
経営センサー　2015.1・2
2222

増田 貴司（ますだ	たかし）
産業経済調査部門長	チーフエコノミスト
1983 年日本債券信用銀行入社。調査部経済調査課長を経て、2000 年東レ経
営研究所入社。2002 年 6 月から現職。日本経済研究センター「ESP フォーキャ
スト調査」フォーキャスター。日本経済新聞コラム「十字路」執筆者。
E-mail：Takashi_Masuda@tbr.toray.co.jp

2015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、年頭に当たり、2015 年の日本の産業を読み解く上で重要と思われるキーワードを筆

者なりに選定し、解説してみたい。
❷  キーワード選定に当たっては、個別セクターの動向よりも、幅広い業種の企業経営や産業全般にか

かわるテーマを中心に選んでいる。また、巷でよくある「今年のトレンド予測」や株式市場で材料
となる一過性のテーマ探しとは一線を画し、現在日本の産業の底流で起こっていて、企業の経営に
影響を与えそうな構造変化や質的変化をとらえることを重視している。

❸  2015 年のキーワードを 10 個挙げると、以下のとおりである。本号では 1 ～ 5 を取り上げ、次
号（「経営センサー」2015 年 3 月号）で 6 ～ 10 を取り上げる。

  1． ＩｏＴ
  2． 自動車の情報端末化
  3． 「地産地消」のサプライチェーン
  4． サービスロボット市場
  5． 電力システム改革
　　　　＜以下、次号＞
  6． 蓄電池
  7． コーポレートベンチャリング
  8． インバウンド消費
  9． 地方創生
  10． ユーザー体験

1．IoT

デジタル革命の本命「IoT」
まずは、現在進行中のデジタル革命を総称する

言葉であり、2015 年に注目される産業関連のキー
ワ ー ド の 筆 頭 格 と し て「IoT（Internet of 

Things）」を取り上げたい。日本語では「モノの
インターネット」と直訳されるが、要は機器など
の「モノ（物理的オブジェクト）」にセンサーを埋
め込み、インターネットにつなげることで、さま
ざまなサービス、機能、利便性を提供することを
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指す。
あらゆるものがインターネットに接続される

「つながる経済」になったが、機器の利用者はイン
ターネットで接続されているかどうかを特に意識
することなく、その機能やサービスだけを享受す
ることができることがポイントだ。

筆者は、昨年、「2014 年の日本産業を読み解く
10 のキーワード」の一つに M2M（Machine to 
Machine：機器間通信）、すなわち機器同士が通信
ネットワークを介して情報をやり取りして高度な
制御や動作を行うシステム形態、を取り上げた。
IoT は M2M とほぼ同じ意味で使われることが多
いが、IoT のことを M2M の発展系、あるいは
M2M を包括したより広い概念として用いられる場
合もあるようだ。

近年 IoT が急速に広がった最大の要因は、小型
で高性能のセンサーの価格（コスト）が低下した
ことにある。この結果、家電、自動車、住宅、ビ
ル、電気・水道などのインフラ、自動販売機など、
さまざまなモノや場所にセンサーが搭載され、
ネットワークでその情報を収集できるようになっ
た。

調査会社のガートナーによると、2020 年には

70 億を超える人およびビジネスと、300 億個以上
のデバイスがインターネットにつながり、1 兆
9,000 億ドル（約 194 兆円）の経済価値を創出す
ると予測している。

IoT が企業の成長戦略に
企業が IoT 戦略を積極的に推進している例とし

ては、米 GE の「インダストリアル・インターネッ
ト 」、 米 シ ス コ シ ス テ ム ズ の「Internet of 
Everything（IoE）」などの存在感が大きい。しか
し、日本にも IoT という言葉ができるずっと以前
から同戦略を推進している企業が存在する。その
先駆的代表事例が、建設機械にセンサーを取り付
けて稼働状況や部品の状態に関する情報を取得で
きるようにした、コマツの「KOMTRAX」である。

図表 1 は IoT の具体的な活用事例を分野別に例
示したものである。

従来、IoT は主として人手がかかる作業を自動
化するといった、オペレーション効率を改善する
ための手法の一つとして注目されることが多かっ
たが、IoT の効果は省人化にとどまらず、履歴の
記録や、それに基づく対応の迅速化やデータの分
析、機器とサービスを連動させた新しいビジネス

図表 1　IoT の活用事例
家電分野

○ スマート家電と称される冷蔵庫、洗濯機、エアコン等。冷蔵庫の場合、庫内にある食品・飲料の種類、
数量、賞味期限などを把握、管理し、在庫や賞味期限が切れそうになった場合にスマートフォンに
通知したり、ネットスーパーに自動発注したりしてくれる

生産財分野
○ 自社建設機械の位置・稼働状況のモニタリングによる保守効率の向上や顧客の囲い込みの実現（コ

マツが元祖）
○自社複合機を遠隔監視する「複合機保守管理サービス」
○機械メーカーの自社製品の障害通知・予防保全サービス
○タイヤメーカーによる超大型タイヤの維持管理システム（長寿命化などを実現する仕組み）
○エレベーターの監視および通報
○自動販売機や POS 端末の販売実績収集

インフラ分野
○ 橋梁やビル、トンネルなどにセンサーを多数配置して、それぞれの健康状態（コンクリートやボルト、

ネジなどの劣化等）を 24 時間 365 日監視するシステム
○ 電力・ガス・水道などでサービス提供地域でのスマートメーター導入による自動測定（遠隔検針）

や顧客サービス向上（米国の州公益企業）
交通・運輸分野

○ リース会社が独自の車載器をリース車両に搭載し、運転状況や燃料消費の管理、車両メンテナンス
などに活用

○時間貸駐車場設備やカーシェアリング用自動車の稼働状況管理
○ パソコンやスマートフォンを通じてタクシーを注文するサービスで、乗りたい場所を地図上の位置

で簡単にタクシー会社に伝えることができる。タクシー会社を問わず顧客がいる場所に最も近いタ
クシーを配車することができるシステムも登場（東京ハイヤータクシー協会）

医療分野
○医療機関による患者の遠隔モニタリングや遠隔医療サービスアプリケーションへの利用

出所：各種資料をもとに東レ経営研究所作成
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モデルの構築といった効果も得られる（図表 2）。
このため、今日では企業にとって大きな成長機会
を実現する手法として活用しようという動きが活
発になってきた。

