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2020年の日本産業を読み解く
10のキーワード
̶この底流変化を見逃すな（前編）̶

Point
❶  本稿では、年頭にあたり、2020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  2020年のキーワードを10個挙げると、以下の通りである。本号では1～5を取り上げ、次号（「経
営センサー」2020年 3月号）で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）
  2． ５Ｇ（第5世代移動通信システム）
  3． デジタルヘルス（ヘルステック）
  4． ３Ｄプリンター、AM（アディティブ・マニュファクチャリング）
  5． グローバル・バリューチェーン
　　　　＜以下、次号＞
  6． ＶＲ（仮想現実）／ ＡＲ（拡張現実）／ ＭＲ（複合現実）
  7． スマートシティ
  8． 水素社会
  9． 脱炭素化とエネルギー転換
  10． 新興国イノベーション
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1．デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）

筆頭キーワードは2年連続でデジタルトランス
フォーメーション（ＤＸ）
デジタルトランスフォーメーション（DX）は、

筆者が2019年の日本産業キーワードの筆頭とし
て取り上げたが、この1年でDXに対する日本企
業の関心は大きく高まり、この言葉の認知度も相
当上がってきた。
IT企業だけではなく、一般企業においてもデジ

タル技術活用の関心が高まり、DXに取り組む企業
が増えてきた。この背景には、経済産業省が2018
年 9月にDXレポートを発表し、「2025年の崖」
と称してDXの必要性を周知し、一連のDX推進
政策を講じたことがある。政策の後押しを受けて、
2020年には各企業のDXへの取り組みが一層加速
することが予想される。
一方で、そもそもDXとは何かといった定義の

理解があやふやなまま、議論されているケースが
少なくない。DXとは短く言えば「デジタルを利
用した変革」であるが、それが本当に意味するこ
とやそれがなぜ必要かについては、十分に理解さ
れていない。そこで、本年も筆頭キーワードとし
てDXを取り上げ、その本当の意義を確認しつつ、
経営環境としてのデジタル化の進展状況、デジタ
ル化が産業にもたらす変化、企業が取り組むべき
課題等について論じてみたい。

新たな産業革命が始まっている
デジタル化の進展についてここ数年で明らかに

なってきたのは、どうやら今、人類はデジタル技
術が産業・社会・生活のすみずみにまで浸透して
いく、新たな産業革命期を迎えているらしいとい
うことだ。
ICT（情報通信技術）があらゆる産業で活用さ

れるようになった結果、あちらこちらで時間・場
所の制約を超えた活動が可能となって新市場が生
まれたり、規模の制約を超えてニッチ市場が成立
するようになったりしている。データが価値創出

の源泉になるとともに、経済活動の基本となるコ
スト構造が大きく変化しつつある。これは産業革
命期の現象に違いないと考える識者が増えている。
過去の産業革命について調べてみると、産業革

命というのは、数十年にわたって続き、その間、さ
まざまな分野でイノベーションが連鎖的に群発し
起こり、その影響が波及していく現象となってい
る。とりわけ、情報技術、エネルギー技術などの
「汎用技術（GPT：General Purpose Technology）」
がイノベーションを牽引し、この汎用技術が各分
野に普及することで、広く社会全体を変革・変容
していくのが特徴だ。
汎用技術とは、既存の技術・製品を陳腐化させ、

新しい製品への置き換えを大規模にもたらすよう
な技術のことをいう。
第1次産業革命（18世紀後半～ 19世紀前半）

は英国を皮切りに起こり、汎用技術は蒸気機関や
印刷技術だった。第2次産業革命（19世紀末～
20世紀初頭）は欧米発で起こり、その汎用技術は
電気、石油の利用、交通・電気通信ネットワーク
などだった。
第3次産業革命については、実はまだ統一的な

見解はない。20世紀後半のコンピュータ化、原子
力の進展を指すという見方もあれば、1980 ～ 90
年代のコンピュータの普及、ロボットによる自動
化の進展を指す見方、あるいは2000年前後の IT
革命（インターネット普及）とその後のモバイル
の進展までも含める見方もある。
現在は、21世紀初頭に始まった第4次革命の時

期に当たるという見方が比較的多いが、そのネー
ミングがどう定着するか、開始時期がいつ頃から
とされるかは、未来にならないと分からない。し
かし、ここ数年のAI（人工知能）や IoT（モノの
インターネット）の普及を伴う世の中の変化を見
ると、これらのデジタル技術を汎用技術とする新
たな産業革命期が現在進行中であると考えてほぼ
間違いないと思われる。
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デジタルがすみずみに浸透し世界が一変する
デジタル技術が産業や社会に広く浸透してい

き、産業構造や社会システムを一変させる産業革
命が始まっている。AIや IoTなどの汎用技術が産
業・社会・生活のすみずみまで普及していくのに
は時間がかかるため（蒸気機関や電力もそうだっ
た）、今回の産業革命もあと20～ 30年続くとみ
られる。
AI・IoTが世の中を変えるのは間違いないが、

「産業革命」と呼ぶのは言い過ぎではないかと思う
人もいるかもしれない。一時、自動運転の自動車
が走り回る時代が近い将来やってくると盛り上
がったが、最近では完全自動運転の実現時期は30
年位先との見方が増えてきた。30年もかかるよう
な変化は「革命」ではないと考える人がいてもお
かしくない。だが、前述したように、産業革命は
政治的な革命と違って短期間で起こる出来事では
なく、数十年続くものだということを忘れてはな
らない。これこそ典型的な産業革命の姿なのだ。

ＤＸの本当の意味とは
このように、数年前から今後20～ 30年の時期

は、デジタル技術が産業や社会にくまなく浸透し、
既存の産業やシステムががらりと変わり、あらゆ
る領域で経済活動の根本となるコスト構造が変化
していく時期に該当するとみられる。新たなコス
ト構造に適したビジネスモデルを構築した IT企
業があらゆる産業に進出し、従来のビジネスモデ
ルを成り立たなくさせる「デジタル・ディスラプ
ション」（デジタルによる破壊）があちこちで発生
する。こうした一大変化に対応して企業が生き残
るために取り組むべき課題が、デジタルトランス
フォーメーション（DX）であると捉えることが
できる。
DXの定義は、経済産業省によれば、「企業がビ

ジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジ
タル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、
製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとと
もに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文

化・風土を変革し、競争上の優位性を確立するこ
と」である。
巷では、AIや IoTなどの導入・活用をもって

「DXに取り組んでいる」と言ってしまっている
ケースが多い。だが、本来のDXは、単にデジタ
ル技術を活用することではなくて、企業経営全体
の変革のことを指す。

ＤＸは変化に対応して生き残るための課題
前述したように、AIや IoTが汎用技術としてあ

らゆる分野に時間をかけて普及していくことで、
全産業に大きな構造変化が生じる産業革命の時代
が到来している。自社が ITを活用しているかど
うかを問わず、すべての企業が早晩この大変化の
影響を受けるというのが重要なポイントだ。
したがって、どの企業にとっても、存続・発展

しようと思えば、この環境変化に対応して変わっ
ていく必要がある。前節で挙げた経済産業省によ
るDXの定義にある「ビジネス環境の激しい変化
に対応し」とは、この産業革命がもたらす大変化
への対応を意味する。
ここで言う「変化対応」は、俗にダーウィンの

言葉とされている（実際は違う）「この世に生き残
る生き物は、変化に対応できる生き物だ」という
格言の実践にほかならない。つまり、DXとは産業
革命期に生き残るための環境変化への対応であ
る。あらゆる産業のプレーヤーは、デジタル化の
進展がもたらす「従来のビジネスモデルを成り立
たなくする」変化に対応して、自らのビジネスモ
デルの変革を含むDXに取り組む必要があるとい
うことだ。そして、DXを実現するために利用でき
る道具がAIや IoTなどのデジタル技術である。
DXに取り組む際には、とかくAIや IoTの活用

自体が目的化してしまいがちだが、AIや IoTは環
境変化に対応して競争上の優位性を確立するため
の道具にすぎない。そして、DXの成否は、指数関
数的に増加する多種多様なデータをビジネスとし
ての価値へつなげられるかどうかにかかっている。
何のためにデジタルを使うかについても、同じ
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ことが言える。デジタル化は、われわれが答えを
見つけることを容易にするために使う手段であり
道具である。道具を使うことが目的化して、「デジ
タル化のためのデジタル化」に陥ることなく、何を
実現するためにデジタルを使うのかを社内に浸透
させつつ、デジタル化を推進するのが本筋である。

日本企業のＤＸの取り組み状況
デジタル化がもたらす破壊的な影響を認識する

企業は増えてきているが（図表1）、日本企業の
DXの取り組みの成果を見ると、新規の製品・サー

ビスの創出やビジネスモデルの変革を伴う本格的
なDXの取り組みはあまり進んでいない（図表2）。
その一因として、既存システムが環境の変化に

柔軟にスピーディーに対応できず、膨大なデータ
を迅速かつ適切に収集・蓄積・処理する必要のあ
るDXの足かせになっている点が指摘されてい
る。わが国では、既存業務を処理する基幹システ
ムが老朽化、ブラックボックス化しているケース
が多いため、自社で修正が困難（または修正のた
めには多大な時間と開発投資が必要）という、い
わゆる「レガシー化」が起きている。この課題を
克服できない場合、日本企業はDXを進められな
いだけでなく、2025年以降、日本全体で年間最大
12兆円の経済損失が発生し、IT人材不足が約 43
万人に拡大すると経済産業省は指摘している（い
わゆる「2025年の崖」問題）。

経済産業省はＤＸ促進策を展開中
こうした危機感から、経済産業省は、2018年 9

月の「DXレポート」の公表、2018年 12月の「DX
推進ガイドライン」の発表に続き、2019年 7月に
はデジタル経営改革のための評価指標「DX推進
指標」を公開した。

