造用材料は、強度や成形性、コ
ストなどの観点から、これまでは主として鉄鋼材
料が使用されてきた経緯があり、鋼材の中でも強
度が高く加工しやすいハイテン（高張力鋼：High 
Tensile Strength Steel）を開発し、それを薄肉化
することで軽量化を進めてきた。

鉄鋼以外で軽量金属材料として注目されている
のは、アルミニウム（Al）合金とマグネシウム

（Mg）合金である。また、金属以外の車体軽量化
材料として注目されているのは、すでに航空機等
で使用実績のある炭素繊維強化樹脂（CFRP：
Carbon Fiber Reinforced Plastic）である。

欧米メーカーがアルミニウム合金の採用を加速
アルミニウム（Al）合金は軽くて（重量は鉄鋼

材料の約 3 分の 1）、加工性に優れるものの、溶接
することが難しいため、自動車の車体の材料には
向かないとされてきた。しかし、アルミボディを
溶接ではなく接着剤とリベット止めでつくる技術
が開発され、その問題が解決された。

これを受け、最近、欧米自動車メーカーが高級
車ではなく量産車の車体にも Al 合金を採用し始
めている。2015 年 1 月、米 Ford Motor がピック
アップトラックの「F-150」の車体に Al 合金を全
面的に採用した 7。英 Jaguar Land Rover グループ
は中型セダン「ジャガー XE」（2015 年 6 月日本
発売）の車体の全表面積の約 75％に Al 合金を使っ
たほか、独 Daimler 社も中型セダン「メルセデス・
ベンツ C クラス」で車体の 48％に Al 合金を使用
した。

日本の自動車メーカーも Al 合金の採用に動き
始めた。トヨタ自動車が高級車「レクサス」の上
位モデルで 2017 年からフロントフードやフェン
ダー、ドア、バンパーなどに Al 合金を採用する
予定である。また、マツダが 2015 年 5 月発売し
た新型「ロードスター」では質量比で車体全体の
9％に Al 合金が使用された。

マグネシウム合金の車への適用に向けた技術開発
マグネシウム（Mg）合金は、実用金属の中で

最も軽い（鉄鋼材料の約 5 分の 1）ほか、比強度（密
度あたり引っ張り強さ）が高い、振動吸収性に優
れる、ダイキャストなどで複雑な形状の部品がつ
くれる、リサイクルも可能である、などの特性を
持つ。比強度では CFRP に及ばないものの、コス
ト面では CFRP より安いため、既にノートパソコ
ンやカメラの筐体などさまざまな製品で使われて
いる。

自動車車体への使用はまだ実用化には至ってい
ないが、燃えやすくて扱いにくい、耐食性が低い
といった難点を解決する新しい合金の開発が進行
している。2013 年、米連邦航空局（FAA）が航
空機への Mg 合金の使用を認めたことから、航空
機への適用が現実味を帯びてきた。

日本の自動車業界でも、2014 年 4 月、自動車
メーカーや材料メーカーで構成する「自動車マグ
ネシウム適用拡大検討委員会」が発足し、自動車
への Mg 合金の利用拡大に向けた技術開発を 2016
年から開始し、数年後の実用化を目指している。

需要拡大が見込まれる炭素繊維強化樹脂
炭素繊維は軽い（鉄の約 1/4 倍）、強い（鉄の

約 10 倍）、硬い（鉄の約 7 倍）、さびない等の特
徴をもつ素材であり、この炭素繊維と樹脂の複合
材料である炭素繊維強化樹脂（CFRP）は、輸送
機器の軽量化に寄与する構造材料として、世界的
な需要拡大が見込まれている。

既に航空機や人工衛星、高級車の大型構造体な
どの材料に使われており、近年、急速に採用が広
がっている。今後は自動車用途での CFRP の需要
拡大が見込まれている（図表 4）。

最近の動きとしては、独 BMW の電気自動車
「BMW i3」の車体骨格の主要部材に CFRP が採
用されたほか、トヨタの燃料電池車「MIRAI」で
は自動車のフロア部分の燃料電池を保護するス

7    日経テクノロジー online 2015 年 12 月 25 日「クルマの軽量化、この 1 年－ボディーのアルミ化が加速」。
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8    中田一博（大阪大学接合科学研究所特任教授）「異業種材料接合技術：注目される要因と技術的突破への展望」（『化学経済』2016
年 1 月号）。