なお、ポストスマホとして期待されているウエ
アラブル端末は、IoT を実現するためのツールの
一つと位置づけるべきだろう。ウエアラブル端末
のほかにも IoT に対応したさまざまなデバイスが
登場してくるに違いない。

プラットフォーム構築に動く米 IT 企業
近年、米国の IT 企業がものづくりの分野に進

出する動きが活発になっている。
テレビ分野では、14 年 10 月、アマゾン・ドット・

コムが米国でスティック型映像受信端末「Fire 
TV Stick」を発売し、グーグルは同年 5 月に日本
で同種の製品「クロームキャスト」を発売した。
どちらも 4,000 円前後の価格の小さなデバイスだ
が、これを差し込むことでテレビがたちどころに
インターネットとつながり、ネット上に配信され
ている映画やドラマなど豊富なコンテンツがいつ
でも楽しめる。このほか、アマゾンは 14 年 7 月、
自社開発のスマートフォン「ファイア」を発売し
ている。

グーグルは製造業企業を次々と買収している。
14 年 1 月、家庭用のサーモスタットを開発してい
るベンチャーである米ネストを買収、同年 3 月に
は無人航空機メーカー、タイタン・エアロスペー
ス、6 月には人工衛星会社のスカイボックスを買
収した。

このようにアマゾンやグーグルが製造業に進出
している目的は、おそらくテレビやスマホ、無人
航空機などを売ることではない。顧客のビッグ
データをかき集めるためのプラットフォームを構
築し、IoT を活用したサービスで稼ぐための布石
を打っていると推測される。

モノではなくコトの変化に注目
ビジネスパースンが IoT を論じる際に重要なの

は、つながっている「モノ」ではなく、それによっ
て起こっている「コト」に注目すべきということ
である。モノがつながることでさまざまな現象が
起こり、そこから新しい価値が生まれてくる点に
こそ注目する必要がある。IoT はコトの変化を巻
き起こし、既存の産業やビジネス、商品、社会の
あり方に大きな変革をもたらすことを見逃しては
ならない。

例えば、図表 1 にあるスマート家電の冷蔵庫
が、体重計、ウエアラブル端末、テレビなどとと
もに全てネットワークにつながった場合、冷蔵庫
の役割は、従来のように食品を冷やすために使っ
てもらうことではなく、「使用しているユーザーの
ビッグデータをもとに次なる消費を喚起する広告
端末」（主人の健康状態や運動状況、不足栄養素を
考えた食品を提案・勧奨する役割など）に変わる
だろう。こうなると、冷蔵庫はネット通販業者か
ら家庭に無料で提供されるものになる可能性もあ
る。

IoT はあらゆる産業分野で進展していくことが
予想されるが、最も注目されるのは、自動車分野
である。近い将来、クルマのネット接続が当たり
前の時代になり、この分野でも IoT の普及が進む
ことが予想される。次項で取り上げるキーワード

図表 2　IoT で得られる効果
直接的な効果

間接的な効果

◆ 機械の稼働状況
◆ 電力やガスの検針
◆ 集金

◆ 天候
◆ 物流
◆ 人や機械の移動

◆ 緊急通報
◆ 予防保全
◆ 物流在庫の削減
◆ デマンド・レスポンス

◆ マーケティング
◆ 故障原因の推定
◆ 天候・防災シミュレーション

◆ レベニュー・シェア
◆ リース／保険連動
◆ 脱 “売り切り”

省人化

履歴の記録

対応の迅速化

データの分析

新たなビジネスモデル

出所：日経 BP 社『すべてわかる IoT 大全』、119 頁　をもとに作成
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「自動車の情報端末化」は、自動車の IoT 化に伴
う現象の一つと捉えるべきだろう。

人材活用のあり方も変化する
IoT は、企業の人材にも少なからず影響をもた

らす。IoT ビジネスの拡大に伴い、企業の業務環
境面では、保守点検・分析の自動化、情報の収集・
蓄積の自動化、判断業務の自動化などが進む。こ
のようにこれまで人が担ってきた多くの業務が機
械によって代替されることが予想される中で、企
業は「人を活かす」領域を改めて考え直すことを
迫られる。

定型化された業務を遂行する分野に従事する人
材は少数でよくなり、機械では代替できない発見
や分析、前例のない意思決定、新たな価値の創出
などを行う分野に人材をシフトしていく必要があ
る。

IoT の潮流は、人材の価値、人材の育て方、人
材の活かし方に変化をもたらす。この変化に対応
して人的資源の適切なシフトと有効活用に取り組
むことは、企業が生産性を上げ、競争優位を確保
するために避けては通れない課題といえる。

2．自動車の情報端末化

自動車と IT の融合が急加速
自動車産業では、ここにきて大きな変革が起こ

りつつある。世界的に環境規制が強化される中、
ハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車の開発・
普及に伴う電子化・IT 化が以前から進んでいるが、
それとは別の大きな変革があらわになってきた。
それは、自動車と IT の融合が進行し、「テレマ
ティクス」1 と呼ばれる領域が発展しつつあるこ
とだ。具体的には、“つながるクルマ” である「コ
ネクテッド・カー」と自動運転車の開発がにわか
に加速してきた。