図表 1　企業におけるデジタル化の影響

2018年度

0 20 40 60 80 100
（％）

2017年度

2016年度

既に影響が出ている
破壊的な影響をもたらす可能性がある
ある程度は影響する可能性がある
その他

（注） 原典は日本情報システム・ユーザー協会、野村総合研究所（2019）
「デジタル化の取り組みに関する調査」

出所：総務省『令和元年版　情報通信白書』

図表 2　ＤＸの取り組みに関する成果の状況

業務の効率化による生産性の向上（n=92）

既存製品・サービスの高付加価値化（n=92）

新規製品・サービスの創出（n=92）

現在のビジネスモデルの根本的な変革（n=92）

企業文化や組織マインドの根本的な変革（n=92）

その他（n=92）

既に十分な成果が出ている 既にある程度の成果が出ている
今後の成果が見込まれている
取り組んでいない

まだ見通しは分からない

5.4%

10.9% 29.3% 15.2% 43.5%
1.1%

5.4% 22.8% 17.4% 52.2%
2.2%

4.3% 16.3% 17.4% 62.0%
0.0%

22.8% 37.0% 13.0% 21.7%

1.1% 15.2% 10.9% 72.8%

100.0%

0 25 50 75 100（％）

出所：独立行政法人 情報処理推進機構 「デジタル・トランスフォーメーション推進人材の機能と役割のあり方に関する調査」（2019年）
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これは各企業がデジタル経営改革の推進に対す
る簡易的な自己診断を行うことを目的としたもの
で、同指標に沿って、各企業が自社のDX推進具
合をチェックリスト方式で記入したものを経済産
業省が取りまとめ、集計結果を公表する予定と
なっている。
ただ、このような経済産業省のDX促進策には

功罪両面がありそうだ。
効果としては、この政策発動のおかげでこの1

年で企業の間でDXに対する認知度が上がり、DX
の重要性や「DX対応を放置するリスク」に対す
る理解が高まり、曲がりなりにもDXに取り組む
企業が増えたことが挙げられる。
一方で弊害も出ている。ITシステムが旧態依然

としたままでは多大な損失が発生するという
「2025年の崖」が注目されるあまり、DXは情報シ
ステム担当者やデジタル推進部署だけの課題だと
いう誤解を助長したきらいがある。また、お上が
作成したチェックリスト対応の「いかにもやって
ます」というアピールができる取り組みに企業が
走り、本来その企業が進めるべき地道なDXの取
り組みが遅れる恐れがある 1。

リアル産業におけるＡＩ活用の現在地
ここで、今の産業革命の汎用技術であり、DXを

推進する手段の1つであるAIについて、日本産
業における現在地について見ておきたい。
周知のように、最先端のAIの研究開発と産業

への実装という点では、日本は米国や中国に比べ
て周回遅れと言われている。また、インターネッ
トで得られる大量のデータをAIで処理すること
により効率化や新ビジネス創出を実現するネット
ビジネスについても、日本は劣後している。
しかし、リアルな産業におけるAI活用につい

ては、日本は決して遅れておらず、むしろ商機が
ある。今やあらゆる産業分野に、こなれてきて、
コストも下がり、使いやすくなったAIが汎用技
術として利用される時代となっている。自社で最
先端のAIをコア技術として開発することを目指
しているごく一部の企業を除き、多くの日本企業
はAIを汎用技術として事業効率化や新規事業開
発に活用する立場のユーザー企業である。この領
域の勝負はまだついていない。
デジタル化の進展に伴い、業種の垣根が崩壊

し、多くの IT企業が製造業などリアルの産業分
野に進出してきているが、ネットビジネスにおけ
るAI活用と違って、リアルの産業界のビジネス
におけるAI活用は多くがまだ模索段階で、儲け
る仕組み（ビジネスモデル）が確立されていない。
ここではいくら優れたAI技術を持っていても、
適切なビジネスモデルがなければ、リアルの世界
の事業では成功しないということが、近年明らか
になってきた。この分野におけるAIを活用した
新規事業については、世界中の企業がビジネスモ
デルの確立を懸命に模索している段階で、日本企
業にも大いにチャンスがある 2。
現在、国内外で、説明可能なAI（XAI：Explainable 

AI）や、人間と協調できるAIなどの開発が進め
られている。これらの開発が進展し、活用可能に
なれば、リアル産業でAIを活用した事業が成立
しやすくなる可能性があろう。

製造業も「常時寄り添い型」へ
ICTが産業・社会・生活の広範な領域に浸透し、

多くのヒトとモノがデジタルネットワークにつな
がり、「全産業デジタル化」の様相を呈し始めた。
これに伴い、製造業ではビジネスの競争軸が「優
れたモノの提供」から「モノを介して顧客が得ら

1    「DX推進室」といった名称の組織を社内に立ち上げただけで、何かをやり遂げたような気になってしまっているケースも少なく
ないようだ。

2    経営共創基盤CEOの冨山和彦氏は、デジタル革命の主領域が従来の「バーチャルでサイバーでカジュアルな領域」から自動運
転や医療・介護サービスなど「人命にかかわる、リアルでシリアスな領域」へと移行していることは、日本企業にとってチャン
スだと指摘している（冨山和彦（2017）『AI経営で会社は甦る』）。
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れる成果（例えば体験や効率アップ等）」にシフト
しつつある。「顧客体験」が今まで以上に重視され
るようになってきた。なぜなら、デジタルデバイ
スや IoTが普及し、常時つながっている世界で
は、体験が絶えず受け手側の評価にさらされるか
らだ。一方、供給側はさまざまな行動データを取
得・分析・活用できるようになり、顧客に常時寄
り添って最適なタイミングで価値を提供すると
いったビジネス展開が可能になった。この結果、
「製品中心の事業モデル」から「aaS（アズ・ア・サー
ビス）型事業モデル」への移行が重要課題に浮上
してきたのだ 3。
この事業転換は簡単ではない。よく指摘される

ように、日本企業のデジタル変革への取り組みは
諸外国に比べて遅れている。経営における ITの
位置付けが「コスト」という扱いで、「成長エンジ
ン」と認識されていない企業が多い。また、これ
まで顧客が自社製品をどのように使っているかを
把握してこなかったため、「顧客の使用状況のデー
タを次のビジネスにどう生かすか」といった戦略
的な発想が生まれにくいのが実情である。

常時寄り添い型では日本に潜在力あり
だが、もしこれらの認識や発想が修正され、全

社的デジタル戦略が発動されたとすれば、日本企
業は aaS型事業モデルの開発競争において優位に
立てる可能性がある。その理由は第1に、データ
をリアルの産業の世界で活かすには製造業の現場
のノウハウが必要だが、日本企業には良質なデー
タを集める力と、データの活用方法に関する知見
の蓄積があるからだ。第2に、「価値あるモノ」を
作る力があるからこそ、そこから派生していろい
ろなサービスを生み出せるポテンシャルがある。
この意味で、製造業のサービス化が進展しても、
ハードウェアでしか解決できない領域はむしろ拡
大していくと考えられる。第3に、「常時寄り添い

型」ビジネスでは、顧客との接点で日本が得意な
「対面での心遣い」が強みを発揮する。
デジタルでつながる世界で「サービスとして製

品を提供する」事業を開発する際に、日本のもの
づくりの現場力や対面での心遣いを武器として活
用していく発想が重要ではないだろうか。

ＤＸの取り組み内容が企業の盛衰を決める
企業が本物のDXに取り組んでいるかどうかが、

将来の企業の盛衰を決めることになりそうだ。こ
の意味でDXは注視すべきキーワードなのである
が、本年の10のキーワードでは、ほかにもDX
関連のキーワードを数多く取り上げている。
具体的には、「2．5G（第 5世代移動通信シス

テム）」「3．デジタルヘルス（ヘルステック）」
「4．3Dプリンター、AM（アディティブ・マニュファ
クチャリング）」「6．VR（仮想現実）／AR（拡
張現実）／MR（複合現実）」「7．スマートシティ」
「10．新興国イノベーション」が、DXに関連した
キーワードである。本稿（1）を総論として、ご
関心のあるDX関連キーワードのページをお読み
いただければ幸いである。

2020年はＡＩ・ＩｏＴのほか５Ｇも幻滅期に
最後に、DX関連の先進技術が社会や産業に普

及、浸透していくまでの時間軸について言及して
おきたい。事業開発の視点からは、この時間軸を
予測することが重要だが、これを見通す際には、
調査会社のガートナー社が毎年発表している「先
進テクノロジーのハイプ・サイクル」が参考にな
る。これは横軸に「時間の経過」、縦軸に「市場か
らの期待度」を置いた2次元の波型曲線で、新た
なテクノロジーが市場で注目され始めてから市場
に受け入れられるまでに総じてたどる経過（黎明
期→ “過度な期待” のピーク期→幻滅期→啓蒙活
動期→生産性の安定期）を表現したものである。

3    最近、サブスクリプション（定額課金）型のサービスが増えているのもこれが背景である。サブスクリプションの台頭は一過性
のブームではないし、課金方法の工夫だけの話でもない。デジタル化の進展に対応したビジネスモデル変革の動きと捉えるべき
である。
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2019年の日本におけるハイプ・サイクルを見ると
（図表3）、AIと IoTは「幻滅期」、5Gは「“過度な
期待” のピーク期」に位置していた。2020年には、
5Gも「幻滅期」入りすると予想される。
このハイプ・サイクルにおける「幻滅期」は、

そのテクノロジーがもてはやされたことが間違い
だった（そのキーワードが空虚なバズワードだっ
た）ことを意味するものではない。世間で急速に

高まった期待に見合う成果が当初は伴わないこと
で、熱狂が冷めて幻滅に変わる過程は、将来産業
や社会を変えるどの重要技術もが必ず通過する
フェーズである。
事業開発の視点で言えば、幻滅期は、その後に