タックフレームに熱可塑性 CFRP が採用された。
熱可塑性 CFRP は、熱で融解する樹脂を炭素繊

維シートに浸して含ませたものを、加熱して柔ら
かい状態でプレス成形するもので、現在主流の熱
硬化性 CFRP に比べて成形時間を大幅に削減で
き、量産性を高めることができるため、注目が集
まっている。

経済産業省は日本プラスチック工業連盟などと
共同で熱可塑性 CFRP の成形に関する日本工業規
格（JIS） の策定に動いており、日本発での国際
標準規格（ISO）の取得も視野に入れている。

マルチマテリアル化が
軽量化のキーテクノロジーに

最近、自動車などのものづくり技術の分野、特
に車体軽量化に向けた取り組みの中で、マルチマ
テリアルというキーワードがよく使われるように
なっている。

マルチマテリアルとは、さまざまな材料をその
機能と特長を生かすように、部材や部品として適
材適所で使用して、構造物全体としての機能を高
めようとする考え方のことである。自動車の車体
の骨格や外板に従来の鉄鋼に加え、アルミニウム

やマグネシウム、CFRP などの軽い材料を組み合
わせて使う技術を指す。

独 Daimler、独 BMW、米 Ford Motor など欧米
メーカーは、車体軽量化のために、マルチマテリ
アルの技術開発に注力しており、高級車だけでな
く中級のモデルにもこれを採用し始めている。こ
れに対し、日本のメーカーでマルチマテリアルを
採用している例はほとんどないとされる。従来、
日本メーカーはハイテンの開発、活用により、主
に鉄鋼だけで軽量化を進めてきたが、欧米の排ガ
ス規制強化に対応するには、マルチマテリアル技
術の開発が避けては通れない課題となっている。

経済産業省が 2013 年 10 月に設立した「新構造
材料技術研究組合（ISMA）（素材メーカーや部品
メーカー、自動車メーカーなど 36 社・2 団体が参
加）でもマルチマテリアル技術の研究が進められ
ている。

異なる素材の接合が可能に
マルチマテリアル化が車体軽量化のキーテクノ

ロジーになる中、それに不可欠な技術として異種
材料接合技術への注目が高まっている。

異種材料接合技術とは、文字通り、異なる技術
を接合する技術である。同じ金属材料間でも異な
る金属材料間の接合は技術的に困難な組み合わせ
が多い。金属材料と高分子材料・セラミックス材
料との接合となると、材料の結合機構が全く異な
るために、難易度はさらに高い。しかし、最近、
これまでほとんど不可能とみなされてきた異種材
料の組み合わせについて接合技術の開発が進み、
実用化への期待が高まってきた 8。

各社が異種材料接合の技術開発にしのぎを削っ
ている。例えば、神戸製鋼所では、アルミニウム
合金と鉄鋼材料を接合する新しい溶接技術の開発
に注力しており、自動車軽量化のための独自の接
合技術などマルチマテリアル化の提案を 2016 年
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図表 4　車載用 CFRP の世界市場規模予測

（注）2020年度、2025年度は予測。棒グラフ上の数字は3素材（CFRP、
炭素繊維、樹脂）の合計。
出所：矢野経済研究所「車載用CFRPの世界需要予測2014」
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春に始める予定だという 9。
2016 年はクルマの軽量化に向けた素材開発やマ

ルチマテリアル化の動き、異種材料接合技術の実
用化などが、さらに進展することが予想される。

9．物流の進化

物流戦略が経営戦略の柱に
人口減少、高齢化、EC（電子商取引）市場の急

拡大、IoT の普及による異業種間競争の激化など
ビジネス環境が大きく変化する中で、企業に求め
られる物流のレベルが高度化してきた。物流はこ
れまではどちらかといえば裏方だったが、最近で
は物流を軸に経営戦略を立て直すことの重要性が
叫ばれるようになっている。

ビジネスで勝つためには、顧客に便利に買って
もらえるようにするための物流戦略を実践するこ
とが必要になってきた。商品を顧客のもと（目の
前）に、他社に先駆けて迅速に届けることができ
るかどうかが、商品の販売力や企業の競争力に直
結する時代となった。

