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■  本稿では、2019 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。 

■  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。 

■  2019年のキーワードを 10個挙げると、以下のとおりである。 

１． デジタルトランスフォーメーション（DX） 

２．MaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス） 

３．再エネの「卒 FIT」 ／ VPP（バーチャルパワープラント） 

４．RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション） 

５．イノベーション拠点としての中国 

６．スマート農業（アグリテック） 

７．物流テック（物流のスマート化） 

８．インフラ保全と自己修復材料 

９．サステナブルな社会とプラスチック問題 

１０．新冷戦 ／ 米中貿易戦争 

 

 

 

 Ｔ Ｂ Ｒ  産 業 経 済 の 論 点 
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１．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）とは何か 

最近、デジタルトランスフォーメーション（Digital Transformation、略して DX。Trans

をXと略すため）という言葉を聞くことが増えてきた1。 

DX とは、デジタルを活用し、効果的に価値創造と提供ができるようにビジネスや組織の活

動・内容・仕組みを戦略的・構造的に転換することである。簡略化して言えば、「デジタル化を

通じた変革」である。 

経済産業省も、DXを重視しており、2018年 12月 12日、DXを推進するためのガイドライ

ンを発表した。経済産業省は、DX を「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」と定義している。 

あらゆる産業において、新たなデジタル技術を利用してこれまでにないビジネスモデルを展

開する新規参入者が登場し、ゲームチェンジが起きつつある。こうした中で、どの企業も、競

争力の維持・強化のために、デジタル変革に取り込むことが喫緊の課題になりつつある。この

ような文脈で、企業が生き残るための重要課題としてDXが掲げられるようになってきた。 

 

ＤＸは急に出てきた課題ではない 

DXはここにきて急に重要度が上がった言葉では決してない。DXという言葉は使っていなく

ても、この言葉が意味する中身については、数年前からいろいろな表現で語られ、その重要性

が認識され、企業の取り組み課題に掲げられていた。 

 IoTやAIなどのデジタル技術の進化と普及により、世界中での広範な領域で、既存の産業構

造、人々の生活、社会システムを根本から変えてしまうデジタル変革の一大潮流が押し寄せて

いるという認識は、目端の利いたビジネスパーソンであれば、数年前から共有しているはずの

ものだ。 

 筆者も数年前から、見逃してはならない産業の潮流変化としてDXと同じ意味のことを掲げ

続けてきた。筆者は 2016年版の「10のキーワード」の 1番目に「IoT（Internet of Things）

とインダストリー4.0」、2番目に「人工知能（AI）」を取り上げ、これらが一過性のバズワード

でなく、あらゆる産業の世界観や生態系を一変させるものと捉えて、企業はビジネスモデルの

変革に取り組むべきと論じた2。 

2017 年版の「10 のキーワード」においても、第 1 のキーワードとして「IoT・AI・第 4 次

産業革命への対応」を掲げた。すでに IoT や AI などのデジタル技術は単体の重要用語として

論じるものではなく、あらゆる産業の領域で既存の技術・製品・サービスを陳腐化させ、新し

い製品・サービスへの置き換えを大規模にもたらす「汎用技術」と捉えるべきだという認識に

立ち、到来した新しい産業革命期に起こるパラダイム変化にいかに対応するかが、すべてのビ

ジネスパーソンにとっての重要課題になっていると考えたからである。 

                                                   
1 デジタルトランスフォーメーションは、もともとは 2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストル

ターマン教授が提唱したもので、「IT（情報技術）の浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化さ

せる」という概念である。 
2 筆者は毎年 2月、東レ経営研究所ホームページ上に、その年の日本産業を読み解く 10のキーワードをまとめ

たレポートを発表しています（https://www.tbr.co.jp/report/tbr_report/archive.html）。 

https://www.tbr.co.jp/report/tbr_report/archive.html
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2018 年版「10 のキーワード」の中には、IoT・AI・第 4 次産業革命といった用語をあえて

入れなかった。これは、同年版レポート冒頭で書いた通り、すでに世の中で IoTや第 4次産業

革命の重要性に対する理解が進み、IoT・AI・シェアリングなどのテクノロジーを活用した新

たな仕組みを各産業分野に実装する段階に入っていたためである。その代わりに、IoT の普及

に伴い加速してきた「製造業のサービス化」を第 1のキーワードに選定した。 

 

なぜ今、ＤＸか － 道具としての ＩＴでなく、パラダイムシフトとしてのデジタル化 

 2019年のキーワードとしてDXを選定した理由は、次の通りである。 

「デジタル化」に対応する英語には、Digitization（アナログをデジタルに変換すること）と

いう意味と、Digitalization（デジタルを用いて新しい価値を生み出すこと）の 2 つがある3。

日本企業のデジタル化は従来、前者（Digitization）が中心で、後者（Digitalization）の取り

組みが不活発であった。これは、日本企業は IT をコスト削減や効率化の道具であると捉え、

新規の商品開発やビジネスモデル創出のために IT を活用するという意識が低い傾向があるた

めである。図表１に見るように、日本企業の IT 活用は、米国のそれと比べると、「守りの IT

投資」に偏っており、「攻めの IT投資」への取り組みが弱い。 

 この「攻めの IT投資」こそが後者のデジタル化（Digitalization）であり、今日、世界のビ

ジネスの潮流は、このDigitalizationを推進して競争力を強化することにある。 

 

図表１ ＩＴ投資における日米比較
＜ＩＴ予算が増える理由・用途＞

出所 ： 一般社団法人電子情報技術産業協会「2017年国内企業の「IT経営」に関する調査」

（2018年１月）
 

                                                   
3 神岡太郎（一橋大学教授）「デジタル化と顧客価値創造(1)」（日本経済新聞 2018年 12月 5日朝刊「やさしい

経済学」）による。 
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第 4次産業革命の本質は、IT企業と ITのユーザー企業だけでなく、全産業にデジタル化の

波が押し寄せてパラダイムシフトが起こることにある。したがって、日本企業がこの時代に生

き残るためには、業種を問わず、デジタルがもたらす構造変化に適合するための自己変革に取

り組むと同時に、デジタル技術を活用して新しい製品・サービスを開発することにより、これ

までにない価値を創造し顧客に提供することが重要課題となる。 

 この意味で、デジタルトランスフォーメーション（DX）はまさに日本企業が取り組むべき喫

緊の課題を一言で表現した言葉と言える。「守りの IT だけでなく、攻めの IT を」という内容

を含むだけでなく、道具としての ITでなく、パラダイムシフトとしてのデジタル化に着目し、

変化対応のための変革に取り組むべしというメッセージも感じられるワードだからだ。 

 前述のように経済産業省が 2018年 12月、DX推進ガイドラインを発表した背景には、今や

あらゆる企業が「デジタル企業」化すべき時代であり、経営戦略全体のコミットのもとで既存

の業務や ITシステムを変革し、経営全体のデジタル化を推進すべきという問題意識がある。 

 

デジタルとリアルがシームレスにつながり始めた 

 ここにきてパラダイムシフトとしてのデジタル化に目を向ける必要性が高まった理由は、

IoTやAIの普及などにより、デジタルでつながる世界が一段と広がってきたため（すなわち第

4次産業革命の本格化）である。 

これに伴い、これまではデジタルの世界とリアルの世界が分離し、人間がそれをつなぐ役割

を担っていたのが、最近では「人手を介さずにデジタルの世界とリアルの世界がつながる」タ

イプのデジタル化が進み始めた。業務を部分的にデジタルに置き換える段階から、リアルの業

務がデジタルの世界とシームレスに変換される段階に突入したのである。その一例が、本稿で

4番目のキーワードとして取り上げる「RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）」

の普及である。 

つまり、あらゆる業種の業務でデジタル技術が活用されるだけでなく、デジタル技術が業務

そのものになる動きが出てきたのだ。このプロセスがさらに進展すると、すべての企業がデジ

タル化を中心に据えた組織に自己変革する必要性が一段と高まることになる。 

 

裏から見ればデジタル・ディスラプション 

 デジタルトランスフォーメーションと似た言葉に「デジタル・ディスラプション（Digital 

Disruption）」があり、こちらも最近よく使われる。デジタル・ディスラプションとは、デジタ

ル化の進展によって、既存の産業がなくなったり破壊されたりすることを指す。 

企業が生き残るためには、デジタル技術を使った新しいビジネスモデルの登場が自社の既存

事業を脅かす可能性を予見し、それへの対抗策を講じる必要があるという点を強調するために

使われる言葉である。逆に自らがデジタル技術を使って、異業種や新分野に進出し、既存の有

力企業から顧客・市場を奪うディスラプターになることも可能である。 

この点において、デジタル・ディスラプションとDXは、光の当て方が表か裏かの違いだけ

で、本質的には同じことを取り上げている言葉である。 

とはいえ、デジタル・ディスラプションはネガティブなイメージで語られることが多い。実

際は、デジタルテクノロジーは、時として既存の産業に残酷な影響をもたらすが、それをうま

く使いこなし、環境変化に対応できた企業には新たな商機が広がり、人間の生活をより豊かに

するものである。したがって、本稿では、ポジティブな側面から表現しているDXのほうをキ

ーワードに取り上げた次第である。 
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ＤＸの方法論 

 産業やビジネスのデジタル化の進展に伴い、さまざまなデータが蓄積され、データから得ら

れる知見が付加価値の源泉になる時代になりつつある。こうした中で、DX を実現するには、

企業におけるデジタルの位置付けの変更と組織の変革が必要不可欠である。情報システム部門

がデジタル化を推進して、各事業や部門ごとに進める形ではなく、全社のデータを一元的に管

理し、戦略的に活用する取り組みに責任を持つ経営機能を置き、前者横断の取り組みを行う必

要がある。 

 まだ、デジタルを活用して価値を生むことで成果を上げるためには、従来とは違った組織能

力が求められることが指摘されている。 

 富士通は 2018年 4月に発表した「グローバル・デジタル革新調査」（世界的なデジタル革新

の動向・実態の調査を目的に、世界 15 カ国の経営層と意思決定者（ビジネスリーダー）を対

象に実施したもの）によると、デジタル革新で成果を出した企業は、①リーダーシップ、②（ス

キルを持った）人材、③俊敏性（アジリティ）、④ビジネスとの融合、⑤エコシステム、⑥デー

タからの価値創出、の 6つの要素で高い組織能力を持つことが分かったという。これらの要因

がデジタル革新の成功に強く影響していると考えられる。 

デジタル化を通じた変革を推進することで得られる最大のメリットは、顧客との接点を深く、

広く、高頻度で持つことにより、顧客起点の商品・サービス開発が可能になる点であろう。潜

在顧客のデータを集積・分析し、それを基にユーザーエクスペリエンス（UX：ユーザー経験）

を高められるようなビジネスをデザインすることがやりやすくなる。 

 

「デジタル」アレルギーを払拭して本質を見極めよ 

 日本には、デジタルという言葉が嫌いなビジネスパーソンが結構存在する。アナログ人間を

称し、デジタルを敬遠する人が少なくない。また、DX など「デジタル」で始まるカタカナ用

語には、ITベンダーやコンサルタントが自社商品のセールスのために、手を替え品を替えて作

り出してきたバズワードという印象があるため、実態のない空疎な言葉だと決めつけている人

もいる。 

だが、「IoT」や「インダストリー4.0（第 4次産業革命）」も登場当初は、空虚なバズワード

と見られることもあったが、産業の潮流を確かに捉えているという本質があったため、一過性

の流行語として消えることなく、今も使われ続けている。 

 言葉に対するアレルギーを理由に、デジタル化に目を背けている企業は、次に挙げるような、

現在進行中の産業のメガトレンドを認識できない可能性がある。 

①デジタル技術では、技術そのものよりもその活用能力が差異化ポイントとなる。 

②従来なかったデジタルの活用方法が普及すると、既存の産業の境界が破壊され、競争が新

たな次元に移る（ゲームチェンジが起こる）。 

③一見、デジタルとは縁遠いような業種にもデジタル化の影響が波及し、競争環境が一変す

る可能性がある。 

④破壊的技術の影響を受ける従来型企業は、無策でいると衰退は必至であるため、自社事業

の再定義などの自己変革を迫られる。 

 

ＤＸは企業の生き残りをかけた経営の問題 

上記のメガトレンドをしっかり認識し、ゲームチェンジという激しい環境変化に対応して企
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業が生き残るためには、デジタルを活用して、効果的に価値創造ができるように事業や組織を

戦略的・構造的に転換すること、すなわちDXを推進することが必要不可欠である。 

こうしたメガトレンドを認識すれば、すべての企業にとってDXの推進が生き残るための重

要課題と言える。この意味で、DXの推進は、道具としての ITの利活用の問題ではなく、経営

の問題にほかならない。そこでカギとなるのは、自社の事業の再定義である4。 

トヨタ自動車の豊田章男社長は 2018年 5月の決算説明会で、「私は、トヨタを“自動車をつ

くる会社”から“モビリティ・カンパニー”にモデルチェンジすることを決断いたしました」

と発言した。パナソニックの津賀一宏社長は、2018年 10月末、同社の 100周年記念フォーラ

ムに際し、「暮らしをアップデートする会社になる」と宣言した。これらはいずれも、自社事業

の再定義を伴うDXに本気で取り組む意思表明と言える。 

 2019 年は、第 4 次産業革命期の企業の生き残りをかけた DX への取り組みが一段と活発に

なるに違いない。 

 

 

 

２．ＭａａＳ（モビリティ・アズ・ア・サービス）  

 

2018年は日本における「MaaS元年」に 

2018年は、トヨタ自動車が 1月に米ラスベガスで開かれた世界最大級の IT見本市「CES」

において「自動車の会社からモビリティ・カンパニーに変革する」と宣言して幕を開け、10月

にはトヨタ自動車とソフトバンクがモビリティ（移動手段）の分野で業務提携を発表し、大き

な話題となった。このニュースを機に、「MaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス、「マース」）」

という用語が広く注目を集めるようになった。鉄道事業者などさまざまな企業がMaaSに取り

組む動きを見せたほか、6月に閣議決定された政府の成長戦略「未来投資戦略 2018」の中に次

世代モビリティ・システムの構築として MaaS の実現が盛り込まれるなど、2018 年は日本に

おける「MaaS元年」と呼べる年になった。 

筆者が 2018年のキーワードの 1つに挙げた「モビリティ革命」のうねりが押し寄せ、MaaS

実現に向けた取り組みが活発化し、業種の垣根を越えたゲームチェンジが始動した。そこで、

2019年のキーワードとしてMaaSを取り上げたい。 

 

MaaSとは何か 

MaaSとは、従来のマイカーや自転車などの移動手段をモノで提供するのでなく、サービス

として提供する概念である。といっても、単なる配車サービスやカーシェアリングは厳密には

MaaSとは呼べない。2015年の ITS世界会議で設立されたMaaS Allianceでは、MaaSを「い

ろいろな種類の交通サービスを、需要に応じて利用できる一つの移動サービスに統合すること」

と定義している5。 

出発地から目的地までの移動ニーズに対して、個人やグループなどの多様な移動パターンに

対応した最適な移動手段を提供するサービスの総称である。スマートフォン（スマホ）1つで、

                                                   
4 昔、イギリスでは駅馬車会社が主力輸送機関だったが、産業革命期に新たに生まれた機関車や自動車という
移動手段の台頭後も、駅馬車にこだわり続けたために顧客を失い、衰退した。もしパラダイムシフトに早く気

づき、自らの事業定義を「移動サービス業」などに転換していれば、生き残れたかもしれない。 

5 “White Paper”, MaaS Alliance, September 4, 2017 による。 
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移動経路の提供、移動手段の予約、発券、決済までを一括で行うサービスや月額定額で乗り放

題等のサービスが開発されている。 

MaaS の起源は、フィンランドの首都ヘルシンキが策定した 2050 年の将来交通ビジョンに

おいて、化石燃料に依存しない次世代の持続可能な交通社会として、自動車利用に依存した交

通社会からの脱却を図る新たなサービスとして提案されたのが始まりである。このサービスは

フィンランドのベンチャー企業、MaaS Global が提供する「Whim」で、2016 年に本格的に

スタートした。「あなたのポケットにすべての交通を」がキャッチフレーズで、スマホ 1 つで

ルート検索から予約、決済までが行え、自分の好みに合った移動手段や移動パターンが自由に

選択できる6。 

Whimの影響を受けて、以後、欧米のいくつかの自治体で、MaaSの実用化事例が相次いだ

（図表２参照）。 

欧米では、MaaSは「自家用車という移動手段と同等以上に魅力的な交通サービスを提供す

ることで持続可能な社会を構築し、新しい価値観やライフスタイルを創出していく概念」とし

て浸透しつつある。前述した Whim の取り組みは世界の注目を集めており、MaaS Global 社

には日本企業も複数社（トヨタフィナンシャルサービスやデンソーなど）が出資を行っている。 

 

日本の MaaSのレベルはまだ「レベル１」 

MaaSが推進されるようになった背景には、デジタル技術の発展と浸透（スマホアプリの普

及など）、脱炭素社会を目指す地球環境問題解決の要請、所有より利用を選好するミレニアム世

代7の台頭などの要因がある。 

MaaSをモビリティサービスの統合や機能面からレベル分けしたのが図表３である（なお、

図表２の「レベル 0」は、国際基準ではMaaSと呼べないレベルを指す）。 

 

 

地域（国）
サービス／

　プロジェクト名
概要 サービスメニュー サービス提供形態

　ヘルシンキ
　（フィンランド）

　Whim

MaaSの世界初の実用化事例とされる。現在
は運営を担当するMaaSGlobal社によって、
ウェスト・ミッドランド（英国）などで同様のサー
ビスが展開

公共交通機関、タクシー、レ
ンタカー、レンタルサイクル
など。プランによって、無制
限ないし割引料金で利用で
きる

スマホアプリ（ルート検
索、決済）

　ハノーファー
　　（ドイツ）

　Hannovermobil
　（GVH）

月次払いなどに加え、券面が発行されるチ
ケット・カードを購入してMaaSを利用できる。
これにより、スマホを持たない人や旅行者な
どが1日単位でMaaSを気軽に利用できる。

公共交通機関、タクシー、レ
ンタカー、レンタルサイクル
など。

チケット・カード、スマホ
アプリ（ルート検索、決
済）

　ロサンゼルス
　　（米国）

　GoLA
公共交通網や特定の移動手段（BRT、相乗
り）への便宜を図った道路網整備の延長線と
して、MaaSを運用し、脱自動車社会を図る

公共交通機関、タクシー、レ
ンタカー、レンタルサイクル
など。

スマホアプリ（ルート検
索、決済）

図表２　自治体が関与したMaaSの海外事例

出所 ： 各サービス・プロジェクトウェブサイトおよび各種報道を基に作成  

 

                                                   
6 従来、私たちが持つスマホには多数の別個のアプリ（ルート探索、鉄道運行情報検索、カーシェアリング、
タクシー配車、駐車場検索、カーナビゲーション等）を入れて利用している場合が多いが、これらがたった 1

つのアプリで探索から予約、決済まで完了してしまう快適さがMaaSの売りである。 
7 ミレニアル世代とは生まれながらに ITに親しみ、コンピューターやインターネットに囲まれて育った世代で

のことで、「デジタル・ネーティブ」とも呼ばれる。 
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レベル 概要

　レベル４ 　政策の統合（データ分析による政策、官民連携）

　レベル３ 　提供するサービスの統合（一元化、定額制、複数事業者連携等）

　レベル２ 　予約、決済の統合（単一トリップの検索・予約・支払い）

　レベル１ 　情報の統合（マルチモード移動計画、運賃情報）

　レベル０ 　統合なし（個々の移動ごとの個別サービス）

出所 ： Jana Sochor他 「A topological approach to Mobility as a Service」 を基に作成

図表３　　MaaSのレベルの定義

 

 

取り組み地域
サービス／

プロジェクト名
取り組み主体 取り組み内容

　宮城県、岩手県
　岩手県北バス by
　すぐのれ～る

みちのりホールディングス、岩手県北バス
（路線バス）、エムティーアイ（アプリ開発）

仙台空港発着のバス検索・予約、沿線施設の
クーポン発行がアプリで一元的にできるように
して、観光客を誘導

　東京都、神奈川県 　小田急ＭａａＳ

小田急電鉄グループ（鉄道、バス）、ヴァル
研究所（検索エンジン）、タイムズ２４（カー
シェアリング）、ドコモ・バイクシェア（レンタル
サイクル）、ＷＨＩＬＬ（パーソナル・モビリティ）

小田急電鉄沿線において、取り組み主体各社
が提供するサービスのデータ連携、小田急グ
ループの商業施設などの利用促進を図る

　静岡県 　観光型MaaS
JR東日本グループ（鉄道など）、東急電鉄グ
ループ（鉄道、バスなど）、楽天（ノウハウ提
供）

静岡県伊豆エリアにおいて、交通手段が検
索・予約・決済できる機能と、宿泊施設、観光
地等を連携させること で、国内外観光客が域
内に点在する観光拠点をシームレスに移動で
きる仕組みを構築

（注） 2019年中に実証実験が予定されているものを含む。

図表４　日本の地域におけるMaaSの取り組み事例

出所 ： 各サービス・プロジェクトウェブサイトおよび各種報道を基に作成  

 

 

これに照らすと、欧米の先進的なMaaS事例はレベル 2ないしレベル 3を実現しているとさ

れる。一方、日本でも地域における MaaS の取り組み事例が見られるものの（図表４）、いず

れも現状ではレベル１にとどまっている。 

欧米のMaaSは、フィンランドのWhimをはじめ、産業振興策として行政の後押しのもと、

産官学が連携してMaaSを構築した事例が多い。これに対し、日本におけるMaaSの取り組み

は民間主導の事例が中心で、産業政策として次世代の革新的な都市交通システムを開発する動

きは遅れており、欧米の後塵を拝している。 

 