筆者は 2014 年のキーワードで「次世代自動車」

を取り上げ、テレマティクスが発展しつつあるこ
とを指摘したが、実際、過去 1 年の間にこの動き
は大きく進展した。

進展するコネクテッド・カーの開発
自動車が高速無線ブロードバンドで常時イン

ターネットに接続され、OS やアプリでさまざまな
サービスの提供を受けられる「コネクテッド・カー」
の開発が急展開している。

この動きを先導したのは米国の IT 企業の巨頭
で、2013 年以降、相次いで自動車のテレマティク
ス分野の取り組みを強化している。

アップルは、車載用の次世代基本ソフト（iOS 
in the car）構想を 13 年 6 月発表、14 年 3 月、そ
れを具現化した「CarPlay」試作版をメルセデス、
フェラーリ、ボルボに実装された形で発表した。
CarPlay のパートナーにはトヨタや BMW なども
名を連ねた。

グーグルは、携帯端末向け OS「アンドロイド」
と車載器との連携を強化するコンソーシアム

「OAA（オープン・オートモーティブ・アライア
ンス）」を発足させた（グーグルが主導し、ホンダ、
GM、アウディ、現代自動車、半導体のエヌビ
ディアが参画）。車載システム向け組み込み OS で
は 実 績 の あ る マ イ ク ロ ソ フ ト も、14 年 4 月、
WindowsPhone 端末を車のダッシュボードにミ
ラーリングするシステムを発表している。

また、アマゾンは、14 年 6 月、スマートフォン
「FirePhone」を発表した。クラウド産業をリード
する同社がモバイルを通じて自動車産業に参入す
る可能性も取りざたされている。

一方、自動車メーカー側もテレマティクスへの
取り組みを強化している。フォードは、13 年、マ
イクロソフトと共同開発した OS を使った新事業
を開始した。また、GM とクライスラーは、車載
器アプリ配信サービスの開始を表明した。

OS を含む車載用ソフトは現在は自動車メー

1  テレコミュニケーション（情報通信）とインフォマティクス（情報工学）を合わせた造語。
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カーが内製していることが多いが、日本の IT 企
業もこの分野に参入している。SCSK を中心とす
る日本の IT 企業 6 社は、連携して車載用 OS の
開発に動き出しており、車載ソフトの分野でマイ
クロソフトやオラクルのような存在になることを
目指している。

クルマが「走るスマホ」になる
米国の IT の巨頭が本格的に自動車分野に乗り

出してきたことにより、コネクテッド・カーの普
及が現実味を帯びてきた。コネクテッド・カーの
時代になれば、車は単体としての乗り物ではなく、
自動車はスマート社会の情報端末の一つ、OS やア
プリで提供されるサービスが大きな付加価値を生
む、いわば「走るスマホ」と呼べる存在になる。
こうなれば、既存の自動車メーカーはソフトウエ
アの主導権を握る IT 企業の下請け的な存在にな
り、競争力を失う可能性がある。これをにらみ、

自動車業界と IT 業界との間で世界的な合従連衡
が進むことが予想される。

また、クラウドに強いアマゾンなどがビッグ
データを活用して自動車ビジネスに参入するとす
れば、「実店舗で商品を見て、実際に購入するのは
価格を比較しながらネット通販で」という「ショー
ルーミング」と呼ばれる消費スタイルが自動車で
起こっても不思議ではない。

自動運転車の開発が加速
テレマティクス領域で起こっているもう一つの

大きな動きは、自動運転車の実用化に向けて、異
業種を含む世界中の企業がしのぎを削り始めたこ
とだ（図表 3）。

自動運転への参入ラッシュの火つけ役となった
米グーグルは、2010 年に開発を表明し、14 年 5
月には完全自動運転を実現した試作車を公開、20
年頃の実用化を目指している。

自動運転の技術開発においては、日本企業が世
界をリードしている。図表 4 に示すように、自動
運転車分野における日米欧中韓への特許出願件数
では日本企業が群を抜いて上位を占めている。

ただ、気になるのは日米で自動運転車の開発に
対するアプローチが全く違うことである。

トヨタなど日本メーカーは自動運転の位置づけ
をあくまでドバイバーの安全運転を支援する安全
技術の一つと位置付けている。事故の減少、渋滞
の緩和などのためにクルマの機能を高めていくア

図表 3　自動運転車開発への各社の取り組み
企業名 取り組み状況

トヨタ自動車

自動運転技術を利用した、高速道路などで利用可
能な安全運転支援システムを 2013 年に開発し、
2010 年代半ばの実用化を目指す。米ミシガン州
や東富士研究所で走行実験実施。2013 年 10 月、
実験車両の公道でのデモ走行を実施。2014 年
12 月から自動運転の公道実験を開始。

日産自動車

完全自動運転車を高速道路だけでなく一般道でも
走らせることを目指す。米シリコンバレーに開発
拠点を新設。「2020 年までに複数車種で自動運
転技術を搭載する」と表明（13 年 8 月）。自動
運転車の公道走行用のナンバープレートを取得。
自動運転車専用のテストコース（横須賀市）が
14 年度末までに完成予定。

ホンダ

ITS 世界会議 2013（13 年 10 月）で自動運転の
実験車両のデモ走行を見せた（報道関係者の同乗
取材会）。歩行者のスマートフォンに組み込んだ
専用ソフトと自動運転車が通信することで、死角
にいる歩行者や小型車両の存在を察知して衝突を
防ぐ機能を備える。

米 GM
カーネギーメロン大学と共同で自動運転技術の開
発に取り組む。2010 年代の後半に同社の高級車
ブランド「キャディラック」のモデルで半自動運
転技術（高速道路限定）を実用化する見通し。

米グーグル

2007 年から自動運転車の開発に着手（2010 年
に初めて表明）。米カリフォルニア州やネバダ州
の公道で試験走行を繰り返す。10 台以上の実験
車両を走らせ、走行距離は合計 70 万マイル。14
年 5 月、独自開発の自動運転車（ハンドルもブレー
キもなし、完全ハンズフリー）を世界で初めて発
表。