当該技術が市場に浸透する時期が来ることを見据
えて、その技術の実装に向けた取り組みを行うべ
き重要な時期と考えるべきであろう。

図表 3　日本における先進テクノロジーのハイプ・サイクル（2019 年）

出所：ガートナー「日本におけるテクノロジのハイプ・サイクル：2019年」2019年10月31日

2．５Ｇ（第5世代移動通信システム）

いよいよ日本でも本格稼働する新世代の移動通信
システム
　5G（Fifth（5th） Generation）とは、1980年代
に実用化された携帯通信機器の技術（第1世代
（1G））から数えて5番目の世代にあたる携帯通信
機器の技術である。米国や韓国では2019年の春
ごろ、中国では2019年 10月ごろから本格的に
サービスが開始されている。日本においても、
2019年秋に各地で開催されたラグビーワールド
カップに際して通信機器を貸し出すプレサービス
が提供され、2020年 4月より本格的なサービス開
始が予定されている。
　さらに、サービスエリアを特定の空間（工場、

商業施設など）に限定したローカル5Gについて
も、日本国内では2020年半ばごろから免許が交
付される予定である。
　これまで、新たな移動通信システムが登場した
際は、主として携帯端末に注目が集まりがちであっ
た。しかし、5Gは、自動運転、スマート工場、高
度な遠隔医療、IoTの爆発的な利用拡大、地方創
生など、産業界や社会全体に大きな影響を与える
と考えられている。

５Ｇの特徴～多様な切り口で活用できる
　5Gの特徴として特に注目を集めているのが、回
線速度の向上である。これにより、ゲームや映画

2020年の日本産業を読み解く10のキーワード
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といった情報量の多いコンテンツやサービスも、
受信待ちのストレスなく楽しめるようになり、市
場の拡大が期待されている。
　しかし、速度の速さは5Gが持つ魅力の 1つに
すぎない 4。「超低遅延」「基地局に同時接続でき
る端末の数の多さ（多数同時接続）」といった、こ
れまでの移動通信システムから大きく進化した点
も5Gの魅力である。
　これまでの移動通信システム技術は、回線を道
路に例えると、路面の整備や車線数の増強といっ
た「高速道路をいかに速く走れるようにするか」
という点を追求してきた面があった。また、「高速
道路を走る車」も似たようなものを想定しており、
通信回線の使い分けには難があった。そして、「走
行できる台数」も「スマホから（無数に置かれる
であろう）IoTのセンサー」までカバーできるほ
どの量ではなく、時として渋滞やスピードダウン
も生じていた。
　しかし、5Gでは、さらなる通信速度の向上だけ
でなく、基地局に同時接続できる端末数の増加や、
遅延時間の低減も図られている。さらに、ネット
ワークを仮想的に分割（スライス）する「ネットワー
クスライシング」技術の導入と、本技術による「用
途に応じたネットワークの使い分け」が実現可能
となっている。そのため、「時間あたりで送れるデー
タ量を抑えつつ、遅延も最低限」というサービス
も設定しやすくなっており、IoTなどさまざまな

用途への応用が期待されている。前出の例でいう
ならば、道路が「高速道路」「路線バス専用レーン」
など多様化し、走る車も「低速で走る自動運転バス」
「スポーツカー」などさまざまなものが登場してい
るといえる。

５Ｇは何を生み出すか
　5Gは、その特徴からさまざまな製品やサービス
を生み出す原動力になると期待されている。
　インフラ面の制約、さらには一部の5Gの規格
が策定途中であるため、5Gは当面転送速度の向上
以外の特徴は生かしきれないものとみられる。そ
のため、まずはゲームやスポーツ観戦、動画配信
といった、4Gとの違いが転送速度の向上で実感し
やすいエンターテインメント分野での活用が進む
とみられる。とはいえ、向こう1～ 2年ほどは、
キラー商品・サービスが見えていないことや、5G
のカバー範囲をゲーム感覚で探す事態が想定され
るため、期待されたわりに活用の幅が広がらない
展開が予想される。
　しかし2020年代半ばまでには、インフラ整備
が進み、5Gの標準規格の策定が終わり、さらにロー
カル5Gの活用が広がることで、エンターテイン
メント分野にとどまらない「5Gならではのサービ
ス（とそれに供される製品）」が生み出されるもの
とみられる。
　具体的には、図表4のようなものがある。

活用する特性 例 概要

　低遅延
自動運転バスの高度化 万が一の事態に人間が介入できるまでの時間差が短くなるため、より速度が速くなるとともに、

特別な対策をしていない一般道でも自動走行できるように。

建機の遠隔操縦 操作を入力してから機械に指示が伝わるまでの時間差が短くなるため、繊細な操作が求められる
作業も遠隔操作で可能に。

　同時多接続 見守りサービスのち密化 センサーなど IoT デバイスを大量に設置し、さまざまな状況でも見守りできることが可能に。

　高速回線、
　低遅延 遠隔診療の高度化 低遅延や高速回線（による高精細動画）を活用し、都市部の専門医による、あたかも目の前に患

者がいるかのような遠隔手術が可能に。

　高速回線、
　低遅延、
　多数同時接続

スマート工場の高度化 センサーを大量に配置し、画像や稼働データなどをモニタリングできるようにして、効率的な生
産が常時できるように。

スマート警備 ドローンや警備ロボなどに設置した監視カメラなどから得られた情報を速やかに解析し、危険を
早期に察知して除去できるように。

図表 4　５Ｇならではのサービスの例

出所：各種資料を基に東レ経営研究所作成

4    ただし、5Gのサービス開始当初は基地局の多くが 4Gとの相乗りになるとみられており、その場合、速度以外の特徴を活用する
ことは難しい模様。
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　なお、こうした5Gならではのサービスのポテ
ンシャルを最大限に引き出すには、エッジと呼ば
れるコンピューターを基地局など利用者付近に設
置し、より利用者に近い場所でデータ処理などを
行う仕組みである「エッジコンピューティング」
の整備も欠かせない。なぜなら、いくら低遅延な
ネットワークであっても、インターネット上を通
じた処理が遅くなってしまっては、効果が薄れて
しまうためである。また、5Gを通じてエッジコン
ピューティングを活用することで、端末上での処
理を減らすことができ、端末の価格低減や小型化、
さらには利用シーンの拡大を図ることができる。

ＤＸに与えるインパクト
　DXの取り組みにあたって、重要となるのは、「諸
プロセスのデジタル化」「適時適切なデータ収集」
である。そして、諸方面でDXの取り組みが進む中、
5Gもまた重要なピースとなっている。
　例えば、自動車の自動運転や建設機械の遠隔操
作は、トラブルが生じた後、すぐに運転を止めたり、
人の手で操作できるようにして、安全を確保する
必要がある。しかし、人による操作が機械に伝わ
るまでの時間が遅い場合、操作が間に合わずに重
大な事故につながりかねない。また、こうした点
を懸念し、走行速度を低速にしたり、人が道路や
作業現場に入り込めない状況を作り出したりする
と、自動運転や遠隔操作のメリットを十分に生か
しきれない。
　また、IoTに取り組み、センサーやウェブカメ
ラなどからデータ収集する場合、接続する端末が
多数に上ることも少なくない。その際に配線にか
かるコストの削減やレイアウトの制約をなくすべ
く無線網を構築するのであれば、通信コストは低
く抑えるとともに、基地局も最低限にしないと無
線化のメリットが十分には得られない。
　こうした自動運転・遠隔操作や IoTが抱える課
題を解決できる手段が5Gである。これは、性能
が十分である上に、回線の使い分けがしやすいた
めだ。また、5Gが持つ特徴は、携帯端末だけでな

く、これまで使い勝手がよい無線通信システムが
なかったがゆえに商用化が見送られてきた製品・
サービスの実現にも資する。
　そして、基地局がカバーする範囲が狭いという
短所は、一方で利用場所を限定した「ローカル
5G」の実現につながっている。これにより、自社
の都合に合った通信網を整備できるとともに、公
衆網を利用した場合に生じるセキュリティ脅威へ
の対策も講じやすくなる。IoTの推進にあたって
はセキュリティの確保が課題となっているが、電
波が届く範囲を限定することで脅威を抑えること
ができるためだ。

波及は素材にまで
　5Gの特性は、これまでの移動通信サービスの在
り方を大きく変えるだけでなく、使われる素材の
選択にも影響を与えうる。まず、5Gで使用する電
波の周波数が高いため、アンテナや配線などによ
る伝送損失が4Gに比べて大きくなりがちであ
る。端末や基地局の性能低下につながるため、伝
送損失がこれまでの製品より少ない性質を持つ材
料の使用が勧められている。実際、こうした材料
を使用した基板用の樹脂フィルムなどの開発が進
められており、5G端末の部材などとして採用され
るケースもある。
　また、周波数が高くなるにつれて電波が直進し、
屋内や建物の陰などつながりにくくなる場所も生
じる。そのため、「つながりやすくするための工夫」
も素材に求められている。例えば、端末や基地局
の筐
きょうたい

