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2017年の日本産業を読み解く
10のキーワード
—この底流変化を見逃すな（後編）—

Point
❶	 	本稿では、前号に続き、2017年の日本産業を読み解く上で重要と思われるキーワードを筆者な
りに選定し、解説してみたい。

❷	 	キーワード選定に当たっては、個別セクターの動向よりも、幅広い業種の企業経営や産業全般にか
かわるテーマを中心に選んでいる。また、巷でよくある「今年のトレンド予測」や株式市場で材料
となる一過性のテーマ探しとは一線を画し、現在、世界の産業の底流で起こっていて、日本企業の
経営に影響を与えそうな構造変化や質的変化をとらえることを重視している。

❸	 	2017年のキーワードを10個挙げると、以下のとおりである。後編の本号では、これらのうち
6〜10を取り上げる。

	 	 1．	IoT・AI・第 4次産業革命への対応
	 	 2．	サイバーセキュリティ
	 	 3．	コミュニケーションロボット
	 	 4．	VR（仮想現実）・AR（拡張現実）
	 	 5．	宇宙ビジネス
　　　　以上は前号（「経営センサー」2017年 1・2月号）掲載
	 	 6．	3Dプリンター
	 	 7．	セルロースナノファイバー
	 	 8．	インフラ投資
	 	 9．	越境 EC
	 	 10．	反グローバリズム

6．3Dプリンター

産業用 3D プリンターは離陸前夜
業務用の 3D プリンターが普及期を迎えており、

産業に大きな変革を巻き起こす可能性が高まって

いる。
筆者は、4 年前、2013 年の初め、「日本産業を

読み解く 10 のキーワード」の一つとして「デジ
タルものづくり革命」を挙げ、3D プリンターの台
頭と産業にもたらす影響を取り上げた。実際、
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2013 年後半から 2014 年にかけて「3D プリンター
ブーム」が到来し、3D プリンターは一般用語とし
て認知されるようになった。

だが、その後の展開をみると、「一家に 1 台 3D
プリンター」時代が到来する気配はないほか、正
確な知識を持たないまま過剰な期待を抱いて飛び
ついた一部ユーザーの落胆を招いたことなどから、
ブームは去ったと思っている読者もいるかもしれ
ない。

確かに日本国内の 3D プリンター本体の市場は
2015 年に伸び悩んだが、2016 年以降は産業用を
中心に順調に伸びる見通しである。米国でも消費
者の間では一時の熱気は冷めたが、米ゼネラル・
エレクトリック（GE）が全面的に採用するなど、
製造現場で着実に普及し始めている。

世界の 3D プリンター市場は、産業用を中心に
急拡大を続けている。米国の調査会社 IDC の予測
によれば、世界の 3D プリンターの市場規模は
2015 年時点で 110 億ドル（約 1 兆 2,540 億円）だっ
たが、年平均 27％で成長し、2019 年には 267 億
ドル（約 3 兆 500 億円）規模に達するとされてい
る。

産業用を中心に 3D プリンター市場は今、離陸
前夜と言ってよい。

広がる活用事例 − 製造業に不可欠なツールに
産業界で 3D プリンターが活用される領域が広

がりを見せている。
3D プリンターの最も一般的な活用事例は、試

作段階におけるデザインの検討のための活用であ
る。試作品製作にかかる時間とコストが、従来の
加工業者に依頼する場合と比べて大幅に低減され
るため、納得がいくまで何度でも試作することが
可能になる。

こうした試作用途だけでなく、最近では実製品
の生産に本格的に使われるケースが増えつつあ
る。人物やペットのフィギュア、ギブスや歯科矯
正器具の型、人工骨などの医療器具といった、形
状をカスタマイズした部品・製品の製作や、これ

まで製造が困難だった特殊な形状を造形する目的
などで用いられるケースが増えてきた。

3D プリンターには、必要な部品を必要なだけ
作ることができ、部品の変更が必要になった場合
に、3D データを入れ替えるだけですぐに生産体制
に入ることができるメリットがある。

多様な造形法の 3D プリンターが実用化された
ことで、用途ごとに適した 3D プリンターを選べ
る環境も整いつつある。また、自社で 3D プリン
ターを購入しなくても、3D ものづくり専門業者に
試作や製造、出力サービス等を依頼することも容
易になっている。

さらに、IoT が生産現場に実装されていく中で、
リアルタイムで柔軟な最適生産やマスカスタマイ
ゼーション（顧客の個別要求に合わせた製品を、
大量生産品と変わらないコストで実現すること）
を実現する手段の一つとして 3D プリンターへの
期待が高まっている。

このように、3D プリンターは製造業に不可欠
な製造装置になりつつあることに気付くべきだ。

3D プリンター技術に注力する米 GE と独シーメ
ンス

欧米では、米 GE と独シーメンスという製造業
の巨頭が、金属積層造形技術を強化しようと、
競って 3D プリンターメーカーの買収を進めてい
る。
「デジタル産業カンパニー」を目指す GE は、開

発力と製造力を高めるために、ソフトウエアだけ
でなくハードウエアの企業の買収を進めている。
同社が競争力のカギとなる、自前で持つべき中核
技術の一つに見定めているのが 3D プリンター技
術で、これまで 20 年以上にわたり 3D プリンティ
ングの研究開発を続けると同時に、同分野での企
業買収を積極的に進めてきた。2012 年に米 Morris 
Technologies 社を買収し、2013 年には航空機部品
を金属 3D プリンティングで製造するイタリア
Avio Aero 社を傘下に収めていたが、2016 年には
金属 3D プリンターメーカー 2 社（スウェーデン
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1  GE の動向については、日刊工業新聞 2016 年 12 月 1 日、『日経ものづくり』2017 年 1 月号および 2 月号等を参考にした。
2  シーメンスの動向については、日経産業新聞 2016 年 8 月 5 日、2017 年 1 月 13 日等を参考にした。
3  日経産業新聞 2016 年 11 月 18 日「普及期迎えた 3D プリンター（下）」。
4  日本経済新聞 2016 年 9 月 27 日「米で 3D プリンター復調（GLOBALEYE）」。

Arcam 社、独 Concept Laser 社）を相次いで買収
した。

GE は、少量・中量の産業機器の生産において
試作から量産までを一貫して 3D プリンターを導
入することで、品質の向上とコスト低減を実現す
ることを狙っている。同時に、外部に提供する
3D プリンティング事業を拡大し、2020 年までに
売上高 10 億ドル規模に成長させる計画を持って
いる 1。

独シーメンスは、2016 年 8 月、英国の金属 3D
プリンターメーカーのマテリアル・ソリューショ
ンズを買収したと発表した。シーメンスはかねて
より 3D プリンター技術を積極的に活用して内製
品の生産の効率化等を図っていたが、買収を機に
3D プリンター関連の外販にも乗り出し、産業用
ソフトと連携した提案を進める 2。

シーメンスは、2017 年 1 月には、欧州 3D プリ
ンターの大手老舗、ベルギーのマテリアライズと、
製品ライフサイクル管理（PLM）分野での提携
を発表した。設計から生産、出荷後の製品の部品
交換などを一貫してデジタルデータで管理できる
ようにすることが狙いである。