独コンティネンタル

世界第 4 位の自動車部品メーカー。2013 年 2 月、
独 BMW 社と共同で自動運転技術の開発に取り組
むと発表。2020 年までに欧州の高速道路での高
度な自動運転の実用化と、2025 年からの全自動
運転の実用化を目指す。

出所：各社資料、各種新聞・雑誌記事をもとに作成

図表 4　	自動運転車分野における出願人別	
特許出願件数ランキング	
（日米欧中韓への出願、2005 ～ 2011 年）

順位 出願人 件数
1 トヨタ自動車 4,864
2 デンソー 2,655
3 ボッシュ（ドイツ） 2,176
4 日産自動車 1,744
5 本田技研工業 1,539
6 アイシン AW 1,141
7 GM（米国） 933
8 三菱電機 640
9 富士重工業 625
10 現代自動車（韓国） 622

出所：特許庁「特許出願技術動向調査等報告」2013 年度 
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プローチである。
これに対し、グーグルは自動車産業を全く別の

産業につくり変えようとしている。ハードウエア
開発に重点を置いている日本勢とは違って、グー
グルは自動運転実現のための機器・デバイスとサー
ビスの組み合わせにより、新しいビジネスを生み
出そうとしている。自動運転の実現に不可欠な技
術である制御用ソフトウエアと詳細な地図データ
はグーグルの得意分野であるだけに、手ごわい新
規参入者になると予想される。

欧米では、自動運転走行について、研究開発だ
けでなく制度整備の検討が始まっている。欧米主
導で各種のルールづくりが進行する中で、日本勢
の存在感が低下することを懸念する声もある。

こうした海外の動向も注視しつつ、“つながるク
ルマ”、自動運転車の時代に起こる需要構造の変化
を読み、それに適合したビジネスモデルの構築や
仕組みづくりを進めるべきであろう。

自動運転がもたらす未来像
10 年程度先の話になるだろうが 2、自動運転車

が普及すれば、広く産業や社会に大きなインパク
トがあると予想される。

自動運転が実用化されれば、運転手のいない無
人タクシーの利用、もっと分かりやすく換言すれ
ば、利用者のいる所まで迎えに来てくれる「自分
で運転する必要のないカーシェアリング」が、個
人の一般的な移動手段になると考えられる。その
方がマイカーを使うより圧倒的に安価かつ便利に
なるためである 3。

これに伴い、「クルマは所有せず、必要な時だけ
利用する」という形態が一般的になると予想され
る。

自動車に使われる素材にも変化が起こるだろ

う。完全自動走行が実現すれば、自動車の設計思
想は、「衝突しても安全」から「衝突しないから安
全」に変わる。自動車がぶつからなくなれば、頑
丈なボディは不要となり、鋼板よりも軽量なプラ
スチック等の使用が増えると予想される。

「自動車 ×IT」時代の生き残り策
以上でみたように、自動車と IT の融合により、

異業種の自動車ビジネスへの参入が活発化してお
り、自動車関連産業に大きな地殻変動が起こるこ
とは必至である。自動車を巡る産業や収益の構造
が一変し、車を数多く売って稼ぐフロービジネス
からサービスで稼ぐストックビジネスへと移行す
る可能性がある。少なくとも、自動車メーカーは
単体としてのクルマの品質・性能を磨くだけでは
繁栄を続けることができなくなるだろう。

産業構造が激変するため、これからの自動車関
連の成長分野は、従来の延長線上にはないはず
だ。新たな潮流を機敏にとらえ、市場構造の変化
に対応して、各企業がどこに自社の居場所を見つ
け、儲ける仕組みをシステムとしてどう組み上げ
るかが重要な時代になったといえよう。

3．「地産地消」のサプライチェーン

円安でも輸出数量が増えない理由
リーマンショック以降長らく続いた円高局面

が、12 年 11 月、アベノミクスへの期待をきっか
けに円安局面に転換し、以後 2 年超の間に、円ド
ルレートで約 50％もの大幅な円安が進行した。

過去の経験則では、円安になれば、輸入価格上
昇によって当初は貿易赤字が増えるが、円安が
徐々に輸出価格競争力を高め、輸出数量が増加し
て貿易収支も改善に向かうという「J カーブ効果」

2    経済産業省「自動車産業戦略 2014」によれば、「完全自動走行システム」の市場化期待時期は、「2020 年代後半以降としつつも、
見通しが不透明な面も多いため、今後国内外における検討や取組状況を踏まえ、必要に応じて見直しを行うと記載されている（出
典は高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部「官民 ITS 構想・ロードマップ」）。

3    自動運転が社会にもたらすインパクトについては、鶴原吉郎・仲森智博『自動運転』（2014）が詳細な分析を行っている。現行料
金の約 4 分の 3 が人件費であるタクシーが無人タクシーになれば、利用料金は大幅に下がる。また、駐車場を探す手間が不要と
なるほか、用途によって利用するクルマのブランドや車種を自由に変えられるメリットがあると指摘している。
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が働くはずであったが、今回は、これほどの円安
進行にもかかわらず一向に輸出数量が伸びてこな
い（図表 5）。

円安でも輸出が伸びなかった背景には、①米国
以外の各国の成長率が減速してしまい、世界経済
の成長テンポが鈍ったため、日本からの輸出が増
えなかったこと、②円安になっても日本企業がド
ル（現地通貨）建て価格を引き下げなくなったこ
と（価格競争で市場シェアを拡大させるよりも、
海外市場での収益率を高めることを優先するよう
になったためと推察される）、といった要因が指摘
できる。

しかし、構造的な問題として、日本企業の海外
生産シフトや、日本企業の海外生産拠点における
現地調達比率の上昇、一部日本製品（電気・電子
機器分野等）の国際競争力の低下によって、円安
でもかつてのように輸出が増えにくくなっている
ことは否定しがたい。