CASEと MaaSは別物 

自動車のモビリティに関する言葉として、MaaSのほかに「CASE」というものがある。 

CASE は、独ダイムラーが 2016 年のパリ国際自動車ショーで発表した中期戦略で、

「Connected（コネクテッド）」「Autonomous（自動運転）」「Shared ＆ Services（シェアリ

ング＆サービス）」「Electric（電動化）」の頭文字を取った造語である。 

 CASEもモビリティ（移動手段）革命の代名詞のように使われる言葉であるが、CASEはあ

くまでも自動車メーカー側が提唱する、従来の自動車のあり方を変える革新的なプランの総称

である。さまざまな交通サービスを単一のモビリティ・サービスに統合することを目指すMaaS

とは一線を画した概念と捉えるべきだ。 
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 ただし、CASEが進展すれば、自動車の付加価値領域がクルマの開発・製造からサービスに

シフトする動きが促されるため、結果的に自動車分野におけるMaaSの取り組みが活発になる

と考えられる。 

 

自動車所有からの脱却がそもそもの狙い 

 そもそも、フィンランドやロサンゼルスなどレベルの高い MaaS の根底にある設計理念は、

自動車所有からの脱却、脱自動車社会の実現である。MaaSが行き着く先は、人が主役でマイ

カーが不要になる次世代都市である。したがって、自動車メーカーがMaaSを標榜することは、

自動車に依存しない次世代モビリティ社会の到来時期を自らの手で早めることにつながるため

8、本来はやりたくないはずである。 

にもかかわらず世界の主要自動車メーカーがこぞってMaaSを目指すのは、MaaSが第 4次

産業革命期に必然的に起こる破壊的な潮流であり、これに対応した自己変革をしなければ自動

車メーカーは生き残れないという危機感があるからである。この意味で、自動車メーカーの

MaaS への取り組みは、生き残りをかけたデジタルトランスフォーメーション（DX）[＝本稿

のキーワード１]の動きであると言える。 

 

MaaSはクルマの話ではなく都市づくりの話 － 広範な産業にインパクト 

MaaSの進展は、自動車というモノの話ではないし、クルマ以外の移動手段を含めたモビリ

ティ・サービスだけの話でもない。移動の主体を人からモノに置き換えれば、MaaSは貨物輸

送サービス、物流の利便性向上につながる。 

 また、人の移動（交通サービス）とモノの移動（物流）に加えて、エネルギー（電力）を載

せて移動させることで新しい価値を生み出すことも考えられる。自動車の EV（電気自動車）

化が進展すれば、EV は人やモノを運ぶだけでなく、エネルギー貯蔵機能を移動させる価値を

持つデバイスとしての役割を担う可能性も出てくる。 

つまり、MaaSのインパクトは、交通、エネルギー、インフラ、住宅、電機・通信、小売、

金融などさまざまな産業分野に波及する。このため、これらの広範な業種の企業がMaaS進展

で生まれる新たなエコシステムの構築に参画することが予想される。移動・輸送サービス以外

の周辺サービスを統合した、レベルの高いMaaSの誕生を念頭に置いて、多様な企業が新しい

ビジネスモデルの開発に向けて動き出すことになるだろう。 

すでに欧米の先進事例では、MaaSと連携したスマートシティ開発計画が動き出している。

MaaS付き住宅（最寄り駅までのバス・タクシーの乗り放題利用が家賃に含まれた賃貸住宅サ

ービスなど）の開発、自動運転やMaaSを取り入れた街づくりなどが検討されている。 

結局、MaaSは次世代の都市計画、都市開発の話、スマートシティ構想へと帰結するのであ

る。日本ではスマートシティと言えば、環境配慮型都市と訳されることが多く、環境に配慮し

た都市開発と理解されている。しかし、最近の米国では、IT などを活用して生活の質の改善、

通勤の利便性、都市の持続可能性の向上を実現した都市をスマートシティと呼んでいる。そし

て、モビリティ・サービスやMaaSはスマートシティの中核的な役割を担うものと位置付けら

れている。 

 

                                                   
8 米国ワシントン州最大の都市シアトルでは、次世代を担うさまざまな公共交通に先行投資を行った結果、2010

年から 17年の 7年間で、1人乗りのマイカー通勤の割合が 35.2%から 25.4%へと約 10ポイントも減少した（シ

アトル交通省が 2018年 2月に発表した通勤交通に関する調査レポートによる）。 
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MaaSの実現は公共交通事業者復権のチャンス 

 日本では自動車分野におけるMaaSの取り組みが大きな注目を集めているが、前述した通り、

MaaSは幅広い産業にインパクトを与えるもので、さまざまな業種の企業によって検討・推進

されている。 

 自動車産業よりもMaaSの担い手になるのが容易な立場にいるのは鉄道会社などの公共交通

事業者である9。公共交通事業者はもともと「サービスとしてのモビリティ」を提供しているた

め、MaaSの展開を始めやすい。MaaS実現によって生まれる創造的破壊は、公共交通事業者

にとっては、これまでマイカーに奪われていた顧客を取り戻し、自社の事業領域を広げる絶好

のチャンスと考えられる。 

 このため、海外でも鉄道事業者がMaaSの有力な担い手になっていることが多い。国内でも、

東日本旅客鉄道（JR東日本）、小田急電鉄、東京急行電鉄などの鉄道事業者がいち早くMaaS

への参入を表明し、関連サービスの開発を積極的に進めている。 

 

MaaS関連産業の主要顧客は都市（地方自治体） 

 これから勃興するMaaS関連市場に商機を見いだす企業の立場からすれば、その需要が発生

するのは世界の都市であり、次世代モビリティの主要な購入主体となるのは都市（地方自治体、

国）と考えられる。 

 世界で進むクルマの電動化の場合、都市の政策決定者が技術革新を促すために厳しい環境規

制や産業政策を策定し、それをクリアする技術や製品を企業が開発することで市場が拡大して

いった。MaaS関連市場の拡大も同様の流れになる可能性が高い。 

 MaaS関連市場に進出しようとする企業は、主要顧客である都市（地方自治体、国）が策定

する政策に適合しながら、その地域に適合する商品を開発、提案し、その都市が抱える課題の

解決につながるソリューションを提供するといったアプローチが有効と思われる。 

 

自動車メーカーは MaaSにどう対応するか 

 脱自動車という段階までいかなくても、MaaSが進めば、モビリティのエンドユーザーは、

MaaSのプラットフォーマーを通じて、カーシェアやライドシェアを利用する形になる。自動

車メーカーにとっては、その配車リストの中に自社の製品がなければ、エンドユーザーに選ば

れないことになる。クルマの実質的な選択権を持つのはエンドユーザーでなくMaaSプラット

フォーマーとなり、自動車メーカーはクルマのエンドユーザーとの接点を失っていく可能性が

ある 

 また、MaaSの時代には、技術課題を解決していいEVをいかに早く開発するかよりも、EV

を中心とするMaaSのエコシステム（自社が稼ぐ仕組み）をいかに早く構築するかが重要にな

ってくる。MaaSの収益モデルは、車両が走っている間に都市のデータを集積し、データを基

にして新しいアプリケーションを開発し、エンドユーザーに課金してもらうというものになる。

データ収集にしても、エコシステム構築にしても、自動車メーカー単独で行うことは不可能で

あり、それが得意な企業との連携を進めることが必要になるであろう。 

 さらに、近い将来成長が見込まれる「自動運転×シェアリング」の領域に進出する場合、ラ

                                                   
9 MaaSに詳しい和田憲一郎・日本電動化研究所代表取締役は、「東京のような大都市だと、MaaSプラットフ

ォームの運営において鉄道の遅延情報が不可欠になる。MaaSのプレイヤーの中で、それを一番先に知ること

ができるのは鉄道会社自身だ。日本や欧州においてはプラットフォーマーとして鉄道事業者の存在感が大きい」

と指摘する（『Wedge』2018年 9月号「移動革命 PART3 変わる「公共交通」の概念」）。 
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イドシェアリングではすでにプロバイダー（米Uberや米 Lyftなどの ITスタートアップ）の

世界の勢力図が固まりつつあり、自動車メーカーが主導権をとることは難しい状況にある。自

動車メーカーにとってはどのシェアリング・プロバイダーと提携するかが重要な選択になる。 

 一方、自動車メーカーがこれまでの事業の蓄積を最大限に活かすことができる領域としては、

世界のライドシェアリングのプラットフォームに対し、多くの完全自動運転車を供給するサプ

ライヤーになるという道が残されている。自動運転技術を持つ自動車メーカーは、公共交通機

関等の弱点であるラストワンマイルの移動手段を提供できるという強みを活かせば、プラット

フォームに対する支配力を発揮できる可能性があるだろう。 

 

 

 

３．再エネの「卒ＦＩＴ」／ＶＰＰ（バーチャルパワープラント）  

 

「卒ＦＩＴ」電力が 2019年に発生する 

FIT（Feed in Tariff：固定価格買取制度）とは、太陽光発電などの再生可能エネルギー（以

下、再エネ）の拡大に向けて、再エネによって発電された電力を国が法律によって定めた価格

で買い取る制度である。 

わが国では、2009年に開始された「余剰電力買取制度」の適用を受けて導入された住宅用太

陽光発電設備が、2019年以降、順次 10年間の買取期間を終えることになる。2019年から 2023

年までに、約 165万件、670万 kWが期限切れになる（「卒 FIT」を迎える）とされている。 

FIT制度による買取期間が終了した電源については、法律に基づく買取義務はなくなるため、

これらの設備から生じる余剰電力の買い手が不在になることが懸念されていた。しかし、2018

年 12 月までに旧一般電気事業者の全社が「卒 FIT」の住宅太陽光発電設備を所有する顧客か

ら余剰電力を買い取ることがほぼ明確になった。ただ、売電はできても、売電価格がどれくら

いになるかは不明で、現状より下がることは避けられない。 

 資源エネルギー庁の基本的な考え方としては、「卒FIT」太陽光の余剰電力については、「電

気自動車（EV）や蓄電池と組み合わせるなどして自家消費する」か、「小売電気事業者やアグ

リゲーターに対し、相対・自由契約で余剰電力を売る」かのどちらかの対応を提案している。 

 

「自家消費」と「蓄電池」への関心高まる 

こうした環境変化は、住宅用太陽光発電設備を設置している需要家にとっては、自家消費型

のライフスタイルへの転換を図る契機になりうる。発電した電気を電力会社に安い価格で売る

よりも、「自家消費」に回し、電力会社からの買電を抑えたほうが、結果的に利益が大きくなる

ためである。自家消費への関心が高まる中、発電した電気を蓄えて夜間に使う目的から、蓄電

池に注目が集まりつつある。 

一方、小売電気事業者やアグリゲーターにとっては、「卒 FIT」太陽光電力の発生は、新たな

供給力と需要を獲得するビジネスチャンスの到来を意味する。 

 

動き出した「卒ＦＩＴ」関連ビジネス 

 「卒 FIT」電力の発生をビジネスチャンスと捉え、すでに大手電力会社や新電力、電機メー

カーなどが動き始めている。2018年後半から、「卒 FIT電力」など再エネ由来電気の買い取り

に関する新サービスや、二酸化炭素（CO2）排出ゼロである卒FIT電力を集めて脱炭素化を進
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める企業に販売したりする新事業の検討を発表する企業が相次いでいる（図表５参照）。 

 自家消費を増やすことで経済性を高めることができるため、電力買取ビジネスでは、自家消

費を増やす仕組み（例えば、蓄電池やEVへの充電など）を組み合わせた事業提案が増えると

予想される。 

一方、「卒 FIT」電力を調達する側にとっては、買い取った太陽光電力を卸電力市場に売るよ

り、電力需要家に直接販売したほうが利益が大きくなる。また、それを再エネ価値を評価して

プレミアム価格で買ってくれる企業に販売することができれば、さらに収益性が高くなる。 

 

企業のサステナビリティ戦略からも重要性高まる再エネ 

昨今、企業のサステナビリティ戦略という観点から、再エネの重要度が増している。 

再エネを利用することは、温室効果ガス削減に寄与するだけでなく、再エネの発電コストが

世界的に大きく低下しているため、コスト面で有望な選択肢となりつつある。 

また、事業活動に使う電力のすべてを再生可能エネルギーによる電力で賄うことを目標に掲

げる企業が加盟する国際イニシアティブである「RE100」10が登場し、これへの参画を検討す

る企業が増えていることも、企業の再エネ調達を後押ししている。再エネ調達を自社戦略に位

置付ける企業による「再エネ電気を買いたい」、「証書やクレジットを買って再エネ電気を調達

したとみなすことができる取引を利用したい」といったニーズが高まっている。 

 また、非化石証書（FITで導入された再エネの環境価値を証書化したもの。当該証書を実電

気とセットにすることで再エネ電気を調達したとみなすことができる）が取引される市場が

2018 年 5 月に開設されたことで、企業が十分な量の再エネを調達できる道が開ける可能性が

出てきた11。 

 

企業名 内容

三井物産と九州電力

FIT制度の買取期間満了を見据え、住宅用太陽光発電設備を所有する顧客を対象
に、蓄電池を用いて電力の自家消費を促進することで電気料金を低減させるサービ
スの実証実験開始を発表。
VPP等の技術的知見獲得を目的に、米国ソフトウェアサービス会社Sunverge Energy
が開発したVPPプラットフォームを活用した蓄電池の群制御動作実験も併せて実施
予定。

伊藤忠商事と東京電力グループの
ベンチャー企業TRENDE

FIT終了後のニーズ狙い、一般家庭向けにAI技術を活用した次世代蓄電システムの
販売を2018年11月より開始すると発表。

エリーパワー、東京電力ホールディ
ングス、関西電力など国内9社

蓄電池を活用した大規模なバーチャルパワープラント（VPP）構築実証試験を、2018
年10月後半より開始すると発表。

中部電力と新電力のＬｏｏｏｐ
太陽光発電で実績のある新電力のＬｏｏｏｐに2018年9月に出資し、ＦＩＴ切れ太陽光
の買い取りで連携する。

図表５　「卒ＦＩＴ」関連ビジネスの事例

出所 ： 各社ウェブサイトおよび各種報道を基に作成  

 

                                                   
10 「Renewable Energy 100％」の頭文字をとった言葉。2014年に発足し、2019年 2月 16日時点で加盟企業

は 164社。日本企業では、リコーを皮切りに、計 16社が加盟している。 

11 これまで、日本ではFITを活用した再エネ電気は「環境価値はない（環境価値は、再エネ賦課金を負担した

国民に広く薄く還元したため）」という考えをとってきたため、いくら太陽光発電が増えても、FITを利用する

限り、日本企業はRE100の目標達成には使えなかった。しかし、2018年 12月、RE100は、日本の非化石証

書を、再エネの発電設備の属性情報を追加した場合に限り、再エネの電力として認定することを決めた。国際

的な基準に照らせば、まだ課題は残っているが、企業の再エネ調達手段が広がると期待されている。 
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注目集めるＶＰＰ（バーチャルパワープラント） 

 再エネに関連した電力関連のキーワードとして、「バーチャルパワープラント（VPP：仮想

発電所）」を取り上げたい。次世代の電力安定供給技術として注目が高まっている用語である。 

 VPPとは、多数の小規模な発電所や電力の需要抑制システムを、通信技術であたかも一つの

発電所のように遠隔制御して機能させる技術で、「仮想発電所」とも呼ばれる。世界では、電力

の自由化・分散化が進む欧州を中心に、VPPを構築する事業会社が立ち上がっている。 

VPP のメリットは、1 つ 1 つは小規模な発電施設や制御システムでも、それらを最新の IT

技術によって連動させることで、電力網の需給バランスを最適化できるところにある。大規模

な発電施設を建設する必要がなく、整備も比較的簡単な小規模の発電施設を効率的に利用でき

るため、経済的であるという点も大きな利点である。 

図表６にVPPのイメージ図を掲げた。 

 

なぜ今、ＶＰＰか 

 最近 VPP が注目を集めている背景は、第 1 に、再エネの普及が進んだことで、電力供給を

安定化させる必要性が増したことがある。2018年 10月、九州電力管内で太陽光発電の規模が

大きくなり需給調整が難しくなるとして、離島以外では国内初となる「再エネの出力抑制」が

実施された。VPPが普及すれば、再エネを地産地消するために小さな電力網単位で柔軟に需給

調整することが可能になる。 
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 第 2に、IoTやスマートメーターの普及など、電力分野のデジタル化が進展し、賢く電力を

使うためのハードルが低下したことが、VPP実現への追い風となっている。 

 第 3 に、前述した FIT制度における買取期間終了が 2019 年 11 月以降、順次到来すること

をにらんだ新たな電力プランの開発の一環として、日本でも卒 FIT設備を活用した VPP の構

築を検討する企業が増えつつある。 

三井物産と九州電力は、VPP等の技術的知見獲得を目的に、米国ソフトウェアサービス会社

のSunverge Energyが開発したVPPプラットフォームを活用した蓄電池の群制御動作実験を

開始すると発表した。 

 電気事業者においては、分散電源化などの環境変化に備え、事業モデルの転換が必要との認

識があり、VPPに関心を寄せている。次世代型の電力システムでは、発電所や家庭、企業など

の需給データから全体を制御するアグリゲーター（節電仲介業者）」が主導権を握るといわれて

おり、そのノウハウの蓄積が課題となっている。 

 

日本の再エネは主力電源化になるか 

政府は、2018 年 7 月に改定したエネルギー基本計画において、再エネを主力電源化するこ

とを明確にうたった12。ただし、2030 年のエネルギーミックスについては再エネ 22～24％と

いう数字が据え置かれている。 

世界を見渡せば、再エネの価格は急激に下がり（kWh当たり 10円以下が当たり間となった）、

化石燃料や原子力など従来型のエネルギーに対して価格競争力を持つようになった。また、か

つては天候によって発電が左右される再エネはコントロールが難しく、電力系統に統合するの

は困難とされてきたが、近年の技術開発の進展でそれがクリアされつつあり、再エネの導入拡

大が可能になった。 

こうしたコストの低下と技術革新を背景に、再生可能エネルギーの大量導入が世界的な潮流

となっている。パリ協定の目標を達成するためには、2040年時点で電力量構成に占める再エネ

の比率を 50％以上にする必要がある。EU では、2014 年の時点で最終エネルギー消費におけ

る再エネ比率を 2030 年に 27％にすると公表していたが、2018 年 1 月にはさらに目標を引き

上げ、2030年の最終エネルギー消費における再エネ比率を 32％にすることで合意している。 

 こうした世界の潮流を受け、再エネ普及が遅れていた日本でも、ようやく再エネを主力電源

にするとの宣言がなされた形だ。ただし、日本で再エネが主力電源になるためには、①他の電

源と比較して遜色のないコスト水準に低下すること13、②事業用太陽光の 4 割近くを占める

50kW未満の低圧の発電所が卒 FIT後も長期安定電源として継続稼働していくこと、といった

2つの課題を乗り越える必要がある。 

 

2019年は「FIT後の世界」が見え始め、新ビジネスが芽生える 

本稿で見たように、2019 年は FIT の買取期間終了時期が到来する年だが、これを不安や混

乱を生む「2019年問題」とせず、FITを主力電源化し、次世代の電力供給システムを構築する

ための取り組みを一気に進めるチャンスとして活かすべきだろう。 

                                                   
12 「様々な課題を克服しながら、再エネを最大限導入する」というこれまでの姿勢から一歩踏み込み、初めて
政策において「主力電源」という言葉を使った。 
13 経済産業省では、2030年時点で事業用太陽光は 7円／kWh、風力は 8～9円／kWhという価格目標を設定

している。 



東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                               ２０１９．２．２６ 

15 

2020 年からは非 FIT 非化石証書の取引が開始される予定で、日本でも環境価値を取引する

仕組みが徐々に整備されつつある。2019年は「FIT後の世界」が見え始める年であり、卒 FIT

電力や環境価値を活用した新しいビジネスの芽が多数出てくることが予想される。 

 

 

 

４．ＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメーション）  

 

職場で透明ロボットがあなたの同僚や部下になる 

 「今月から職場に透明ロボットが配属され、あなたの同僚や部下としてオフィスで一緒に仕

事をすることになった」 

 これは雑誌の新年号特集にありがちな「未来のオフィス風景」の描写ではない。2017年頃か

ら日本企業のさまざまな職場に、ずばぬけた事務処理能力を持つデジタルレイバーが、ホワイ

トカラーの作業を代行するスーパー新入社員として採用されるといった事例が現実に起こって

おり、その導入企業のすそ野が急速に広がりつつある。 

 最近導入が進みつつあるこの「透明ロボット」「デジタルレイバー」こそが、RPA と呼ばれ

るものである。 

 

ＲＰＡとは何か 

RPAとは「Robotic Process Automation＝ロボティック・プロセス・オートメーション」の

略語で、これまで人間にしかできないと考えられていた、主に知的な事務処理業務をコンピュ

ーターに代行させるためのソフトウェアやシステムのことだ。 

 ロボットと称してはいるが、RPAには物理的な筐体はなく、ホワイトカラーの業務を代行し、

業務プロセスを自動化してくれるソフトウェアロボットである。このようなロボットとそれら

を活用した業務改革手法を総称してRPAと呼んでいる。 

RPA という言葉は、2015 年頃から欧米を中心に使われ始め、ホワイトカラーの作業を効率

化できるツールとして国内外で導入する企業が増え、成果を上げつつことから注目を集めるよ

うになった。 

日本では、当初は金融・保険業での活用を皮切りに、小売業、サービス業などでの活用が進

み始め、2017年以降、幅広い業種へと広がっていった。最近では製造業においても企業規模を

問わず、予想を超えるスピードでRPAの導入が進んでいる14。 

調査会社のアイ・テイ・アールによれば、日本のRPA市場の規模は 2017年度実績が 35億

円で、2018年度は 88 億円となり、2020年度には 260 億円に拡大すると予測している（図表

７）。 

 

作業手順が決まっている定型業務が得意 

具体的にどんな仕事をするかと言えば、RPAはホワイトカラーの業務のうち、これまで人間

が行っていたパソコンを用いたデスクワークの中のさまざまな作業を人間に代わって自動で実

行してくれる。例えば、スプレッドシート上にあるデータをコピーしたり確認したりして、社

                                                   
14 RPA市場の予想を超えた拡大ぶりは、アイ・テイ・アール社による 2019年度の国内 RPA市場規模の予測

値が 2017年秋発表の見通しでは 60億円だったのが、わずか 1年後の 2018年秋発表見通し（図表７）では 160

億円へと 2.6倍以上に上方修正されたことに反映されている。 
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内システムへ入力するといったルーチン作業を、人間が行っている操作に則って自動的に作業