物流が差別化を生み、競争優位を確立する切り
札になるという認識を持つことが重要である。

物流が事業の競争力を決める時代
最近、圧倒的な物流サービスにより競争力を強

化した企業の事例が数多く見られるようになった。
例えば、酒類販売チェーンのカクヤスは、以前

はお酒のディスカウント業態だったが、1998 年に
無料宅配サービスを開始して、価格戦略から付加
価値戦略へと転換した。自社で物流部門を持ち、
注文から 2 時間以内（東京 23 区内）で飲みごろ
の酒類を 1 本から宅配するサービスで急成長し、
売り上げ 1,000 億円を達成した。

大手家電量販店のヨドバシカメラは、国内 EC
トップのアマゾンにも負けない規模の物流施設を
持ち、自前の物流ネットワークでアマゾンを超え

る利便性（ネットで注文して 30 分以内に店舗で
受け取れるほか、午後 1 時までに注文するとその
日の午後 5 時半に届く当日配送サービスがある）
が顧客の支持を集め、2015 年度中に EC 売上が
1,000 億円に達する見込みである。

オムニチャネル実現には物流の進化が不可欠
近年、オムニチャネルを志向する企業が増えて

いることも、物流の高度化を後押ししている要因
である。

オムニチャネルとはいつでも、どこ（店舗、
PC、スマートフォン等）でも買い物ができ、都合
のよい時間と場所で受け取ることができる仕組み
である。商品を受け取る場所（販売店／自宅／コ
ンビニ等）や決済方法（オンライン／店頭、現金／
カード）も自由に選択できることが目指される。

いわば、消費者が自分の都合や好みに合わせて
自由気ままに買い物をすることができる仕組みを
用意することがオムニチャネルである。これによ
り、顧客との接触頻度を高め、顧客満足度をアッ
プさせ、自社へのロイヤルティーを高めようとい
う戦略である。

これを実現するには物流の進化が不可欠であ
る。物流が機能しなければオムニチャネルは絵に
描いた餅となる。

オムニチャネルは、単なるマーケティングの
話、「ネットとリアルの融合」というトレンドへの
対応として語られることが多いが、実は企業が全
社的な物流戦略を持ってサプライチェーンを再構
築しないと実現できないものなのである。

ラストワンマイルをめぐる競争が激化
米国の小売業界では、オムニチャネルが掛け声

だけではなく、新時代を勝ち残るための具体的な
戦略として実践されている。そして、通販業界の
みならず一般の企業でも、受注から物流、配送、
決済、返品などの一連の機能を自社でコントロー

9    日経産業新聞 2016 年 2 月 10 日「From LABO 研究開発の新潮流」、日経ヴェリタス 2015 年 10 月 25 日「テクノペディア：マル
チマテリアル」。
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10    角井亮一『オムニチャネル戦略』2015 年
11    荷主企業に代わって、最も効率的な物流戦略の企画立案や物流システムの構築の提案を行い、かつそれを包括的に受託し、実行

するという物流業務形態のこと。

ルすることの重要性が理解されている。
流通において米国は日本より 3 年先を行ってい

ると、イー・ロジットの角井亮一社長は指摘して
いる 10。その米国では、2013 年のクリスマス商戦
で宅配便がパンクして以降、オムニチャネル構築
のために欠かせないラストワンマイルを既存の宅
配便とは別の形で実現するための新たな発想の取
り組みが活発化し、多くのベンチャーが生まれて
いる。この波が今、日本にも押し寄せてきている。

日本企業の間でも、オムニチャネル実現のため
のラストワンマイル競争が活発化しそうだ。小売
チェーンが通販専門の物流センターを新設したり、
店舗受け取りを可能にしたり、小売店側からの出
荷も可能になるような配送体制を整備したりする
動きが強まると予想される。こうした柔軟な物流
体制を実現するために、3PL（サード・パーティ・
ロジスティクス）11 を活用する企業も増えてこ 
よう。

IoT 時代に物流はどう変わるか
東京海洋大学学術研究院の黒川久幸教授によれ

ば、物流はこれまで 5 段階の発展を遂げてきてお
り、2010 年頃から第 5 段階に移行しているという

（図表 5）。
その前の第 4 段階（1990 年代末から 2010 年頃）

は「SCM」の時代だったが、現在は「チェーン
からネストへ」の時代を迎えている。サプライ
チェーンの強靭化のため、網の目のようにチェー
ンをつなぎ、ネット（網）として対応する。さらに、
IoT によりあらゆるモノがつながり、複雑で立体
的なネスト（巣）のようなつながりが生まれている。