世界の製造業の行動原理は「地産地消」
昨今の日本企業の生産構造の変化は、「地産地消」

のサプライチェーン構築というキーワードで捉え
ると分かりやすい。「地産地消」とは、販売先の国・
市場に近いところで製品の開発・製造を行うこと
である。図表 6 が示すように、海外売上高比率の

上昇に伴って海外生産比率が上昇しており、大幅
な円安進行にもかかわらず、13 年度の海外生産比
率は 35.2％と過去最高を更新、さらに 17 年度ま
での海外生産比率の見通しもさらなる上昇を見込
んでいる。これは、日本の製造業を貫く行動原理
が「地産地消」であることを意味している。

これは日本企業に限らず、世界の製造業の潮流
である。今や製造業は世界に視野に入れたグロー
バルなサプライチェーンを構築しており、企業が
どこで生産するかを決めるに当たり、最も重視す
る要因は「地産地消」になっているようにみえる。
昨今、世界で消費される工業製品の多くは、生産
工程が一つの国・地域で完結するものは少なく、
さまざまな国・地域でつくられた部品や中間財を
組み合わせて生産しているが、そこで貫かれる論
理は、「地産地消」を前提としてグローバルな最適
地生産のサプライチェーンを構築することである。

メーカーにとって、重要な顧客の消費地で生産
すれば、顧客ニーズの把握と即座のきめ細かい対
応、顧客との共同開発、消費地の政治的要請（国
内雇用重視など）への対応などの面で有利になる。
「地産地消」のサプライチェーン構築が貫かれて

いる以上、円安が進んでも、あるいは日本の「6 重
苦」が多少和らいでも、製造業の国内回帰の動き
は限定的にしか起こらないと考えるべきであろう。

海外／国内比率の上昇が 14 年度は一服
日本企業が設備投資を国内、海外どちらで行う

図表 5　円ドルレートと輸出数量
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出所：財務省「貿易統計」 等より作成

図表 6　	製造業の海外生産比率と海外売上高比率の
推移
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 海外収益比率＝ （海外事業の営業利益）／
　　　　　　　　　　（海外事業の営業利益＋国内事業の営業利益）

出所： 国際協力銀行「2014 年度海外直接投資アンケート調査結果」
（2014 年 11 月）
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かを把握するため、設備投資の海外／国内比率を
みると、10 年度から 13 年度までは上昇傾向が鮮
明だったが、14 年度の計画では、海外／国内比率
が一転して下がっている（図表 7）。

これは一見すると、海外生産シフトの動きの一
服、国内生産への回帰の兆しのように見えるが、
実はそうではない。長年の投資抑制で先送りされ、
たまっていた国内老朽設備の更新投資が、14 年度
はさまざまな業種で集中して実行される計画の年
になっているという要因が大きい。いわば、10 ～
20 年に 1 度の繰越需要の顕在化である可能性が高
く、持続的なトレンドの変化ではないだろう。15
～ 16 年以降は、設備投資の海外／国内比率が再
び上昇軌道に戻ると思われる。

それでも国内生産拡大の可能性はある
では、製造業が「地産地消」で立地を決める時

代になったため、もう日本国内の生産拠点が拡大
することはないのだろうか。そんなことはないと
筆者は考える。「地産地消」の流れが続き、高成長
が見込める市場は国内より海外にある状況が続く
中にあっても、グローバルなサプライチェーンに
おける国内生産拠点のウエートが引き上げられる
可能性はあるだろう。

その理由は、①日本企業は B to B（企業間商取
引）の先端部材の生産・研究開発拠点や、自社の
ものづくり技術を進化させるために必要なマザー
工場としての役割を担う拠点については、積極的
に国内立地を選択する傾向が今なお維持されてい
ること、②新興国における賃金の上昇、新興国通
貨の上昇、円安の進行などにより、新興国と日本
の生産コスト競争力格差は相当縮小しており、日
本はかつてのような高コスト国ではなくなってい
ること 4、③日本市場向けの海外生産については、
多品種少量生産品を中心に「地産地消」実現のた
めに国内生産に切り替える動きが期待されること、

④「世界で一番ビジネスしやすい環境を整える」
ことを目指す安倍政権の成長戦略が実効性のある
ものであれば、競争力のある企業が日本の国内に
集まり、「地産地消」のための国内生産が拡大する
こと、⑤ 3D 生産革命（デジタルものづくりの進
化）によって製品の製造コストに占める人件費の
割合が下がり、工場を労務費の安い国に置くメ
リットが小さくなり、先進国に工場が戻ってくる
可能性が高まっていること、などである。

また、いったん組み上げたグローバル・サプラ
イチェーンを見直し、再構築するには数年の時間
がかかることも考慮に入れる必要がある。大幅な
円安が 2 年以上続く中、今現在は企業の投資行動
に変化が見られなくても、この先は分からない。
上記①～⑤の要因を勘案して、企業が最適なグ
ローバル・サプライチェーンを組み直す過程で、
生産拠点としての日本のプライオリティ（優先度）
が引き上げられる可能性は十分にある。

企業が日本国内拠点のプライオリティを上げる
ことを支援するような環境整備がアベノミクスの
成長戦略で実行されることを期待したい。

図表 7　企業の海外／国内設備投資比率
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（2014 年 8 月）

4    ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）が 14 年 8 月に発表した世界 25 カ国・地域の生産コストに関する調査によれば、
新興国における賃金の上昇、新興国通貨の上昇などにより、新興国の生産コストが上昇する一方、日本の競争力は相対的に低下
しており、日本はブラジルやドイツよりも生産コストの安い国となっている。
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4．サービスロボット市場

ロボット産業は今度こそ開花するか？
2014 年は、社会におけるロボットの認知度が高

まり、ロボットの産業化・実用化に向けて一歩前
進した年になった。安倍政権が成長戦略の柱にロ
ボット産業を掲げたほか、ロボットスーツを手掛
ける日本のベンチャー企業、CYBERDYNE（サイ
バーダイン）が東証マザーズに上場し、ソフトバ
ンクが人工知能を搭載した人型ロボット「ペッ
パー」を発表するなどの出来事が相次いだためで
ある。