GE、シーメンスの両社とも、第 4 次産業革命

が進展する中、3D プリンターが製造業に不可欠な
ツールになりつつあることを見据え、自ら使う側
でいるだけでなく、自社の機器やサービス・ソフ
トと連携したビジネスを開発しようとしている。

拡大する 3D プリンター材料市場
3D プリンターの導入が進むことで、今後、3D

プリンター材料の需要の拡大が見込まれる。矢野
経済研究所の予測によれば、3D プリンター材料の
世界市場規模は（エンドユーザー購入金額ベース）
は、2015 年は約 922 億円だったが、2020 年にか
けて年平均 17.6％の成長を遂げ、2020 年には
2,070 億円強に達する見通しである（図表 1）。

米ヒューレット・パッカード（HP）は、3D プ
リンターで造形に利用できる素材を増やすために、
素材の開発に必要な仕様を提携先のメーカー（仏
アルケマ、ドイツの BASF やエボニック、レーマ
ン・アンド・フォス）に公開して、連携して開発
を進めている 3。

スウェーデンのアーカム社（GE が買収した 3D
プリンターメーカー）や、米カーペンター・テク
ノロジーや米 ATI などの素材メーカーも 3D プリ
ンター用素材の強化を進めている 4。

図表 1　3D プリンタ材料の世界市場規模
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（注）エンドユーザー購入金額ベース。
出所：  矢野経済研究所「3Dプリンタ材料の世界市場に関する調査

（2016年）」2017年1月31日発表

2017 年の日本産業を読み解く 10 のキーワード



経営センサー　2017.3
2222

日本企業はこれまで、3D プリンター装置だけ
でなく、3D プリンター用の素材開発でも欧米企業
に先行を許し、存在感が薄かった。だが、2016 年
になって、日本の素材メーカーが相次いで 3D プ
リンター向け素材の開発に注力し始めた観がある

（図表 2 参照）。
日本の自動車メーカーは素材加工技術として

3D プ リ ン タ ー に よ る 積 層 造 形 法（Additive 
Manufacturing）の展開に着目しており、化学メー
カーと金属材料メーカーが共同で 3D プリンター
用素材を開発する動きが日本でも出てくることを
期待する声がある 5。

産業にダイナミックな変化をもたらす
もちろん、3D プリンターで何でも作れるわけ

ではなく、3D プリンターの普及によって金型が全
く不要になるわけではない。しかし、3D プリン
ターが本格的な普及期に入ることは、産業界に大
きな変革をもたらすことが予想される。

まず、3D プリンター技術や 3D プリンター材料
の進化と普及が進む中、取って代わられる（代替）
技術・産業分野における盛衰や市場構造の変化が
じわじわと進んでいく。例えば、成形業では、こ
れまで外注していた試作モデリングの一部を 3D
プリンターの導入により内製化する動きが広がっ
ている。

3D プリンターの普及の進展により、局所的に
は従来の技術や工法の需要が一気に縮小・消滅す

る事態が起こってもおかしくない。
また、3D プリンターの普及は、製造業の在庫

の管理や拠点配置にも影響を及ぼす。例えば、世
界の航空会社は、飛行機の保守パーツを各地に保
管しておくために、空港の近くに巨大な倉庫を保
有しているが、仮に航空各社が各地に 3D プリン
ターを配備し、現地で必要な時に必要な部品を製
造することにすれば、各地の倉庫や部品在庫は不
要になる可能性がある。

さらに、見落とされがちであるが、3D プリン
ターが進化・普及すればするほど、異分野・他業
界の企業や素人がものづくり分野に参入しやすく
なる（製造業への参入のハードルが低下する）。製
造業企業にとっては、異業種との競争がこれまで
にも増して頻繁に起こるようになるだろう。

7．セルロースナノファイバー

軽くて強い植物由来の新素材、セルロースナノ
ファイバー（CNF）が研究段階から産業化の段階
に入りつつある。CNF は、樹脂と混ぜることで自
動車部品などを軽くできる次世代素材として注目
されている。軽量素材としては、既に炭素繊維複
合材料（CFRP）の採用が広がっているが、持続
可能な生物資源を原料とする CNF は「ポスト炭
素繊維」とも呼ばれ、期待が高まりつつある。

これまで製造コストの高さが課題だったが、新
製法の開発が進展したことで、製造コストが大幅

図表 2　3D プリンター向け材料の開発を強化する日本企業の動き
社名 内容

三菱化学 グループ企業の樹脂素材を用いた3Dプリンター用フィラメント（汎用性があり、最終製品に近い造形物を作れるポリプロピレン材料
をはじめ3製品）を開発し、世界で売り出す。

JSR 3Dプリンターで義足をつくる材料として、人体への負担が少ないポリ乳酸系の樹脂を使用し、金属製の従来品と比べて大幅なコスト
ダウンを図る。

東レ レーザー光を当てて材料を固める方式の3Dプリンター向けに、熱や薬品に強いエンジニアリングプラスチック「PPS」を使った微粒
子材料を開発。自動車や航空宇宙分野での採用を見込む。

ユニチカ 3Dプリンター用材料として、ポリ乳酸（PLA）に加え、新たにポリエステル系の材料（融点を下げた使いやすい材料）を開発。3D
プリンター用の樹脂材料を拡充する。

太平洋セメント 鋳造品作りに使う「鋳型」を3Dプリンターで製作できる新材料を北海道立総合研究機構と共同開発。砂や石こうの代わりにセメント
を材料に使う。比較的安価な普及型の機種で製造できるため、中小企業でも導入しやすい。

山陽特殊製鋼 金属製3Dプリンター材料の新工場を兵庫県姫路市に建設。ニッケルやコバルト合金の高純度粉末を生産する計画。
出所：日本経済新聞2016年8月30日、化学工業日報2016年11月21日、化学工業日報2016年10月4日、日経産業新聞2016年8月2日 等をもとに作成

5  経済産業省製造産業局鉄鋼課・非鉄金属課「金属素材競争力強化プラン」2015 年 6 月。
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に下がりつつある。さまざまな企業が CNF を応
用した製品の開発に注力し始めた。日本は森林資
源に恵まれるほか、CNF の技術・製品開発で先行
していることから、CNF は日本が世界に対して優
位に立てる新素材として期待が高い。

セルロースナノファイバー（CNF）とは
紙の原料のパルプなどの植物繊維を化学的、機

能的に処理してナノサイズ（10 億分の 1 メートル）
まで細かく解きほぐした（解繊した）ナノセルロー
スの一形態で、平均幅が数〜 20 ナノメートル程
度、平均長さが 0.5 〜数マイクロメートル程度の
サイズの極細繊維状物質のことをいう（図表 3）。

CNF の特徴　
− 軽く強く透明で環境に良い新材料

CNF には、次のような魅力的な特性がある。
①軽くて高強度である（重さは鉄の 5 分の 1 だ

が、強度は鉄の 5 倍以上）、②熱による変形が少
ない、③透明性が高い、④ガスバリア性を有する、
⑤植物由来であるため環境負荷が少なく、持続可
能性が高く、リサイクル性に優れている、⑥豊富
な森林資源が原料であるため資源量が膨大であ 
る 6。