このように、IoT やインダストリー 4.0 の進展に
伴い、物流は新たな段階へと進化しつつある。新
時代の物流はどのように変化していくのだろう
か。考えられる物流の進化の方向性を挙げると、
以下のとおりである。
①   IoT の普及により物流に関するあらゆる機能や

情報がつながることで、サプライチェーン全体
がつながり、プロセスの「見える化」が進む。

②   IoT の進展で生産のモジュール化が進む中、需
要変動に合わせて各工場の機能分担が頻繁に変
更されるようになるため、柔軟な輸送ルートの
組み替えが可能な物流システムが必要になる。

③  企業の枠を超えたインダストリー 4.0 が進展す
れば、物流においても将来を見据えた標準が産
業界全体で決まり、プレーヤーや機能をまたい
だ物流システムのデファクト化が進む。

④  生産工程においては、3D プリンターの普及によ
り試作品や金型を輸送する必要性が小さくな
る。完成品の物流では、マスカスタマイゼーショ
ンが進展し、単品管理が必要になる。

⑤   IoT、AI の進化によりロボットや機械が人間の
仕事を代替する領域が増え、物流の省人化と生
産ラインの省人化が進む。固定費が削減できる
ため、24 時間連続稼働が可能になる。

⑥  バーチャルで企画・設計したものが現実世界で
忠実に再現できるようになると、店頭にサンプ
ルや製品を並べる必要性が薄れていく。小売物
流そのものが変わっていく可能性がある。

物流レベル 特徴

↓
1965年
↓

1980年
↓

1990年
↓

2000年

↓

2010年
↓

第0段階
物流管理以前 発生場所個々での対応。管理不在。

第1段階
後処理型物流

在庫のコントロール不在。見込み物
流。物流の効率化主体。

第2段階
物流システム

システム思考。出荷動向をベースに
した在庫配置・補充。

第3段階
ビジネス・ロジスティクス

出荷動向をベースにした生産。在庫
量の管理。ジャストインタイム。

第4段階
SCM・環境対応

市場販売動向をベースにした在庫の
配置・補充、量の管理。環境負荷の
低減。

第5段階
チェーンからネストへ

サプライチェーンの強靭化、複雑
化。異業種への対応・進出。

図表 5　物流の発展

（注）阿保栄司著『ロジスティクスの基礎』（税務経理協会、1998年）お
よび湯浅和夫著『特別講義（1）企業物流の現状と課題－物流研究
の視点の提示－』（東京商船大学大学院特別講義資料、2001年）
をもとに黒川久幸氏作成。

出所：黒川久幸「物流を意識しなければ生き残れない時代がやってきた」
（『商工ジャーナル』2016年2月号）

2016 年の日本産業を読み解く 10 のキーワード
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物流は省人化が進み、将来は装置産業に
上記⑤「物流の省人化」については、本稿本年

のキーワード 3 で取り上げた自動運転車の実用化
が進めば、大きく進展することが期待される。

完全自動運転技術の実用化時期は、法律や規則
の整備、保険や責任のシステム構築などの進展具
合次第であるが、現在開発中の企業では 2025 年
ないし 2020 年代後半頃の実現を想定している企
業が多い。自動運転トラックが実用化された時点
で、トラック運転手は不要になる。

また、自動運転トラックの実現より前に、ロ
ボットと AI の活用による庫内作業の自動化など、
物流の省人化が進展していく見通しである。

このように自動運転技術の導入などにより省人
化が進む結果、物流産業は将来的には労働集約型
から装置産業型へと転換していく可能性が大きい。

こうした中長期見通しを踏まえ、物流業界は
「3K（きつい、汚い、危険）」と呼ばれる労働環境
をなくし、省人化を推進することで、労働力不足
問題を解消するとともにコスト競争力を高めるこ
とが課題となるだろう。

物流が企業の命運を分ける
ただ、将来はそうだとしても、今現在、物流業

界はドライバー不足の問題が深刻化し、各社が長
距離トラックによる幹線輸送を減らしている状況
である。こうした中、荷主企業にとっては、運送
業者に委託すればいつでも輸送サービスが受けら
れる時代ではなくなっている。荷主企業が物流を
確保するために、輸送業者に荷物を運びたいと思
われる企業になるべく、努力をしているという話
も聞こえてくる。