体を電波が通りやすい樹脂などに置き換えた
り、ネットワークとつながる自動車であるコネク
ティッドカー向けの「アンテナが内蔵された自動
車用窓ガラス」、ケーブル（誘電体導波路）を折り
曲げて使う屋内用アンテナなどがある。
　そして、サービスの立ち上げ当初は、端末の使
い勝手の面で5G用だけでなく 4G用の部品も搭
載する必要があるため、端末のエネルギー消費も
多くなる。そのため、端末の電力消費の効率化や
蓄電池の大容量化が欠かせないだろう。
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　さらに、基地局が設置される環境は、電波塔や
中高層建築物だけでなく、よりさまざまな場所に
設置する必要がある。その場合、厳しい環境に置
かれるケースが想定されるとともに、設置数も多
くなるため、長寿命化やそれによるメンテナンス
負担の軽減などを図る必要がある。そのため、基
地局に使用される機器の素材は、耐候性、丈夫さ
などがこれまで以上に求められる可能性がある。
　IoTの活用推進という点でも5Gが注目されて
いるが、利用シーンを広げようとするならば、利
用環境に応じた新素材の開発・実用化が欠かせな
い。これは、実験段階であれば「実験期間中だけ
利用できればいいので、短期間で壊れてもやむを
得ない」「高額な費用をかけて対策する」といった
割り切りが可能だが、実用化する場合は「長期間、
できればメンテナンスフリーで使える」「費用を抑
えたい」といったことが欠かせないからだ。
　例えば、農機の無人化・自動操縦の実用化に取
り組むにあたって、通信回線に5Gを採用するの
であれば、振動・土ぼこり・雨風などを伴う過酷
な環境で利用されることが想定されるため、防振・
防じん・防水対策や内部の電子機器そのものの強
度を確保する必要があるだろう。

発展途上だが、早期の取り組みが重要
　5Gは、すでに一部の国でサービスが開始されて
おり、2020年以降本格的にサービス展開される見
込みである。一方で、「5Gならではのサービス」
は模索段階にあるといわれている。公衆網に関し
ては、整備のしやすさなどを背景に4Gの基地局
との相乗りが当面続くと見込まれており、前述し
たような「5Gの特性」がすぐにフル活用できるわ

けではない。
　とはいえ、ITの技術は日進月歩ならぬ「分進日
歩」といってよいぐらいの勢いで開発や実用化が
進むことが珍しくない。そのため、「まだ普及や標
準化は先だから様子見」ではなく、商用化が進ん
でいる以上、「自社は5Gで何ができるのか、何が
したいのか」、さらには「自社が抱えている課題の
解決に5Gが活用できるかどうか」について、今
から考えておく必要があろう。例えば、5Gの端末
や基地局向けの素材開発の在り方や、自社のDX
の取り組みに5Gを活用することを検討すると
いったことが考えられる。
　特に2020年代半ば以降は、これまでデジタル
やインターネットとは無縁であった事業を含めた
多様な事業者が連携しつつ、5G時代の新事業開発
が進展すると予想される。
　5G、さらにはそれを取り巻く ITはこれまで以
上に高度化している以上、自社でできることには
限界がある。5Gビジネスを立ち上げるのであれば、
製品やサービス、顧客網といった自社が持つ手札
をそろえつつ、「自社が持つ手札を活用してくれそ
うな相手」を探す努力も欠かせないだろう。
　先行事例をみても、自社単独で取り組みを進め
ているケースは少なく、さまざまな事業者と連携
しつつ、事業開発を進めている。まずは自社が抱
えている強み・弱み・課題を踏まえた5Gの活用
方法を考えることになるだろう。そして、見当が
つかないときや、専門性が不足して取り組みが進
まないときは、システムインテグレーターや通信
事業者などの専門家と相談したり、外部の支援サー
ビスを活用したりして、5Gの活用を進めてみると
よいだろう。

3．  デジタルヘルス（ヘルステック）

米国や新興国でデジタルヘルスのサービスが勃興
デジタルトランスフォーメーション（DX）の

波は、医療・ヘルスケアビジネスの分野にも到来
しており、デジタル技術やデータを活用した新た

な取り組みが始まっている。
ヘルスケアはもともと世界的に成長産業として

注目されてきた領域である。世界人口の増加
（2019年 77億人→ 2030年予測 85億人）、新興国
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の富裕化・都市化の進展に伴う1人当たり医療費
の増大、主要疾患が感染症から慢性疾患にシフト
すること等を背景に、世界のヘルスケア市場は高
成長が見込まれる分野である。
それに加えて近年は、米国をはじめ海外で、最

新のデジタル技術を活用して生活活動データから
個人の状況を把握し、個々の利用者の状況に応じ
て最適化するデジタルヘルスケアのサービスが広
がりつつある。本稿では、この新しいデジタル技
術とヘルスケアが交わる「デジタルヘルス」また
は「ヘルステック」と呼ばれる分野について取り
上げる。
デジタルヘルス市場拡大の背景には、ICT技術

の活用によって利用者に応じた健康増進サービス
を提供するコストを劇的に低下させることが可能
になったことがある。ロボットやAI、IoT、「VR（仮
想現実）・AR（拡張現実）・MR（複合現実）」5な
どを活用すれば、医療・ヘルスケアのサービス提
供をより効率的かつアクセスしやすいものにする
ことが可能になり、新たな価値を生み出せると期
待されている。
デジタルヘルスのサービスは米国で先行して勃

興したが、中国やインドなどの新興国でも拡大し
つつあり、今後世界各国で市場が広がる可能性が
高い。一方、日本では現状、デジタルヘルスの
サービスの広がりは限定的で、認知度も低い。し
かし、これらサービスの普及は、日本の医療・介
護分野が直面する深刻な課題の解決に寄与するこ
とから、今後の動向が注目されている。
野村総合研究所によれば、日本のデジタルヘル

スケアサービスの市場規模（「予防・健康管理」「診
察・治療」「予後・リハビリ」の3区分の合計）は、
今後5Gの活用による新たな医療の普及が進むこ
とにより、2025年度には 2,254 億円 6と、2019年
（727億円）の 3倍以上に拡大すると予想している
（図表5）。
なお、広義の医療のフェーズは、予防、診断・

治療、予後モニタリングの3分野に分けれるが、
米国など海外ではこれら3分野すべてをヘルスケ
アと呼ぶことが少なくない。これに対し、日本で
は、予防分野のみを指してヘルスケアと称する場
合が比較的多い。本稿では細かい定義にはこだわ
らず、広義のヘルスケア市場におけるデジタルヘ
ルスについて取り上げることにしたい。

図表 5　デジタルヘルスケアサービスの市場規模予測
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5    2020 年の日本産業キーワードの 6として本誌 2020年 3月号掲載の後編で取り上げる。
6    そのうち約 26％の 580億円が 5G関連サービスと予測されている。
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日本の社会課題解決につながるデジタルヘルス
日本は今後も少子高齢化が一段と進み、2025年

には人口の 3人に 1人が 65歳以上の高齢者にな
り（現在は5人に 1人）、さらに高齢者の5人に 1
人が認知症を患っているとの予測がある。世界有
数の長寿国で平均寿命が延び続けている一方で、
健康寿命はそれより約10年短いため、高度の医
療・介護を要する人は増え続け、高齢者医療費も
持続的に増大する見通しである。もはや従来のや
り方で人の手だけで医療を行うことは絶対に不可
能であり、デジタル技術やデータを活用した効率
的なヘルスケアサービスの導入による医療費抑制
が急務となっている。
医療費増大の背景には、現状の医療サービスが

医療行為発生のたびに医療費を支払う仕組み（イ
ンカム重視、出来高払い）で、たとえ病気が治ら
なくても患者に医療費が発生する診療報酬制度に
なっていることが影響している。この問題解決の
ためには、ヘルステックの普及を促し、治療成果
重視（アウトカム重視）型（医療行為の結果に対
して医療費を支払う仕組み）の診療報酬モデルへ
の転換を図ることが望ましい。
また、今後、医療関連の公共サービスの供給能

力の低下が不可避だという問題もある。税収不足、

担い手不足を背景に、救急車の数や急病発生時の
通報など社会における緊急時の対応能力に限界が
生じることは目に見えている。これまでのように、
「異常時には家族が通報する」という社会システム
が成り立たなくなる時代が迫っている。この課題
の解決のためにもヘルステックの普及、拡大が期
待されている。
さらに、日本は世界に誇る充実した医療提供体

制をもつがゆえに、国民自身に医療に対するコス
ト意識が低く、健康意識も高まりにくい面があ
る。こうしたなか、デジタルヘルスケアサービス
が普及すれば、国民の健康意識の向上にも寄与す
ると考えられる。

新たなヘルスケア産業のイメージ
上述のように、日本が直面する社会問題の解決

のためには「デジタル医療への対応」が喫緊の課
題となっている。こうした問題意識から、経済産
業省もこの分野で ICTを活用したイノベーション
を促し、従来のヘルスケア・医療産業を新たなヘ
ルスケア産業へと転換していくことが望ましいと
いう方向性を打ち出している（図表6）。
製薬・医療機器企業は、薬や機器のみを提供す

るビジネスモデルから、予防・生活管理サービス

図表 6　ヘルスケア・医療分野における産業構造変化

出所：経済産業省医療・福祉機器産業室「経済産業省が目指すヘルスケア分野のイノベーション」2018年11月
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を含めたヘルスケアソリューションを提供するビ
ジネスモデルへの転換を図るとしている。これま
で明確なプレーヤーが不在だった予防・生活管理
分野をカバーする新たなデジタルヘルス企業が担
い手として登場する。同時に、専門性の高度化が
進む中、垂直統合型産業から水平分業型産業への
構造転換が必要と指摘されている。

医療の現場でＡＩが活躍できる領域
厚生労働省は「保険医療分野におけるAI活用

推進懇談会」では、AIを活用できる重点領域とし
て、①ゲノム医療、②画像診断支援、③診断・治
療支援、④医薬品開発、⑤介護・認知症支援、
⑥手術支援、の6つを挙げている（2017年 6
月）。うち①～④はAIの実用化が比較的早期に見
込まれる領域、⑤と⑥は実用化に向けて段階的に
取り組むべき領域とされている。
これら6領域における最近のAIの活用事例を