してくれるというものだ。 

RPAが得意とする業務の例を挙げたのが図表８である。作業手順が決まっているような定型

業務にRPAが適用されている。 

産業ロボットが人間に代わって工場のラインで産業を行うが行うのと同じように、RPAは人

がパソコンを使って行っていた事務的作業をデジタル上で代行するため、デジタルレイバーと

も呼ばれている。 

 うまく使えば、ロボットに自分の同僚や部下であるかのように仕事を教え、実行させること

ができる。そしてデジタルレイバーは、昼夜を問わず 24 時間働き続けることができる「疲れ

知らずの労働者」で、人間が指定した通りの地道な作業を、愚痴もこぼさずこなしてくれる。 
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出所 ： ITR 「ITR Market View ： RPA / OCR / BPM市場 2018」 より作成

（年度）

図表７ RPA市場規模推移および予測

 

 

図表８ ＲＰＡが適用可能な機能

○キーボードやマウスなど、パソコン画面操作の自動化

○ディスプレイ画面の文字、図形、色の判別

○別システムのアプリケーション間のデータの受け渡し

○社内システムと業務アプリケーションのデータ連携

○業種、職種などに合わせた柔軟なカスタマイズ

○条件分岐設定やAIなどによる適切なエラー処理と自動応答

○IDやパスワードなどの自動入力

○アプリケーションの起動や終了

○スケジュールの設定と自動実行

○蓄積されたデータの整理や分析

○プログラミングによらない業務手順の設定

出所 ： 総務省 「RPA（働き方改革：業務自動化による生産性向上）」（メールマガジン 「M-ICTナウ」 vol.21 2018年5月第2号

（注） RPA BANK 「【決定版】RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）とは？」（2018年5月14日） を基に総務省作成
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日本では「働き方改革」と人手不足が追い風に 

 RPAが日本で急速に普及した背景には、「働き方改革」と深刻な人手不足がある。 

安倍政権下では、長時間労働が日本経済の足を引っ張り生産性低下の原因になっているとし

て、「働き方改革」が推進されている。これに呼応して、生産性が低い仕事をする時間をなくし、

より生産性の高い仕事へとシフトする動きを図る企業が増えており、その一環として RPA 導

入の動きが進んでいる。 

 また、そもそも日本は世界で最も高齢化が進んでいる国で、生産年齢人口の減少傾向が続い

ている上、景気回復の長期化も加って、深刻な人手不足問題に直面している。こうした中で、

RPAはホワイトカラーの領域における人手不足の即効薬になると期待されることから、需要が

拡大している。特に、人材の確保が従来以上に困難になりつつある中堅中小企業においては、

社員を煩雑な事務処理から解放し、戦略的な業務に当たる時間を捻出できるツールとしてRPA

に期待を寄せる企業が少なくない。 

 

ＲＰＡはＡＩよりも使い勝手がいい 

 RPAにはもう 1つ、大きなメリットがある。それは、投資利益率の高さと費用対効果の見え

やすさである。 

RPAの開発コストは、従来のソフトウェア開発に比べて安価である上、人間が行っていた具

体的な作業をそのまま自動化することができるため、作業時間さえ分かれば、費用対効果がす

ぐに算出できるというメリットがある。 

 RPAの持つこのメリットは、AI（人工知能）と比較した場合、一段と鮮明になる。AIもRPA

も、人間の手に余るような膨大なデータを圧倒的な速さと正確さで処理してくれる点では似て

いるが、業務効率化の観点から見ると、両者の性格はかなり異なる。 

 AIは、人間がルールを教えなくても、大量のデータを学習・解析し、そこに潜んでいるルー

ルを自ら推論して発見し定義しながら、作業を自動化していくものだ。また、100％の精度で

処理ができるAIを開発するには、多くの時間と費用がかかる。さらに、AIが出した答えがな

ぜそういう答えになったかというロジックが見えにくいという特徴がある。 

これに対し RPA は、人間が決めたルールをそのまま自動化するもので、人間が判断の仕方

や判断結果に対する処理をすべて指示するものである。RPAはルール外の処理は何もできない

が、ルール内の処理はすぐ 100％こなしてくれる。 

このため、単純作業や小粒業務を効率化して職場の生産性を上げたいと考える企業にとって、

投資対効果の観点からすれば、AIよりも RPAのほうが有利かつ有効で、ハードルも低いので

ある。 

 

名前の付いた仮想社員が業務効率化に活躍 

島津製作所の中で医療用機器を手掛けるサービス統括部では、RPAを導入してデータ入力作

業をロボットに任せることで、書類の作成業務などの効率化を実現している15。 

同社ではソフトウェアロボットが「バーチャル社員」として扱われ、「サ統はじめ」と命名さ

れ（サービス統括部の所属員だから）、通常の社員と同様に ID・パスワードが付与され、社員

に代わって伝票データ入力に携わっている。サ統さんのキャラクターイラストなども用意され、

社内での認知が図られた。 

                                                   
15 RPAビジネス研究会『RPAビジネス最前線』技術評論社（2018年）56～57頁  による。 
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仮想社員という想定やネーミングによって、ロボットを人間と同じ位置付けで組織を構成し

たおかげで、RPA導入時の障壁が低くなり、早期の展開がしやすくなったようだ。 

 

自治体でも導入事例が増加 

 全国の地方自治体においても、RPA の導入が進んでいる。自治体の業務には、「煩雑だが一

定のルールに則った処理」が多く含まれるため、まさに RPA 適用にうってつけの業務といえ

る。 

自治体では初となるRPAによる働き方改革に取り組んだのは茨城県つくば市である16。同市

は、NTTデータやクニエ、日本電子計算とともに「定型的で膨大な業務プロセスの自動化」の

共同研究を実施し、RPA活用による「作業時間の短縮」と「ミスの少ない正確で的確処理」の

効果検証を実施した。 

 

RPA 導入で陥りやすい弊害 

 前述したように、RPAには多くの利点があり、その導入企業が増えているが、もちろんすべ

てがうまくいっているわけではない。導入のハードルが低く、簡便にすぐ始められるため、そ

れが裏目に出て不適切に導入してしまい、次のような弊害が出ているケースもあるようだ。 

・RPAを適用する作業項目を多数洗い出して、優先順位を付けずに走り出したため、何が実際

に導入され、誰がどこまで使っていて、どれだけ効果が出ているかを追跡できなくなる。 

・RPAで正確な処理ができることが証明されているのに、現場の人間が重要性の高い案件では

人が確認しないと心配だという気持ちを拭いきれず、紙に結果を打ち出してチェックするな

ど、手作業に戻ってしまう。その結果、全体の作業時間と人員が期待されたほど減らない。 

 こうした弊害に陥ることなく、成果を上げるにはどうすればいいか。すでに RPA を導入し

た企業の経験から得られた知見としては、RPA で本来見込めるはずの効果を発揮させるには、

①導入前に、従来の業務プロセス全体を今一度見直し、あるべき姿を考えること、②業務の棚

卸し・整理を行い、RPA導入の目的を明確化すること、③作業手順を「見える化・標準化」し、

RPA 導入環境を整備すること、④組織全体のコンセンサスと体制・ルールづくり、社員の IT

リテラシー教育を行うこと、などが重要であると指摘されている。 

 

将来的にはより高度な業務が可能になる 

 RPAは、今後、周辺技術と連携して進化を遂げ、より高度な業務にも適用できるようになる

ことが予想される。 

 現在、RPAを、画像解析技術とOCR（Optical Character Recognition：光学文字認識）技

術、音声認識技術、IoT、AIなどの技術と組み合わせて進化させることにより、RPAの適用範

囲を非定型の業務や高度な判断を要する業務にまで拡大しようという動きが進展している。 

FAXの利用や紙の注文書・発注書、手書き文書などが業務の中に残っていると、従来はRPA

で自動化ができなかった。しかし、最近では AIを組み合わせて進化した OCR技術が登場し、

これを使えばアナログ書類の情報をデジタル化して自動化業務の中に組み込むことが可能にな

った。 

今後は、AIが自ら反復学習によって学んでいく機械学習や、人間に近い思考を可能にする深

層学習などで、AIがさらに発達することにより、デジタルレイバーがこれまで以上に複雑な知

                                                   
16 前掲書 68～69頁 による。 
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的業務を担うことが可能になっていくであろう。 

 

ホワイトカラーの仕事は奪われるのか 

 RPAの急速な普及に伴い、必ず浮上する問題は、ホワイトカラーの人間の仕事が奪われるの

ではないかという懸念だ。 

これに対し、大方の識者やRPA推進派は、次のように主張し、心配ないと言う。 

〇単純作業だけの仕事は RPA が担うようになるが、多くの仕事はもっと複合的であるため、

人が行っている業務のすべてをロボットが覚え、実行できるわけではない。 

〇人間よりもロボットのほうが得意な業務をロボットに委ね、人とロボットが一緒になって仕

事をこなすことが当たり前の時代になった。ロボットに仕事を奪われるのでなく、人とロボ

ットが共生していく時代になったと考えるべきだ。 

〇RPAのおかげで、人間は面倒、苦痛、不毛な単純労働や雑用から解放され、より付加価値の

高い課題やクリエイティブな業務に注力できるようになる。本来やるべき仕事・新しい仕事

の創造・仕事以外の生活の充実など、QOL（生活の質）を高めることに寄与する。 

〇RPAの普及は、人間の能力を拡張するデジタルレイバーが社会に浸透していくということだ。

その先には、人とロボットが協働し、より多くの人が仕事に充実感を持ち、幸せに暮らすこ

とができる社会が開けるはずだ。 

 筆者も、これらの主張に同意する。しかし、現在の日本のように、未曾有の人手不足に直面

し、長時間労働是正と働き方改革の推進が国是となっている状況下では、RPAと人の折り合い

を付けることはできるだろうが、将来、景気が悪化し、労働需給が緩和した局面では、「人の仕

事を奪うロボット」が社会問題化するのは避けられないと考える。 

 とはいえ、幸い、今の日本においては、人と RPA がうまく協働していくことは可能であろ

う。企業としては、働く人に新しい価値を生み出す仕事をもっとしてもらいたいはずで、その

実現に寄与する強力なツールが登場した以上、今後は手間のかかる煩雑な作業をロボットに委

ねることが社会の潮流になることは確実である。この流れにいち早く対応し、人間とロボット

がうまく協働できる環境を戦略的に構築していくことが、これからの企業にとって重要な課題

となるだろう。 

 

ＡＩとどう向き合うか 

一方、「人間の仕事がAIに奪われる」という問題については、当面は恐れる必要はないよう

だ。長年 AI の研究に携わってきた松田雄馬氏によれば17、AI には「強い AI」（精神・意識を

宿す機械）と「弱い AI」（人間の知的活動の一部を担う機械・道具）の 2つがあるが、今日ま

で人間は弱いAIを発展させてはいても、強いAIを作ることには成功していないという。弱い

AI をいくら改良しても強い AI が生まれることがない以上、人間が AI に支配される心配はな

く、人間は AI を自分たちの生活を豊かにする道具と捉えて積極的に活用していく姿勢こそが

必要と、松田氏は主張する。 

 前述したように、RPAは AIよりも導入のハードルが低く、活用しやすい。企業にとって、

RPA を適切に導入、活用する経験やプロセスは、将来、AI を活用するための材料や知見を収

集、蓄積することにつながる可能性がある。RPAに任せる業務を明確化し、自動化すれば、そ

の業務に関するログデータを取得でき、先行きこれを AI に投入すれば、さまざまな分析が可
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能になる。 

 RPA の導入は、企業にとって本稿のキーワード１のデジタルトランスフォーメーション

（DX）の入門編のステップと言えるが、同時に、AI などより高度なデジタル技術の活用に向

けた準備運動や基礎トレーニングの役割を果たす可能性もあるだろう。 

 

 

 

５．イノベーション拠点としての中国  

 

中国はイノベーションが爆発的に生まれる国になった 

 本年 5 番目のキーワードに取り上げるのは、「イノベーション拠点としての中国」である。

このところ、中国がイノベーションの分野で世界をリードしつつあり、米国に迫るデジタル先

進国となっているほか、AI（人工知能）研究の分野でも躍進が目立っている。 

 世界知的所有権機関（WIPO）によると、中国の特許の国際出願件数は近年急激に伸びてお

り、2017年には日本を抜き、米国に次ぐ 2位に躍り出た（図表９）。 

 米国のMITテクノロジーレビュー誌が選出した 2017年の「スマート・カンパニー50」（革

新的なテクノロジーと効果的なビジネスモデルを組み合わせた優れた企業 50 社）ランキング

には、中国企業が 7社も選ばれ、国別には米国の 31 社に次ぐ 2 番目となった（図表１０）。

ちなみに、日本企業は 1社も選ばれていない。 

 

 

図表９ 国際特許出願件数の上位３カ国の推移
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17 松田雄馬『人工知能はなぜ椅子に座れないのか』新潮選書、2018年。 
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順位 企業名

１ エヌビディア　Nvidia

２ スペースX　SpaceX

３ アマゾン　Amazon

４ トゥウェンティー・スリー・アンド・ミー　23andMe

５ アルファベット　Alphabet

６ アイフライテック　iFlytek　（科大訊飛）

７ カイト・ファーマ　Kite Pharma

８ テンセント　Tencent　（騰訊控股）

９ リジェネロン　Regeneron

１０ スパーク・セラピューティクス　Spark Therapeutics

１１ フェイス・プラス・プラス　Face ++

２５ DJI　（大疆創新科技）

４１ アリババ　Alibaba

４９ アント・フィナンシャル　Ant Financial

５０ バイドゥ　Baidu　（百度）

（注） 11位以下は中国企業のみ。 網掛けは中国企業。

出所 ： MITテクノロジーレビュー「スマート・カンパニー５０ （2017年版）」

図表１０　MITテクノロジーレビュー誌が選んだ「スマート・カンパニー５０」
　　　　　　（2017年版）

 

 

 

 また、中国で最初の経済特区の 1つで、「世界の工場・中国」の象徴的存在だった広東省深

圳市は、人件費高騰に伴い下請け量産基地としての魅力は低下しているが、今やデジタル時代

に対応した「イノベーション都市」へと変貌を遂げ、新サービス・新製品が街にあふれる「実

験都市」の様相を呈している18。近年、深圳からは世界的な企業が何社も誕生している。通信

機器メーカーで世界第 2位のスマートフォン・ベンダーの華為技術（ファーウェイ）、民間用

ドローンで世界シェア約 7割を占める大疆創業（DJI）、中国最大の SNS「WeChat」を展開

するテンセントなどがその一例だ。 

日本企業にとって、イノベーション拠点として存在感を増す中国の活力を自社の成長にどう

取り込んでいくかを考えることが重要な課題となった。 

 

日中経済ブームの到来 －両国の関係性は昔と異なる 

現在、1972 年の日中国交正常化以降、5 度目の日中経済ブームが到来していると言われる。

米中貿易摩擦の激化を背景に、2018年 10月には 7年ぶりの日中首脳会談も実現し、日中両国

の経済関係は急速に改善が進んでいる。 

今回の日中友好ブームにおいては、日中経済関係における中国の位置付けが、従来のブーム

                                                   
18 永井知美「中国・深圳レポート－世界の工場からイノベーション都市への転換を目指す深圳－」（東レ経営
研究所『経営センサー』2018年 12月号）。 
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の時とは一変していることを認識すべきである。 

従来は、日中間の直接投資といえば、日本から中国に対して行われるものという固定観念が

あったが、今や世界レベルの技術力を持った「勝ち組」の中国企業が、次々と日本に直接投資

してくる時代になった。中国メーカーが従来の OEM（相手先ブランド）生産を脱却して、競

争力のある自社ブランドを持つ製造企業に変貌した例が多く、それらの企業が今後の技術・業

界動向を探るために日本への拠点設置を検討するケースも増えてきた。 

 中国の消費者の性質にも変化が見られ、若い世代を中心に、偽物を嫌い、高くてもいいもの

を求める意識が高まっている。 

 

リープフロッグとリバースイノベーションが頻発する中国 

もう一つの見逃せない変化は、今や中国が最先端のイノベーションが生まれる場としての存

在感を高めつつある点だ。背景には、インフラが未発達で不便・不満が多く、それを解消した

いという動機が強いこと、規制や既存産業のしがらみが少ないことなどから、リープフロッグ

（カエル跳び）と呼ばれる現象が起こりやすいことがある。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）、一気に革新的な技術や事業モデルが普及す

る現象のことだ。 

 同時に、中国発のリバースイノベーションも頻発している。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のことである。 

 リープフロッグとリバースイノベーションは、筆者が 2018 年のキーワードでも取り上げた

用語であるが、2018 年は中国発のプラットフォームビジネス（決済の Alipay、WeChatPay、

シェアリングのDidi、Mobike、AIのAlibabaなど）が、リープフロッグとリバースイノベー

ションの事例として世界中から注目されることとなった。 

 

中国ならではの優位性 

さらに、イノベーション拠点として、次のような「中国ならではの優位性」がある点を指摘

することができる。 

①中国では、知的財産権の保護が不十分な状況がイノベーションを促進している面がある。安

価なコピー製品が出回ることによって爆発的な需要拡大が起こる。また、パクリが横行し、

信用できない業者だらけの社会で、どの業者となら安心して取引できるのかが分かりにくい

環境だからこそ、深圳などではそれを指南してくれるデザインハウスと呼ばれる企業群が登

場するなど、イノベーションを支援する生態系が構築されている。 

②加えて、13億人超の巨大な中国市場をサービスの展開先とすることで、信用・購買履歴など

のビッグデータを迅速に蓄積し、AI を使って分析できる。それだけでなく、個人情報保護

の観点からビッグデータを集めにくいといった制約が欧米に比べて小さい点も中国ならで

はの特筆すべき強みだ。データ分析結果を個人向けの販売促進だけでなく、国家機関と結び

つけて治安や社会秩序の維持の目的にも活用できる環境にある。 

③こうした環境下で、サービスが未成熟なうちから市場に投入し、競争と淘汰、修正を繰り返

しながら短期間で社会に根づかせていくといった「社会実装型のイノベーション」が促進さ

れることも中国の特徴だ。 

④現在の中国の政治経済体制は、権力が定めたルールの裏をかく民間企業の自由闊達さを許容

すると同時に、それがもたらす多様性をむしろ体制維持に有用なものとして積極的に利用し
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てきた。つまり、「分散的かつ自由闊達な民間経済」と「法の支配が及ばない権威主義的な

政治体制」が微妙なバランスの上に共存している（ある種の共犯関係にある）19。 

 

ＤＸで世界をリードする中国 

かつては、あらゆる産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）[＝本稿の 1 番目のキ

ーワード]で世界をリードしてきたのは米国のシリコンバレーだった。しかし、現時点では、上

記のような独自の優位性を備えた中国の深圳などの都市が、世界で最もデジタル技術の進化が

急速で、あらゆる産業のDXに向けたイノベーションをリードする存在となっている。 

 「言論の自由が抑圧され、法の支配が不在で、知的財産権が守られないような国ではイノベ

ーションは生まれない」というかつての常識は覆された。 

 日本企業としては、異形の「イノベーション先進国」中国との上手な付き合い方を模索し、

中国の活力を自社の成長に取り込んでいくことが重要である。 

 

中国企業との協業でエコシステム構築を目指すドイツ 

ドイツは、デジタル時代のプラットフォームビジネスを見据えたエコシステムの構築を目的

に、中国の IT企業との協業に積極的に動いている20。 

ドイツは製造業では強いが、デジタル分野では米国企業が圧倒的に優位であるため、インダ

ストリー4.0推進のため、高い技術力を持つ中国の IT企業と手を結ぼうとしている。インダス

トリー4.0 関連のエコシステム構築のためのさまざまな仕組みを国際標準化するに当たり、中

国を陣営に加えて国際標準化を優位に進めようという意図がある。 

 ドイツのこのような中国との付き合い方は、日本企業も見習うべきであろう。 

 ただし、2018年秋になって、独中両国の蜜月ぶりに影を落とす出来事が生じている。これま

で両国の協業を主導してきたメルケル氏が 2018 年 10 月のドイツ地方選での敗北を受けて、

2021年の任期満了をもって首相を退任すると表明したこと、米中貿易戦争が激化・長期化する

可能性が高まっていること、の 2つの要因が出てきた。 

 この影響で、今後は、ドイツが技術や情報の流出などを懸念して、中国との協業に慎重にな

る可能性があり、動向を注視していく必要がある。 

 

日本企業はどう対応すべきか 

 まずは、日本企業は、昔の中国のイメージを捨て去り、「イノベーション先進国」となった

中国の実像を正しく認識する必要がある。中国製品が「安かろう悪かろう」だったのは過去の

話で、今や国際的には「高くて良いもの」という認識が広がりつつある。 

 また、中国発のイノベーションの行儀の悪さに気を取られて、世界をリードするイノベーシ

ョン拠点としての中国の実力を軽視してはならない。新しいものを社会に投入し、一気に広げ

ようとする企業の姿勢や、それらの企業が作り出す新しいものをひとまず受け入れる社会や政

府の態度、中国企業が持つスピード感や柔軟さを評価し、学べる点は学ぶことが重要だ。その

上で、日本企業は中国におけるマインドセットと行動を変えていくべきであろう。 

 リープフロッグとリバースイノベーションを起こしやすい中国において、日本でできていな

いことをいち早く試し、学習し、修正し、日本に逆輸入することにより、日本における先進領

                                                   
19 梶谷懐『中国経済講義』中公新書、2018年 による分析。 
20 「中国ロボット産業を支える 積極投資も蜜月に影 溶け合う「中国製造 2025」と「インダストリー4.0」」
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域での事業機会を拡大するといったアプローチが考えられる。中国発のプラットフォームに積