それだけに、なおさら物流戦略の巧拙が企業の
命運を左右する時代が来ているといえる。通販業

界だけでなく一般の企業でも、「商品を顧客のもと
に確実に届ける物流」を機能させることの重要性
が高まっている。これは消費者向け事業（B to C）
が主体の企業だけではなく、企業向け事業（B to 
B）が主体の企業にも当てはまることである。

さらに本稿前編で見たように、IoT の進展や AI
の導入を背景に、異業種間競争が激化する時代が
到来しており、この環境下で企業が競争優位を確
立して生き残るためには、物流の重要性を認識し、
物流を管理できる人材を確保することが必要不可
欠である。

2016 年は、生き残りのための物流改革や攻めの
物流戦略を実行する企業が増えるに違いない。

10．ものづくり中小企業と地域イノベーション

中小ものづくり企業の潜在能力
日本には、特定の（ニッチな）市場分野で高い

シェアを国際的にも保持しつづける中小・中堅企
業群が全国に広く存在する。これらはグローバル
ニッチトップ企業 12（以下、GNT 企業）と呼ばれる。

強い GNT 企業が全国に多数存在していること
が 13、日本の製造業の高い国際競争力の源泉の一
つとなっている。GNT 企業は、最終製品ではなく
部品や素材などの中間財を扱う会社が多い。中間
財は最終製品と比較すると、単価が低く市場規模
が小さいものの、高度な擦り合わせ技術が必要で、
開発・製造の難易度が高い。このため、新興国企
業を含む多数の企業が参入してくることがなく、
過当競争に陥りにくく、付加価値を創出しやすい
という特徴がある。

日本の地域活性化のための近道は、各地に存在
する中小ものづくり企業の潜在能力を発現させ、
グローバル化を促進して、良質な雇用を創出する

12    この言葉は日東電工株式会社がいち早く事業戦略として掲げ、商標登録をしている。筆者は「2013 年日本産業を読み解く 10 の
キーワード」の中でグローバルニッチトップ企業を取り上げている。2014 年 3 月には経済産業省が「グローバルニッチトップ
企業 100 選」を発表した。

13     2014 年に経済産業省が発表した「グローバルニッチトップ企業 100 選」に入っている企業を見ると、中小 GNT 企業の過半数
（58％）は三大都市圏以外に拠点を置く企業であり、大企業と比べて全国に分散立地している。

経済・産業
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GNT 企業を質・量ともに増強していくことが一つ
のアプローチとなるだろう。

中小企業のグローバルニッチトップ化に活路
ドイツにも「隠れたチャンピオン（Hidden 

Champions）」と呼ばれる中小企業が多数存在する
ことが知られており、これは日本の GNT 企業と
ほぼ同じ概念である。ただ、ドイツと日本には大
きな違いがある。日本の中小企業のうちグローバ
ル展開（輸出や対外直接投資）を行っている企業
の割合が、ドイツの中小企業と比べて桁違いに少
ないことだ 14。

日本には GNT 企業になれる潜在力を持ちなが
ら、国内市場に安住し、海外市場に挑んでいない
中小企業が多いといわれ、このことは逆に言えば、
これから GNT 企業になりうる予備軍が多数存在
することを意味する。

地方の中小ものづくり企業の GNT 化を推進す
れば、地域の産業活性化、地方創生に大きく寄与
するだろう。

中小企業のGNT化に不可欠な IoT活用
今の産業を取り巻く環境下で、地方のものづく

り中小企業が海外市場の開拓に乗り出し GNT 企
業を目指す際に欠かせないのは IoT の活用である。

IT の活用や IoT の活用導入は、首都圏の大企業
よりも、地方の中小企業にこそ最も効果が大き
い。IT の発達とそれに伴う通信コスト低下により、
地方に立地することのハンディキャップは縮小し
ている。IT を活用すれば、地方の中小企業でも大
都市圏や世界の市場に直接アプローチできる。世
界に目を向ければ、ニッチな分野で同じニーズを
持つ顧客を取り込んでいくことで、大きな市場を
開拓できる可能性がある。