図表 4 は、CNF と、樹脂複合材に用いられる他
の補強用繊維とを比較したものである。

CNF はこれらの特性をもつことから、高強度材
料（自動車部品、家電製品筐体）、高機能材料（住
宅建材、内装材）、増粘材（食品、医薬品）、特殊
材料（特殊紙、フィルター等）等の用途が期待され、
実用化に向けた研究開発競争が加速している。

紙おむつやボールペンなど CNF を使った製品
が登場した 2015 年以降、産業化の段階に入って
おり、2016 年には製紙会社を中心に生産設備の建
設計画が相次いで発表された。

一方、CNF の課題としては、解繊の際のエネル
ギー消費量が多く製造コストが高いことや、耐熱
性が弱い（220 〜 230℃で樹脂に混ぜた際に茶色
に着色する）ため、融点の高い樹脂の補強に使用
できないこと、などが挙げられる。

政策の支援
日本は国土の 6 割以上が森林であるが、北欧や

北米のように森林資源が主要な資源に位置付けら
れることはなく、スギやヒノキなどの伐期を迎え
た人工林の多くは資源として有効利用されずに放
置されてきた。CNF は、石油資源に依存すること
なく、日本に豊富にある森林資源をもとに製造さ
れ、しかもカーボンニュートラルである（森林は
大気中の二酸化炭素を吸収固定化してできたもの
であるため、これらを利用した材料を燃焼させて
も、そこから発生した二酸化炭素は環境に対して

図表 3　セルロースナノファイバーとは

出所：  京都大学生存圏研究所生物機能材料分野 ホームページ 
（http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/labm/cnf）

図表 4　  セルロースナノファイバーの特徴 
（補強用繊維としての比較） 

補強用繊維 セルロースナ
ノファイバー

炭素繊維
（PAN系）

アラミド繊維
（Kevlar®49） ガラス繊維

密度
（g/cm3） 1.5 1.82 1.45 2.55

弾性率
（GPa） 140 230 112 74

強度（GPa） 3（推定値） 3.5 3 3.4
熱膨張

（ppm/K） 0.1 0 -5 5

持続型資源 ◎ － － －
出所：  京都大学生存圏研究所生物機能材料分野 ホームページ 

（http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/labm/cnf）

6    バイオマス由来であるセルロースナノファイバーは、木材など植物資源を構成する成分の約 50％を占めることから、ほぼ無尽蔵
の持続型資源であり、石油と違って枯渇する恐れが少ない。原料となる木材パルプが非常に安価であるうえ、大半の植物に含ま
れており、資源量は１兆トン（埋蔵石油資源の約 6 倍にあたる）とされる。
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新たな負荷を与えない）。
CNF が工業原料として利用されるようになれ

ば、森林産業と先端産業を結びつける新しいマテ
リアルストリームが創成され、森林産業の活性化、
異業種・異分野融合の新産業の創出、循環型社会
基盤を支えるバイオマス資源立国となり、日本が
世界をリードできる可能性がある。

こうした背景から、国は CNF の研究開発を積
極的に後押ししている。2014 年 3 月に、経済産業
省、農林水産省、学識経験者が共同で、CNF の将
来展開プランについて技術ロードマップを策定し
た。CNF による新市場創造戦略も打ち出され、
2030 年には年 1 兆円の市場を創出し 7、革新的製
造技術の開発によって、現在 1 ㎏当たり 5,000 〜
10,000 円の製造コストを 400 円程度に引き下げる
ことを目標に掲げた（図表 5）。

2014 年 6 月には、情報交換の場として、経済産
業省や NEDO、企業や大学など 160 機関が参加す
る協議会「ナノセルロースフォーラム」が発足、

技術トレンド調査、共同研究開発の提案や実用化、
規格化など、オールジャパンで CNF の環境整備
に動き出した。このような産学官一体となった連
携体制を構築している国は世界的に見て珍しいと
いう。

政府の成長戦略「日本再興戦略 改訂 2014」
（2014 年 6 月閣議決定）では、「セルロースナノ
ファイバーの研究開発などによるマテリアル利用
の促進に向けた取組を推進する」と明記された 8。

2014 年 8 月には、農林水産省、経済産業省、環
境省、文部科学省、国土交通省が連携してナノセ
ルロースに関する政策を推進することとし、施策
の連携を模索するために、「ナノセルロース推進関
係省庁連絡会議」が設置され、関係省庁は定期的
な連絡会議を持ち、情報共有を図っている。

国内企業の動向
CNF の用途開発事例としては、規格を満たせば

実用化しやすい機能性素材の開発が先行しており、

7    自動車部品（内装材・部品、外板）の 30 〜 50％の市場を CNF 強化樹脂で代替した場合、CNF 強化樹脂の市場規模は 3,600 〜
6,000 億円／年になると推計されている。

8    その後、「日本再興戦略 改訂 2015」では、「セルロースナノファイバーの国際標準化に向けた研究開発を進めつつマテリアル利用
への取組を推進する」ことが明記された。「日本再興戦略 改訂 2016」では、「攻めの農林水産業の展開と輸出力の強化」の中で、

「木質バイオマスの利用促進や、セルロースナノファイバー（鋼鉄と同等の強さを持つ一方で、重量は 5 分の 1 という特徴をもつ
超微細植物結晶繊維）の国際標準化・製品化に向けた研究開発、（中略）を進める」と記載された。

図表 5　 セルロースナノファイバーによる新市場創造戦略

出所：  経済産業省「平成25年度製造基盤技術実態等調査（製紙産業の将来展望と課題に関する調査）報告書」
（2014年3月）
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9    さらに、従来のプロセスは水を含む CNF を脱水してから化学処理を行うのに対し、京都プロセスでは水処理に関わる工程がない
ことも、コスト削減に寄与している。

2015 年前後に実用化され始めた。
第一工業製薬は、2013 年 6 月より三菱鉛筆と、

CNF をインク増粘剤に採用したボールペンを開発
し（CNF をインクに混ぜることで滑らかな書き
味が得られる）、2015 年、北米と欧州で発売を開
始した。

日本製紙は、2015 年、大人用紙おむつの抗菌・
消臭シートの実用化に成功し、まずはこうした高
付加価値製品で販売を伸ばし、量産効果によるコ
スト削減を狙う構えを見せている。同社は 2017
年には 3 種類の CNF を量産する体制を整備する
予定だ。

このほか、中越パルプ工業も 2017 年度に CNF
の量産設備を設置する計画である。このように、
CNF は量産設備を早めに立ち上げることにより新
市場での先行を目指す段階に入っている。

日本企業で CNF の開発を中心的に進めている
のは製紙業界だが、機械業界から参入する動きも
ある。もともと CNF の製造設備を作っていた工
作機械メーカーのスギノマシン（富山県魚津市）は、
超高圧水を発射して物を切断・粉砕するウオーター
ジェット技術を生かした設備を使い、CNF の製造
に乗り出している。

電機メーカーでは、オンキョーが 2015 年、CNF
を使用して高域再生帯域が拡大した振動板を開発
し、この振動板を採用したスピーカーを 2016 年
に発売している。

欧米の開発動向
CNF の開発は日本が先行していたが、近年は世

界中で研究開発が活発化している。特に、2011 年
以降、フィンランド、スウェーデン、オランダ、
米国、カナダなど北欧・北米の企業の追い上げが
著しい。用途開発では今も日本が先行しているも
のの、実証プラントの建造や実証プラントでの製
造技術については海外勢にリードを許している状
況である。