極的に関与して、そこでリープフロッグ型のプラットフォームビジネスを創出して、それをリ

バースイノベーションとして先進国や他の新興国に横展開する方法である。 

また、製造企業はグローバルな開発体制の見直しを行い、深圳などに形成された「アイデア

さえあれば、大抵の製品をさっさと作れるエコシステム」を効果的に活用することを検討する

ことも必要であろう。 

 さらに、最近、中国企業人の間に、偽物を嫌い、本物を求める志向、品質重視の姿勢、企業

の継続性を重視する姿勢などが芽生えてきていることに注目して、中国企業のビジネス創出力

と販売力、日本企業の技術力とサービス品質を組み合わせるなどして、日中両国企業の補完関

係による事業創出を目指すアプローチも有望と思われる。 

 米国が「中国製造 2025」を標的とし、ハイテク覇権をめぐる対中警戒感を強める中、対中国

ビジネスは安全保障の問題につながりやすいため、企業としては動き方が難しくなったことは

確かである（本稿５「新冷戦／米中貿易戦争」参照）。 

 だが、日本企業が重要課題であるデジタルトランスフォーメーション（DX）[本稿キーワー

ド１]を効果的に推進していく上で、「イノベーション先進国」中国のパワーを活用していくこ

とは必要不可欠と考える。日本企業は、中国においてスマートシティ、モビリティ、医療、セ

キュリティなどの分野で進む AI などデジタル技術の社会実装型イノベーションの動向を注視

し続ける必要がある。そして、中国企業と連携し、オープンマインドを持って、「イノベーシ

ョン拠点」中国で新たな事業を創出する努力を日本企業は続けるべきと考える。 

 

新興国のエコシステムとの連携に活路 

新興国がイノベーション拠点になる現象が起こっているのは、中国だけではない。日本では

十分に認識されていないが、インドやイスラエルも世界のイノベーションを牽引する存在とし

て世界から注目を集めている。 

IT産業が目覚ましい発展を遂げているインドでは、豊富な IT人材の存在を強みとして、グ

ローバル企業の開発拠点がバンガロールに集中し始めており、数多くのスタートアップ企業や

イノベーションが生まれる都市として存在感を高めている21。 

 また、イスラエルでも、自動運転、AI、サイバーセキュリティなどの分野で世界をリードす

る技術を持つスタートアップ企業が次々に生まれている22。米国やドイツ、中国の企業は 10数

年前からイスラエル企業とのM&Aや現地事務所開設を積極的に行っている。 

世界の先頭を切って人口減少と超高齢化が進行する日本が今後も発展していくためには、新

陳代謝が必要である。日本企業も有力スタートアップ企業やニュービジネスを次々と生み出す

中国やインド、イスラエルのイノベーション・エコシステムにもっと注目し、それと連携、協

働することで新陳代謝と新たな価値創出を実現することを目指すべきであろう。 

 

 

 

                                                                                                                                                     
（『日経エレクトロニクス』2019年 1月号）を参考にした。 
21 武鑓行雄『インド・シフト 世界のトップ企業はなぜ、「バンガロール」に拠点を置くのか？』PHP研究所

（2018年）に詳しい。 

22 米山伸郎『知立国家 イスラエル』文春新書（2017年）に詳しい。 
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６．スマート農業（アグリテック）  

 

関心高まるスマート農業 

2018年は、国内でスマート農業への関心が高まった年だった。 

スマート農業とは、従来からの農業技術と情報通信技術（ICT）を連携させることにより、

生産の効率化や農作物の高付加価値化を目指すものである。農林水産省は、スマート農業を「ロ

ボット技術や ICT等の先端技術を活用し、超省力化や高品質生産等を可能にする新たな農業」

と定義している。スマート農業は、最近ではアグリテックと呼ばれることも多い。農業

（Agriculture）とテクノロジー（Technology）を組み合わせた造語である。 

なお、海外では、「スマートアグリカルチャー」「スマートアグリ」などとも呼ばれており、

日本よりも先行して広く導入が進んでいる。世界一の農業大国アメリカでは「アグテック

（AgTech）」とも呼ばれている。 

スマート農業の例としては、農業機械の自動走行による省力化・大規模生産、生育データ等

の計測・分析に基づく精密な管理による多収化や品質向上、アシストスーツ利用による重労働

や危険な作業からの解放など、さまざまな類型がある。 

スマート農業に取り組む企業やアグリテックを導入したサービスの数が、ここ 1～2 年で飛

躍的に増えている。 

 

なぜ今スマート農業か 

この背景には、スマート農業の導入が、高齢化と離農の拡大、後継者不足と技術承継といっ

た日本の農業が直面する深刻な課題を解決する有効な手段になるとの期待がある。 

日本の農業の現場では、担い手の高齢化が急速に進み、労働力不足が深刻となっている。農

業就業人口は、2000年の 389.1万人から 2016年には 192.2万人へと減少している。農業従事

者の平均年齢は、2000年の 61.1歳から 2016年には 66.8歳へと上昇した。農家の実質的な定

年は 70 歳位とされるため、今後数年以内に零細な農家が一斉に廃業する「大量離農」が起き

るのは確実である。 

一方、若者の農業への新規就労は、農作業のきつさや所得水準の低さなどの労働環境が影響

して、増えていない。 

こうした中、農業の担い手不足の問題を解決して、栽培事業の継承を図ることが喫緊の課題

となっており、その救世主としてスマート農業に注目が集まっているのだ。その結果、より簡

単・より便利・より低コストの農業を可能にする製品・サービスが続々と登場している。 

 

大量離農はスマート農業を加速する 

深刻な労働力不足は、生産性を向上させるために IoT、ロボット・人工知能（AI）といった

第 4次産業革命期のテクノロジーを活用したスマート農業に切迫感を持って取り組むことを促

す要因となっている。 

加えて、大量離農問題もスマート農業加速の追い風となる。一般に、離農が加速することは

危機と捉えられているが、見方を変えれば、生産現場で生き残る農家のもとに、農地が集約さ

れる動きが進むため、新技術の導入と新規参入が増え、日本農業が衰退産業から成長産業に生

まれ変わる絶好の機会であると言える23。 

                                                   
23 窪田新之助『日本発「ロボットAI農業」の凄い未来』（2017年）の指摘を参照した。 
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取り組みの方向性と参入企業 

 スマート農業にはさまざまな事例があるが、取り組みの方向性としては、「IT・IoTの活用に

よる農作業の支援・農業経営の高度化」と「農業の省力化・機械化」に大きく二分される（図

表１１）。 

 また、スマート農業に参入している企業の類型は、①農機、肥料、農薬など、農業に関連す

る事業を営む事業者、②異業種からの参入企業、③スマート農業ベンチャー、の 3つに分類で

きる（図表１２）。 

矢野経済研究所の予測によれば、2017 年度のスマート農業の国内市場規模は 128 億 9,000

万円、2018年度は 146億 8,800万円となる見込みで、2024年度には 387億円に拡大すると見

ている。2016～2017 年度は農業クラウド、複合環境制御装置、畜産向け生産支援ソリューシ

ョンなどの栽培支援ソリューションが牽引したが、2018年度以降は気象予測と連携した販売支

援ソリューションや経営支援ソリューションが拡大すると予想している。 

 

ＧＡＰ認証を支援するスマート農業 

近年、GAP認証の取得に対応してスマート農業を導入する動きも増えている。 

GAP（「Good Agricultural Practices」の略）とは、農業生産管理工程のことで、農業生産者

が農作物の安全性や労働環境、環境への配慮などについて、第三者による認証を受けて初めて 

 

取り組みの方向性 概要 製品・サービス例

　IT・IoT活用による
　農作業支援・農業経営
　高度化

農作業から農業に関わる事務にいたるさまざま
な業務にITやIoTを導入し、個々人の経験や勘
に頼らない、データや共有された知見に基づく農
業を実現

スマホなどでも利用できる農業用業務シ
ステム、水位や土壌状況などを計測する
センサー、気象観測システム、農作物など
の画像を分析するシステム

　農業の省力化・機械化
各種機器の導入により、施肥、農薬散布、水位
コントロール、収穫、運搬、農機の状況把握など
を自動化したり、農作業を行う人の負担を軽減

ドローン、パワードスーツ、収穫・運搬用ロ
ボット、農機の自動操縦・運転補助装置

出所 ： 農林水産省「スマート農業技術カタログ」を基に作成

図表１１　取り組みの方向性に見るスマート農業分類

 

 

企業分類 概要 企業例

　農業関連企業

農機、肥料、農薬など、農業に関連する事業を営む事業者。自
社で開発するほか、異業種やスマート農業ベンチャーが開発・
生産したスマート農業の製品・サービスをラインアップとして提供
する場合もある。

井関農機、クボタ、ヤンマー
グループ、イノチオアグリなど

　異業種

システムインテグレーター、ITサービス提供企業、ドローンメー
カー、アシストロボットメーカーなど、農業と接点がない業種から
参入した企業。自社製品・サービスを農業分野に転用するほ
か、農業関連企業と提携して新たな製品・サービスを生み出し
ている場合もある。

NECソリューションイノベータ、
オプティム、DJIジャパン、
サイバーダインなど

　スマート農業
　ベンチャー

スマート農業市場への参入を目的に設立された企業。IT企業な
ど異業種からの独立・スピンオフ、大学発ベンチャーなどがあ
る。

PLANT DATA、TrexEdge、
ベジタリアなど

出所 ： 農林水産省「スマート農業技術カタログ」を基に作成

図表１２　スマート農業の参入企業の分類
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取得できるものだ。食の安全安心を守る観点はもちろんのこと、GAPを取れば、経営改善と販

路の拡大にもつながるため、生産現場においてGAP認証が徐々に普及しつつある。 

GAP認証の取得には、厳密な記録や管理ができる仕組みが必須だが、それを紙ベースで行う

のは難しく、ICT の活用が重要となる。そこで、GAP 認証の取得のために IoT を使ったスマ

ート農業を始めるケースが少なくない。 

GAP認証取得を支援するビジネスも登場している。NECは、農業生産活動に伴うさまざま

な情報を GAP の点検項目に関連付けて整理することにより、生産者の負担軽減を図り、GAP

認証取得を支援するサービスを提供している。また、IT 企業のオプティムは、GAP の取得支

援を目的とした農作業記録サービスを開発、提供している。 

 

データ共有化基盤と「みちびき」もスマート農業を後押し 

スマート農業では、篤農家24の経験と勘だけに頼るのではなく、さまざまなデータを駆使し

て生産性向上や経営改善に取り組むことが重要である。しかし、これまで日本では各種の農業

ICTサービスが生まれているものの、データやサービスの相互連携がなく、データを活かしき

れていなかった。また、公的データについても国や都道府県、市町村などにバラバラに存在し

ていて、活用が困難という問題を抱えていた。 

そこで、内閣府が実施する第 1 期戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）の「次世代

農林水産業創造技術」において、農家の担い手がスマート農業に関するさまざまなデータを共

有・活用できる「農業データ連携基盤（WAGRI）」25の構築が進められている。2017年からの

開発期間を終え、2019年 4月から本格運用が始まる予定だ。 

このほか、2018年 11月に準天頂衛星システム「みちびき」のサービスが開始されたことで

4 機体制が整い、高精度の測位情報が入手できるようになったことも、スマート農業にとって

強力な援軍となる。 

正確な位置情報が獲得できれば、農業用無人搬送車や無人トラクター等の自動運転化の追い

風になるだけではない。自動運転を行いながら作業中のさまざまな情報（水田内の場所ごとの

ph値など）を収集し精査することで、来期の作業に生かすことができ、作物の品質管理や害虫

対策などを高い精度で実現することができる。 

農業データ連携基盤の本格運用と準天頂衛星システムの 4機体制化は、スマート農業の取り

組みを加速させる要因となりそうだ。販売支援ソリューションや経営支援ソリューションの拡

大、農機の無人運転を実現するシステムの開発、精密農業や農業用ドローンソリューションの

発展等に寄与すると期待される。 

 

「ロボット技術×農業」の取り組み 

以下では、主な類型ごとにスマート農業の具体事例を見ていきたい。 

まずはスマート事例の代表的な類型である「ロボット技術×農業」の取り組みを取り上げた

い。農機ロボットの自動操縦技術によって省力化を図ったり、収穫作業などをロボットで自動

化したりするものだ。このようなロボット技術の開発が進めば、24 時間 365 日の作業も夢で

                                                   
24 篤農家とは、農業に携わり、その研究・奨励に熱心な人のこと。 
25 WAGRIとは、農業データプラットフォームが、さまざまなデータやサービスを連環させる「輪」となり、

さまざまなコミュニティのさらなる調和を促す「和」となることで、農業分野にイノベーションを引き起こす

ことへの期待から生まれた造語（WA＋AGRI）である。 
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はなくなり26、生産性の向上や市場規模の拡大が見込める。作業の自動化は、つらい作業や危

険な作業から人間を解放してくれる。「農業はきつい仕事」というイメージも、スマート農業が

本格的に導入されれば払拭されていくだろう。 

 

【事例】クボタのKSAS（クボタスマートアグリシステム） 

農機大手のクボタは、2014年に農機からのデータと農家の作業記録管理を一体化させた

営農支援システム「KSAS（クボタスマートアグリシステム）」を開発している。2017 年

にKSASを搭載した自動運転トラクターの試験販売を開始し、2018年 12月には自動運転

技術搭載コンバインを発売した。 

コネクテッド農業機械を活用して、位置情報や稼働データ、作物の収穫量、育成状況、

肥料制御、栽培履歴などの情報をサーバーに集め、日々の作業を「見える化」するととも

に、クボタがそれらの情報を分析し、農業機械のメンテナンスのみならず、農家の作業計

画の立案や栽培提案などを行っている。 

 

【事例】イノフィスの腰補助用アシストスーツ 

東京理科大学発のベンチャー企業であるイノフィスは、電源を使わない腰補助用アシス

トスーツ「スタンドアローン」を開発した。荷物の上げ下ろしなどで腰にかかる負担を軽

減してくれる。 

電気を用いたロボットでないため充電は不要で、空気の力を使って動くことや、軽量に

作れることが、高齢の農家に受けている。介護サービスなどにも活用されている。 

 

農業用ドローンの活用 

「ロボット技術×農業」の取り組みの中で、いま国内で特に頻繁に話題に上るのが、農業用

ドローンである。 

現状、日本で産業用ドローンが活用される最大の用途領域は農業である。野村総合研究所の

推計によれば、2018年の国内の産業用ドローンの市場規模は 319億円だが、うち 159億円が

農薬散布を中心とした農業用ドローンとなっている。ドローンを使用して空中から農薬を散布

することで、これまでよりも効率的に農薬散布を行うことができる27。 

農業従事者の高齢化や人手不足、コスト削減への期待がドローンの利用、とりわけ農薬散布

への利用を後押ししている。農林水産省によれば、農業分野における農薬散布用ドローンの登

録機体数は 2018年 9月末時点で 1,349台と、2017年 3月末時点に比べて 6倍に増えている。 

日本では 1980 年代に無人ヘリコプターで農薬散布を行う際に安全を確保するためにつくら

れた仕組みが今の農業ドローン活用の阻害要因となってきた。ドローンによる農薬散布には、

航空法に基づく規制、農薬取締法に基づく規制、電波法に基づく規制の 3つが関係する。ここ

にきて、政府は農業の生産性向上を図るため、ドローン規制の緩和に動き出している。農水省

は 2018年 11月、農業用ドローンの利活用拡大に向けた検討会を開催し、操作者以外の補助者

の配置義務、目視外飛行の基準等の緩和についての議論がなされた。2019年度内には最終的な

                                                   
26 ロボット農機には、夜間でも作業ができるという大きな利点がある。ロボット農機の走行経路は衛星測位シ
ステムに委ねられるため、野外が明るさは作業の精度に全く影響しない。 

27 従来のヘリコプターによる農薬散布と比べて、ドローンはGセンサーとGPSによるホバリングの安定感が

高く、小回りも利き、操縦性に優れている。加えて、本体に搭載したカメラを用いて空撮で生育状況を把握で

きる、ピンポイントで農薬を投入できるなどの利点がある。 
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規制緩和案がまとまる見通しである。 

 市場拡大を見越して、関連企業が農業用ドローンを続々と開発し、市場に投入している。三

菱商事、伊藤忠商事などの商社も、ドローンビジネスに商機を見いだして参入している。 

中国企業も動き始めた。ドローン世界最大手の中国DJIは日本でも農業向けのビジネスを展

開している。また、中国農業ドローン大手の XAG は、農薬・種子の世界最大手、独バイエル

と業務提携を行い、ドローンによる農薬散布ビジネスに参入し、機器販売のみならずソリュー

ションの提供に乗り出している。 

 

【事例】オプティムのドローンによるピンポイント農薬散布 

AI・IoT・ドローンを駆使したスマート農業を手掛けるオプティムは、2017 年 12 月、

大豆の生育管理で世界初となるドローンによるピンポイントの農薬散布に成功したと発

表。病害虫が検出された箇所のみピンポイントで農薬散布を実施することで、通常栽培で

使用する農薬の量の 10分の 1以下に削減し、生産コストを抑えることができる。 

 

【事例】三菱商事の農業ドローンビジネス 

三菱商事は、同社が出資するドローン設計・製造のプロドローン（愛知県名古屋市）と

協力して、農薬散布ドローンや作物の生育状況を判断できるドローンを開発し、2017年 7

月から販売を開始している。 

 また同社は、日立製作所と共同で 2016年 10月、リモートセンシングサービスを提供す

る会社、スカイマティクスを設立した。農作物のデータ収集・AI分析を行い、より効果が

高い農薬散布時期や精度の高い収穫予測を行うことを目指している。 

 

「ビッグデータ・AI×農業」の取り組み 

センサーやカメラ等で集めたビッグデータを解析し、効率的な栽培・管理を可能にする手法

が数々と編み出されている。農業のノウハウや技術をデータ化、「見える化」することで、経験

のない人でも農作業に従事することが可能になる。 

 また、集めたデータを AI を使って解析し、技術やノウハウをシステム化して活用できるサ

ービスも数多く生み出されている。これにより、農業の経験や知識がない人でも、農業に従事

できるようになり、人材不足の解消につながることも期待されている。 

 

【事例】農産物のおいしさの「見える化」（マクタアメニティ） 

 通常、野菜や果樹のおいしさは、糖度計で計測して数値化するなどしなければ、見分け

られず、人に伝えることもできない。農業システム開発のマクタアメニティ（福島県伊達

市）が開発した「おいしさの見える化」サービスを使えば、手元に持っているスマホやタ

ブレットの専用アプリで撮影するだけで、AIによる画像解析により、簡単に食味を計測し、

「見える化」できる。 

特殊なツールなしに誰でも気軽に計測できる、農家にとって納入先に自分の農作物の味

を伝える指標になる、販売店にとって「おいしさ」という目に見えない要素を「見える化」

できる、など多くのメリットがあるサービスである。 
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「経験と勘」の世界から「科学とテクノロジー」の世界へ 

 スマート農業が拡大することは、農業が「経験と勘」の世界から「科学とテクノロジー」の

世界へと移行することを意味する。スマート農業を導入して成果を上げたベテラン農家は、ほ

ぼ共通して次のような言葉を語っている。 

「これまでの農業は『経験と勘』の世界だった。だが、それでは収量や品質を高めるのに限

界があると思った」28 

「これまで勘や経験に頼らざるを得なかった農業だが、スマート農業を導入すれば、たとえ

経験がゼロでも、気象条件などの要因に振り回されず、味の良い作物を安定的に収穫でき、精

密な品質管理ができる産業に変えていくことが可能になる」29 

 

新たな農業ビジネス市場が生まれる 

スマート農業には、コストの問題や安全性など、解決しなければならない課題が多く残され

ている。しかし、最近の動向をよく見ると、昨年まで実現はまだまだ先の話と思っていたサー

ビスやソリューションが、すぐにも実現しそうな段階にきていることに気づかされる。高齢化

と離農の拡大、人材不足と技術承継といった課題の解決につながるスマート農業の導入は、

2019年に一段と活発化するだろう。 

 スマート農業の取り組みは、まずは切迫した課題の解決に資する省力化・省人化を目的とす

るものが中心になるだろう。だが、IoT・AIなどのデジタル活用の真の威力は、これまで不可

能だったコトやサービスを可能にすることにある。スマート農業の拡大は、新規参入企業の増

加と相まって、従来型の農業にはなかった新たなビジネスや市場の創出につながっていくに違

いない。 

 

 

 

７．物流テック（物流のスマート化）  

 

デジタル化の進展で高まる物流の重要性 

デジタル化が進むと、リアルのモノを運ぶ需要は減るはずだ。こう考える読者もいるかもし

れないが、現実には逆の動きが見られる。第 4次産業革命期に入り、デジタル化が一段と進む

中、リアルの物の流れは細るどころか太くなり、物流の重要性が高まりつつある。 

ネット通販の普及が進む中、買い物の頻度が上がり、宅配便取扱個数は増加の一途をたどっ

ている30。ものづくりの世界でも、高付加価値製品を顧客ごとに受注して、しかも大量生産品

並みの低価格で提供する「マスカスタマイゼーション」が広がり始め、材料・部品や製品のき

め細かな輸送が求められるようになった。誰にとっても、必要な時に必要なものが必要な場所

で受け取れることが求められる時代が到来し、物流に対する要求水準が高くなっている。 

こうした中、さまざまな業種の企業が相次いで物流の強化に乗り出している。とりわけ、あ

                                                   
28 窪田新之助『日本発「ロボットAI農業」の凄い未来』2017年、46～51頁。 
29 MOTOKI HONMA「ここまで来た！ 農業×IT（前編）」（日経 XTEC Special、2018年 10月 26日）。 
30 国内の宅配便取扱個数は、業務ひっ迫を受けた最大手のヤマト運輸による取扱数量制限や大手各社による値
上げが行われたにもかかわらず、2017年度は 42.5億個（前年度比 5.8％増）と過去最高を更新し、2018年度

も伸びは鈍化するが増加する見込みである。みずほ銀行の予測によれば、宅配便取扱個数は今後も 2023年度ま

で年率 2.7％の伸びで増加する見通しだ。 
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らゆるモノがネットにつながる IoTやロボット・AIなどのテクノロジーを活用して物流を効率

化する「物流テック（スマート物流）」の取り組みが活発になっている。 

ユニクロなどを展開するファーストリテイリングとダイフクは 2018年 10月、戦略的グロー

バルパートナーシップを結び、全自動倉庫を含む物流の抜本的効率化に共同で取り組むことを

発表した。ダイフクは物流拠点内のモノを移動させるマテリアルハンドリング技術の大手企業

である。 

オフィスや工場向けの制服のレンタルを手がけるアラマークユニフォームサービスジャパン

に出資する三井物産は、日立製作所と共同で AI を活用して配送を最適化するシステムを開発

しており31、2019年 3月に本格導入する。 

 