また、IoT やインダストリー 4.0 は、これまで見

える化や標準化が進んでいなかった中小企業にこ
そ大きな成果が得られるチャンスがある。インダ
ストリー 4.0 の中核は、現実（フィジカル）空間
とサーバー（電脳）空間が緊密に結びついてさま
ざまな価値を生み出すサイバー・フィジカル・シ
ステム（CPS）を機能させることであるが、その
際に実際に高度なものづくりが行われるリアルな
現場を持つ地方の中小企業は、有利なポジション
を取ることが可能である。しかも、廉価になった
センサー、クラウド、ネットワークをユーザーの
ニーズに応じて柔軟に活用できる時代になり、IoT
システム導入に要する投資額は中小企業でも実行
可能なほど少額で済むようになっている。

独インダクトリー4.0に学ぶ中小企業の IoT化
地方の中小ものづくり企業の IoT 化において

も、ドイツのインダストリー 4.0 が大いに参考に
なる。

そもそもインダストリー 4.0 は、ドイツの強み
である中小・中堅の「隠れたチャンピオン企業」が、
昨今の IoT をはじめとする世界の新潮流に乗り遅
れることなく生き残り、将来も国際競争力を保持
することが主目的の一つとされている。このため、
インダストリー 4.0 では中堅・中小企業の参画が
重要視されている。

具体的には、標準化を通じた中小企業への技術
移転、中小企業の生産拠点の「考える工場」化な
どが目標に掲げられ、これを実現するために、円
滑な技術移転に必要な技術の標準化と、開発され
た技術を使いこなすことができる人材の育成に取
り組んでいる 15。

これらの施策を通じて、地方の中小ものづくり
企業を高度化し、地域クラスターの競争力向上を
図るというのがドイツの国家戦略である。

14    『中小企業白書 2012 年版』によれば、輸出を行っている中小企業の割合はドイツが 20％あるのに対し、日本は 3％にとどまり、
対外直接投資を行っている中小企業の割合はドイツが 17％に対し、日本はわすか 0.3％である。

15    ドイツの取り組みについては、野村敦子「次世代製造業にみる地域イノベーションの在り方」（日本総合研究所『JRI レビュー』
Vol.13 No.32（2015 年） を参考にした。
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クラスター政策を推進するドイツ
このように、ドイツの産業政策においては、イ

ノベーション振興策の一環として地域クラスター
政策が重要視されている。インダストリー 4.0 に
おいても、国レベルで戦略策定や技術開発、標準
化作業等の統括を行う「インダストリー 4.0 プラッ
トフォーム」が組織されたが、実際の技術開発や
運用については地域クラスターに落とし込まれて
いる。

ドイツ政府は、地域の産業集積における産学官
連携を促進することでイノベーションを促進し、
強い産業分野をさらに強くすることで、当該地域
を世界でトップクラスの産業クラスターにするこ
とを目指している。そして、クラスター間が有機
的に連携するように、ソフト面のインフラ整備を
政府・自治体が主導している。

また、地域イノベーション促進の結節点となる
機関として「フラウンホーファー研究機構」が存
在し、同機構が大学・研究機関における基礎研究
と産業界における事業化の橋渡しをする役割を果

たしている。

日本に求められる真の成長戦略とは
日本でも、経済産業省が 2001 年度に「産業ク

ラスター計画」を、文部科学省が 2002 年度に「知
的クラスター創成事業」を開始するなど、クラス
ター政策が実施されたが（図表 6 参照）、これらが
今日にいたるまで有効に機能しているとは言い難
い。2013 年 6 月の成長戦略「日本再興戦略」にお
いて産業クラスターの再定義を行うことが盛り込
まれ、新たなクラスター政策が検討されている。

クラスター政策を展開し、「地域のクラスター形
成→新産業・イノベーション創出→雇用・所得の
増大→地域活性化」の好循環を生み出すことは、
日本の産業振興、地方創生にとって重要な課題と
いえよう。今こそ日本もドイツを見習って、真に
機能するクラスター政策を展開することが必要で
ある。

国策として中長期的観点から、地方の中小企業
のグローバル化促進と地域の産業クラスター形成

1950・60年代
臨海部における
重化学工業の
推進

太平洋ベルト
地帯構想

工業等制限法
（2002年廃止）  

新産業都市
　建設促進法
工業整備特別
　地域促進法
（2001年廃止）

1970・80年代
地方分散の
促進・均衡ある
発展

工業再配置促進法
（2006年廃止）

 