紹介すると、次のとおりである。

①ゲノム医療
★   ディー・エヌ・エー（DeNA）とプリファー
ド・ネットワークス（PFN）が共同設立し
たPFDeNAは、深層学習技術を用いて少量
の血液でがん14種を判定するシステムの共
同研究を開始（2018年 10月）。医薬品医療
機器総合機構の承認を得た上で、2021年を
目標に事業化する計画である。

②画像診断支援
★   公益財団法人がん研究会有明病院と（株）AI 
メディカルサービスは共同で、内視鏡画像か
らAIを活用して胃がんを検出するシステム
を開発（2018年 11月発表）。調査対象の胃
がんを94.1％の精度で発見できたという。

③診断・治療支援
★   （株）Ubie は AIを用いた問診事務効率化シス
テム「Ubie」を開発し、医療従事者の働き方
改革をサポート（電子カルテ記載事務を大幅
に削減）。医療現場の業務負荷の削減のほか、

構造化されたデータの二次活用のメリットも
ある。国内大規模病院6施設で導入・共同研
究を開始した（2019年 7月）。

★   （株）トプコンの子会社である米Topcon 
Healthcare Solutions, Inc は、ヘルスケア
領域における最先端のAI自動診断技術を有
する米 IDx Technologies, Inc と戦略的提携を
結び、IDx社が開発した世界初の糖尿病性網
膜症AI自動診断システムに関する独占販売
権を取得（2018年 10月）。IDx社の「IDx-DR」
はFDA（米食品医薬品局）が認証した世界
初のAI医療機器である。

④医薬品開発
★   富士通（株）や武田薬品工業（株）、京都大学
など国内の約100の企業や研究機関からな
る研究グループは、多数のAIを組み合わせ
て創薬効率を高める基盤技術を開発（2019
年 9月）。治療効果が高く副作用の少ない新
薬を探しやすくなる。創薬にかかるコストを
半減し、開発期間を3割短縮できる

⑤介護・認知症支援
★   AI ベンチャーの（株）エクサウィザーズは、
医療・介護・医薬品領域における現場課題を
AIを活用して解決するサービスを提供して
いる。介護現場でウェブカメラを使って初学
者と熟練者のケアの差分を分析。熟練者のケ
ア技法を学習データとして介護者教育を行
う。神奈川県と連携して、自治体の介護関連
データを対象とした「要介護度予測AI」の
開発事業も開始した（2019年 3月）。

⑥手術支援
★   川崎重工業（株）と検体検査機器大手のシス
メックス（株）が2013年に設立した合弁会
社、（株）メディカロイドが国産「手術支援
ロボット」を開発している。（株）メディカ
ロイドは（株）オプティムと先端医療分野に
お け るAI・IoTを 活 用 し た 医 療 ITソ
リューションの開発と、グローバルなサービ
ス展開に向けた包括的な業務提携で合意
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（2019年 2月）。「手術支援ロボット」のネッ
トワーク化および手術室全体の最適化を支援
するサービスの開発を推進している。

ＡＩが医療・ヘルスケアで日常的に使われる時代
がくる
　AIは医療・ヘルスケアと相性がいいとされる。
　まず、医療・ヘルスケアは、AIによる課題解決
の定番である「深刻な人手不足問題」が存在する
領域である。
　また、AIと IoTを活用すれば、人間の五感では
感知できなかった情報を取得、解析して、人間に
は見つけることができない意味やパターンを認識
することが可能になるため、診断の精度を上げる
ことに活用できる。見逃しを防ぐための技術の導
入を否定する医療従事者はいないため、共通の目
標に向けてベクトルを合わせやすい。
　さらに、医薬品開発とAI開発は似ているから
相性がいいとの指摘もある 7。どちらもプロセス
はよく分からなくても、この疾患に効くといった
エビデンスがあれば、それを受け入れる土壌があ
る点で共通しているという。
　患者一人ひとりの遺伝情報や化学物質への反応
に関する膨大なデータが利用できる時代が到来す
れば、万人に共通の治療はもはや意義を失うこと
になりそうだ。そう遠くない将来、AIを使った遺
伝子検査に基づいた個別化医療が一般に普及し、
どの患者にも同じ治療を施す医療行為が過去の遺
物となるかもしれない。個別化医療は、治療成果
の向上と費用削減をもたらすだけでなく、患者と
薬のミスマッチにより臨床試験が失敗することを
防ぐメリットもある。

あなたの薬がスマホアプリになる時代
　スマートフォンやデジタル端末用のソフトウエ
アを活用して疾患の診断や予防、治療などを行う
「デジタルセラピューティクス（DTx）」8が実用
化され始めた。一般的なデジタル製品と違い、医
薬品医療機器等法（薬機法）の承認に基づき、医
療機器として扱うのが特徴である。医薬品、医療
機器に次ぐ、第3の治療法としての期待が高まっ
ている。
　デジタルセラピューティクスは米国で先行し、
「医薬品と同等の効果がある」としてFDA（米国
商品医薬品局）が承認したアプリがいくつも登場
している 9。
　日本でも 2014年の法改正でデジタルセラ
ピューティクスが医療機器としての承認対象に
なっているが、ここにきて開発や商業化に向けた
動きが目立ってきた。医療ベンチャーのキュア・
アップは、2019年 5月、慶応義塾大学医学部と共
同開発したニコチン依存症治療用アプリの有効性
を確認したと発表し、2020年春の薬事承認、保険
適用を目指している。
　医療用医薬品以外の事業を育成したい製薬企業
も、デジタルセラピューティクスに高い関心を寄
せている。アステラス製薬は、2019年 11月、米
デジタルヘルス企業のウェルドックとの戦略的提
携を発表、糖尿病患者向けの自己管理支援アプリ
を共同開発し、日本を中心とするアジア地域で販
売する計画である。

ヘルステック普及で変わる消費者の意識・行動
　ヘルステックが普及すれば、医師と患者の情報
格差が小さくなる。患者が医師と同じ情報、データ、
解析結果を手にするようになれば、自分で受けた

7    本橋洋介（2019）『業界別！AI活用地図』。
8    「デジタル治療」とも呼ばれる。製品を単独で使ったり、既存の薬品や医療機器と併用したりして、疾患の診断や予防、治療を行
う技術である。

9    米ウェルドックの糖尿病患者向け自己管理支援アプリ（FDAの承認第 1号）のほか、独Sonormed の耳鳴り治療アプリ、米ピア
セラピューティクスの薬物依存症向け治療用アプリ、スウェーデンのスタートアップが開発した避妊安全性表示アプリなどの例
がある。
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いヘルスケアサービスを選ぶ決定権を持つように
なる。患者は、ヘルスケアサービスの消費者とい
う位置づけに変化していく。スマホアプリの普及
によって多くの産業のマーケティング手法が一変
したように、デジタルヘルス分野の新しいツール
の普及によって、ユーザー（消費者）の医療・ヘル
スケアとの関わり方が大きく変わる可能性がある。
　消費者の意識としては、健康に何か問題が起こっ
てから対症療法するのではなく、「問題が起こる前
に自力で予防する」というタイプのヘルスケアを
指向する傾向が強まるだろう。
　また、デジタルヘルスサービスの普及に伴い、
個々人が自分の身体データをデジタル化して計測、
収集、解析するといった行動が徐々に当たり前の
ものとなっていき、ウエアラブル端末市場が飛躍
的に拡大していくことが予想される。

デジタルヘルス市場の魅力
　企業にとってデジタルヘルスケアビジネスの魅
力は、社会課題解決に向けたニーズの強さと市場
の成長性だけではない。参入障壁が高い点も魅力
である。
　デジタルヘルスケア領域に参入するには、患者
ニーズと医療現場の課題の把握、規制や保険制度
の理解が不可欠であるほか、医療機器や医薬品承
認をとる必要があり、参入障壁は高い。それだけに、
これらをクリアして参入を果たせば、持続的競争
優位が期待できる。
　また、ヘルステック分野は、（これは「〇〇テッ
ク」と称される分野に共通する特徴であるが）、
AI・IoTの普及で既存の産業構造が変化し、業種
の壁がなくなり、異分野からの参入企業によって
新市場・新事業が次々と生み出される。したがっ
て、これまでヘルスケアとは関わりのなかった企
業にも、デジタルヘルス市場に参入して商機をつ
かめる可能性が開かれている。
　さらにこれも「テック」領域の特徴であるが、

異業種の連携による事業開発が活発化してくるだ
ろう。すでにスポーツクラブが運動だけでなく、
食生活改善のための栄養指導を行うことが一般的
になりつつあるが、今後はビッグデータとヘルス
ケア、ゲームと運動、健康と観光、健康とエンター
テインメントなど、さまざまな異業種のコラボレー
ションによって新たなデジタルヘルス市場が創出
されていくと予想される。

ヘルステックの新事業開発の可能性
　ヘルステックの普及に伴い、医師と患者が存在
する場所を問わずヘルスケアサービスを提供する
ことが可能になる。IoTデバイスで画像データや
問診データをアップロードすると、専門家がデー
タを解析して診断結果を返し、そこで得られた画
像を学習データとしてAI開発に役立てるといっ
た遠隔医療相談ビジネスが成立可能になるかもし
れない。
　ウェアラブルなどのデバイスの需要は拡大する
だろうが、デジタルヘルスビジネスの主役となる
のは、デバイスではなくデータであろう。デバイ
スをネットワークにつなげて活用できるようにな
れば、デジタルデータが新たな価値を生む事業モ
デルが台頭してくる。データをどのように役立つ
ものに変えてマネタイズ（収益化）するかという
点が新事業開発の肝となるだろう。
　その際、事業者だけが利益を享受するのでなく、
ユーザーにも便益を提供し、ユーザーがネットワー
クにつながりたくなるような事業設計になってい
ることが、成功のための条件といえよう。