なぜ物流強化に乗り出す企業が増えているのか 

物流の強化、物流テック導入に乗り出す企業が増えている背景には、次の 4つの要因がある。 

第 1 に、Eコマース市場の急拡大がある。デジタル化の進展により E コマースが急拡大し、

ライフサイクルの変化に対応した顧客サービスの競争が激化し、物流業務の重要性が増した。 

 第 2に、深刻な人手不足がある。労働力人口の減少が続く日本では、ドライバー等の慢性的

な人手不足と高齢化の進行により、物流ネットワークの維持が困難になりつつある。物流がビ

ジネスのボトルネックになる事態が生じ、物流を効率化しないと、企業の利益に悪影響を及ぼ

すケースが増えてきた。 

 第 3に、情報技術（IT）の進展がある。物流は IoT、ロボット・AIなど第 4次産業革命期の

革新的技術との親和性が高い領域である。このため、物流テックを導入する企業が増加しつつ

あり、今後も物流は企業活動や人々の生活を支える重要な社会インフラとしてさらに多様化、

高度化していくことが予想される。 

デジタル技術の普及により参入障壁が下がると同時に、今まで不可能だったビジネスモデル

が実現可能となったことも重要な変化だ。このおかげで、門外漢の異業種企業が物流に参入し、

物流現場に革新をもたらすようになった。 

 第 4に、かつては裏方のつらい仕事というイメージが持たれていた物流だが、今や物流のあ

り方が企業の競争力に直結するという認識、物流を制したものが業界の有力企業になるという

認識が広がってきた。また、物流システムの持続可能性確保のためだけでなく、日本の成長戦

略としても、国内の物流事業者の国際競争力強化を図ることが重要であり32、そのためには「物

流テック」の取り組み強化が不可欠と言える。 

 

アマゾンの物流の凄さ 

日本企業に物流の重要性を気付かせるきっかけになったのは、米アマゾン・ドット・コムで

ある。さまざまな分野で小売企業の業績を脅かす存在に成長し、既存勢力を駆逐する「アマゾ

ンエフェクト」という言葉を生んだアマゾンの強さの源泉は物流の強さにある。 

アマゾンは企業理念に顧客至上主義を掲げており、それを具現化するために物流に徹底的に

                                                   
31 納品日時や物流拠点の場所、トラックの走行ルートや走行時間、渋滞状況など様々なデータを収集して AI

を使って分析することにより、作業を見える化し、熟練者のノウハウを抽出し、最適な作業計画や配送ルート

を提示するシステムである。 

32 世界銀行が公表した 2018年版「物流パフォーマンス指標（LPI： Logistics Performance Index）」によれ

ば、日本の国内物流の総合順位は世界 5位となっている。ただし、分野別に見ると、「輸送手段確保の容易性」

（14位）、「貨物の追跡・管理」（10位）、「輸送の適時性」（10位）などは相対的に劣位である。 
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こだわり、ネット通販業者にとって唯一の顧客との物理的な接点である「顧客の手元へ商品を

届ける」部分のサービスレベルを最大限に向上させること（商品を安く、速く、確実に顧客の

もとに届けること）に注力している。そのために多額の投資を行って、自前の物流インフラを

拡充している。同社の連結決算を見ると、売上高に占める物流コスト（Fulfillment）の比率は

近年上昇を続け、2017年 12月期には 14％強に達している。 

自社で物流を行わないモール型サイトと違い、アマゾンは自前の物流インフラを整備して高

いレベルの物流を実現しており、この強みを活かし、他の販売業者の在庫から配送までをアマ

ゾンが代理で行う FBA（Fulfillment by Amazon）というサービスも展開している。 

 

新潮流：省人化・省力化 

以下では、活発化しつつある物流テックの取り組みを類型別にいくつか取り上げたい。 

物流テックの新潮流として最も目立っているのは、省人化・省力化を実現する取り組みであ

る。物流現場における人的作業をロボットや AI で代替することにより、人手不足問題を克服

しようという動きが進んでいる。 

 

○物流ロボット 

省人化・省力化を目的に、商品棚を自動搬送するロボットや、画像認識技術を活用した

ピッキングロボットなど、従来は機械に置き換えることのなかった作業を対象とした物流

ロボットを導入する企業が増えてきた。 

商品棚を自動搬送するロボットは、米アマゾンが物流センターに自走式ロボット「ドラ

イブ」を導入したことで認知度が高まった。日本国内では、アマゾンのほかに、家具大手

のニトリの物流センターなどで先行導入されている。 

 

○トラックの自動走行 

国内物流を中心的に支えているのはトラック輸送であるが（輸送全体の 96％を占める）、

ドライバー不足が深刻な状況にある。2020年には業界全体の輸送量に対して大型トラック

のドライバーが 10万人強不足するとの予測がある33。 

 トラックの自動走行で先行したのは米国だ。2016年 10月、米配車サービスのウーバー

の子会社で自動運転トラックベンチャーのオットーが、ビール約 5万本を自動運転トラッ

クで高速道路上を走行し、約 200㎞先の目的地まで届ける実験に成功した。 

日本では、2018年に高速道路上でのトラックによる隊列走行34の実証実験が政府主導で

始まっている。経済産業省と国土交通省が「未来投資戦略 2018」の一環として高速道路で

のトラック隊列走行を推進しており、2018年 1月の実証実験に続き、同年 12月には、新

たに LKA（車線維持支援システム）35等の新技術を加えた実証実験を行った（実験車両は

日野自動車、三菱ふそうトラック・バス、いすゞ自動車、UDトラックスの 4社共同のマ

ルチブランド）。2019 年 1～2 月には新東名高速道路で「後続車無人システム」を取り入

れたトラック隊列走行の実証実験を実施した（図表１３）。早ければ 2022 年の商業化を

                                                   
33 鉄道貨物協会本部委員会「大型トラックドライバー需給の中・長期見通しに関する調査研究報告書」2014

年 5月。 
34 隊列走行とは、ドライバーが先頭のトラックだけを運転し、後続するトラックは無人状態で自動走行して追
走するもの。 

35 LKAは道路上の白線を検知して車線内での走行を維持するステアリングを調整する機能を持つシステム。 
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目指している。 

ヤマト運輸とディー・エヌ・エー（DeNA）は 2017 年に自動運転トラックで宅配便を

各家庭に配達する「ロボネコヤマト」プロジェクトを開始しており、2018 年 4 月、両社

初となる自動運転車を使った宅配サービスの実証実験を神奈川県藤沢市で行った。 

自動運転トラックは、実用化されれば、ドライバー不足を補う救世主になることは間違

いないが、現状では技術面や安全面で課題が少なくない。例えば、車体が大きく、重量の

あるトラックの場合、重大事故防止の観点から、乗用車よりはるかに高度な制御技術が必

要になる。 

 

 

 

○物流ドローン 

 物流ドローンの実用化に向けた取り組みが進んでいる。先鞭をつけたのは、米国アマゾ

ンで、同社はネット販売した商品を物流拠点から購入者の自宅にドローンで配達する仕組

みを構築しようと、実証実験を繰り返している。 

 日本でも各種の実証実験が始動しており、交通の便の悪い離島エリアへの医薬品の供給、

ゴルフ場内での飲食料の供給、高層住宅への物資の供給などのシーンを想定した試験飛行

が実施されている。 

東京電力ベンチャーズ、ゼンリン、楽天の 3社は、2018年 7月、「ドローンハイウェイ」

を活用したドローン物流の共同検討を開始し、送電設備を安全な空の道として利用した配

送の実証実験に成功したことを発表した。楽天はドローン配送ソリューションを提供する

サービスを 2016年から開始しており、2018年 10月には国家戦略特区である千葉市にお

いて、ドローンと地上配送ロボット（UGV：Unmanned Ground Vehicle）を組み合わせ

た配送の実証実験を実施している。 

ドローンのシステム開発を手がけるブルーイノベーションは、2019年 1月、UKCホー

ルディングス、日本郵政キャピタルと資本提携し、物流ドローンの離着陸を誘導する「ド
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ローンポート」の運行管理システムの開発に取り組んでいる。 

物流ドローンの実用化に向けては、操縦不能に陥った際の落下の危険性、搭載可能重量

の限界、航空法など飛行に関する法規制、など多くの課題が存在する。ただ、こうした課

題は時間の経過とともに技術面、制度面から徐々に解消されていくと予想される。 

 

新潮流：つながる物流 

 IoT という言葉が登場する前から、車両の運行データを収集、可視化、分析して、運転技術

指導や重機の稼働状況の監視に活用する動きが進んでいたが、IoT の普及によりこの流れが一

段と加速してきた。 

IoT 技術を実装すれば、貨物や輸送機関がネットワークでつながり、物流をリアルタイムで

追跡・管理することが可能となる。また、調達・生産・輸送・販売等の情報を即時入手し共有

すると同時に、AIを用いた需給予測等を行うことによって、サプライチェーン全体の最適化を

図ることもできる。 

 

○RFIDの利用拡大 

RFID（Radio Frequency Identification）とは、無線データ通信を利用して非接触で電

子タグのデータを読み書きする自動認識技術である。バーコードに比べて、非接触である

こと、複数同時読み取りが可能であることなどの利点があるため、物流分野では、荷受け

検品や在庫管理などの作業の効率化ツールとして早くから注目されてきたが、タグの価格

が高いことがネックとなり、物流現場への本格導入は足踏みしていた。 

 こうした中、経済産業省と大手コンビニエンスストア 5 社は、2025 年をめどに国内全

店舗の全商品にRFIDタグを導入する方針を打ち出した。これによりコンビニ業界だけで

年 1,000億枚のRFIDタグ利用が見込まれ、タグの価格は 1枚当たり 1円以下になる見通

しだ。タグの価格低下に伴い、物流現場における利用拡大に弾みがつく可能性がある。 

RFID を活用した次世代物流サービスの実用化を目指す取り組みも活発化してきた。省

人化、作業効率・作業品質の向上というメリットに加え、RFID タグで取得したデータを

活用して廃棄ロスや機会ロスの最小化やサプライチェーン全体の効率化の実現を目指す

動きが広がっている。大日本印刷は、2018年 5月、東芝テック、日立物流と共同で、RFID

を用いた次世代物流サービスの実用化に向けた協業開始を発表した。 

 

○港湾における「AIターミナル」 

国土交通省は、港湾における競争力強化の施策の一つとして、AI、IoT、自働化技術の

組み合わせによる、世界最高水準の生産性を有し労働環境の良いコンテナターミナル（「AI 

ターミナル」）の形成を目指している。それに向け、AI を活用したターミナルオペレーシ

ョンの効率化・最適化に関する実証を行っている。 

 

新潮流：シェア／マッチング 

 IoT の普及を背景に、デジタルデータを企業間のみならず業種横断的に共同で利用し（シェ

アリング）、物流リソースの最適活用を図る動きが注目を浴びている。 

 代表的な事例は、配車サービス「Uber（ウーバー）」の仕組みをトラック分野に応用した「Uber 

Freight（ウーバーフレイト）」で、空きトラックと運び手の見つからない荷物をマッチングす
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るシステムである。ドライバーにとってはトラックの稼働率を高めることができ、荷物を出す

側にとってはトラックの手配が容易になり、安い運賃で運び手を見つけられるメリットが期待

できる。 

国内の営業用トラックの平均積載率は 2000年代半ばまで 50％台を維持していたが、その後

はドライバー不足にもかかわらず低下しており、足元では 40％前後となっている。往復ベース

で 6割も空気を運んでいるという実態がある中、トラックの積載率を引き上げ、生産性を向上

させる切り札として、「求荷求車システム」によるマッチングが脚光を浴びている。 

 

○トラック輸送における求荷求車システムの進化 

求荷求車システムは、日本にもともと存在する、空きトラックと荷物を結びつけるサー

ビスであるが、最近では新規参入や事業者の資本提携などが進み、ITや AIの活用による

システムの進化が見られる。 

求荷求車システムには、システム会社などが運営主体となって会員を集めてマッチング

する「オープン型」と、大手運送会社などが自社の協力運送会社や傭車36先とのマッチン

グに利用する「クローズド型」に二分される。 

 オープン型では、「WebKIT」「トラボックス」「ローカルネット」といった老舗に加え、

ラクスルが運営する「ハコベル」や Hacobu が運営する「ムーボ（MOVO）」など新規参

入が相次いでいる。 

クローズド型では、マッチングシステムによる積載率の向上や配車効率化を進める動き

がある。例えば、日本通運は 2017 年 5 月に新設したロジスティクスエンジニアリング戦

略室において、物流新技術への対応強化の重要テーマの 1つとしてマッチングシステムの

構築に取り組んでいる。 

 

新潮流：ＡＩを活用したシステム高度化 

 上述のように、新しいテクノロジーを活用した様々な物流テックの導入が進んでいるが、物

流分野の新しいトレンドになりそうなのは、AIを活用した物流情報システムの高度化である。 

例えば、倉庫管理システム（WMS：Warehouse Management System）では、ベテランス

タッフによる生産性の高い作業の進め方をデータとして蓄積し、それを基にした作業計画を立

案することで、経験の浅いスタッフの生産性向上に役立てる取り組みが進行している。 

 宅配便最大手のヤマト運輸は、2016年 6月、自社の公式 LINEアカウントに「会話AI」の

機能を搭載したことを発表し、配達状況確認や配達日時変更についてのユーザーとのやり取り

をAIが自動返答する仕組みを導入している。2018年 11月には、AIスピーカー「グーグルホ

ーム」に話しかけるだけで、配達予定を知ったり宅配日時を変更したりできるサービスを始め

た。 

佐川急便と SGシステムは、2018年 12月、フューチャーアーキテクトと共同で、配送伝票

入力業務における人の入力作業を AI が代替し自動化するための新システムの開発開始を発表

した。 

 

新たな価値を生み出す物流テック 

日本で物流テックの導入が活発化している背景は、６で見た「スマート農業」の進展と共通
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しており、ともに深刻な人手不足を乗り切る手段として導入が進んでいる。担い手不足という

危機を乗り越えようという動機の強さが発展のドライバーになっている。 

 だが、物流テックは省人化・省力化を実現して人手不足の危機を脱し、物流インフラ・サー

ビスの維持を図るタイプのものにとどまらないことにも注意したい。注目すべきは、新規参入

組を含む多様な企業が、物流分野に活路を見いだし、物流テックを活用した新たな製品・サー

ビス・事業の開発に取り組んでいることだ。 

 物流やロジスティクスの領域で、物流テックの活用によりどのような業種横断的なイノベー

ションが生まれ、新たな価値が創出されるかを注視していきたい。 

 

 

 

８．インフラ保全と自己修復材料  

 

老朽化が進む日本のインフラ 

国内では戦後から高度成長期にかけて整備された公共インフラの老朽化が進んでいる。2018

年 3月時点で、全国 73万カ所ある道路橋のうちの 25%、1万 1千カ所あるトンネルの 2割、5

千の港湾岸壁の 2割弱は建設から 50年以上たつ施設である。 

老朽化した橋の修繕は現状、大幅に遅れている。2014年度の定期点検で「5年後の次回点検

までに修繕が必要」と判定された橋のうち、2017 年度末時点で修繕に着手したのは 24％にと

どまっている（国土交通省「道路メンテナンス年報」による）。 

インフラの老朽化は今後、一段と加速する見込みだ。例えば道路橋は 2033 年に 6 割超が建

設後 50 年以上になる。一方で、点検にあたる熟練技術者は高齢化などで減少の一途である。

今や老朽化したインフラのメンテナンスは喫緊の課題となっている。政府は老朽化した重要イ

ンフラを補修するため、2018年度から2020年度までの3年間で3兆円超を投じる方針である。 

老朽インフラを単純に補修すると仮定すると、40 年間で必要な費用は 547 兆円にのぼると

の試算がある。一方で、全国の市町村にいる土木部門の職員は 13 年度時点で約 9 万人と、ピ

ーク時（1996 年度）と比べて約 3 割減っている。インフラ保全にかかるコストの削減を図る

と同時に、深刻な人手不足問題に対応するためには、インフラを効率的に維持管理・更新する

ための手法の導入が必要不可欠となっている。 

 

インフラ長寿命化計画と予防保全 

国土交通省は 2014 年 5 月、「インフラ長寿命化計画（行動計画）」をとりまとめ、これに基

づき、新設から撤去までの、いわゆるライフサイクルの延長のための対策（狭義の長寿命化の

取り組み）にとどまらず、更新を含め、将来にわたって必要なインフラの機能を発揮し続ける

ための取り組みを実行する計画を示している。 

国土交通省は、インフラのメンテナンスをこれまでの「事後保全」（施設の機能や性能に不具

合が生じてから修繕等の対策を講じる）から「予防保全」（施設の機能や性能に不具合が発生す

る前に修繕等の対策を講じる）に切り替える方針である。これにより、5年後・20年後におけ

る維持管理・更新費を約 30％削減できると試算している（図表１４）。 

 

                                                                                                                                                     
36 傭車とは、車両が不足したときに他の運送業者からトラックを一時的に借り受けて配送してもらうこと。 
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（単位：兆円、〔 〕の値は2018年度に対する倍率）

〔1.2〕 〔1.2〕 〔1.3〕

5.2 5.5　　～　　6.0 5.8　　～　　6.4 6.0　　～　　6.6

〔1.6〕 〔1.6〕 〔1.9〕

5.2 7.6　　～　　8.5 7.7　　～　　8.4 8.6　　～　　9.8

長寿命化等による
効率化の効果
（①-②/②）

- ▲29％ ▲25％ ▲32％

 ①平成30年推計
　（予防保全を基本）

 ②平成30年度試算
　（事後保全を基本）

5年後
（2023年度）

10年後
（2028年度）

20年後
（2038年度）

2018年度

図表１４ 社会インフラの維持管理・更新費の見通し（長寿命化等による効率化の効果）

（注） 予防保全とは： 施設の機能や性能に不具合が発生する前に修繕等の対策を講じること。

事後保全とは： 施設の機能や性能に不具合が生じてから修繕等の対策を講じること。

出所 ： 国土交通省「国土交通省所管分野における社会資本の将来の維持管理・更新費の推計（2018年度）」

 

 

 

国交省の「アイ・コンストラクション」 

社会資本の維持管理については、国土交通省は、2016年 11月にインフラメンテナンス国民

会議を立ち上げて技術開発などを進めるなど、インフラの老朽化対策に注力している。さらに、

2015年 11月に始動した「i-Construction（アイ・コンストラクション）」と呼ぶ政策の一環と

しても、インフラの維持管理の効率化を推進している。 

アイ・コンストラクションは、測量から設計、施工、検査、維持管理・更新にいたる全ての

事業プロセスで情報通信技術（ICT）を活用し、建設生産活動の飛躍的な効率化を図る施策で、

土木の分野を中心に急速に広がっている。 

アイ・コンストラクションを推進して生産性向上の旗を振る国交省、深刻な人手不足問題へ

の対応を図る建設産業、この動きに商機を見出して参入してくる異分野の企業といった多様な

主体が動き出し、アイ・コンストラクションは建設分野における一大ムーブメントとなってい

る。 

 

ＡＩを活用したインフラ維持管理 

こうした状況下で、老朽インフラの維持管理にAIを導入する動きが盛んになっている。 

目視で品質や損傷を判断するインフラメンテナンスの分野は、今の第 3 次 AI ブームを牽引

する技術であるディープラーニング（深層学習）との相性が良い。工事や維持管理の現場では

「見た目」を基に材料や構造物の性状や損傷状況を判断する場面が多いため、AIによる画像認

識と親和性が高いのだ。 

国土交通省は、道路橋やトンネルなどの老朽インフラの補修コストを抑えるため、熟練技術

者の技を学習した AI を活用した新たなシステムを官民で共同開発している。ドローンや作業

員が撮影した画像を AI が高い精度で分析し、補修の必要な損傷を検出する取り組みである。

画像などのデータからひび割れや腐食などの状況変化を検出する「点検AI」と、点検AIが出

した結果を基に損傷の種類を特定し、各インフラの今後の状態の変化を予測する「診断AI」の

2種のAIシステムを開発している。 

 AIによるインフラ点検の取り組みの具体事例を図表１５に掲げた。 
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舗装会社の福田道路は、NECと共同で開発したAIによる舗装損傷診断システムを用いた舗

装点検業務を開始している。舗装会社にとっては、道路の新設・舗装、修繕などの工事に加え

て、点検ビジネスという新市場が生まれてきた。また東京電力は、送電線の点検を AI による

画像解析で行うシステムを開発している。 

これらはいずれも、現状目視による点検が行われていて、人手をかけずに安く、高精度で点

検したいというニーズが強い領域であるため、AIを用いた点検システムが脚光を浴びている。 

 

三次元データを活用したインフラの維持管理 

 近年、建設業界では三次元データを活用して生産性を高める取り組みが進んでいる。BIM（ビ

ルディング・インフォメーション・モデリング）、CIM（コンストラクション・インフォメー

ション・モデリング）と呼ばれる概念である。 

インフラの維持管理は、BIM／CIMのメリットを最大限に生かせる領域の 1つである。コス

トや施工履歴などの情報をひも付けた三次元モデルに、その後の点検結果などのデータを蓄積

して活用することで、施設のライフサイクルコストを削減することができる。 

三次元計測技術の中で、特に脚光を浴びているのは三次元レーザースキャナー37だ。建物の

内部の形状やインフラの形状、地形データなどを高精度で手軽に計測できる利点があるためで

ある。 

三次元レーザースキャナーで取得した点群データをインフラの維持管理に利用する取り組み

事例として、首都高速道路会社のスマートインフラ管理システム「i-DREAMs（アイドリーム

ス）」が挙げられる（図表１５参照） 

 この例に見るように、従来、建設生産プロセスの川上（設計や施工）段階での利用が中心だ

った三次元データ活用の取り組みが、川下の維持管理へと広がってきている。 

 

 

　AIを活用したインフラ維持管理

　AIを活用した舗装点検
　システム
　（福田道路）

舗装会社の福田道路（新潟県新潟市）とNECは、2017年1月、車載のGPS機能付きビデオカメラで
撮影した路面の映像を基に、AIを使用してひび割れとわだち掘れ（道路の走行方向に生じた連続
的な凹凸）を検出し、損傷レベルを自動で診断する「舗装損傷診断システム」を共同開発。福田道
路は同システムを使った点検業務を開始した。