北欧企業では、北欧において製紙会社が使用す
る包装容器、紙力増強剤など製紙用途を中心に開
発が進んできた。ただ、北欧では日本に比べて、
国内に化学メーカーなど CNF の利用が期待され
る企業が少なく、産業間の連携が限定的であるこ
とが、用途開発上の弱点とされる。

米国では、CNF に関する研究開発と事業化が、
米国農務省森林局を中心に推進されている。

カナダは、木質バイオマス関連総合研究所の
FPInnovations（ケベック州）が同国の CNF 研究
の中核機能を担っており、日本と同様、産業間連
携が積極的に行われている。

「京都プロセス」で製造コストが大幅に低下
基礎研究の領域から抜け切れなかった CNF が

ここにきて実用化への期待が急速に高まった背景
には、革新的な生産プロセス「京都プロセス」の
登場がある。

同プロセスは京都大学生存圏研究所生物機能材
料分野教授の矢野浩之氏が 2016 年に開発した、
CNF 強化樹脂を生産するプロセスで、これにより
製造コストの大幅な削減が可能になった。

従来のプロセスは、まずパルプに機械処理を施
して CNF を製造した後に、脱水・化学処理を施
して変性 CNF をつくり、これを射出成形機に投
入して CNF の分散を行った後、CNFF 強化樹脂を
つくるという複数の工程を経る必要があった。し
かし、京都プロセスによって、それをわずか 1 工
程（樹脂と混ぜるための化学処理を施したパルプ
を投入するだけ）で行えるようになり、製造コス
トを従来の 10 の 1 にまで削減することが可能に
なった 9。これで実用化に向けての視界が一気に
開けた形である。

素材メーカーとユーザー企業の連携が普及のカギ
日本が開発した画期的な新素材が実用化・普及

に成功した先行事例としては、ハイテン（高張力
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鋼板）と炭素繊維の二つの事例が挙げられる。
ハイテンと炭素繊維は、どちらも 1960 年代から

技術開発が進められ、1970 年代以降、実用化が進
展したが、その過程では共通した企業行動が見ら
れた。それは、鉄鋼メーカーや炭素繊維メーカー
が、技術開発を進めると同時に、ユーザーへの用
途の提案やユーザーとの共同開発を推進するなど、
市場拡大に向けた活動に注力したことである 10。

ハイテンと炭素繊維の実用化・普及事例に学べ
ば、夢の新素材である CNF の普及に向けては、素
材メーカーとユーザー企業との連携による技術開
発・用途開発・コストダウンの取り組みが継続的に
なされるかどうかがポイントになると考えられる。

「帆船効果」で既存素材も延命する
一方、いくら CNF が「ポスト炭素繊維」とし

て期待の新素材だといっても、すんなりと普及が
進み、炭素繊維の座にとって代わるとは考えにく
い。なぜなら、期待の革新技術が出現すると、旧
来産業が負けじとばかり既存技術を改良して競争
力を高める結果、既存技術が延命し、その革新技
術の普及時期が遅れることが歴史上よくあるから
である。

この現象は「帆船効果」と呼ばれる。19 世紀初
頭に蒸気船が実用化されたが、旧来の帆船は即座
に蒸気船に駆逐されることなく、むしろ進化を遂
げ、かえって帆船が活躍する時代が長引いたとい
う事例に基づく用語である。

帆船効果は最近でも起こっている。燃料電池車
や電気自動車の開発進展を背景に、ガソリンエン
ジン車のエコカーが急速に進化して巻き返したの
がその一例である。

CNF の実用化が進むほど、帆船効果が働いて、
競合する素材（炭素繊維、アラミド繊維、ガラス
繊維等）のさらなる進化を誘発し、複数の競合素
材が併存する時代がかなり長期間続く可能性が高
いと思われる。

素材には社会を変える力がある
本稿で見たように、政府が CNF の研究開発を

積極的に後押ししている中、製紙メーカーを中心
とする各社が新たな収益源として有望な CNF の
実用化に向けた取り組みを強化している。今後は
製紙各社がユーザー企業（化学、自動車、電機等）
と連携しつつ、素材の特性を活かした用途開発を
進める動きが活発になるだろう。

将来的には、CNF が多種多様な汎用製品・先端
製品の中に素材の一部として組み込まれるように
なる可能性がある。炭素繊維が示したように、素
材には広く社会を大きく変える力があるため、
CNF の動向は注視していく必要がある。

8．インフラ投資

世界で拡大するインフラ需要
新興国・途上国の経済成長や都市化の進展に伴

い、世界的に電力・運輸をはじめとするインフラ
（社会基盤）の需要が拡大しつつある。

国際復興開発銀行（世界銀行）によれば、新興国・
途上国では 2014 〜 2020 年の間に、電力インフラで
3,200 億ドル、運輸セクターで 2,550 億ドルのインフ
ラ投資の需要が発生する見通しである（図表 6）。イ

10    CNF の普及に向けた課題を考える上で、ハイテンと炭素繊維の実用化・普及事例からの教訓が有益である点については、日本
政策投資銀行「新素材として注目されるセルロースナノファイバー」（2016 年 3 月）が明解に指摘している。

図表 6　  新興国・途上国におけるセクター別 
インフラ需要の将来予測（2014 〜 2020 年）
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出所：経済産業省『通商白書 2016年版』

経済・産業



2017.3　経営センサー
2727

ンフラは新規の建設だけでなく、維持補修につい
ても多額の投資が必要となっており、世界的に大
きな市場となりつつある。

先進国においても、1960 〜 70 年代につくられ
た老朽インフラの維持管理・更新が待ったなしの
課題になっていることや、環境に優しい経済投資

（グリーンニューディール）の動きを受け、今後も
インフラ需要の増加が見込まれる。

とりわけ先進国において、インフラは、「つくる」
時代から「うまく使う」時代に移行しており、適
切な維持管理を施すことで構造物の劣化を遅らせ、
より長く安全に使う技術が求められる。財政の圧
迫要因として先送りされがちな「負の遺産」だっ
た老朽インフラ問題が、産業界にとって商機に変
わりつつある点に注目したい。

経済政策の重心が金融から財政へシフト
米国のサマーズ元財務長官が 2013 年 11 月の

IMF の会議で提起した「先進国の長期停滞論」が
世界で議論されるようになって以降、経済の閉塞
感が広がった。大胆な量的金融緩和を続けたが、
閉塞感はなかなか消えない。こうした中、先進国
経済には投資機会が不足しているという見方が
徐々に増えてきて、これを背景に、先進各国のマ
クロ経済政策運営がそれまでの金融政策一本やり
から財政政策も重視する方向へと変化してきた。
それに伴い、日米欧がそろって財政出動によるイ
ンフラ投資を拡大することを呼び水にして民間需
要の喚起を図る政策に乗り出した。

各国政府がこうした説明を明示的にしているわ
けではないが、このように考えると理解しやす
い。つまり、最近各国でインフラ投資拡大策がと
られ始めた背景には、世界的に経済政策の重心を
金融政策側から財政政策側へと少しずらすことが
経済政策のトレンドになっていることがあると考
えられる。