工場立地法

テクノポリス法
頭脳立地法
（2005年廃止）

地方拠点法 

1990年代
空洞化防止と
新規成長分野の
発展促進 

地域産業集積
活性化法
（2007年廃止） 

新事業創出
促進法

中小企業
　新事業
　活動促進法 

2001年～
競争力のある
地域産業・企業
の発展支援 

産業クラスター
計画
（2001年～） 

文部科学省
知的クラスター
　創成事業
（2002年～12年）
　　　　　　廃止 

企業立地
　促進法
（2007年～）

図表 6　日本の産業立地政策の変遷

（注）経済産業省資料をもとに松原宏氏作成
出所：経済産業省産業構造審議会地域経済産業分科会工場立地法検討小委員会第30回（2013年

10月25日）資料4　東京大学大学院総合文化研究科松原宏教授「日本におけるクラスター
政策の今後の課題」
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を軸としたイノベーション促進策を推進すること
が、今日本が推進すべき成長戦略であり、真の地
方創生につながるものであると考える 16。

世界一有利な条件をもつ日本の地方
本稿前編 2 で取り上げたキーワード「人工知能

（AI）」に関して、このところ世界的に「進化した
AI やロボットが人間の仕事を奪う」ことへの警戒
感が強まっている 17。世界経済フォーラムの調査
によれば、AI やロボットの技術革新によって人類
は 2020 年までに差し引き 500 万人以上が職を失
う可能性があるという。

だが、いくら人間の職を確保するためとはい
え、ブルドーザーを放棄して人力による整地作業
に回帰することが現実的ではないように、結局は
AI やロボットを受け入れるしかない。AI・ロボッ
トに任せられることは任せ、人間は人間ならでは
の仕事を見いだしてそれに従事するよりほかに進
む道はないだろう。

ただ、新技術を受け入れることがいずれは不可
避であると分かっていても、現実には既存の産業
や雇用を守るために、新技術の導入・活用を遅ら
せようとする社会的な力が働き、これが変革の妨
げになりがちだ。これは万国共通の悩みである。

しかし、この点において、少子高齢化、生産年
齢人口減少、人手不足問題が世界一深刻な日本（と
りわけ地方）は、AI やロボットを導入することの
ハードルが世界一低く、逆に地域の課題解決のた
めにこれらの新技術を活用する動機は世界一強い
はずだ。例えば、スマート農機の導入による農作
業の省力化、無人運転農機の導入、過疎地域にお
ける自動運転による送迎サービスなどは、地方に
強烈なニーズがあるテーマである。

つまり、日本の地方は AI やロボット分野でイ

ノベーションを起こすのに世界一有利な条件を
持っているといえる。

地方創生のためには、これまで不利な条件とさ
れていた環境を、新技術を活用したさまざまな事
業を世界に先駆けて積極的に取り入れることによ
り、大きな成長機会に変えていくといった発想が
重要であろう。
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地場産業のグローバル化促進や産業クラスターを軸にしたイノベーション促進といった視点が弱いように見える。

17    本誌本号表紙裏の「今月のピックアップちゃーと：私の仕事ってなくなるの？ コンピューターが業務代行する時代が到来か！」
参照。
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12）  永野博「ドイツの産学連携と研究推進機関の役割」

（『産学連携ジャーナル』2014 年 4 月号～ 7 月号連

載）

13）  山﨑朗「地方創生の課題と政策対応」（『産業立地』

2016 年 1 月号）

【補遺】  昨年初に筆者が発表した「2015 年日本産
業を読み解く 10 のキーワード」について、
2015 年中の動向をフォーローアップした
表を以下に掲載する。

キーワード 2015年における動き

1． IoT（InternetofThings）

IT活用に携わる企業人なら「IoT」の言葉を聞かない日はないほど認知度の高いキーワードとなった。多くの企業が
IoT分野に乗り出し、異業種間の提携・協業が相次いだ。日本経済新聞社・日経BP社による経営者調査（2015年12
月発表）によれば、主要企業の47％が社内でIoTを使っており、「将来活用したい」を含めると、ほぼすべての企業
がIoT活用に意欲を示していることが判明した。