アジア新興国で勃興するヘルステックに要注目
　現状、日本では身体データを活用するヘルスケ
アサービスへの認知度と利用意向がともに5割以
下と、米欧やアジア新興国と比べてかなり低
い 10。日本でデジタルヘルスケアサービスが拡大
するためには、ライフログ（生活の活動記録情報）

10    『情報通信白書 2016 年度版』図表 3-1-4-5 による。
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の活用拡大に向けた施策の発動や健康増進ソフト
ウェアの認証を後押しするような規制緩和の実施
など、政府がスマホアプリやウェアラブル端末を
介して提供される健康増進サービスの発展を促す
政策を講じることが必要と思われる。
　これに対し、アジア新興国では最近、ヘルステッ
クの市場が急拡大している。中国やインドでは、
ウェアラブル端末等を通じて取得したデータを活
用するヘルスケアサービスに対する認知度とその
利用意向がともに9割前後にのぼっている。
　インドでは、インド工科大学の卒業生が立ち上
げたスタートアップのDocs Appが、医師との予
約取りやオンライン診断までできる総合型医療
サービスを展開している。モバイルアプリを使っ
て医師を選んで相談すると、患者の問診の入力内
容をもとにAIが解析し、可能性の高い疾患候補
を提示し、迅速な診断を可能にする仕組みである。

医薬品配送サービス会社と連携していて、診断後
すぐに医薬品が届く。このように巨大市場インド
では、先進国に負けないようなオンライン診療が、
誰もが利用可能なサービスとして普及しているの
である。
　この例に見られるように、今、アジア新興国で
はヘルステック領域でリープフロッグとリバース
イノベーションが起こっている 11。新興国では、
医療レベルの低さや病院・医師不足などの深刻な
社会問題の解決に対するニーズが大きいことに加
え、規制がほとんどないため、遠隔医療サービス
などのデジタルヘルスのビジネスモデルが成立し
やすい土壌がある。
　デジタルヘルス分野において新事業開発を進め
ている企業にとって、アジア新興国は注目すべき
有望市場といえるだろう。

4．  ３Ｄプリンター、AM（アディティブ・マニュファクチャリング）

モノを印刷する！？
　3Dプリンターとは、3次元（3D）の設計図を
基に、材料の層を積み重ね、硬化・焼結などによっ
て造形する機械である。あたかも印刷するように
3次元上にモノを造形できることから、「プリン
ター」の名称がついている。
　「材料をセットして、設計図のデータを読み込ま
せ、機械のスイッチを入れれば完成品ができ上が
る」というのはかつてSFの世界の話であったが、
3Dプリンターの実用化・高度化によって実現し
つつある。
　そして、3Dプリンターを活用したモノづくりを
「アディティブ・マニュファクチャリング（以下
「AM」）」などと呼ぶ。以降では、機械そのものを

指す場合は「3Dプリンター」、3Dプリンターを用
いるモノの造形を「AM」と呼び分ける。

利用方法別にみたＡＭの分類
　AMの利用方法は、「Rapid Prototyping（高速試
作）」「Direct Digital Manufacturing（DDM）」の 2
つに分けてみることができる。AMの利用対象と
なる工程としては試作、治具・金型製作、完成品
製造で、モノづくりの多くをカバーしている。
　Rapid Prototyping（高速試作）とは、データ化
された図面を実物の試作品としてAMで造形する
ことである。3Dプリンターは、試作スピードを上
げるためのツールとして開発されたため、今日で
も取り組まれているAMの利用分野である。また、

11    リープフロッグ／リバースイノベーションは、筆者が「2019年の日本産業を読み解く 10のキーワード」の 1つとして取り上げ
たが、2020 年版（本稿）でも後編掲載の「10．新興国イノベーション」の中で言及する予定である。リープフロッグとは、新
興国において先進国がたどった発展過程を経ずに（途中の段階を飛び越して）、いきなり最先端の技術が普及する現象のこと。
リバースイノベーションとは、新興国で開発された、機能がシンプルで低価格の革新的製品・サービスが、のちに先進国を含む
世界に普及していくというイノベーションの形態を指す。
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この分野は、造形物の精度や製造速度など求めら
れる性能は必ずしも高くないため、一般消費者で
も購入できるような安価な3Dプリンターも多く
みられる。
　Direct Digital Manufacturing（DDM）とは、治具、
金型、最終製品をAMで製造することである。造
形物の精度や製造速度といった性能は高いものが
求められるため、この分野で用いられる3Dプリ
ンターの価格も高価となりがちである。
　なお、DDMのうち、治具・金型分野での利用に
ついては「Rapid Tooling（治具・金型の高速製造）」
と呼ぶこともある。この分野は、それほど製造量
は多くない一方で利用環境や対象製品ごとのカス
タマイズのニーズがあるため、設計の自由度が高
い3Dプリンターに適している分野といえる。
　また、DDMの中でも近年注目されているのが、
AMを製品の製造手段として活用することであ
る。ここ数年で、精度に加え、製造速度も速くなり、
各種コストも低下してきたことから、軽量化やデ
ザイン性の向上など、製品の付加価値を高めたい
企業が取り組むようになっている。

製造方法・材料別に見た分類～樹脂、金属だけに
とどまらないＡＭの原材料
　AMと一口に言っても、材料や造形プロセスは

多様である（図表7）。
　なお、図表7に加え、モルタル、石こう、細胞
などもAMの原材料として用いられている。特に
細胞などを原材料に使うバイオ3Dプリンターは、
軟骨や血管といった再生医療製品、創薬などに活
用できるバイオチップなどをAMで製造すること
に利用できるものとして期待されており、技術開
発や実用化・商用化に向けた取り組みが進められ
ている。

工作機械ではない「新たなモノを作り出せる造形
機械」としての３Ｄプリンター
　3Dプリンターの導入を考える際、他の工作機械
と比較してしまいがちである。そのため、「価格が
高く、コストパフォーマンスが悪い」「あえて導入
しなくても、既存の工作機械で十分」などと考え、
導入を見送るケースはよく聞かれる。
　確かに、工作機械と3Dプリンターは、「モノを
作る際に利用する機械」という機能は同じなのだ
が、本質的な価値が大きく異なる。工作機械は、
あくまで人の手の延長線として工作する際に使う
ものであり、利用することで生産性を高めたり、
作業員の安全を確保したりする。
　一方、3Dプリンターは、設計図データを基に、
粉末や樹脂フィラメント（糸状の樹脂）などの材

方式 供給材料 概要 造形手段

液相光重合 ・樹脂（光硬化性）
・セラミックス

容器に溜めた液状の光硬化性樹脂の作製したい構造部分となる位
置に選択的に光を照射して硬化させ、造形する方法

レーザー、
ランプ（UV光）

材料押出 ・樹脂（熱可塑性） 流動性材料（熱等で軟化させる）をノズルから押し出し、筆で描
くように材料を堆積させて造形する方法 熱（ヒーター）

材料噴射 ・樹脂（光硬化性）
・ワックス等 材料の液滴を噴射し、選択的に堆積して固化させ造形する方法 インクジェット

バインダー噴射
・樹脂（全般）
・セラミックス
・金属

液状バインダーを粉末に噴射し選択的に固化させて造形、または
造形された構造体を熱等で溶融・焼結して一体形状とする方法 インクジェット

シート積層
・紙
・樹脂（全般）
・金属（箔）

シート状の材料を積層接着させて造形する方法 レーザー、
ナイフ

粉末床溶融結合
・金属
・樹脂（粉末）
・セラミックス（サーメット）

粉末を敷いた面に選択的にエネルギービームを照射して溶融結合
させる工程を繰り返して積層し造形する方法

レーザー、
電子ビーム

指向性エネルギー堆積 ・金属 原料粉末をノズルから供給しながら、エネルギービームで熱を加
えて溶融・結合させる方法

レーザー、
電子ビーム

図表 7　積層造形プロセス技術の分類と体系

出所：新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）「TSC Foresight vol32」（2019年2月）
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料を積み重ねてモノを造形する。時として、人の
手や工作機械では難しい造形ができる場合もあ
る。例えば、人の手で造形したら数カ月はかかり
そうなものをパソコン上で設計し、AMで造形す
れば短期間で高品質なものができる。また、切削
加工が難しい素材でも、材料を積み上げることで
活用できる場合がある。その他、部品の一体成型
やそれによる強度の確保と軽量化の両立なども可
能となる。

ビジネスのスピードアップが可能
　ビジネスのスピードが上がっている今日、試行
錯誤と検証を早いサイクルで繰り返す重要性が増
している。特に、製品の試作は実際に図面からモ
ノを起こしてみないと良しあしや改善点が見えに
くいことが少なくないが、これまでのように人の
手に頼ってしまうと時間がかかりがちで、思った
ようなものができないこともある。
　また、顧客に提案する際、実物サンプルがある
かどうかで説得力に大きな差が生じる。だが、サ
ンプルの作成に手間取ってしまっては、競合他社
が先に説得力のある提案を行ってしまったり、顧
客の気が変わったりして、提案の機を逸すること
もあるだろう。
　3Dプリンターを利用することで、人の手では数
日かかるような試作品・サンプルの作成が、数時
間もあればできるようになる。これにより、検証
スピードを速めたり、顧客への提案などを速やか
に行ったりすることが可能になる。

モノづくりにおけるＤＸの担い手？
　これまで見てきた3DプリンターおよびAMの
特徴は、一見すれば「多様な材料を使ってさまざ
まなモノを素早く造形できる機械」を使ったモノ
づくりであり、その点だけ抜き出してみれば「自
社の技術やスタッフをもってすれば3Dプリン
ターに対抗できる」と考えてしまう人もいるだろ
う。
　しかし、3DプリンターおよびAMの価値は「デ