トランプ政権は 10 年で
1 兆ドルのインフラ投資を公約

米国では、トランプ政権が公約の中で、道路・
港湾・空港・鉄道等のインフラへの投資に 10 年
間で 1 兆ドル（うち道路・鉄道等の交通インフラ
に 5,500 億ドル）を投じると掲げている。インフ
ラ投資の拡大により、鉄道や送配電の新設・維持
更新、建設機械の需要が高まるとの期待が高まっ
ている。

トランプ政権誕生で米国の政策の多くが大転換
する中で（本稿 10 参照）、実はインフラ投資拡大
はオバマ政権時代から一貫した政策であり、2016
年の大統領選挙でクリントン候補も掲げていた政
策である。

米国ではインフラ投資の必要性が叫ばれなが
ら、財源不足がネックとなって長らく停滞してい
た。しかし、2015 年 12 月に新たな道路財源法が
成立したことや、これまでインフラ整備に消極的
だった議会共和党も慎重ながら投資の必要性の認
識は示していることなどから、インフラ整備が進
む環境がある程度整っている。

公約に掲げた 10 年間で 1 兆ドル（年間 1,000 億
ドル）の投資が仮に全額実現すれば、2017 年のイ
ン フ ラ 投 資 は 2015 年 と 比 べ て 13 ％、GDP は
0.6％押し上げられる計算になる。

しかし、実際にはこれほどの規模の投資は実現
しないだろう。通商政策や移民政策などが大統領
のリーダーシップを発揮できる分野であるのに対
し、インフラ投資は財政政策に関わるもので、議
会共和党との調整が不可欠であり、共和党主流派
の支配する議会は、財政収支の大幅な悪化を招く
インフラ投資拡大には反対の姿勢を示しているか
らである。また、米国の労働需給はひっ迫してお
り、企業が容易に雇用を拡大できないことが、供
給面からインフラ投資拡大の制約要因になる可能
性がある。

米インフラ投資積極化で民間企業の商機は拡大
米国が財政負担を抑えつつインフラ投資を積極
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化させるには、民間資金や海外資金の活用が不可
欠である。米国のインフラ投資の主体は州・地方
政府であるが、多くの州で民間資金を活用するた
めの PPP（Public-Private Partnership：官民連携）
手法の法整備や、民間投資促進のための税制優遇
措置が講じられている。

したがって、トランプ政権のインフラ投資積極
化に伴い、民間企業の収益機会は拡大すると予想
される。これは関連技術を持つ日本企業にとって
商機と考えられるが、トランプ大統領の排他的な
自国第一主義が導入される可能性があることや、
PPP の歴史が長いカナダや欧州の企業と比べて日
本企業は PPP のノウハウや情報が乏しいこと、
等の理由からあまり多くは期待できないとの見方
もある。

英国もインフラ投資を強化
インフラ投資を強化しているのは米国だけでな

い。
英財務省は 2016 年 11 月に発表した秋季財政報

告の中で英国経済の生産性の低さを問題視し、生
産性向上に資するインフラ投資に注力する方針を
示した。総額 230 億ポンド規模の国家生産性投資
基金が新設され、住宅、運輸、デジタルコミュニ
ケーション、研究開発などの分野に重点的に資金
を振り向ける計画となっている。

日本は質の高いインフラ輸出を促進
日本政府は、2010 年 6 月に発表した「新成長戦

略」以降、民間企業による「パッケージ型インフラ」
の海外展開を推進する政策を打ち出している。
2020 年にインフラ受注額を 30 兆円とする目標が
掲げられており、実績も 2010 年の約 10 兆円から
2013 年に約 16 兆円、2014 年に約 19 兆円と伸び
てきている。

インフラ輸出拡大を目指し、安倍首相の外遊に
経済界も同行してトップセールスを展開するなど

の動きが見られるようになった。
政府は 2016 年 5 月 23 日には、「質の高いイン

フラ輸出拡大イニシアティブ」を発表し、日本の
「質の高いインフラ」11 の輸出を促進することで、
日本の経済成長のみならず相手国の経済発展に貢
献する WIN-WIN 関係の構築を図る方針を表明し
ている。

日本のインフラ輸出では、日本製品の品質の高
さや耐久性の強みから、初期費用は新興国の競合
相手の提示価格の方が安くても、後に必要な修理・
点検なども含めたトータルコストでは日本の方が
安くなる場合が多い。現地政府がトータルコスト
の魅力を重視するように仕向けることが課題とな
る。

日本の老朽インフラ対策も待ったなし
国内では、高度経済成長期以降に整備されたイ

ンフラが次々と老朽化しており、2020 年度には道
路橋の 67％、トンネルの 50％、河川管理施設（水
門等）の 64％が建築後 50 年を超える（国土交通
省試算）。

老朽インフラの維持管理については、2016 年
11 月、国土交通省において、道路や下水道などの
公共インフラの老朽化対策に産学官が連携して取
り組む「インフラメンテナンス国民会議」の設立
総会が開かれた（構成メンバーは、大手ゼネコン、
IT 企業、研究機関など 199 団体）。

インフラの維持管理・更新にかかる費用は 20
年後に 1.3 〜 1.5 倍に膨らむが（国土交通省試算）、
老朽化対策に充てられる政府の交付金は必要額の
約 6 割しか計上されていない。この背景には、イ
ンフラの維持管理よりもインフラの新設の方が政
治的に政策効果をアピールしやすいという現実が
ある。この問題を乗り越えるためには、インフラ
の維持管理の重要性や経済効果についての国民の
理解度を高めることが必要不可欠であろう。

11    「質の高いインフラ」とは、一見、値段が高く見えるものの、使いやすく、長持ちし、そして環境に優しく災害の備えにもなるため、
長期的に見れば安上がりなインフラのこと。同イニシアティブで日本が提唱した概念。
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IoT を活用したインフラ点検・監視に商機
インフラは IT の発達によって進化を遂げてい

るが、特に最近は老朽化したインフラの監視や検
査にあらゆるものがネットにつながる IoT の技術
を活用する動きが活発になっている。

IoT の導入パターンの中で、「遠隔状態監視」（遠
隔の機械や設備にセンサーを埋め込み、状態を監
視し、効率的に保守点検し、故障を未然に防止す
るもの）は、日本企業の得意分野の 1 つであり、
これはインフラの維持管理と相性がいい。セン
サー技術を駆使すれば、橋桁やトンネルの内壁を
熟練作業員に頼らずに常時精度の高い監視や点検
を行うことが可能になる。人工知能（AI）やロボッ
トを駆使すれば、人手不足が深刻な建設セクター
の救世主になるほか、人による作業の限界を超え
た、精緻な監視、解析、診断を行うことで、イン
フラの安全を守る仕組みが構築できる。

このため、さまざまな企業が、IoT を活用した
インフラ点検・監視・補修の分野に商機を見いだ
している。多くはまだ実証実験の段階にあり、将

来自治体向けに売り込めるシステムを開発してい
る段階で、安全か危険かを判断するデータの蓄積
などに取り組んでいる。

これらの種まきが実を結べば、2020 年頃には自
治体向け IoT インフラ保守点検サービス市場が立
ち上がる可能性がある。

　
インフラメンテナンス分野の日本の有望技術

特許庁の調査によれば 12、社会インフラメンテ
ナンス技術における特許出願動向などから判断し
て、日本が国際競争優位にあると考えられる技術
の候補を抽出すれば、部材追加補強、繊維（炭素
繊維）シート、アセットマネジメント、構造ヘル
スモニタリングの 4 つが有望な技術だという（図
表 7）。