　AIを活用した送電線点検
　システム
　（東京電力）

東京電力は、これまで目視で破損状況などをチェックしていた送電線の映像を、AIに「破損してい
る送電線のデータ」を学習させたうえで、画像解析を自動化する取り組みを進めている。本格導入
によって年間1,000時間以上かかっている分析作業の効率化や作業員の負担軽減が期待でき
る。

　三次元データを活用したインフラの維持管理

　スマートインフラマネジメント
　システム
　（首都高速道路）

首都高速道路グループは、インフラの効率的な維持管理をトータルに支援・実現するスマートイン
フラマネジメントシステム「i-DREAMs（アイドリームス）」を開発し、2017年から運用開始している。
同システムは、GIS（地理情報システム）をベースとするプラットフォームに、各プロセスで得られる
情報を統合するとともに、維持管理の様々なシーンで3次元点群データを用いた「インフラドクター」
を活用し効率的な維持管理の支援が可能となる。加えて、画像解析やAI等の活用により、構造物
の劣化・損傷に対する総合的な分析・判断ができ、「見える化」が図られる。

出所 ： 木村駿 『建設テック革命』（2018年）、各社リリース資料等をもとに作成

図表１５　インフラ維持管理にＡＩ、三次元データを活用する取り組み事例

 

 

                                                   
37 レーザーを対象物に照射することで、三次元座標軸を取得できる計測機器。 
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土木分野でもドローンビジネスが開花 

 日本の土木分野は、実はドローンの活用が盛んな分野の 1 つである38。公共事業の測量用途

を中心にドローンが徐々に普及してきており、ドローンによるインフラ点検も注目を集めてい

る。公共測量については、国土地理院がドローンによる測量マニュアルを整備するなど、活用

を後押しする環境が整ってきている。 

 国土交通省は橋やトンネルなどの点検要領を 2018 年度内に改定する予定で、点検の負担軽

減を可能にするドローンについても限定的ながら利用を認める方向である。 

ドローンのシステム開発を手がけるテラドローンの徳重徹社長は、「世界的に見ても、今の段

階でドローンによるビジネスが成り立っているのは土木分野だ。日本の『アイ・コンストラク

ション』はその最先端だと思う。今後、世界市場を狙っていくうえで、日本で蓄積したノウハ

ウは大きな武器になると考えている」と語っている39。 

 

脚光を浴びる自己修復材料 

 老朽インフラ問題やインフラの長寿命化に関する新しいアプローチとして、自己修復材料が

脚光を浴びている。 

使用している製品や構造物が損傷を受けたり、劣化したりしても、人の手を加えることなく、

勝手に直ってしまう。そんな夢の機能を持つ材料が自己修復材料だ。生物で怪我をした箇所に

かさぶたができたり、骨折した箇所がつながったりするのと同様の仕組みを、工業的に実現す

るものである。 

建設業界では、メンテナンス性の向上（メンテナンスフリー、メンテナンス作業の回数削減

など）が図れる材料として、自己修復材料に注目している。 

安倍政権が 2013年に掲げた「日本再興戦略」には、「自己修復材料などのインフラ長寿命化

に貢献する新材料の研究開発を推進する」と明記され、自己修復材料などの世界市場が 2030

年には 30兆円に達するとのロードマップが掲げられた。 

自己修復材料のインフラ分野への活用方法としては、セメントに材料を仕込み、コンクリー

トが破損した際に手をかけることなく自己修復できるようにするもの、アスファルトに仕込み、

道路のメンテナンスを容易にするもの（熱を加えるだけで修復できるなど）、などさまざまな用

途が提案されている。 

 

自己治癒コンクリートが日本にも登場 

 近年、インフラの主要な建材であるコンクリートの自己治癒に対する関心が高まっている。

世界中のさまざまな機関が自己治癒コンクリート（コンクリート自身がひび割れの発生を検知

し、自ら補修の必要性を判断し、その決定に基づいて自ら補修を行うもの）の研究開発に取り

組んでいる。 

コンクリートは強度に優れ、加工もしやすい半面、ひび割れやすいという弱点を持っている40。

コンクリートを自己治癒できれば、長寿命化に貢献するほか、維持管理の合理化につながる。 

                                                   
38 野村総合研究所の推計によれば、2018年の国内の産業用ドローンの市場規模は 319億円で、うちインフラ

などの点検・検査分野は約 60億円と推定されるが、今後の市場の伸びが期待される分野とされている。 

39 木村駿『建設テック革命 アナログ建設産業が最新テクノロジーで生まれ変わる』（2018年）、59頁。 
40 コンクリートは劣化を放置するほど、修繕コストが高くつくという問題もある。修理されずに残った小さな
ひびが大きなひび割れに発展すると、金属の補強構造が露出し、より複雑で高額な修理が必要になる。このた

め、安価で効率的なコンクリートの修復方法の開発が待望されている。 
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自己治癒コンクリートの研究開発で先行したのは、オランダのデルフト工科大学の研究グル

ープである。バシラス属のバクテリアを利用して、コンクリートのひび割れを自動的に修復す

る技術を開発した。この技術に利用されるバクテリアは、コンクリート中の高いアルカリ性に

耐性を持ち、乾燥すると胞子状の殻をまとい、休眠状態で 200年も生存するといわれている。 

 このバクテリアを使った自己治癒コンクリートは、欧州で先行して商品化され、2014年以降、

オランダ、ドイツ、ベルギー等で販売実績がある。 

 日本では、コンクリートの専門業者、會澤高圧コンクリート（北海道苫小牧市）が 2017 年

にこの技術を活用した製品の日本での販売権を取得し、国内販売に向けた実証実験を行い、ま

ずは塗布型の補修材について 2018年 4月に販売を開始した。 

 

多様な自己修復材料の開発が進行中 

自己修復材料には、いろいろなアプローチのものがある。傷に対する治療を必要とするもの

／しないもの、化学反応を使うもの／物理的な特性を使うもの、材料の分子が修復機能を持つ

もの／修復材を材料に混ぜ込むもの、などの切り口でタイプが分かれる。 

化学反応を使って自己修復するものには、①材料自身に含まれる同種の材質によって反応を

起こすもの（自己修復反応を起こす反応物をあらかじめ材料中に仕込んでおく）、②異物や第 3

の成分などによって化学反応を引き起こすもの、③微生物などを使って反応物を周囲から選択

的に収集して傷を修復するもの、などの種類がある。 

 

　微生物を使った、環境負荷の小さいコンクリート補修技術

愛媛大学大学院理工学研究科の氏家勲教授らのグループは、微生物を含んだグラウト（隙間を埋めるための流動性を
持たせた建材）で、コンクリート構造物に生じたひび割れを補修する技術開発に取り組んでいる。本技術で使用する微生
物は、イースト菌や納豆菌といった食品にも含まれるもので、大量に使用して充填材が周囲に漏出しても、環境への負
荷がほとんどないというメリットがある。

　割れても室温で圧着するだけでくっつく、世界初の自己修復ガラス

東京大学大学院工学系研究科の相田卓三教授らの研究グループは、2017年末、世界初の「自己修復ガラス」を開発し
た。通常、ガラスは一度割れてしまうと、破断面を合わせても、元の形には戻らない。しかし本件は割れた有機ガラスの
破断面同士を室温で圧着するだけで（加熱も溶融も不要）、元通りにくっつくという、驚異の新材料である。自己修復ガラ
スの主成分は、ポリエーテルチオ尿素と呼ぶ高分子材料。破断した後にくっつけることができるという性能は、疲労耐性
を上げる用途に活用できる。

　硬い材料でも傷を自己修復できるコーティング材料

大阪大学大学院理学研究科基礎理学プロジェクト研究センターの原田明特任教授らの研究グループは、これまでにない
新しい設計原理の自己修復材料を開発した（内閣府総合科学技術・イノベーション会議が主導する革新的研究開発推進
プログラム(ImPACT)の伊藤耕三プログラム・マネージャーの研究開発プログラムの一環）。ポリロタキサンを可逆的な結
合で繋いだ材料設計により、「硬いものは傷つくと修復しにくい」という課題を解決。硬い材料でも速く効率の良い自己修
復が可能になることを示した。

　1000℃の環境下で最短１分で修復する自己治癒セラミックス

国立研究開発法人物質・材料研究機構（NIMS）と横浜国立大学の研究グループは、2017年末、発生した亀裂を約
1000℃の環境下で最短約１分間で修復し、元の強度を回復するという自己治癒セラミックスを発表した。 この技術を例
えばジェットエンジンのブレードに利用すれば、軽量で耐高温性が高いためエンジン効率を高められる、小型化が可能に
なる、排出二酸化炭素を低減できる、耐久性・メンテナンス性が上がる、などのメリットが期待できる。

　二酸化炭素と光のみで自己修復する材料

マサチューセッツ工科大学（MIT）のMichael Strano教授率いる研究チームは、2018年、大気中の二酸化炭素と反応して
自己修復する材料を開発した。修復の際に周囲の光だけを必要とする点に特徴がある。今後は、物質の特性をそのまま
利用したコーティング素材や建築資材への利用に向けた研究を行うほか、Strano教授が指導するフォローアップ研究の
ためのプログラムも進行している（米国エネルギー省がスポンサー参加）。

出所 ： 各種資料を基に作成

図表１６　自己修復材料の開発事例
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 上記のような複数のアプローチで、さまざまな材料について自己修復技術の研究開発が世界

中で進行している。最近の興味深い自己修復材料の開発事例には、図表１６のようなものがあ

る。 

夢か魔法のような技術として注目を浴びる自己修復材料であるが、実用化に向けての最大の

課題はコストの高さである。製造コストの高さに加え、材料自体も高価になることが、利用拡

大の障壁になる。このため、当面は宇宙開発や体内機器など、メンテナンスがハイリスクかつ

ハイコストの領域における利用が先行すると予想される。 

 インフラの長寿命化用途での自己修復材料の実用化は、まだ時間を要すると思われる。しか

し最近になって、損傷の進行メカニズムの解析が進み、プロセス研究が急増し、社会実装に向

けての挑戦が増えてきていることを考えれば、そう遠くない将来、自己修復材料が身近な用途

やインフラメンテナンスの分野で当たり前のように利用される時代が来るかもしれない。 

 

 

 

９．サステナブルな社会とプラスチック問題  

 

「脱プラスチック」の動きが 2018年に顕在化 

使い捨てプラスチックによる海洋汚染が深刻になる中、プラスチック製品の使用や製造を禁

止する動きが欧州を中心に加速してきた。2018年は、プラスチックごみをめぐる問題に対する

関心が世界的に高まり、「脱プラスチック」をキーワードに、各国でプラスチックの製造や利用

などを制限する動きが一気に顕在化した。 

2015年 9月に国連が採択した SDGs（持続可能な開発目標）への関心が日本でも高まりつつ

あるが、プラスチックごみによる海洋汚染を防止するための国際的な動きは、SDGs の「目標

12：つくる責任つかう責任」と「目標 14：海の豊かさを守ろう」に通ずる流れと言える。 

世界のプラスチック年間生産量は、2015 年に 4億 700万トンに達しているが、このうちリ

サイクルされるのは推定 14～18％にとどまる。プラスチックごみは、陸地だけでなく、海にも

流出し、海洋汚染の原因となっている。 

国連環境計画（UNEP）によれば、不法投棄によって海や川に流れ込むプラスチックは年間

800 万トンに上り、生態系や漁業などに深刻な悪影響を引き起こし、その経済的損失は 80 億

ドルとされている。 

海洋プラスチックごみの中で、直径 5ミリ以下の微細なプラスチック粒子はマイクロプラス

チックと呼ばれ、もともと含まれる添加剤や、海中で付着する PCB などの有害物質が食物連

鎖により生物の体内に取り込まれ、生態系へ深刻な影響を及ぼすことが懸念されている。 

 なお、環境省の 2015 年度の調査によると、日本近海に浮遊するマイクロプラスチックの量

（1㎢当りの個数）は世界平均の 27 倍と報告されている。 

 

行き場を失う日本の廃プラスチック 

 2018年にプラスチックごみ対策が大問題となったのは、プラスチックごみの最大の輸入国だ

った中国が 2017 年末に輸入を禁止したため、ごみの行き場がなくなったことがきっかけであ

る。 

日本は世界第 3 位の廃プラスチック輸出大国である（2017 年の廃プラスチック輸出額 143
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万トン）。2017年までは、日本の廃プラスチックの主な輸出先は中国であったが、中国が 2017

年末から廃プラスチックの輸入を禁止すると、日本の廃プラスチックは東南アジア諸国や台湾

へ輸出されるようになった。だが、これら諸国も次々に輸入規制を導入したため、日本国内で

処理される廃プラスチック量が増加している。 

 

海洋プラ問題をめぐる国際世論の高まりと各国の取り組み 

プラスチックに対する規制強化の引き金を引いたのは、海洋プラスチックごみ問題をめぐる

国際世論の高まりである。この問題が世界的な懸念事項に浮上してきたのだ。 

エレン・マッカーサー財団41のレポートによると、現状のままのペースでプラスチックが廃

棄されると、海には 2050 年までに魚よりプラスチックの方が多くなる可能性があるとしてい

る。 

2015 年にウミガメの鼻腔に刺さったプラスチック製ストローを抜く動画が世界に拡散され

たことが、海洋プラスチックごみ問題への意識が高まるきっかけとなり、各国がプラスチック

抑制策に動くことを後押しする形となった。 

 図表１７に示したように、近年、使い捨てプラスチック製品の使用削減に向けた取り組みが、

世界各国で進められている。2015 年 4 月に欧州委員会が 1 人当たりのプラスチック袋の消費

量を抑制するよう加盟国に指令を出したことを受けて、プラスチックに関する国家レベルの規

制は 2015年以降に急拡大している。 

 

グローバル企業の海洋プラごみ問題への対応 

海洋プラスチックごみ問題に関する規制の導入や国際世論の高まりを背景として、企業がプ

ラスチック製品の使用削減に向けた取り組みを自主的に始める事例が増えつつある。欧米の消

費財メーカーを中心に、企業がプラスチック製品の使用を中止したり、代替素材に切り替えた

りする動きが広がっている（図表１８）。 

 

国・地域 内容

フランス
2016年からプラスチック製レジ袋の使用を禁止。2020年以降は使い捨てプラスチック容器の使用を原
則禁止する法律が成立。

イギリス 2019年からプラスチック製ストロー、マドラーおよび芯がプラスチックの綿棒の販売を禁止する方針。

インド 2022年までに使い捨てプラスチック製品を全廃すると発表。

台湾 2030年までに使い捨てプラスチック製ストローや容器などを段階的に使用禁止にすると発表。

ＥＵ

2018 年1月、プラスチック政策全体を見直し、新しい産業の育成を目指すことを内容とする「プラスチッ
ク戦略」を公表。同戦略は、2030年までに全てのプラスチック容器包装を、経済合理的な手法によっ
て、リユース・リサイクル可能とすること、欧州で発生するプラスチック廃棄物の半分以上がリサイクル
されることなどの数値目標を含む野心的な内容。

図表１７　各国・地域で相次ぐプラスチック抑制策

出所 ： 各種報道資料等を基に作成
 

 

                                                   
41 英国ワイト島を本拠地とする団体で、企業や政府、研究機関などと連携し、サーキュラー・エコノミーへの
移行を加速させることを目的に 2010年 9月に設立された。 
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社名 内容

英蘭ユニリーバ
2017年、シャンプーやボディーミルクなどのケア用品をそろえるブランド「ラブ・ビューティ・アンド・
プラネット」を立ち上げ、容器を100％再生材にした。2025年までにすべての製品のプラ容器を
再利用・リサイクルか堆肥化できるものに切り替えると発表。

独アディダス 2024年までにスニーカーなどに使うポリエステルを全て再生品に切り替えることを発表。

米スターバックス
2020年までに世界中の約2万8,000店舗でプラスチック製ストローを廃止し、紙製ストローか直
接口を付けて飲むフタに置き換えると発表。

米ペプシコ

2025年までに、プラスチック容器の再生素材割合を25%（ペットボトルは33％）とし、その100%を
リサイクル、堆肥化または生分解可能にすると発表。2018年10月、原材料のすべてに廃プラス
チックを使用する包装容器製造会社、ループ・インダストリーズ（カナダ、ケベック州）と複数年の
契約を締結。

米モンデリーズ・インター
ナショナル

食品・飲料会社（世界3位）。2025年までにすべての包装をリサイクル可能な素材で製造すると
発表。2020年までに紙素材をリサイクル可能なものに変更するとともに、6万5,000トンの包装
素材を削減することも発表している。

米P&G
同社で世界一のシェアを持つシャンプー「ヘッド&ショルダーズ」と食器用洗剤「フェアリー」の限
定ボトルにつき、原材料の10%以上に海洋廃棄プラスチックを使用したリサイクル可能なボトル
をテラサイクルなどと共同開発し、欧州数カ国で販売。

米マース 大手食品会社。2025年までにすべての包装資材をリサイクル可能にすると発表。

図表１８　グローバル企業の海洋ごみ問題への対応事例

出所 ： 各種報道資料等を基に作成  

 

脱プラスチックに商機を見出す企業 

世界各国で廃プラスチックの削減や循環的利用などの規制の導入が進むことに商機を見出し

て動く企業が増えつつある。脱プラスチックを新たなビジネス機会と捉えた動きである。 

プラスチックを代替品や環境に優しい素材に置き換える需要が急拡大することを見越して、

新素材の開発競争が加速しつつある。ブラスチック問題に対応した日本企業の開発事例を図表

１９に掲げた。 

 

社名 内容

三菱ケミカル
土中だけでなく海中でも微生物によって分解可能なPBS（ポリブチレンサクシネート）を用い、ストロー
などの試作品を作成、外食産業等に売り込む。また、日本紙パルプ商事と共同で生分解性プラスチッ
クを使ったストローや紙コップなどの量産体制を整備（2018年12月）。

TBM

石灰石由来の素材を手掛けるTBMが開発した新素材「LIMEX」は、石灰石に樹脂を加えたもので、プ
ラスチックや紙の代替素材として注目を集めている。木や水を使わず、石油由来の樹脂使用も6割削
減できるのが特徴。さわり心地や使い勝手はプラスチックと遜色ない。石灰石は世界中どこでも採れ
るため、樹脂よりもコストが安くできる点がメリット。現在の「LIMEX」は石油由来樹脂を一部含むが、
2019年中に石油製樹脂を生分解性のバイオ樹脂に置き換えた製品を発表予定。

花王

プラスチックごみ削減に資する新型容器「エアインフィルムボトル」を発表（2018年12月）。従来のプラ
スチックボトルに比べて使用するプラスチックの量が少なく、さらに単一の素材でできているためリサ
イクルがしやすい。自治体と協力して使用済みプラスチックを回収し、ブロックに再生する取り組みも
進める。

図表１９　プラスチックごみ問題に対応した日本企業の開発事例

出所 ： 各種報道資料等を基に作成
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プラスチックごみ問題は廃棄物の処理やリサイクルの分野で世界的なイノベーションを促す

可能性がある。 

米グーグルの親会社アルファベットは、トロント市でロボットによる都市ゴミ処理システム

導入を進めるなど、新たな廃棄物処理システム開発に取り組んでいる。欧州では包装容器やプ

ラスチックの再資源化について、製造業企業とリサイクル事業者との共同開発の動きが見られ

る。 

米コンサルティング企業マッキンゼーによれば、プラスチック廃棄物の再資源化により、化

学分野において 2030年までに年間約 550億ドルの利益源が創出されると試算している。 

 

注目を集める生分解性プラスチック 

 海洋プラスチックごみ問題が深刻化する中、注目を集めているのが生分解性プラスチックで

ある42。 

生分解性プラスチックは、微生物によって分解されることで、通常のプラスチック製品と比

べて環境に与える影響が小さいことから、規制の対象外となっている場合がある。既存の石油

由来のプラスチックに対する規制が強まる中、生分解性プラスチックの需要が今後高まる可能

性がある。プラスチック製品に生分解性プラスチックの活用が広がれば、汚染の悪化を止めら

れると期待されている。 

米調査会社 Zion Research Marketによると、2017年に 100億ドル規模の生分解性プラスチ

ック市場は 2024年には 180億ドルに拡大する（年率 9.1％の伸び）と予想している。 

 需要の拡大をにらんで、化学メーカーなどが生分解性プラスチックの生産拡大や開発強化に

動いている。 

ポリ乳酸（PLA）などの生分解性プラスチックの素材技術や加工技術について、日本は 2005

年頃には世界屈指の多様な取り組みがなされていたが、リーマンショック以降停滞し、今では

欧米に比べて出遅れ気味である。だが、日本は PLA の生産技術については世界に先行して確

立しており、ここに日本のチャンスがあると、小松技術士事務所所長（ものづくり名人）の小

松道男氏は指摘している43。 

一方で、生分解性プラスチックの海での分解性能を厳密に評価する基準が未整備である点に

は注意が必要だ（脚注 42参照）。現状、どういう生分解性プラスチックが海洋プラスチック問

題解決に資するのかについての評価が定まっていない。このため、開発技術のターゲットを絞

りづらい状況にある。 

生分解性プラスチックの性能を評価する国際規格の議論を欧州が主導していることも気がか

りだ。日本も本件評価方法のルールづくりで高い存在感を示すことが望まれる。 

 

日本における廃プラスチックの現状 

日本国内の 2016 年のプラスチック樹脂の生産量は 1,075 万トン、消費量は 980万トンであ

る。同年の廃プラスチックの排出量は 899 万トンで、うち 84％（759 万トン）がリサイクル

                                                   
42 生分解性プラスチックとは、微生物などの働きで自然に分解するプラスチックで、最終的には水と二酸化炭
素になる。ただし、生分解性プラスチックにはさまざまなタイプがあり、それらの「海洋における分解性能」

については、まだ国際的に合意された評価や認証基準が存在しない点には注意が必要である。 
43 PLAの射出成形での加工は、現状、肉厚なものでないと難しく、従来の化石燃料由来プラスチック製品に置