海外でもロボットビジネスへの注目が高まり、
米グーグルが多様なロボット関連企業をごっそり
買収するなど、大手 IT 企業が IoT を見据えてロ
ボット事業を推進している。

過去にも何度かロボット産業創出が打ち出され
ながらもこれまで開花してこなかったという経緯
があるが、今回のロボットビジネスブームは本物
になるとの期待が高まっている。

2015 年がロボット普及元年となり、今後ロボッ
ト産業が成長軌道に乗るのかどうか、中でも高成
長が期待されるサービスロボット市場が立ち上が
るかどうかが注目される。

ロボットによる産業革命を標榜した日本
ロボット産業は、安倍政権の成長戦略の中で特

に重視されている分野である。14 年 6 月に閣議決
定された『「日本再興戦略」改定 2014』では、ロボッ
ト戦略は明らかに前年よりも力点を置いた取り上
げ方となっている。ロボットによる新たな産業革
命の実現のため、「ロボット革命実現会議」を立ち
上げ（9 月 11 日に第 1 回会議を開催）、現場ニー
ズを踏まえた具体策を検討し、アクションプラン
として 5 カ年計画を策定する予定で、2020 年まで
にロボット市場を製造分野で現在の 2 倍、サービ
スなど非製造分野で 20 倍に拡大するとの目標が

示された。
ロボット戦略が重視される背景には、高齢化や

人口減少による労働力不足という社会問題の解決
や、人手不足が発生している業種における働き手
の確保、物流の高度化・効率化ニーズの高まり、
災害救助分野への活用など、さまざまな目的でロ
ボットへの期待が高まっていることがある。ロ
ボット技術をイノベーションの象徴の一つと捉え、
製造業、医療、介護、農業、交通などのさまざま
な産業に変革を起こすこと狙いとされている。

サービスロボットでは出遅れた日本
日本のロボット産業の市場規模は現在 1 兆円前

後で、その大半が製造分野で活用されるものだが、
今後はサービス分野のロボットが急速に立ち上が
り、2035 年には全体で 9 兆 7,000 億円まで拡大す
ると予測されている（図表 8）。2035 年にはサービ
ス分野のロボットが全体の 55.9％を占め、産業用
ロボットの市場規模を上回る見通しとなっている。

国際ロボット連盟（IFR）の推計によれば、
2012 年末時点での世界の産業用ロボット稼働台数
は約 123 万 5,000 台で、日本は 31 万台と最多で、
世界の約 4 分の 1 を占める。世界の産業用ロボッ
ト販売額の約半分を日本企業が占めるという推計
もある 5。

5  経済産業省「2012 年ロボット産業の市場動向調査結果概要」。

図表 8　日本のロボット産業の市場規模の予測
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出所：経済産業省・NEDO「平成 22 年度ロボット産業将来市場調査」
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このように、産業ロボットの分野では、日本は
名実ともに「ロボット大国」といえる。ところが、
今後急成長が見込まれるサービスロボットの分野
では、実は日本企業は出遅れている。

サービスロボットとは、センサーやプログラム
により自律的に作業を行う機械で、製造現場以外
で用いられるロボットを指す（IFR による定義）。
IFR の推計では、世界のサービス用ロボット販売
額は 2013 ～ 16 年には年換算で業務用が 42 億
8,625 万ドル、家庭用が 18 億 9,950 万ドルと、12
年実績対比でそれぞれ 25.3％増、55.1％増と、大
幅に拡大する見通しである。

この成長分野であるサービスロボット市場は、
欧米企業による生産が大半を占めており、日本勢
の存在感は小さい。

日本の期待の星は介護・福祉ロボット
サービスロボットのうち、日本で特に注目され

ているのは介護・福祉ロボットである。世界最速
のスピードで高齢者や要介護者が増加する日本に
おいて、介護人材の不足を補う役割や、介護する
人の負担を軽減する役割、介護される人の自立を
支援する役割などをロボットが担うことが期待さ
れている。

経済産業省と NEDO の推計では、日本の介護・
福祉ロボットの市場は、15 年に 167 億円、35 年
には 4,043 億円に拡大する見通しである 6。

日本発の介護・福祉ロボットとして注目を集め
るのが、サイバーダインが開発したロボットスー
ツ「HAL」である。HAL は、人が筋肉を動かす
時に発する神経系の微弱な電流をセンサーによっ
て感知し、それに基づきスーツを動かし、人の腰
部や脚部の動きを補助するアシストスーツ型のロ
ボットである。同社のアシストスーツは、14 年

11 月、 生 活 支 援 ロ ボ ッ ト の 国 際 安 全 規 格
「ISO13482」の認証を取得した。作業用・介護用
の装着型ロボットとしては世界初の認証である。

経済産業省は、このところ介護ロボット関連の
国家プロジェクトを立て続けに打ち出している。
ロボット介護機器開発・導入促進事業（13 年度
23.9 億円、14 年度 25.5 億円）、ロボット介護機器
導入実証事業（13 年度補正、20.5 億円）などを
進めており、必要な機能を絞り込んだ価格 10 万
円程度の介護ロボットを 2025 年までに 940 万台
普及させるという野心的な目標を掲げている 7。

介護・福祉ロボット普及に向けての課題
このように、介護・福祉ロボットの普及に向け

た環境は整いつつあるものの、実際に普及、産業
化するためには課題も多い。

現状、ロボットに頼らずに業務が回っている既
存の施設で、仕事のやり方を変えるという労力を
かけてまでロボットを導入するニーズはそれほどな
い。本格的な普及のためには、介護従事者に対し
ロボット使用を法律で義務付ける、介護保険適用
にして使いやすい仕組みにするなど、介護施設側
にロボットの使用を促す法整備が必要と思われる。