これらの強みを持つ技術を核として、事業展開
先の社会インフラの実情など地域性に合ったソ
リューションを提案していけば、国内だけでなく
海外にも売り込める社会インフラ事業を開発でき
る可能性がある。

12  特許庁総務部企画調査課審査第一部審査調査室「平成 25 年度特許出願技術動向調査：社会インフラメンテナンス技術」。

図表 7　社会インフラメンテナンス分野で日本が競争優位と考えられる候補技術
道路 橋梁 トンネル 建築物

補修・補強工法技術 ・更新
・構造物による法面保護工

・補強材（鋼板以外）の追加
・部材追加
・表面被覆

・表面被覆
・当板工
・部材追加
・剥落防止工法

・表面被覆・含浸
・部材追加

補修・補強材料技術 （該当なし）
・繊維（炭素繊維）シート
・その他の補修・補強材
・接続・接着材

・繊維（炭素繊維）シート
・その他の補修・補強材
・接続・接着材

・その他の補修・補強材
・繊維（炭素繊維）シート
・接続・接着材
・一般的なコンクリート

計測技術

計測パラメータ ・変位量・移動量
・ひずみ

・ひずみ
・ひび割れ ・ひび割れ ・変位量・移動量

計測原理 ・光による観察（撮像） ・  光による観察（撮像、反
射・散乱・透過）

・  光による観察（撮像、反
射・散乱・透過）

・振動法

計測装置 ・CPU/HDDのデータ処理部 ・CPU/HDDのデータ処理部 ・イメージセンサ
・CPU/HDDのデータ処理部

・CPU/HDDのデータ処理部
・表示装置

調査・診断・データ利用技術

・		アセットマネジメント	
（リスク評価）

・  寿命・劣化予測（数量化・
解析アルゴリズム）

・		アセットマネジメント	
（リスク評価）

・  寿命・劣化予測（数量化・
解析アルゴリズム）
・		構造ヘルスモニタリング
（データ解析）

・  損傷検出（数値処理アルゴ
リズム）

・		アセットマネジメント	
（リスク評価、情報システ
ム・データベース構築）

・  損傷検出（画像処理・数値
処理アルゴリズム）

・構造ヘルスモニタリング

・		アセットマネジメント	
（リスク評価）

・  寿命・劣化予測（数量　
化・解析アルゴリズム）

・		ヘルスモニタリング（デー
タ解析）

（注）太字は特に日本が競争優位であると考えられる有望な候補技術。
出所：特許庁総務部企画調査課審査第一部審査調査室「平成25年度特許出願技術動向調査：社会インフラメンテナンス技術」を一部簡略化
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ここで注意すべきは、いくら完成度の高い技術
を開発しても、内外の自治体が導入しにくい高価
な技術では普及が進まず、ガラパゴス化してしま
うことだ。

国や自治体などインフラの管理者は厳しい財政
状況の中で、メンテナンスにかけられる費用に大
きな制約があることを踏まえ、技術の完成度向上
と低コスト化の適正なバランスを実現できる研究
開発や技術開発に注力すべきであろう。

9．越境EC

わが国越境 EC の主要相手国は米中
越境 EC とは、インターネットを使って、海外

の企業や消費者向けに直接販売する電子商取引
（EC：Electronic Commerce）である。ただし、音
楽やソフトウエア等のダウンロード販売は含まな
い。

日本企業の海外向け越境 EC は、日本からの輸
出の一形態である。通常の輸出の場合、海外のバ
イヤーに見てもらい、売れそうだという感触を得
てからバイヤーに向けて商社を介して、または直
接輸出する。これに対し、越境 EC は海外の最終
消費者に向けて直接輸出するものである。

近年、越境 EC は世界中で活発化している。
「eMarketer2015」の推計によれば、世界の越境

EC 市場規模は 2013 年は 1,077 兆ドルだったが、
2016 年には 1,888 兆ドル、2018 年には 2,489 兆ド
ルに拡大する見通しである。

日本の場合、越境 EC の主要な相手国は米国と
中国である。図表 8 は、日本・米国・中国の各国
間の越境 EC 市場規模（2015 年）を推計したもの
である。注目されるのは、中国の消費者の日本か
らの購入額が 7,956 億円（前年比 31.2％増）と巨
額にのぼっていることである。

爆買いが失速する中、拡大する中国人の越境 EC
2016 年春以降、日本の百貨店では中国人の「爆

買い」が失速したが、その一方で中国の消費者が
越境 EC で日本から購入する買い物は急増してい
る。経済産業省によると、2015 年に訪日中国人が
日本で購入した買い物の総額は推定 8,090 億円で
ある一方、中国の消費者が越境 EC で日本から購
入した商品の総額は 7,956 億円と、両者はほぼ拮
抗しており、2016 年は越境 EC が爆買いを上回っ
たとみられる。経済産業省の予測によれば、中国
の越境 EC での日本の商品の購入は 2019 年には 2
兆 3,000 億円超に拡大する見通しであり（図表 9）、
越境 EC に注目する日本企業が増えている。

中国人はなぜ越境 EC で買うのか
中国の越境 EC 利用消費者の人気商品カテゴリ

図表 8　  日本・米国・中国の越境 EC の市場規模
（2015 年）

（単位：億円）
国

（消費国）
日本からの

購入額
米国からの

購入額
中国からの

購入額 合計

日本
（対前年比）

2,019 210 2,229
6.9% 6.8% 6.9%

米国
（対前年比）

5,381 3,656 9,037
10.5% 12.0% 11.1%

中国
（対前年比）

7,956 8,442 16,398
31.2% 34.2% 32.7%

合計
（対前年比）

13,337 10,461 3,866 27,664
22.0% 27.9% 11.6% 22.6%

（注）  各種調査機関、文献および越境ECを行っているEC事業者ヒアリ
ングより作成

出所：  経済産業省「平成27年度 我が国経済社会の情報化・サービス化
に係る基盤整備（電子商取引に関する市場調査）」2016年6月

図表 9　  日本・米国・中国の越境 EC の市場規模
（2015 年）
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は、中国のネット調査会社 iResearch 社によると、
化粧品・美容品がトップで、以下マタニティ＆ベ
ビー用品、食品＆健康、ファッション、デジタル
用品となっている。

中国人が越境 EC で買う理由は、国内では売っ
ていない、国内で買うよりも安い、国内で買うも
のより品質がよい、国内では模造品が多い、海外
から買うことがステータスになる、などである。

よく知られているように、中国では店頭に輸入
品は並んでいるが偽物が多く、本物は割高であ
る。「爆買い」の本質は、中国人消費者が製品と
ショッピングサービスの質に対して起こした「質
への逃避」であり、中国人が越境 EC で外国製品
を買うのも根は同じだと、箱崎大・ジェトロ海外
調査部中国北アジア課長は指摘する（『ジェトロセ
ンサー』2017 年 2 月号）。越境 EC の拡大は、実
店舗での買い物に不満を持つ中国の消費者が、製
品の質・割安感・選択の自由を求めた結果だとい
うわけである。