き換えるまでには至っていない。生分解性プラスチックの成形技術や金型技術については日本の製造業にアド

バンテージがあり、これを生かして生分解性プラスチック関連産業を発展させる道があるという（出所：小松

道男「海洋プラスチック問題、生分解プラが本命、脱プラは間違い」日経 XTECH 2019年 1月 31日）。 
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されている。この比率（有効利用率）は欧米と比べて高い（図表２０）。 

しかし、リサイクル方法別に見ると、サーマルリサイクル（廃プラスチックを焼却し、発生

する熱を利用して発電などを行う手法）が 57％を占め、より望ましい手法とされているマテリ

アルリサイクル（廃プラスチックをそのままプラスチックとして、熱を加えて溶かし、他の製

品に再生する手法）、ケミカルリサイクル（廃プラスチックを化学的に分解するなどして化学原

料に再生する手法）の割合が少ない（ぞれぞれ 23％、4％）ことが問題視されている44。 

 

海洋プラスチック問題への日本の対応 

2018年 6月のG7サミットでは海洋プラスチックごみ問題が議題として取り上げられ、「海

洋プラスチック憲章」が採択された。日本は産業界との調整がついていないことなどを理由に

米国と共に署名を見送り、国内外から批判を受けた。 

しかし、日本ではプラスチック問題に対応するための検討が続けられており、2018 年 6 月

に閣議決定された「第 4次循環型社会形成推進基本計画」の中で、プラスチックの資源循環を

総合的に推進するための「プラスチック資源循環戦略」を策定することが掲げられた。同年 7

月、環境省は中央環境審議会に「プラスチック資源循環戦略小委員会」を設置し、プラスチッ

クの資源循環をめぐる議論を開始した。さらに、環境省は同年 11 月に「プラスチック資源循

環戦略（案）」を取りまとめた45。パブリックコメントなどを踏まえた上で、2019 年 6 月に大

阪で開催されるG20サミットで議長国として海洋プラスチック規制条約を提唱し、合意形成を

目指す予定とされている。 

 

科学的な検証なしに犯人扱いされたプラスチック 

プラスチックを取り巻く世界の状況は刻々と変化し、厳しさを増している。レジ袋やストロ

ーなど身近なプラスチック製品の使用を見直す動きが広がっており、リサイクルシステムが確

立していたはずのペットボトルにも矛先が向かいつつある。 

 

　有効利用（リサイクル計） 84% 　有効利用（リサイクル計） 73% 　有効利用（リサイクル計） 25%

　マテリアルリサイクル 23% 　マテリアルリサイクル 　マテリアルリサイクル

　ケミカルリサイクル 4% 　ケミカルリサイクル 　ケミカルリサイクル

　サーマルリサイクル 57% 　サーマルリサイクル 42% 　サーマルリサイクル 16%

　未利用 16% 　未利用 27% 　未利用 75%

　　　　　計 100% 　　　　　計 100% 　　　　　計 100%

31% 9%

日本
（2016年）

ＥＵとノルウェー、スイス計
（2016年）

アメリカ
（2015年）

図表２０ 廃プラスチックのリサイクル状況の日欧米比較

出所 ： 一般社団法人プラスチック循環利用協会『プラスチックリサイクルの基礎知識2018』、PlasticsEurope 「Plastics - the Facts 2017」、
EPA 「Plastics : Material - Specific Data （EPA）」 を基に作成

 

 

                                                   
44 OECD（経済協力開発機構）の 2018年の報告書では、サーマルリサイクルをリサイクルとは見なさず、日

本の廃プラのリサイクル率はEUを下回るとしている。 
45 同戦略（案）には、先に日本が署名を見送ったG7の海洋プラスチック憲章よりもハードルの高い（野心的

な）数値目標も盛り込まれている。「2030年までにワンウェイの（使い捨て）プラスチック（容器包装等）を

累積で 25％排出抑制」や「2030年までにプラスチック製容器包装等の 6割をリユースまたはリサイクル」な

どがそれである。 



東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                               ２０１９．２．２６ 

46 

 実のところ、海洋プラスチックの環境リスクに関しては、今だによく分からないこと、科学

的に立証されていないことが非常に多い。 

 海を汚していること、海洋生物の命を奪う事例があることは事実だが、海洋プラスチックご

みがいかなる経路やメカニズムで人間や生物にどの程度有害なのかは、科学的にほとんど検証

されていない。科学的な根拠なしに、国際世論を背景に情緒的に海洋プラスチックが狙い撃ち

の形で犯人扱いされ、脱プラスチックの流れが加速している状態だ。プラスチック業界の人間

にとっては全く理不尽な話で、納得しがたい話であろう。 

 もちろん、科学的な検証を急ぎ、客観的根拠に基づいた、バランスのとれた冷静な議論を世

に発信していことは必要不可欠な取り組みだ。しかし、それをしたとしても、今の「脱プラス

チック」の流れは変えられない可能性が高いことは認識しておくべきだ。その理由は 2点ある。 

 

プラ問題の産業政策的側面 － ルール形成戦略の 1つ 

 1 つ目の理由は、プラスチックごみ問題は、単なる環境問題ではなく、グローバル競争にお

けるルール形成戦略の 1つであるからだ。 

近年のグローバル競争の潮流は、ルールメイクの競争である。ルールを作る側に回った方は

大きな商機を手にし、後から決まったルールを押し付けられた方はビジネスで苦戦を強いられ

る。2015 年に国連で採択された SDGs はその代表的な事例であるが、プラスチック問題もそ

の 1つと捉えることができる。国際的な支持を取り付け、自らに都合のいい競争のルールをデ

ファクト・スタンダード（事実上の世界標準）にする動きにほかならない。 

国際的な支持を得るために、有力なのは高い志と共感である。ここでは、科学的知見に基づく

冷静な議論や全体最適を考えた正論は必ずしも通用しない。 

前述した廃プラスチックの処理において、EU がサーマルリサイクルに否定的で、マテリア

ルリサイクルにこだわるのは、環境負荷が小さいという理由だけでなく、産業政策的な側面も

あると考えられる。回収から再生などの最終処分までを手がける自国のリサイクル産業を振興

し、新規雇用創出を図るという狙いがあり、そのためにマテリアルリサイクルを増やすための

国際的なルールを作ろうとしているのであろう。 

 以上のような点を十分に認識し、日本もプラスチック問題のルールづくりをどう有利に進め

ていくか、策を練る必要がある。 

 

西欧の環境問題の原理原則は「正義」 

 科学的検証がないにもかかわらず「脱プラスチック」の流れが止まらない 2 つ目の理由は、

2015年 12月に採択されたパリ協定で「気候正義」という言葉が使われて以降、西欧の環境問

題を支配する根本的な原理原則が「正義」となっていることである。（一財）持続性推進機構理

事長（東京大学名誉教授）の安井至氏がこの点を明確に指摘している46。 

ここで言う「正義」は西欧社会におけるキリスト教の正義で、世間の価値観で決まる日本の

正義とは異なる。環境問題における西欧の「正義」で怖いのは、「あの国は正義ではない、不正

義の国である」というラベルを貼られることが、経済活動における差別化のツールとして使わ

れることだ。海洋プラスチック問題で「正義」に相当するのは、おそらく海洋生態系の保全（特

にウミガメなどへの悪影響の完全解決）であろう。 

 ここでは、プラスチックの有害性の科学的検証などはあまり問われない。さらに、西欧では

                                                   
46 安井至「プラスチックに関係する環境問題－世界の動向と課題」（『プラスチックエージ』2018年 12月号）。 
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キリスト教の「原罪」という考え方があるため、「何でも便利なものを求めるのは 1つの原罪」

「人間は多少不便なくらいのレベルで満足するのが正常な状態で、便利さを追求しすぎる社会

は良くない世界」といった価値観がある。このため、利便性を追求することは西欧社会では必

ずしも絶対的な価値ではない。 

日本としては、最近の国際的な環境問題の議論で「正義」という厄介な言葉が使われている

ことに注意すべきだ。この点に鈍感なまま、日本がプラスチックの使い捨てを継続していると、

（たとえそれが科学的に環境に有害なものではなくても）「不正義の国」というラベルを貼られ

てしまう危険性が高いと思われる。 

 

企業はどう対応すべきか 

日本は人口一人当たりのプラスチック容器廃棄量が世界で 2 番目に多い国であるため

（UNEP の調査による）、今後日本に対する風当たりが強くなることが予想される。将来、化

石燃料由来の CO2 排出が許容できない状況になれば、サーマルリサイクルが困難になる恐れ

もある。 

海洋プラスチックごみ問題は、回収義務化やプラスチック素材の利用制限などの規制強化に

結び付く可能性があり、規制への対応が遅れれば、コスト増や事業継続困難を招く恐れがある。

企業は、国内外の規制動向や国際世論を見極め、自社のビジネスに及ぶリスクを適切にモニタ

リング・管理しつつ迅速に対応する必要がある。 

 こうした既存事業の防衛戦略と同時に、プラスチック問題がもたらすこれらの脅威を「循環

型経済」につながる新市場が拡大するビジネスチャンスと捉えて、攻めの事業戦略としてサス

テナブルな社会実現に資する新素材・新製品・新サービスの開発に取り組むことが重要であろ

う。 

 

 

 

１０．新冷戦 ／ 米中貿易戦争  

 

長期化しそうな米中の新冷戦 

 2018年は、米国と中国という世界の二大超大国が新たな冷戦に突入した年として、歴史に刻

まれそうだ。米中両国の衝突はもはや貿易摩擦のレベルを超えた「貿易戦争」に発展しており、

早期終息のめどは立っていない。さらに、米中の対立は単なる貿易問題から安全保障上のハイ

テク覇権争いに姿を変えてきている。 

 長期化の様相を呈している米中の新冷戦は、世界経済の大きなリスクとなっている。米中は

かつての冷戦時代の米ソと違って、経済的に深い相互依存関係にあるだけに47、両者の仲がこ

じれた場合のショックは大きい。さらに、今や世界の企業はグローバルなサプライチェーン（供

給網）でつながっており、中国はそれにしっかり組み込まれているため、新冷戦の継続・拡大

は企業活動に甚大な影響を及ぼすことが懸念される。 

 このように現在の世界のビジネス環境は、昨年の年頭にはまったく想像もしなかった風景に

移行している。この意味で 2019 年の産業を読み解くキーワードとして「新冷戦／米中貿易戦

争」を取り上げないわけにはいかない。新冷戦に日本企業がどう向き合うかは重要な問題であ

                                                   
47 米中間の貿易額は米国の貿易総額の 16%、中国の 14%を占め、ともに最大の貿易相手国である。 
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る。 

 

米中貿易戦争の経緯 

 米中貿易戦争が起こった経緯は、「米国第一主義」政策を推進するトランプ大統領が、中国に

対する輸入制限措置（追加関税措置）を発動し、中国がそれに対抗する措置をとったことが発

端である（図表２１）。 

この輸入制限措置の応酬については、ハイテク分野に関する両国の溝は深いため、制裁関税

追加引上げの凍結期限である 2019年 3月 1日までの一時停戦期間が終わった後も、米中で早

期に折り合いがつく可能性は低い。 

 

ハイテク覇権争いの側面 

米国は中国に対し、貿易黒字の削減だけでなく、知的財産権や技術移転などに関する産業政

策の見直しを要求している。ファーウェイのCFO（最高財務責任者）逮捕という衝撃的な事件

によって明らかになったのは、米中貿易摩擦で米国が最も重視しているのは経済問題ではなく

安全保障問題であるということだ。この点で、今の米中貿易摩擦はかつての日米貿易摩擦とは

異質なものである。 

この背景には、世界第 2位の経済規模となった中国が、先端技術の面でも米国に迫ろうとし

ていることに対する米国の強い警戒がある。米中貿易戦争は、ハイテク分野を巡る米中の覇権

争いという側面を持っているのである。 

 

 

【米】 2018.3.8　鉄鋼・アルミ製品に追加関税を指示 （通商拡大法232条）

【米】 2018.3.22　知財侵害を理由に対中制裁関税を表明 （通商法301条）

【米】 2018.5.23　自動車関税の調査を商務省に指示 （通商拡大法232条）

⇒　【中】 340 億ドル相当　（545 品目（大豆、乗用車等)、25％

⇒　【中】 160 億ドル相当　545 品目（化学工業品等）、25％

⇒　【中】 600 億ドル相当　5,207 品目（LNG等）、5％または10％

【米・中】 2018.12.1　米による第3弾の関税引き上げを90日間猶予することで合意

図表２１　米国の追加関税措置と中国の対抗措置

出所 ： ジェトロ 「ビジネス短信」 等を基に作成

【米】 2018.7.6　通商法301 条に基づく対中追加関税 第１弾
　　　　　340 億ドル相当　818 品目（乗用車等）、25％

【米】 2018.8.23　通商法301 条に基づく対中追加関税 第２弾
　　　　　160 億ドル相当　279 品目（半導体等）、25％

【米】 2018.8.23　通商法301 条に基づく対中追加関税 第３弾
　　　　　2,000 億ドル相当　5,745 品目（食料品等）、10％（2019 年以降25％）
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① バイオテクノロジー

② 人工知能（AI）・機械学習技術

③ 測位技術（Position, Navigation, and Timing）

④ マイクロプロセッサー技術

⑤ 先端コンピューティング技術

⑥ データ分析技術

⑦ 量子情報・量子センシング技術

⑧ ロジスティクス技術

⑨ 付加製造技術（3D プリンティング）

⑩ ロボティクス

⑪ ブレインコンピューター・インターフェイス

⑫ 極超音速

⑬ 先端材料

⑭ 先端監視技術

出所 ： 米国商務省産業安全保障局2018年11月14日発表資料を基に作成

図表２２　米国が輸出管理規制を検討している「新興技術分野」

 

 

最近、米国では厳しい対中認識を打ち出した重要文書が立て続けに出されていたが48、こう

した姿勢が米国の政策として具現化したのが、2018年 8月 13日に大統領が署名した「国防権

限法 2019」である。これは、知的財産の窃盗を行っているとされる中国を念頭に、米国が安全

保障に影響するような最先端技術の流出を防ぐことを狙った法律であり、米国議会の超党派の

コンセンサスで成立したものである。 

国防権限法の中には、新たな対中輸出規制が含まれていた。そのキーワードは「新興技術

（emergig and foundational technologies）」である。 

そして、米国商務省は 2018 年 11 月に、「新興技術」の特定に関してパブリックコメントを

実施し、14の技術分野を示した上で、意見を募集した（図表２２）。 

ここに示された技術分野は、バイオテクノロジー、AI、ロボティクスなど、世界のグローバ

ル企業やスタートアップがこぞって注力している領域が広く含まれている。 

注意すべきは、米国の輸出管理には再輸出規制があることだ。米国からの部材、技術が 25％

以上組み込まれて日本から中国に輸出するケースも、米国の規制対象になる。日本企業は、こ

れに巻き込まれないよう細心の注意が必要になる。 

 

ペンス副大統領演説の衝撃 

米国のペンス副大統領は、2018年 10月 4日、ワシントンの保守系シンクタンク、ハドソン

研究所で行った演説で、包括的な対中国戦略を打ち出した。 

同演説は、経済政策に加え、軍事拡張、人権侵害、借金漬け外交、米国への選挙介入など広

範囲にわたり、前例のない厳しい中国批判を行う歴史的なものとなった（図表２３）。 

                                                   
48 2017年 12月「国家安全保障戦略」、2018年 9月「国家サイバー戦略」など。 
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参考メモ

図表２３ ペンス講演の中に示された対中批判の要約

出所 ： ハドソン研究所における2018年10月4日のマイク・ペンス副大統領の対中政策演説
（https://www.hudson.org/events/1610-vice-president-mike-pence-s-remarks-on-the-administration-s-policy-towards-china102018）
を基に作成

〇 中国は関税、通貨操作、強制的技術移転、知的財産の窃盗、産業補助金などの政策を乱用して、米国企業をいじめ、

世界第2位の経済となった。

〇 中国は、一帯一路構想の下、影響力拡大を狙ってアジアやアフリカ、欧州、南米の諸国に巨額融資を行い、相手国を
債務不履行に陥らせる「借金漬け外交」を展開している。

〇 中国の船舶は尖閣諸島周辺を巡回しており、南シナ海の人工島にミサイルを配備し、軍事拠点化している。

〇 米国の技術の助けを借りて、比類のない監視国家を築いている。「グレート・ファイヤーウォール」と呼ばれる検閲で、

中国人民の自由な情報の流れを制限している。人生のあらゆる側面をコントロールすることを前提とした、ジョージ・

オーウェルが小説で描いたようなシステム導入を目指している。

〇 キリスト教、仏教、イスラム教徒などを迫害している。チベット族やウイグル族を弾圧している。

〇 2018年の米国中間選挙や2020年の大統領選挙に介入するなど、米国の民主主義に干渉している。

 

 

 

 歴代政権が採ってきた融和的な対中政策と決別し、中国に覇権を渡さないようにするために、

安全保障に直結しかねない先端技術や知的財産に関しては強硬で臨むことが宣言されている。 

 さらに、中国に対して仕掛けた貿易戦争が、トランプ大統領個人の「ご乱心」や「ディール」

ではなく、どうやら議会など米国指導者層の総意であることが明らかになってきた。 

ペンス演説で示された冷徹な対中外交の指針は、米中の覇権争い、新冷戦が一過性で終わる

ものではなく、長期化しそうなことを示唆している。米中新冷戦の長期化は必至で、もはや新

冷戦がニューノーマル（新常態）になったと観念すべきかもしれない。 

 

米国が対中警戒感を強めた背景は「中国製造 2025」と「デジタル覇権」 

米国が警戒感を強めることになった中国の戦略は、中国が共産党の統治を支える経済システ

ム強化のために推進している 2 つの戦略－製造業分野の「中国製造 2025」とデジタル分野の

「デジタル覇権」－である49。 

「中国製造 2025」は、単なる産業政策ではなく、米国の軍事的優位を揺るがす政策である。

その目的は、海外の先端技術に狙いを定めた軍産複合体制の推進で、民間の技術力と軍事力の

高度化を図りながら製造業の水準を引き上げることにある。不正な手段で外国技術を入手する

ことによって技術を国産化し、巨額の補助金を投じて米国を凌駕することが狙いだと米国は考

えている。 

もう 1つの戦略である「デジタル覇権」とは何か。中国は同国のインターネット業界を代表

する 3企業のバイドゥ、アリババ、テンセント（頭文字をとって「BAT」と呼ばれる）を国家

の政策として成長させ、成長した BAT を活用して国の統治を進めようとしている。つまり、

国家と BAT が一体になったデジタル覇権戦略を推進している。しかも、中国は国家自らが国

内のデータを囲い込んで国外には出さないが、他国のデータは積極的に入手するといった、一

方通行の「デジタル保護主義」で、世界のデータ争奪戦を制しようとしている。 

 

                                                   
49 細川昌彦『暴走トランプと独裁の習近平にどう立ち向かうか？』（2018年）の分析を参考にしている。 



東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                               ２０１９．２．２６ 

51 

こうした対中警戒感は、決して米国だけの認識ではなく、欧州の識者の間にも広がりつつあ

る。この点に注目すれば、今起こっていることの本質は単なる「米中の覇権争い」ではなく、

秩序が異なる体制同士の「秩序間競争」ということになる。 

 今の中国は、イデオロギー面で、自由主義的な政治体制をとらなくても経済発展できるとい

うモデルを提示している。民主化のための政治改革を進めるのでなく、権威主義体制を強化し

つつ、世界最先端の産業技術力を手に入れることを宣言している50。 

 この中国の動きを見て、米国は、従来の「関与政策」（中国が経済成長を続けて豊かになれば、

やがて政治改革を進めて民主化に向かうという期待のもとで、世界市場での中国の自由な活動

をなるべく阻害しないような政策）と決別した。そして、民主化しない中国には絶対に技術優

位を与えてはいけないという姿勢が米国のコンセンサスになりつつある。 

 したがって、現下のデジタル覇権争いは、米欧などの西側のシステムか、中国が主導する異

質なシステムか、どちらが主導権をとるかの争いと言える。 

 

米欧の対中戦略はどこへ向かうのか 

米欧の今後の対中国戦略を見通せば、従来欧米が採ってきた「関与政策」は誤りだったとの

認識が支配的になっていくであろうが、一方でかつての対ソ連戦略のような「封じ込め政策」

が採られることは考えにくい。なぜなら、中国と米欧の経済が深い相互依存関係にあるからだ。 

新冷戦が冷たいままで終息するためには、中国が自国の統治システムを徐々に修正していく

と同時に、米欧が中国に対して「封じ込め政策」でも「関与政策」でもない「第 3の道」を模

索して対峙していくことが必要になる。 

 

米中新冷戦が経済に与える影響 

米中新冷戦が経済に及ぼす影響としては、まず短期的には事業環境の不確実要素があまりに

高いため、事業計画が立てられず、企業の投資が手控えられて、世界経済が停滞するというル

ートがある。世界の 2大経済大国が報復追加関税合戦を続けるとすれば、世界の貿易・投資に

ブレーキがかかり、世界経済の成長が鈍化することは明白である。 

もちろん、米中の関税合戦により、短期的には漁夫の利を得る国や企業が出てくることはあ

るが、新冷戦が世界経済全体の重しとしてボディーブローのように効いてくることは避けられ

ない。 

中期的な影響としては、米中対立が企業や研究機関などの交流にも悪影響を及ぼす結果、中

国がいくら自力更生の努力をしてもイノベーション創出力が鈍ることになり、世界第 2位の中

国経済の停滞によって、世界経済の成長が下押しされることが懸念される。 

 

「ルールに基づく秩序」の崩壊 

こうしたマクロ経済面以上に深刻な影響がある。それは、世界 1位と 2位の経済大国が一方

的な制裁を振りかざすパワーゲームの世界に突入し、先人たちが長い年月をかけて積み上げて

きた「ルールに基づく秩序」が崩壊の危機に瀕することだ。 

現状、2大大国の米中がWTO違反の一方的措置の応酬をして、WTOのルールをないがしろ

にしている結果、WTO などの「ルールに基づく秩序」が窮地に立たされている。ルールに基

                                                   
50 田中明彦（政策研究大学院大学学長）「米中「新冷戦」への備え急げ 軍事的緊張回避に関与を」（日本経済

新聞 2019年 1月 8日朝刊 経済教室）による。 
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づく秩序がなくなれば、米中市場への依存度が高く、パワーゲームを実行できない日本は不利