ジタルの恩恵をフルに受けられる」という点であ
る。その価値は、DXの推進によるモノづくりの変
革を実行するための重要な要素となる。
　モノづくりにおいて、「材料から製品（の基）を
削り出す」「部品や部材を組み合わせる」という2
つの工程はつきものである。そのため、部品製造
業者、切削担当者、組み立て担当者、仕上げ担当
者など関わる企業や人も多く、プロセスも複雑に
なりがちである。また、原材料、部品、完成品な
ど工程の各段階で必要となる在庫も多くなり、原
材料や部品不足がボトルネックとなって効率化を
妨げたり、在庫保管のスペースや費用がかさんだ
りする。サプライチェーンも複雑になりがちで、
特に最終製品になるほど複数の国を複数の事業者
が関与し、輸送に要する時間やコスト、関税や為
替レートなど考慮すべき事項も増えてくる。
　しかし、AMでは、設計図データを基に材料を
積み重ね、製品をあたかも組み立てるようにして
造形する。そのため、関わる人間も設計者、3Dプ
リンターのオペレーター、完成品の仕上げ・検査
担当などごく少数に抑えることができる。材料も
樹脂フィラメントや金属粉といったものだけで済
み、数十もの部品を調達する必要もない。このよ
うに製造プロセスがシンプルになるため、コスト
ダウンやリードタイムの短縮、サプライチェーン
の効率化などが可能となる。
　また、需要家の近くに3Dプリンターを設置し、
注文を受けた後にAMで素早く製品を現地で造形
できるようにすることで、輸送時間のロスなく納
品できるようになる。また、在庫は原材料のみで
済むため、拠点間の部品・部材のやり取りをしな
くて済み、サプライチェーンも簡素化できる。そ
の結果、関税や為替レートの影響も最低限に抑え
ることが可能となる。
　さらに、3Dプリンターを各拠点に配置し、AM
によって金型や治具を造形できるようにすること
で、新製品の製造ラインを複数拠点でまとめて立
ち上げたり、製造ラインの改良事例を速やかに横
展開するといったことができる。これにより、こ
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れまでよりもモノづくりのスピードアップを図れ
る。
　そのほか、3Dの測定データがあればAMによ
る造形が可能である。そのため、文化財の装飾や
生産中止部品など、時として製造ノウハウや図面
が失われているものも、3Dスキャナーで測定し、
その結果を設計図データに落とし込んでAMで造
形することで、時間を超えた再生産が可能となる。
　このように、3DプリンターやAMは、これま
で作れなかったものを作れるだけでなく、製造業
のビジネスの在り方すら変えてしまう。言ってみ
れば、モノづくり、さらには製造業そのものにお
けるDXを推進する道具として大きな潜在力を
持っているといえる。

様子見では遅い？
　現状、AMは造形にかかる時間やコストが依然
として長大であり、3Dプリンターの価格も高い。
そのため、量産品の生産における利用は、航空部
品といった高価で満たすべき要求水準も高い製品
や、生産が完了している製品の部品の製造、現場
で造形することで物流コストの大幅な低減が見込
める遠方での保守部品の製造といった、費用対効

果が高い分野に限られている。
　今後、機械本体や原材料の価格が低下し、ノウ
ハウの蓄積や技術開発が進み、多くの人や企業が
3Dプリンターを容易に使えるようになるのに
伴って、量産過程でのAMの活用が進んでいくと
予想される。
　しかし、だからといって「自社製品の量産に使
えるようになってからAMに取り組めばいい」と
いう姿勢でいると、いざ実現した際に後れをとる
ことになる。なぜならば、先進的な企業ではAM
による量産に向けた研究や実証実験をすでに開始
しており、実際に量産できる状況が整い次第、速
やかに量産体制を整えることができるためである。
　デジタル技術は、日進月歩ならぬ分進日歩ぐら
いの勢いで進歩かつ普及することが少なくない。
「まだ大丈夫」と考えるのではなく、3Dプリンター
やAMが自社事業に与える影響や事業機会の有無
を今から探っておく必要がある。自社のDX推進
の重要なツールとして、その活用（例：造形代行
サービス、自社製品の製造）や周辺サービスの立
ち上げ（例：原材料の供給、AMの取り組み支援）
を検討する価値はあるだろう。

5．グローバル・バリューチェーン

グローバル・バリューチェーン（ＧＶＣ）とは
　最近、グローバル・バリューチェーン（GVC）
の議論が世界的な関心を集めている。国際生産分
業の進展など、世界経済のダイナミックな変化の
実態を把握したり、国際経済の力学や通商政策の
在り方を考えたりする際に、GVCの視点の分析が
有用であるとの認識が広がりつつある。
　グローバル・バリューチェーン（GVC）には、

必ずしも定説があるわけではないが、内閣府は、「複
数国にまたがって配置された生産工程の間で、財
やサービスが完成されるまでに生み出される付加
価値の連鎖を表す」と定義している（『年次経済財
政報告 2014年度』第 3章 2節）12。
　GVC研究の第一人者である猪俣哲史氏（ジェト
ロ・アジア経済研究所上席主任調査研究員）によ
れば、GVC研究は、国際生産分業の構造と生産活

12    GVCへの参加には、①他国の財やサービスの生産工程に自国の生産する中間財・サービスや資本財等の供給を行うもの（バリ
ューチェーンの上流から下流に向けて参加する「前方への参加」）、②自国の生産する財やサービスの生産工程に他国から中間財・
サービスや原材料等の供給を受けるもの（バリューチェーンの下流から上流に向けて参加する「後方への参加」）の 2つの方法
がある。
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動が生み出した付加価値の分配メカニズムとの関
係性を考える学問である 13。平たく言えば、経済
のグローバル化の勝者が誰であり、またその勝因
や勝利のコストは何かなどについて突き止めるこ
とである。この問題意識に即すると、GVCは「価
値創出／分配のグローバル・ゲームとして見た生
産・消費ネットワーク」と呼ぶのがふさわしいと
いう。

国際貿易を付加価値から見る考え方
　GVC分析の中核的なツールとして付加価値貿易
という概念がある。付加価値貿易とは、財の物理
的な移動の記録をベースにした従来の貿易概念に
代えて、製品をその生産工程ごとに分解し、各工
程において付加された価値の国際的な流れを問う
ものである。
　今日、さまざまな国の企業が、自社が比較優位
を有する中間財・サービスを提供する国際的な生
産ネットワークに参加しており、製造業製品の多
くはそのネットワークの中で生産されている。し
たがって、貿易財に「メイド・イン・特定国」と

いうラベルを貼るのは時代遅れで、「メイド・イ
ン・ザ・ワールド」と言うべき製品が増えてきた。
　こうしたなかで、国際貿易の姿を実態に即して
捉えるには、付加価値の国際的な流れを把握でき
る付加価値貿易のアプローチが必要不可欠といえ
る（下記の解説参照）。
　付加価値貿易で見ると、中国の対米国の貿易黒
字（2015年）は付加価値ベースではグロスベース
の貿易黒字よりも約3割縮小することが確認され
ている。一方、同年の日本および韓国の対米貿易
黒字は、付加価値ベースではグロスベースよりも
拡大する（不均衡が悪化する）。
　この背景には、日本や韓国は比較的高付加価値
の中間財を生産し、それを中国で完成品にして米
国に輸出するという国際分業システムを構築して
いるため、従来の貿易統計では、日本や韓国の対
米貿易不均衡の一部が米中貿易の傘の陰に隠れて
いたという事情がある。

ＧＶＣの拡大ペースが頭打ちに
　2019年 10月、世界銀行は「世界開発報告2020

【解説】付加価値貿易の考え方 － 自動車の生産・貿易の仮設例
　例えば、日本で生産されたエンジン（単価 160）とマレーシアで生産されたタイヤ（単価 10×4個）、
がタイで完成車に組み立てられ（単価 300）、米国へ輸出される生産システムを考えてみよう。
　貿易統計上では、日本のエンジン 160とマレーシアのタイヤ 4個分の 40がタイの税関で記録され
る。また、完成車が米国に輸入されるときに、その価値の 300 が米国の税関で記録される。だが、
この 300の価値は、エンジンの 160とタイヤの 40の価値を既に含んでいるので、米国市場に行き着
くまでの間に、それら部品の価値が通関統計で 2回（タイで 1回、米国で 1回）計上されることに
なる。
　このように、生産工程の地理的分散により中間財が国境を越える回数が増えるにつれ、記録上の
貿易量が付加価値の流れよりも過剰に膨れ上がる傾向がある。この事例では、従来の貿易統計ベー
スの世界貿易量は 500（160＋ 40＋ 300）だが、付加価値ベースの世界貿易量は 300（100＋ 160＋
40）となる。
　OECDの統計を用いて比較すると、2015年の貿易量は付加価値フローより 2割ほど水増し計上さ
れていることが分かる。そこで、このような多重計算を避けるために、付加価値貿易の考え方が生
まれたのである。

（参考文献：猪俣哲史（2019）『グローバル・バリューチェーン』）

13    猪俣哲史（2019）『グローバル・バリューチェーン』。
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（「World Development Report （WDR） 2020: 
Trading for Development in the Age of Global 
Value Chains」を発表した。世界銀行が毎年発表
するWDRで貿易をテーマに取り上げるのは1980
年代以来のことだ。世界貿易の現状に対して世銀
が強い危機感を持っていることの表れといえる。
　同報告書によれば、世界の貿易全体に占める
GVC上で行われる貿易のシェアは、1990年頃以
降、2008年までは拡大傾向を続け、50％強に達し
ていた。しかし、2008年のグローバル金融危機以
降、GVCの拡大ペースは頭打ちとなり、貿易に占
めるシェアは2015年には 48％に低下している（図
表8）。
　ICTの進歩と普及や、WTO（世界貿易機関）へ
の加盟や貿易協定の締結による貿易障壁の低下な
どを受け、国境を越えた生産工程の構築が活発化
し、GVCの拡大と深化が貿易の拡大を後押しする
展開が長年にわたって続いていた。しかし、2009
年以降は、世界経済や投資の伸び悩み、貿易分野
における改革の停滞などを背景に、GVCの成長が
鈍化している。これまで東アジアを中心に発展し
てきたGVC構築の動きがこのところ弱まってお