2．自動車の情報端末化

「クルマ×IoT」の取り組みが活発化し、各社からコネクテッドカーの様々なサービスが提供され始めた。自動運転
技術については、「2020年の東京五輪・パラリンピックまでの実現を」という安倍首相発言もあって広く注目され
る中、グーグルなど他業態の参入を受け、自動車メーカーの研究開発が加速。2015年秋にはトヨタ、日産、ホンダ
の3社が高速道路などでの走行実験を公開した。

3．「地産地消」のサプライチェーン

国際協力銀行の「海外直接投資アンケート調査結果」から、円安にもかかわらず、企業が消費地（需要地）に近い場
所で生産するという「地産地消」の立地戦略を堅持していることが示された。電機や自動車などで散見された生産の
「国内回帰」事例も、大半は日本市場向け製品の生産（逆輸入していたもの）の国内移転であり、日本における「地
産地消」の実践であった。

4．サービスロボット市場

国の施策などロボット産業の進展を加速させる様々な取り組みが活発化する中、ロボットベンチャーの上場や世界
的なIT企業による大型の投資や買収が相次ぐようになった。ソフトバンクが発売した世界初の感情認識パーソナル
ロボット「Pepper」が話題を呼び、地方自治体の窓口やメガバンクの店舗などに導入された。2015年11月、厚生労
働省はサイバーダインのロボットスーツHAL製造・国内販売を承認した。

5．電力システム改革

2016年4月からの電力の小売全面自由化を前に、LP・都市ガス系や石油系、再生可能エネルギー系など、様々な業
種から参入の動きが見られた（経済産業省が小売電気事業者として登録を受理した企業は2015年末時点で119社に
のぼっている）。既存の電力会社および新電力会社から自由化後の様々な電気料金プランや新サービスが次々と発
表された。

6．蓄電池

ソニーが2020年に「体積当たりエネルギー密度を1.4倍（1000Wh/L）に引き上げる」次世代2次電池の開発計画を
発表するなど、大手メーカー各社が次世代電池開発を加速。パナソニックは、2016年4月の電力自由化を見据え、
電力事業者を販売パートナーとして住宅用蓄電池システムの販売拡大を狙う。米国の電力系統網の周波数変動安定
化のための技術としてLiイオン電池を活用した蓄電システムに注目が集まり、米テスラモータースは低価格の定置用
蓄電池を販売し始めた。

7．コーポレートベンチャリング

大企業が新規事業の開発でベンチャーと手を組む事例が数多く見られた、ソニーはロボット開発ベンチャーのZMP
（東京都文京区）とドローンの新会社を設立（15年8月）、トヨタ自動車は人工知能（AI）研究のベンチャー、プリ
ファード・ネットワークス（PFN）（東京）への出資を発表した（15年12月）。事業会社の投資子会社によるベン
チャー投資も増加傾向にある。

8．インバウンド消費

「爆買い」が2015年の流行語大賞となり、東京や大阪の繁華街に押し寄せた外国人旅行者が大量の商品を買い求め
た。2015年の訪日外国人の数は過去最高の1,973万人（前年比+48％）に達し、訪日外国人の日本での旅行消費額
は過去最高の3.4兆円と自動車部品の輸出額（3.4兆円）に匹敵する大きさになった。国内訪問地も多様化し、訪日外
国人の旅行消費を地域経済の活性化につなげる取り組みに注力する自治体が増えた。

9．地方創生

国が作成した地方創生に向けての「長期ビジョン」と「総合戦略」を勘案して、都道府県と市町村が2015年度中に
「地方人口ビジョン」と「地方版総合戦略」を策定している。2016年度予算案には地方創生深化のための新型交付
金が盛り込まれた。また、地方創生に資する研究機関等政府関係機関の移転が検討されているほか、地方創生に積
極的に取り組む市町村に対して、国家公務員や大学研究者などを市町村長の補佐役として送り込む人材支援制度が
導入された。

10．ユーザー体験

体験型の企業博物館を増強する動きが盛んに（ダスキンミュージアム、ミツカンミュージアムなどが新設された）。
家電でも、「体験」を売る商品が注目を集めた。家電ベンチャーのバルミューダ（東京都武蔵野市）は、五感に訴え
るトースターなどの独自のキッチン家電を開発して急成長している。また、北陸新幹線の開通効果による金沢市の活
況ぶりは、消費者の関心がモノよりも体験（思い出）に向かっていることを印象づけた。

付表： 「2015 年日本産業を読み解く 10 のキーワード」のフォローアップ

出所：筆者作成
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