また、介護・福祉ロボットはサービスの対象が
人間であるため、高い安全性が要求されるほか、
快適・不快の感じ方は十人十色という難しさがあ
る。本人の身体機能を低下させる恐れのある全介
助より部分介助が望ましいとの声もある。現場の
声を聞きながら、ユーザーのニーズに合ったロボッ
トを開発するというアプローチが不可欠である。

欧米では、ロボットはヒトを危険や苦痛を伴う
仕事から解放してくれる一方で、雇用を奪うもの
として警戒する認識が強い。しかし、日本では、
人とロボットが共存、協働することを受容する国

6    日本のベンチャーも介護・福祉分野に注目している。帝国データバンクの「ロボットベンチャー 110 社の経営実態調査」（2014
年 9 月）によれば、日本でサービス分野のロボット事業を手がけるベンチャー 110 社のうち、最も多い分野は「医療・介護・福祉」

（36 社）で全体の 33％を占めている。
7    940 万台という数字は、2025 年に予想される高齢単身世帯 700 万世帯、必要となる介護職員 240 万人分に充当するという想定に

基づく。
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民性やそのためのノウハウの蓄積がある。
この優位性を活かして日本が高齢化社会の課題

解決に役立つ介護・福祉ロボットの開発・実用化
に成功し、日本の後を追って高齢化社会の仲間入
りするドイツ、イタリア、スペインなどの市場に、
製品やノウハウ、サービスなどを輸出していくこ
とを目指すべきであろう。

日米で異なるロボット開発のアプローチ
米国でも、ロボットビジネスは花盛りである。

アマゾン、フェイスブック、グーグルなど IT 企
業によるロボット事業への参入が活発化している
ほか、ベンチャーの起業も増加している。ここで
注目したいのは、日米でロボット開発へのアプ
ローチが全く異なる点だ。

日本は高齢化、人手不足などの社会解題の解決
にロボットを活かすという方向性であるのに対し、
米国では、ロボットは巨大なインターネット産業
に比する存在で、IT の延長線上にあり、新しい産
業革命の主役になる分野として注目されている。

また、米国では、「人の脳をコンピュータ上で再
現する」という人工知能（AI）がロボットに不可
欠なものと認識され、ロボットと AI の開発が
セットで進展している。人が自然に行っている学
習機能をコンピュータで再現しようという「機械
学習」の技術の開発競争が進んでいる。AI はロボッ
トの知能の OS であり、その学習アルゴリズムを
ブラックボックス化して世界標準をとった企業が
市場を席巻することになり、一方でハードウエア
は汎用品化するといった展開も予想される。

このような潮流に対し、日本では AI 研究者自
体は欧米よりも豊富に存在するものの、ロボット
の研究開発はハードウエア優先で行われており、
ロボットと AI 研究との融合があまり進んでいな
いとの指摘がある。

ロボットにも広がる IoT のインパクト
上述した日米のロボット開発の方向性の違い

は、2 で見た自動運転車の開発の方向性のと違い

と相通じるものがあると筆者は考える。
これは、本稿のキーワードを使って大胆に対比

して言えば、「自動車やロボットの分野にも IOT
の波が広がり、業種の壁を越えて企業の新規参入
が増え、既存の技術やビジネスに地殻変動が起
こっている中で、その潮流に乗り、新たな変化を
仕掛けようとしている米国勢」と、「その潮流に乗
れず（気づかず）、既存の枠組みの中で研究開発を
続けている日本」という構図になるだろう。

日本が 10 年後も「ロボット大国」であり続け
るためには、IoT がもたらすインパクトを十分に
認識し、既存の枠組みを超えた、柔軟かつ戦略的
な対応が必要と思われる。

5．電力システム改革

六十数年ぶりの大改革
日本では今後数年間で大規模な電力システム改

革（いわゆる電力自由化）が実施される。1951 年
の電力再編成以来の大改革となるこの電力システ
ム改革は、既存の電力会社だけでなく、新規参入
する異業種や、ユーザーとなるすべての企業や家
計にも影響が及ぶ重要なトピックである。

2014 年 6 月に成立した改正電気事業法により、
16 年からは電力小売りが全面自由化される。一般
家庭やすべての企業向けの電気の小売販売ビジネ
スへの新規参入が解禁される。既存の電力会社は
自社の営業区域を越えて販売できるようになるほ
か、異業種の企業が電力販売に参入し、自社の別
の業務と組み合わせた新たなサービスが生まれる
可能性がある。

電力自由化により、ユーザーにとって「電力を
選べる時代」が到来し、電力を選ぶことがライフ
スタイルの一部になる。

異業種の参入と合従連衡が活発化
11 年以降、ソフトバンクやキヤノン、NEC、日

産自動車、ホンダ、ミサワホームなど、異業種企
業の新規参入が相次いでいる。
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地域と業種の垣根がなくなることをにらんで、
新規参入企業が増加しており、電力小売りへの参
入申請を経済産業省に届け出た企業は 440 社（14
年 12 月 3 日現在）にのぼる。

電力小売り全面自由化をにらんだエネルギー業
界の合従連衡も活発化している。14 年には、東京
電力と中部電力が火力発電と燃料調達に関する包
括提携に合意（10 月）、神戸製鋼所が栃木県内に
天然ガス火力発電所を建設して東京ガスに売電す
る契約を締結（9 月）、三井物産と住友林業が北海
道ガスと提携してバイオマス発電に乗り出すこと
を発表（10 月）、などの動きがみられた。

3 段階の電力システム改革
この電力小売りの全面自由化は、政府が 3 段階

で進める電力システム改革の第 2 段階に当たる
（図表 9）。

第 1 段階（2015 年めど）では、全国レベルで
電力の需給を調整する「電力広域的運営推進機関」
が設立される予定である。第 2 段階（2016 年め
ど）の小売り参入の全面自由化を経て、第 3 段階