中国の越境 EC 消費市場のポテンシャルは大きい
世界最大のネット通販アリババグループが運営

する中国最大の EC プラットホーム「T モール（天
猫）」が毎年 11 月 11 日に行う販促イベント「独
身の日」の 1 日の売上高（流通総額）は 2016 年
には約 1 兆 9,000 億円（前年比 32％増）に達した。

「独身の日」の越境 EC 部門「天猫国際」の売上高
では、2016 年に日本が首位に浮上した（2015 年
は米国に次ぐ第 2 位）。1 万社を超える海外企業が
参加したが、企業別の売り上げでは日本のファー
ストリテイリングが 6 位にランクインした。

中国におけるインターネットの普及率は 2016
年 6 月末現在 51.7％に達しており、ネット人口は
7 億 958 人にのぼる。EC による小売り売り上げ
は 2010 年の 5,000 元から 2016 年（予測値）は 5
兆 4,000 億元と 10 倍以上に拡大している。2015
年の EC 小売売り上げは前年比 30％増という高成
長を記録し、2016 年も 20％以上増加したとみら
れ、中国の消費市場は EC 抜きでは語れなくなっ

ている。
中 国 の 1 人 当 た り GDP は 2020 年 に は 1 万

2,117 ドルとなる見通しで（IMF 予測による）、こ
れは日本の 1985 年ごろの水準で、今の日本の 3
割強の水準である。中国市場において高機能・高
品質を求める消費者層が今後ますます厚みを増す
と予想され、高機能・高品質の日本製品を売り込
むチャンスといえる。

越境 EC に商機を見いだす日本企業
こうした中、日本企業が中国向け越境 EC に商

機を見いだそうとするのは当然だろう。2016 年に
は花王やユニ・チャームなどのメーカーが天猫国
際に直営店を開設した。また、同年、ヤマトホー
ルディングスが中国ネット通販 2 位の京東商城と
提携、日本通運が最大手のアリババと提携するな
ど、日本の大手運輸会社と中国のネット通販大手
の合従連衡が進み、中国向け越境 EC のボトル
ネックだった物流インフラが整いつつある。

また最近では、越境 EC を活用して、爆買いし
たインバウンド客に帰国後に現地でも販売し続け
る体制を構築しようとする日本企業が増えてい
る。このため、越境 EC がインバウンド消費の一
部を奪っていることは確実のようだ。ただ、訪日
経験とは関係なく越境 EC で日本の商品を購入す
る顧客もいるため、正確な影響は把握できない。

一方で、越境 EC で売り上げを伸ばす日本企業
は増えているが、日本企業の課題としては、欧米
企業に比べてビジネスの現地化が遅れている点が
指摘されている。例えば、米国の紙おむつブラン
ド「ハギーズ」は、販売状況の変化をリアルタイ
ムで分析し、臨機応変に価格を変え、クーポンを
発行するなど、中国市場での巧みなビジネス展開
が功を奏して、大躍進している。

中小企業にとって貿易のハードルが低下
中小企業が越境 EC を活用して海外展開（輸出）

を始める事例が増えている点も注目される。中小
企業にとって、越境 EC で売れば、従来の海外市
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場進出と比較して、素早く（短いリードタイムで）、
低コストで開業できる 13。海外現地法人の設立も
必要なく、海外出張すらせずに、輸出を始めるこ
とができる。

つまり、越境 EC の普及により、中小企業に
とって海外事業展開（輸出）のハードルが下がっ
てきた。情報通信技術の発達と EC の普及の結果、
今や貿易は中小企業でも気軽に始められるように
なったのである。

越境 EC のデメリットとリスク
一方、越境 EC のデメリットも指摘されてい

る。中国向け EC の場合、中国の物流・関税コス
トが高いこと、出店代行業者に払う手数料が高い
こと、出店者が急増したためサイト内で埋もれて
しまうこと、などの問題があるため、越境 EC で
儲けることは容易でないという現実がある。

つまり、越境 EC は手軽に始められるが、実は
儲けることが難しい。特に、中国の越境 EC 市場
は規模と将来性は世界一だが、競争が熾烈で、成
功することの難易度も世界トップクラスだと指摘
する専門家が多い。越境 EC を始めれば、日本に
いながらにして中国 EC モールに出店できるもの
の、実際に大きな成果を出している企業は多くは
ないようだ 14。

また、越境 EC のリスクとして、商品の不着や
破損のリスク 15、代金の回収不能のリスク、商標
権の侵害、損害賠償訴訟となった場合に訴訟場所
が消費者の国となる恐れ、などのリスクを念頭に
置く必要がある。

さらに、中国政府の税制変更についても要注意
だ。中国ではこれまで個人使用目的の物品を持ち
込む場合、通常の貿易よりも税率の低い「行郵税」
が適用され、越境 EC もこの扱いだった。しかし、

2016 年 4 月 8 日に施行された中国越境 EC 税制変
更によって、行郵税が撤廃され、越境 EC の特別
免税措置（個人輸入関税 50 元未満免除）が廃止
されることになった。その後、中国政府はこの制
度変更の適用を 2017 年末まで延期すると発表し
た。しかし、中国では税制が頻繁に変更され、通
関によって税制の解釈に違いがあることが多く、
今後の展開次第では、輸入品の通関制度が厳しく
なり、通関手続きが複雑になる可能性がある。

レッドオーシャンを勝ち抜くビジネスモデル
個々の出店者がそう簡単には儲けられないとは

いえ、中国の越境 EC が今後も拡大することは確
実で、商機を狙って多様な日本企業が参入してき
ている。前述したように、ヤマトホールディング
スが京東集団と提携して越境宅配に乗り出したほ
か、インターネット広告企業のアドウェイズ（東
京都新宿区）は、中国越境 EC に出店する日本の
業者向けに中国 EC モールの販売動向データを分
析・提供するサービスを行っている。

成長する中国越境 EC 業界で今最も注目されて
いるベンチャー企業が、中国国内の一般ユーザー
向けに EC アプリを展開するインアゴーラであ 
る 16。同社は、越境 EC を始める業者が直面する
さまざまな煩雑な業務をすべて同社 1 社でカバー

（支援、代行）するビジネスモデルを構築すること
で独自の価値を提供しようとしている。

インアゴーラは、熾烈な競争環境にある越境
EC 業界で、価格競争にさらされるのを回避する
には、個々の製品やサービスを単品売りするので
なく、国をまたぐ EC を行う際に発生する諸問題
を一気通貫で解決できるという独自の価値を訴求
することで差異化を図り、競争優位を確保しよう
としている。

13    日本政策金融公庫総合研究所が中小企業を対象に実施した「越境 EC に関するアンケート調査」によれば、越境 EC の開業費用
が 10 万円以下という企業が全体の 35％を占めている。

14    筆者が取材をした日本企業の海外進出を支援するコンサルサント会社では、成功確率の低さを考慮して、従来手がけていた越
境 EC 支援サービスは現在休止しており、現地のバイヤーを発掘して通常の輸出を開始することを推奨しているとのことだった。

15  国際郵便（EMS）の場合、損害については一定程度補填されるが、顧客に与える不愉快を解消する手立てはない。
16  インアゴーラの CEO である翁永飆（おうえいひょう）氏は伊藤忠商事での勤務経験を経て複数の起業を手掛けている。
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17  エマニュエル・ドット著（聞き手朝日新聞）『グローバリズム以後』2016 年