り、先進国では国内回帰（リショアリング）の動
きも出ている。これに加えて、最近では貿易摩擦
の激化による不確実性の増大が企業の投資動向を
慎重化させているため、GVCの伸びが一段と鈍化
することが懸念されている。

途上国の経済発展を加速してきたＧＶＣ
　世界銀行は、「GVCに後押しされた経済改革に
より、途上国は開発の梯子を短期間で上ることが
できる。なぜなら、GVCに参加することで途上国
は、産業をゼロから構築することなく専門知識を
獲得し、富を蓄積することが可能となるからだ」
と述べている（前掲の「WDR 2020」）。
　これについて補足説明しておこう。これまで IT
の進歩は、生産工程の分割と地理的分散を促し、
GVCの発展に一貫して寄与してきた。そして、開
発途上国はGVCへの参加を通して学習機会を増
やし、産業高度化を果たしてきた。国際生産分業
が進むなか、開発途上国の企業でも、GVCに参加
すれば、自らの技術レベルに見合った業務をサプ
ライチェーンの中に見いだし、そこに注力するこ
とで世界標準の製品をつくることができるほか、

図表 8　世界貿易に占めるグローバル・バリューチェーン（ＧＶＣ）のシェアの推移
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出所：  World Bank 「World Development Report （WDR） 2020: Trading for Development in the Age of Global 
Value Chains」, Figure 1.2
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この生産分業を通じて先進技術の学習機会を増や
し、成長を加速することができた 14。
　このように、GVCは、開発途上国の経済発展の
プロセスを大幅に圧縮し、経済発展と産業高度化
スピードを加速する機能を担ってきたのである。
そして、開発途上国にとって、GVCに参加するた
めのチケットは「安価な労働力」であった。参加
した途上国の賃金が上がれば、後発の国へと参加
チケットが譲渡されていく。このプロセスの繰り
返しによって、GVCはより多くの国を巻き込みつ
つ、成長を続けてきた。

第 4次産業革命がＧＶＣの抑制要因に
　しかし現在、第4次産業革命期の到来により、
状況が変わってきた。自律ロボット、AI・IoT、
3Dプリンターの普及などによる生産工程の自動
化が進み、人間の手による労働の経済価値が低下
した。その結果、非熟練業務の海外委託が割高に
なり、それらの先進国への回帰が起こりつつある。
　特に、本稿の4で取り上げた3Dプリンターの
登場は、GVCの発展を抑制する効果があると指摘
されている。3Dプリンターによって試作品を用い
たデザイン検証の時間を大幅に圧縮できるほか、
場合によっては物流や組立工程をスキップするこ
とも可能になり、市場投入までのリードタイムが
短縮される。また、マスカスタマイゼーション 15

と国内への生産回帰を同時に実現する手段として
3Dプリンターを導入する動きも出てきている。
　このように、第4次産業革命期のテクノロジー
がもたらす生産工程の変化は、生産工程の先進国
回帰をもたらし、開発途上国がGVCに参加する
機会を減少させると考えられる。
　さらに、これらのデジタル技術の普及は、組織
間の共時的・多方位的な情報共有と連携によるサ
プライチェーンの高度な統合を可能にし、そのエ

コシステム（産業生態系）に属する企業の生産性
を飛躍的に向上させる。そしてGVCに参加しに
くくなった途上国は、このエコシステムには入れ
ない。エコシステムの内と外で企業のパフォーマ
ンスの差（いわゆる「デジタル・ディバイド」）が
拡大することが予想される。エコシステムへの仲
間入りを果たせなかった開発途上国は、先進国と
の技術リンケージが途切れ、低成長を余儀なくさ
れるおそれがある。

第4次産業革命がＧＶＣに新たな広がりをもた
らす可能性も
　一方、これとは別のシナリオも考えられる。第
4次産業革命期のテクノロジーのさらなる発展と
普及によって、GVCが一層の広がりを見せるとい
うシナリオである。
　ITの進化と普及に伴い、グローバルな生産分業
の姿は変わっていくものである。振り返ってみる
と、これまでも移動・輸送コストの低下によって
生産地と消費地の分離が可能になったほか、アイ
デアの移動コストの低下によって、遠隔地でも複
雑な工程管理が可能になった経緯がある。その結
果、GVCを通じて先進国のグローバル企業から途
上国への技術移転が進んだのである。
　したがって、AI・IoT、3Dプリンター、VR（仮
想現実）・AR（拡張現実）・MR（複合現実）など
の普及により、遠隔地間のビジネス・マッチング
が可能になり、これまでGVC圏外であった国々
の中小企業や個人にもさまざまな商機をもたらす
可能性もある。また、現実世界における移動や活
動がバーチャルな移動や活動に置き換わることで、
新たなタイプのGVCが構築され、これまで注目
されなかった国や地域の企業もこれに参画できる
ようになる可能性もある。本稿1で触れたように、
デジタル化の進展に伴い、製造業企業は「aaS型

14    世界銀行によれば、ある国のGVCへの参加度が 1％高まると、1人当たり所得水準が 1％超上昇すると試算されており、これは
従来型の貿易の約 2倍に相当するという（「WDR 2020」）。

15    コンピュータを活用することで、高付加価値製品を顧客ごとに受注しつつ、それを大量生産品並みの低価格で提供することを可
能にした柔軟な製造システムのこと。
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事業モデル」に移行する。そこで将来的に、開発
途上国の経験豊富な人材が母国に居住しながら、
日本や世界各地の生産拠点にバーチャル勤務する
といった形のGVCが形成されることも想定でき
なくはないだろう。

貿易摩擦がＧＶＣに及ぼす影響
　世界銀行の「世界開発報告2020」は、GVCの
先行きについて、「確かに課題は存在するものの、
今後もGVCは持続可能な成長の促進力となり得
る」と指摘しているが、そのための条件として、
先進国がオープンで予測可能な政策を推進するこ
とを挙げている。
　この観点から短期的に焦点となるのは、米中対
立の暗雲が漂い続けていることが、GVCにどのよ
うな影響を及ぼすかである。
　2020年の世界経済は、米中貿易摩擦と保護主義
的な通商政策は解消することなく持続する可能性
が高い。新たな関税措置などが打ち出されなくて
も、米政権がグローバリゼーションに否定的で予
見可能性の低い政策をとり続ける限り、企業の投
資行動は慎重化したままで、世界の貿易と直接投
資に下押し圧力がかかり続けることになろう。
　米中貿易摩擦の早期解消が困難になりつつある
中、GVCの拡大に向けては、地域貿易協定（RTA）
の締結が促進されることが期待される。この意味
で、2019年内の妥結への期待が高まっていた東ア
ジア地域包括的経済連携（RCEP）が、インドが
慎重姿勢を崩さず、16カ国による協定締結が不透
明な情勢となって越年したのは残念なことであり、
早期の締結合意が望まれる。
　国際通貨基金（IMF）によれば、米中双方が高
関税を課せば、米中ともに相手国向け輸出は大幅
に減少するが、その他の国・地域では、対米輸出
が増えるとしている。また、米中両国の成長率は
下押しされるが、その他の国・地域の成長率はわ
ずかながら押し上げられるとしている。経済規模

が大きい米中両国の成長率が抑えられるため、世
界経済にマイナスの影響をもたらすことは確かで
あるが、国別にみるとその影響は多様で、負の側
面ばかりではない。中国の対米輸出を代替する国
では、貿易摩擦前より対米輸出が増えて、経済成
長が押し上げられる可能性がある。

アジアにおけるサプライチェーン再編の行方
　米中対立が続く中で、今後アジアにおけるサプ
ライチェーンの再編が進むことは間違いないが、
現状、中国からの生産移転が最も顕著に進んでい
る国はベトナムである。米国の制裁関税第4弾が
発動に移されれば、台湾や韓国の企業が生産拠点
をベトナムに移す動きがますます強まると予想さ
れる。その結果、ベトナムの対米輸出が急増する
ことにより、新たな貿易摩擦を引き起こすことも
懸念される。米国の対ベトナム貿易赤字規模の国
別順位は2019年に 4位に浮上する見通しで、米
財務省は2019年 5月、通貨安誘導をけん制する
監視リストにベトナムを加えている。米国の対ベ
トナム貿易赤字が拡大を続けた場合、米国がベト
ナムに対し通商協議を迫る可能性もあるだろう。
　米中対立の暗雲が漂う中で、中国に対米輸出拠
点を置く企業は、どのようなサプライチェーンの
組み換えを行うべきかの判断を迫られる状況が
2020年も続く見通しである。一方、中国から他の
国に生産拠点をシフトするコストが関税引き上げ
のコストを上回るケースが多いとみられることな
どから、サプライチェーンの再編は予想されたほ
どは進捗しないとの見方もある 16。
　いずれにせよ、米中貿易摩擦の激化を受けたア
ジアのサプライチェーンの再編成はまだ始まった
ばかりである。これがどのような展開を見せるか
が先行きのGVCの拡大ペースを決め、ひいては
世界経済の持続可能な成長の促進力に影響を与え
ることになるだろう。
　また、この先、GVCが縮小しない限り、アジア

16    三浦有史（2019）。
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の製造業で進展している国境を越えた一体化（多
国間での素材・部品のやりとり）の流れは不変で
ある。このことは、米国が関税戦争を推し進める
ことが米国の利益にならないだけでなく、GVCを
構成するほかの国々にも影響が及ぶ状況が続くこ
とを意味する。

（以下、次号に続く）
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