（2018 ～ 20 年めど）では、発電部門と送配電部
門が分離され、送配電網を公平に利用できるよう
になる見通しである。

これにより、1951 年以降 60 年以上続いてきた
「地域ごとに電力会社が発電から送配電、小売りま
ですべて一つの組織で手掛けてきた体制」が幕を
閉じることになる。

電力自由化は何をもたらすか
電力自由化により、日本のエネルギー産業は、

新規参入ラッシュと再編が進む。その結果、電力
会社は、①電気やガスなど複数のエネルギーを扱
う、大規模な総合エネルギー会社と、②ほかの多
様なサービスと組み合わせて電力も提供する企業、
という二つの類型に分かれていくことが予想され
る。

電力市場に参入する事業者が増加し、ユーザー
がこれらの事業者を選別する動きが広がることで、

電力市場の効率化が進むことが期待される。
ユーザーにとっては、選択肢が広がるというメ

リットがある。米国の電力自由化の事例をみると、
アップルやグーグルなどの IT 企業がエネルギー
消費削減のために開発したシステムや、スマート
フォンなどのモバイル端末による制御アプリを自
社サービスの中に組み込んだプランが急速に普及
している。

電気料金については、一般に自由化や規制緩和
によって料金が下がることを期待する声が大きい
が、電力に関しては必ずしも安くならないとの見
方が多い。東日本大震災以来の原子力発電所の長
期停止によるエネルギー輸入の大幅増加や、エネ
ルギー価格の上昇により、電力の調達コストが上
昇傾向にあるほか、再生可能エネルギー普及促進
のための固定価格買取制度（FIT）の導入に伴い、
その買い取りに要した費用が電気料金に上乗せさ
れる。このため、今の日本では電気料金は上がり
やすい状況にある。

また、海外における電力自由化の事例をみて
も、燃料価格の高騰、老朽インフラコストや環境
コストの上昇などの理由で、自由化後に電気料金
が上昇傾向となっている国が多い。

ただ、自由化により、多様な事業者がいろいろ
な料金プランを提供するようになるため、ユー
ザーが自分の電気の使い方に合ったプランを選択

図表 9　電力システム改革のスケジュール（3段階）

○送配電網を誰もが公平に利用できるよう、電力会社
　の送配電部門を別会社化して、その中立性・独立性
　を高める。
○小売電気料金の規制が原則なくなる。

○地域を越えて電気を融通しやすくし、
　災害時などに停電が起こらないようにする。

第1段階　広域系統運用の拡大 ［2015年めど］

○家庭でも電力会社や料金メニューを自由に選べる
　ようになる。

第2段階　小売参入の全面自由化  ［2016年めど］

第3段階　送配電部門の法的分離、小売料金規制の撤廃［2018～20年めど］

出所： 経済産業省 資源エネルギー庁 
「電力システム改革が創り出す新しい生活とビジネスのかたち」
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することで、電気料金の負担増を抑えることは可
能になるであろう 8。

実質的な競争は起きるか
一方、2016 年の電力小売り全面自由化について

は、実質的な競争が起こるかどうかを危ぶむ声も
大きい。というのは、既に 2000 年から部分的に
自由化が始まっているものの、これまで実質的な
競争はほとんど生じていないためである。現状で
もさまざまな異業種の企業が小売市場に参入して
いるが、これら新規参入組（新電力）の販売シェ
アは 13 年度で自由化市場全体の 4％にとどまって
いる。事実上、既存電力会社の寡占状態が続いて
いる。

この背景には、圧倒的な市場支配力を持つ既存
事業者に対して、新規参入者が平等に戦えるよう
な環境の整備が不十分だったことがある。

今後の電力システム改革を成功させるために
は、事業者間のフェアな競争が促進される前提と
して、新規参入者が対等に戦える市場ルールの整
備や、発電事業者と小売り事業者の電力取引を活
性化する卸電力取引所の機能拡充などの政策支援
がなされることが不可欠であろう。

競争とイノベーションが生まれる期待
筆者は、今回の電力システム改革は、これまで

よりも実質的な競争を喚起し、イノベーションが
促進される可能性が高いとみている。その理由は、
①本稿キーワードの 1 で取り上げた IoT の潮流を

背景に、IT を効果的に活用した魅力的な消費者向
けサービスが登場しやすい環境にあること、②過
去に通信事業の自由化を経験し、企業は予行演習
ができていること、③異業種企業の参入が活発化
しているため、イノベーションが生まれやすいこ
と、④日立製作所がスイスの重電大手 ABB と電
力流通分野で合弁会社の設立を決める（14 年 12
月発表）するなど、国内だけでなく海外市場を視
野に入れた合従連衡が見られること、などであ
る。⑤欧米に比べ 10 年以上遅れた自由化である
がゆえに、後発のメリットとして進化した蓄電池
や需要制御の技術が利用でき、電力のパラダイム
シフトの実現が期待できること、などである。

ただし、電力自由化を成功させるためには、国
のエネルギー政策を明確に打ち出すことが必要不
可欠な条件となる。原発が長期間停止を続け、供
給懸念が払拭できないような状況下では、電力小
売り事業者が大胆な料金プランを打ち出すことが
難しい。

東日本大震災後の日本は、国のエネルギー戦略
の骨格と言えるエネルギーのベストミックス（エ
ネルギー利用の最適な組み合わせ）を決めること
を避けてきたが、いつまでも先送りするわけには
いかない。原発をどの程度使うのか、火力にどの
程度依存するのか、そして再生可能エネルギーを
どこまで拡大させるのか、早く具体的に示すこと
が重要と考える。
（以下、次号に続く） 

8    米国では、事業者が家庭向けに週に 1 日顧客が指定した曜日に料金を無料にするというプランを提示している事例がある。例えば、
自宅でパーティーを開くことの多い土曜日を無料日に指定することができる。
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