な立場に落ち込まれる可能性が高い。日本にとっては、欧州やアジアと連携し、米国をつなぎ

とめつつ、中国を巻き込んでいくことに注力し、ルールに基づく秩序を整備していくことが課

題となろう。 

 

内需主導型への転換という処方箋は非現実的 

 海外のリスクが顕在化して海外経済頼みの成長が見込めなくなると、日本経済への提言とし

て「内需主型への転換」を唱える声が大きくなるのがお決まりのパターンである。新冷戦の時

代にあって、政府の経済政策としては、日本経済が海外情勢に大きく左右されずに安定成長を

確保できるように、内需主導型経済への構造転換が望ましいことは確かだ。 

しかし、理屈としてはその通りだが、現実には人口オーナス期51に入っている日本が内需主

導型への転換を実現するのは難しく、海外市場への依存をやめるわけにはいかない。また、サ

プライチェーンは複雑に絡み合い、国境を越えたビジネスは当たり前だ。現実的な対応策とし

ては、輸出や現地生産の展開先を分散化させ、米国・中国への依存度を下げることでリスク分

散を図ることであろう。 

 

日本企業は難しい選択を迫られる 

 日本では、これまでは米中貿易摩擦が企業業績にどのような影響を及ぼすかが主な関心事項

となってきたが、これからは米中ハイテク覇権争いのあおりを受けないかという点に注目が集

まりそうだ。 

米国は安全保障にも影響するような最先端技術の中国への流出を防ぐ対策を本気で強化して

いる。「新興技術」をめぐる米中間の覇権争いが激化する中、米国の規制強化（対中国を念頭に

置いた安全保障貿易管理や投資審査の厳格化）によって、日本企業の活動も制約を受けること

になる。 

日本企業の対中国の取引、共同研究、M&A についても、米国並みの管理が求められるよう

になるだろう。とりわけ、AIやモビリティなどの戦略的な先端技術においては、対中輸出が規

制されるだろう。特定の中国企業との取引があれば、米国市場に参入できなくなる可能性もあ

る。日本企業は、輸出先やサプライチェーンから中国を外すか、それとも世界最大市場の 1つ

である中国市場におけるビジネスを継続・拡大するか、難しい選択を迫られる可能性がある。 

 

「漁夫の利」を得られるか 

一方、日本企業側からすれば、巨大市場を抱える中国、先進的なイノベーションが創出され

る場としての中国の魅力は依然として大きく52、やすやすとあきらめるわけにはいかない。ま

た、米国の対中経済強硬策に焦った中国は、外交姿勢を軟化させ、日本に対して投資や貿易を

歓迎する微笑外交を展開しているため、米中関係の悪化は日本にとって中国と共存共栄関係を

築き、「漁夫の利」を得るチャンスととらえることも可能だ。 

確かに、日本の経済界の対応としては、米中ハイテク覇権争いのあおりを受けるリスクを想

定しつつも、新冷戦下で関係が良好化している中国からできるだけ良い条件を引き出し、対中

ビジネスの拡大や対中ビジネス環境の改善を図るべきかもしれない。 

                                                   
51 少子高齢化の進展により、人口構成の変化が経済にとってマイナスに作用する状態。働く人よりも支えられ
る人が多くなることで、社会保障制度の維持が困難になる。 
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しかし、安全保障の問題となってくると、日本は日米安保条約のなかで中国をとらえる必要

があり、中途半端な立場は取れない。中国に覇権を渡すまいとする米国の規制強化によって、

今後日本は「踏み絵」を踏まされる場面も予想される。したがって、日本がしたたかに中国と

の関係を強化して「漁夫の利」を得るのは、そう簡単ではないだろう。 

少なくとも、日本企業は中国への依存度を過度に高めることは避けることが必須と思われる。

今後、日本企業の対中投資は、成長する中国市場を狙った投資が中心となり、中国を生産・輸

出基地として活用するための投資は慎重化していくことが予想される。 

 グローバル企業を買収する際には、米中新冷戦を念頭に置き、取引相手先の地政学的なデュ

ーデリジェンス（資産査定）を綿密に行うことが必要になってくる。 

また、経営不振に陥った日本メーカーが中国系資本に出資・売却され、傘下に入るという選

択肢も今後は難しくなるだろう。 

 

新冷戦時代の安全保障戦略を練る司令塔が必要 

米中新冷戦が長期化の様相を呈しているだけに、日本企業は今後、腰を据えて中国との間合

いの取り方を模索していくことが求められる。 

米国の国防権限法が具体的にどのように運用されていくのかを注視し、日本企業はどのよう

に行動すれば米国から不信感をもたれないですむかを見極めていく必要がある。 

 新冷戦の展開を先読みし、企業の損失を最小化するための戦略を立てることを、個々の企業

レベルで行うのは容易ではない。新冷戦時代の安全保障戦略を練る司令塔を政府に設置し、民

間に情報提供する仕組みをつくることが望まれる53。 
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・ 佐々木清「デジタル・トランスフォーメーションを促す組織とヒトのあり方」（ボストンコンサルティング

グループ『BCGデジタル経営改革』日本経済新聞出版社、2018年 

・ 池永寛明（エネルギー・文化研究所所長）「【起動篇】わが社はいったい何者かを問いつづけよ－再定義の

時代」ウェブコラム 2018年 10月 24日 

・ 富士通「グローバル・デジタル革新調査 2018」2018年 4月 18日 

・ 深尾三四郎『モビリティ 2.0－スマホ化する自動車の未来を読み解く』日本経済新聞出版社、2018年 

・ 日高洋祐・牧村和彦・井上岳一・井上佳三『MaaS－モビリティ革命の先にある全産業のゲームチェンジ』

日経BP社、2018年 

・ 泉田良輔『テクノロジーがすべてを塗り変える産業地図』クロスメディア・パブリッシング、2018年 

・ 和田憲一郎「和田憲一郎の電動化新時代！（30）：CASEはMaaSではない、MaaS実現のための 5つの

                                                                                                                                                     
52 本稿５で挙げたキーワード「イノベーション拠点としての中国」をご参照ください。 
53 国分俊史・多摩大大学院教授は、米国と中国のハイテク覇権争いに対応した安全保障戦略を練る司令塔とし
て、米国の国家経済会議（NEC）のような、安全保障のために経済をどう活用するかを構想する国家組織を首

相官邸に新設すべきだと提言している（出所：日本経済新聞 2019年 1月 17日朝刊）。 
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要件」（「MONOist」2018年 11月 05日） 

・ 日本政策投資銀行「MaaS（Mobility as a Service）の現状と展望」（今月のトピックス No.291-1）2018

年 11月 15日 

・ 井上 岳一「モビリティ革命「MaaS」の正体 第 1回～第 3回」（日経ビジネスオンライン 2018年 12月

5～7日） 

・ 牧村和彦（計量計画研究所理事）「MaaSと都市の未来（戦略フォーサイト）(1)～(13)」日経産業新聞 2018

年 11月 27日～12月 14日 

・ 吉川 欣也・シバタ ナオキ「「クルマのサービス化」日本の勝機はどこに テクノロジーの地政学：次世代

モビリティ（シリコンバレー編）」日経ビジネスオンライン 2018年 7月 4日 

・ Wedge編集部（木寅雄斗）「移動革命 PART3 変わる「公共交通」の概念」（『Wedge』2018年 9月号） 

・ 福田佳之「注目されるクルマのMaaS－自動車メーカーは新たなビジネスモデルを模索」（東レ経営研究所

『経営センサー』2018年 12月号） 

・ 平沼光『2040年のエネルギー覇権 ガラパゴス化する日本』日本経済新聞出版社、2018年 

・ 資源エネルギー庁「住宅用太陽光発電設備の FIT買取期間終了に向けた対応」2018年 9月 12日 

・ 「エネルギー基本計画を読み解く 再生可能エネルギー主力電源化に向けて」（『環境ビジネス』2019 年

冬号） 

・ 三宅成也「マーケット考察 RE100 はどうする？ 再エネ電気が買えない現実 太陽光の電気はどこへ」

（『日経エネルギーNext』2018年 4月 13日） 

・ PwC Japan サステナビリティ・コンサルタントコラム「再生可能エネルギー市場の将来を読むためのポ

イント（前編）」2018年 11月 16日 

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column/sustainability/181115.html 

・ RPAビジネス研究会『RPAビジネス最前線』技術評論社、2018年 

・ 安倍慶喜・金弘潤一郎『RPAの威力～ロボットと共に生きる働き方改革』日経BP社、2017年 

・ 葉村真樹『破壊－新旧激突時代を生き抜く生存戦略』ダイヤモンド社、2018年 

・ 松田雄馬『人工知能はなぜ椅子に座れないのか』新潮選書、2018年 

・ 山井康浩「デジタル BPR デジタルでビジネスプロセスを変える」（ボストンコンサルティンググループ

編『BCGデジタル経営改革』2018年） 

・ 総務省 「RPA（働き方改革：業務自動化による生産性向上）」（メールマガジン 「M-ICTナウ」vol.21 2018

年 5月第 2号） 

・ 大角暢之（RPAテクノロジーズ代表取締役社長）「RPA入門（マネジメント講座）(1)～（10）」（日本経済

新聞 2018年 9月 25日～12月 4日） 

・ 「KEY PERSON オートメーション・エニウェア・ジャパン代表取締役社長 杉原博茂」（『Weekly BCN』

2018年 11月 26日） 

・ 梶谷懐『中国経済講義』中公新書、2018年 

・ 李智慧『チャイナ・イノベーション－データを制ずる者は世界を制する』日経 BP社、2018年 

・ 近藤大介『2025年、日中企業格差』、2018年 

・ 武鑓行雄『インド・シフト 世界のトップ企業はなぜ、「バンガロール」に拠点を置くのか？』PHP研究所、

2018年 

・ 米山伸郎『知立国家 イスラエル』文春新書、2017年 

・ 「中国ロボット産業を支える 積極投資も蜜月に影 溶け合う「中国製造 2025」と「インダストリー4.0」」

（『日経エレクトロニクス』2019年 1月号） 

・ 梶谷懐「経済教室 中国・改革開放の 40年(中)「異質論」超え独自性議論を」日本経済新聞 2018年 12月
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13日朝刊 

・ 李智雄「中国国産品の逆襲」（三菱UFJ銀行国際業務部『MUFG BK 中国月報』2018年 12月号） 

・ 永井知美「中国・深圳レポート－世界の工場からイノベーション都市への転換を目指す深圳－」（東レ経営

研究所『経営センサー』2018年 12月号） 

・ 農林水産省「スマート農業技術カタログ」（2018年 10月更新） 

・ 矢野経済研究所「スマート農業の本格的な普及に期待」プレスリリース 2018年 11月 6日 

・ 日本政策金融公庫「IT活用でスマート農業化 その先に出口はあるのか」（『AFCフォーラム』 2018年

8月号「情報戦略レポート」） 

・ 窪田新之助『日本発「ロボットAI農業」の凄い未来』講談社＋α新書、2017年 

・ 井熊均・木通秀樹『大胆予測！IoTが生み出すモノづくり市場 2025』、2018年 

・ 藤原洋『全産業「デジタル化」時代の日本創生戦略』PHP研究所、2018年 

・ SMRT AGRI編集部「関西農業ワールドレポート 日本の農業を変える様々なアイデア機器」（ソルフレア

「SMRT AGRI」ウェブサイト 2018年 5月 10日） 

・ 千本木啓文「中国の「ドローンで農薬散布」事業から農業のデータ革命が始まる理由 ジャスティン・ゴ

ン・ＸＡＧ共同創業者兼副社長に聞く」（週刊ダイヤモンドオンライン 2018年 12月 14日） 

・ 角井亮一『すごい物流戦略』PHPビジネス新書、2018年 

・ 石川和幸『エンジニアが学ぶ物流システムの「知識」と「技術」』翔泳社、2018年 

・ 林部健二『なぜアマゾンは「今日中」にモノが届くのか』プチ・レトル、2018年 

・ 日本経団連「Society 5.0時代の物流－先端技術による変革とさらなる国際化への挑戦－」2018年 10月 16

日 

・ みずほ銀行産業調査部「日本産業の中期見通し（物流）」（「みずほ産業調査／60」2018 No.2） 

・ 「特集１－物流テック－〔1〕～〔3〕」（『日経コンピュータ』2018年 12月 20 日） 

・ 村山恵一（日経本社コメンテーター）「Deep Insight 物流起業家よ、革命はこべ」（日本経済新聞 2018年

12月 21日朝刊） 

・ 総合物流施策推進会議「総合物流施策推進プログラム」2018年 1月 

・ カーゴニュース「【トラック輸送】生産性向上の切り札－求荷求車システムの現在」2017年 7月 27日 

・ 木村駿『建設テック革命 アナログ建設産業が最新テクノロジーで生まれ変わる』日経BP社、2018年 

・ 日本経済新聞電子版 2018年 5月 15日「驚異の新材料 自己治癒材（上）」 

・ 日本経済新聞電子版 2018年 5月 16日「驚異の新材料 自己治癒材（下）」 

・ コンクリートメディカルセンター ホームページ「生物のように傷を治癒？自己治癒するコンクリートの

世界」 

・ 中尾航「産業大変革、自己修復材料がもたらす未来 化学反応による自己修復は 3 つに区分できる」（日経

クロステック 2018年 11月 13日） 

・ 山村紳一郎「社会デザイン研究 壊れてもモノが自力で修復 機械・インフラから医療分野まで、広がる新

発想」（日経ビジネスオンライン 2018年 10月 9日） 

・ 首都高速道路ホームページ 

・ 大阪大学 ホームページ 研究情報「凹み傷も切り傷も自己修復できるコーティング材料を開発」2016年

11月 11日 

・ ジェトロ地域・分析レポート 2019年 1月 10日「特集：どうする？世界のプラスチック」 

・ 中野かおり「プラスチックごみをめぐる最近の動向－海洋プラスチックごみ問題への取組－」（参議院常任

委員会調査室特別調査室『立法と調査』2018. 11 No. 406） 

・ 金子和裕「2019 年環境行政の主な課題について－パリ協定実施指針、廃プラ対策、生物多様性の確保－」
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（参議院常任委員会調査室特別調査室『立法と調査』2019. 1 No. 408） 

・ 週刊経団連タイムス 2018年 11月 22日No.3386「「プラスチック資源循環戦略」策定に関する意見およ

び取組事例集を公表」 

・ 長谷部正道「世界的な海洋プラスチックごみ 総量削減対策の動向」（笹川平和財団「Ocean Newsletter」

第 440号 2018.12.05 発行） 

・ 三菱総合研究所 コラム・レポート エネルギートピックス 2018年 12月 21日「今、なぜプラスチック

問題が注目されているのか」 

・ 小松道男「海洋プラスチック問題、生分解プラが本命、脱プラは間違い」（日経XTECH 2019年 1月 31

日） 

・ 安井至「プラスチックに関係する環境問題－世界の動向と課題」（『プラスチックエージ』2018年 12月号） 

・ 旭リサーチセンター「プラ問題から廃棄物イノベーションへ」（『Watching！』2019年 2月号 No.294） 

・ 岩谷俊之「プラスチックを"サーキュラー化"する試みは成功するか？ －エレン・マッカーサー財団の取り

組みからプラスチック循環化の可能性を考える－」（東レ経営研究所『経営センサー』2018年 7・8月号） 

・ 細川昌彦『暴走トランプと独裁の習近平にどう立ち向かうか？』光文社新書、2018年 

・ 木内登英『トランプ貿易戦争 日本を揺るがす米中衝突』日本経済新聞出版社、2018年 

・ 細川昌彦「中間選挙後の米中にらんで 試される対中「注文外交」」（産経新聞 2018年 11月 11日朝刊） 

・ 田中明彦「米中「新冷戦」への備え急げ 軍事的緊張回避に関与を」（日本経済新聞 2019年 1月 8日朝刊 

経済教室） 

・ 山口秀樹「今後の経済産業施策に関する主な課題」（参議院常任委員会調査室・特別調査室『立法と調査』

2019. 1 No. 408） 

・ 矢嶋康次・中村洋介「「機微技術」をめぐる米中攻防戦～安全保障か経済か、厳しい選択を迫られる日本～」

（ニッセイ基礎研究所 コラム 2019年 2月 1日） 

・ 呉軍華「米国は中国と「本気」で戦うつもりなのか」（PRESIDENT Online 2019年 2月 7日） 

・ 瀬口清之「ファーウェイ事件の本質と、この先起きること」（JBpress 2018年 12月 19日付） 

・ PHP総研「グローバル・リスク分析 2019年版」2018年 12月 

・ 国分俊史「2019私の注文 経済安保の司令塔を」（日本経済新聞 2019年 1月 17日朝刊） 

 

 

 

（ご注意） 

・当資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、東レ経営研究所はその正確性を保証するもので

はありません。内容は予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。 

・当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。当資料に
従って決断した行為に起因する利害得失はその行為者自身に帰するものといたします。 
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【補遺】昨年初に筆者が発表した「2018年日本産業を読み解く 10のキーワード」 

（ https://cs2.toray.co.jp/news/tbr/newsrrs01.nsf/0/0E6AF2789E855966492582B1002D0456/$FILE/eco_g057.

pdf）について、過去 1年の動向をフォローアップした表を以下に掲載する。 

 

2018年のキーワード 過去１年間の振り返りコメント

１． 製造業のサービス化

トヨタ自動車がモビリティーサービスに取り組むことを発表、パナソニックがＩｏＴを活用したサービス
事業展開（リカーリング型への転換）を表明するなど、製造業のサービス化が加速した。18年に
は、「MaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス）」、「サブスクリプション（製品を売り切るのではなく、消
費者に定額料金で貸し出すモデル）」という脚光を浴びたが、これは「製造業のサービス化」の進
展と軌を一にした動きだ。

２． 人とロボット・AIの協働

人手不足を協働ロボットで解決しようとする取り組みが拡大。矢野経済研究所によれば、協働ロ
ボットの世界市場規模は2015年の180億円から18年は1,000億円に拡大。今後も2020年まで前
年比5割増のペースで成長すると予測（2018年12月発表）。ファナックは18年、同社として15年ぶ
りとなる企業買収を実施したが、その相手は協働型ロボットを手掛けるスタートアップ企業だった。
川崎重工業など各社が協働型ロボットの開発を発表した。

３．
リープフロッグ／
リバースイノベーション

中国で普及したQRコードを使ったスマホ決済が日本に上陸したのは、リープフロッグ／リバースイ
ノベーションの典型例。このほか、ＡＩを活用した無人コンビニやロボットレストランなど多岐にわた
る世界最先端のサービスが中国で生まれ、注目された。日本企業が、自社の先進の製品・サー
ビスを中国に先行導入する事例も相次いだ。

４． EVシフト

経済産業省の官民協議会は18年7月、2050年までに日本の自動車メーカーが国内外で販売する
乗用車の新車を、全てEVやハイブリッド車などの「電動車」とする目標を打ち出した。フォルクス
ワーゲンは18年12月4日、EV化に300億ユーロ以上の投資を計画、EVのモデル車種を2025年ま
でに現在の6から50以上に増やす方針を発表。同社は18年11月には、北ドイツのエムデン工場お
よびハノーバー工場をEV製造に改変することを発表。

５． モビリティー革命

18年は、自動車などの移動手段を使いたい時だけ利用するモビリティサービス（Mobility as a
Service:：MaaS）が存在感を強める年となった。トヨタ自動車とソフトバンクグループは18年10月、
MaaS新会社の設立を発表（トヨタは18年初頭に「車を作る会社」から「モビリティサービス企業」を
目指すと表明している）。

６．
人生100年時代の
新市場

「未来投資戦略2017」に、自立支援・重度化防止に向けた科学的介護の実現という施策が盛り込
まれて以来、介護分野のエビデンス構築に向けた検討が重ねられている（19年はその実現に向
けて要となる介護の科学的分析のためのデータ収集・蓄積プラットフォームの構築が本格化す
る）。20年度には本格稼働し、厚生労働省は21年度の介護報酬改定で評価していく意向。患者を
スマートフォンアプリで支援し、治療効果を高める「治療アプリ」の実用化に向けた動きも進展し
た。

７． ESG投資／SDGs

年金基金などがESGを投資尺度として重視するようになる中、環境対策や企業統治の状況など非
財務情報を財務情報と組み合わせた統合報告書を発行する上場企業が急増し、18年には400社
近くに上った。政府は、「Society5.0を通じたSDGs」の達成を掲げており（Society5.0は先端技術を
活用した、経済発展と少子高齢化等の社会課題解決を両立する社会のモデル）、企業のSDGsへ
の取り組みが広がりを見せてきた。

８． バイオエコノミー

「ゲノム編集」技術に関するルール作りが日本でも18年に動き出した（同技術で品種改良をした作
物のうち、外部から遺伝子を組み込んだケースに限り安全審査など規制の対象にする方針を環
境省と厚生労働省が決定。医療分野では受精卵でのゲノム編集の研究が19年春に解禁予定)。
バイオ医療産業の裾野が広がりを見せた。政府は、バイオテクノロジーの技術開発に関する国の
戦略を2019年6月をメドに取りまとめることを決めた（バイオ戦略を策定するのは11年ぶり）。

９． ブロックチェーン

.ブロックチェーン技術をサプライチェーン管理に適用する動きが広がってきた（米ウォルマート、
NTTデータなど）。2018年は日本における電力事業へのブロックチェーン活用に関する検討が本
格化した年となった（みんな電力、関西電力など）。貿易に伴う資金決済にブロックチェーンを取り
入れて作業の効率化を図る動きもある（三井住友銀行）。茨城県つくば市は18年8月、ブロック
チェーン技術とマイナンバーカードを使ったネット投票を実施した。

１０．
大企業とスタートアップ
の連携

日本の大企業がスタートアップ企業への投資を一段と増やした（大企業の傘下入りを選ぶスタート
アップ企業が増加）。18年の日本企業のコーポレートベンチャーキャピタル（CVC）投資額は1338
億円と、過去最高だった17年実績よりも91％増加した（レコフ調べ）。経済産業省は、大企業とＡＩ
関連ベンチャー企業の共同事業立ち上げを支援する政策を開始、20件の連携事業を公表した
（18年7月）。

 出所 ： 筆者作成

付表 ：　「2018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
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