レッドオーシャンである中国越境 EC ビジネス
で成果を出すには、日本企業もインアゴーラのよ
うに、顧客に新たな価値を提供できる独自の事業
モデルの開発に注力すべきであろう。

10．反グローバリズム

トランプ現象・ブレグジットの背景に
グローバル化疲れ

米国のトランプ氏は大統領選挙期間中から「グ
ローバリズムでなくアメリカニズム（米国第一主
義）がわれわれの信条だ」と語り（2016 年 7 月
の共和党大会での大統領候補受諾演説）、反グロー
バリズム、保護主義の姿勢を鮮明にしていた。大
統領に就任すればさすがに極端な保護主義や移民
排斥は修正するだろうとの見方が一部にあったが、
そんな期待も裏切られつつある。

トランプ大統領は就任演説でこの国を支配する
新しいビジョンは米国第一主義だと力説し、保護
こそが繁栄と強さにつながるとして、保護貿易主
義を駆使して強引に投資や雇用を呼び戻す姿勢を
示した。そして、就任後直ちに通商政策の方針を
発表し、TPP（環太平洋経済連携協定）からの永
久離脱や NAFTA（北米自由貿易協定）の再交渉
を表明した。

トランプ政権誕生だけではない。2016 年には、
世界各国でグローバリゼーションに異議を申し立
てる政治勢力が勢いを増した。英国は同年 6 月の
国民投票で EU 離脱を決め、2017 年 1 月、テリー
ザ・メイ首相は英国の EU 離脱（ブレグジット）
に関する演説において、EU 域内市場への参加が失
われようとも、EU 移民の制限を最優先事項とし、
国家としての主権を完全に EU から取り戻す「ハー
ド・ブレグジット」を目指す姿勢を明らかにした。

トランプ現象やブレグジットが起こった背景に
は、米英の社会全体に「グローバル化疲れ（グロー
バリゼーション・ファティーグ）」があり、自由貿

易への反感があると、フランスの歴史・文化人類
学者エマニュエル・ドット氏は指摘する 17。

特に、これまで自由貿易を推進して経済を市場
原理に任せ、グローバル化を先導してきた米国の
変容は、世界の経済秩序を変える可能性がある。
これまでオープンな民主主義の要であることが米
国のソフトパワーを高めてきただけに、2017 年 1
月のトランプ政権誕生により米国のソフトパワー
が低下し、国際秩序が不透明な時代に突入するこ
とは避けられないだろう。

トランプ氏の「米国第一主義」の問題点
今やトランプ大統領の目指す自国第一主義が過

激なものであることが明確になりつつある。米国
は単に内向きになるだけでなく、通商問題では近
隣たたきをして、これまで他国に搾取されていた
ものを取り返すという姿勢を見せている。

だが、多くの識者が指摘しているように、トラ
ンプ流排外主義は、米国の雇用を回復するどころ
か米経済を悪化させるだけだ。他国に工場を移す
企業に高関税を課すと脅し、米国内で雇用を増や
す企業を称賛する。そうした手法は短期的な成果
は出ても、中期的には米国内生産の強要は当該企
業の生産性を低下させ、国際的なサプライチェー
ンが寸断され、企業活動の萎縮を招く。また、人
件費等のコスト上昇が販売価格を押し上げ、物価
高を招き、結果としてトランプ大統領を支持する
白人低所得層はますます貧しくなる。

自由貿易についての考え方も異端
トランプ大統領の自由貿易についての考え方も

間違っている。自由貿易は世界全体でより効率的
な資源配分を可能にすることで、たとえ一方的な
自由化だったとしても貿易当事国の経済の効用水
準を改善するプラスサムゲームであるというのが、
標準的な経済学の考え方である。ところが、トラ
ンプ政権は、自由貿易は敗者となる国の経済を衰
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退させるゼロサムゲームだと考えているようだ。
さらに、多国間の貿易協定よりも 2 国間協定の

方が良いと信じている点でも、トランプ氏は間
違っている。貿易協定は企業間取引とは違って、
すべての企業にとっての取引条件を定めるもので
ある。2 国間協定にこだわると、世界の市場は寸
断されてしまう。新たな 2 国間協定が結ばれて、
競争条件がいつ見直されるか分からない状況のも
とでは、企業は長期的な戦略を決めるのが難しく
なり、企業活動が抑圧される。

2 国間協定の交渉においても、トランプ氏は、
国際社会の国益はゼロサムゲームで、米国の国益
を増やすには他国の国益を減らす必要があると考
えている可能性があり、両国のウィンウィンの関
係をつくることには関心がないように見える。

グローバル化が格差拡大をもたらすという考え方
米欧で反グローバリズムの動きが台頭してきた

背景は、各国で共通している。グローバリゼー
ションが雇用の喪失、貧富の格差拡大などをもた
らしているという考え方が根強く存在している。
グローバリゼーションの進展で仕事を失うか所得
を減らした人々が、その怒りを政治にぶつける構
図である。

本当はグローバリゼーションの恩恵は安価な消
費財を享受する中間層にも及んでいる。しかし、
国民の上位一握りの層だけが所得や富を増やして
いる現実を目の当たりにすると（図表 10・図表
11 参照）、ポピュリズムの台頭を抑えることがで
きず、グローバリゼーションのあり方を政治的に
見直す動きが強まる状況にある。

グローバル化が諸悪の根源ではない
多くの識者は、先進国における所得格差拡大や

製造業などの雇用喪失の主因はグローバル化では
なく、技術進歩にあると考えている。

2007 年に IMF が発表した分析では、先進国に
おいて所得格差を示すジニ係数が 2000 年代前半
にかけて悪化した原因には、IT（情報技術）の進
展が大きな影響を及ぼしていることが示されてい
る。技術進歩が IT を使いこなせる一部の人と使
いこなせず仕事を失う人の二極化を招いた可能性
が高い。

また、オハイオ州立大学のエドワード・ヒル教
授は、米国は 1970 年から 2015 年までの間に製造
業で約 700 万人の雇用を失ったが、うち 8 割強は
オートメーション化によるもので、国外に流れた
ものは 10 数％にすぎないと分析している 18。

図表 10　米国の上位 10％が全所得に占める割合
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出所：「World Wealth & Income Database」より作成

図表 11　米国の上位 10％が全財産に占める割合
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18  エドワード・ヒル・オハイオ州立大学教授「トランプがした約束は実現しない」（『ウエッジ』2017 年 2 月号）
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こうした技術進歩のほか、近年の主要国の低成
長そのものも、中間層の所得増を阻み、格差を助
長する要因になった可能性がある。

このように、実際は諸悪の根源はグローバル化
ではない。しかし、論理的にはそうであっても、

「原因は外国や移民のせい」の主張は、感覚的には
万国共通して受け入れられやすい。

企業はトランプ氏が巻き起こす嵐に対応する必要
がある

このように、トランプ大統領の政策は明らかに
間違っている。日本としては、まず、主要国の中
で日本が米国製造業の雇用創出に最も貢献してい
るという事実を日米の共通認識とすることが重要
である。

さらに米中に次ぐ経済大国である日本には、内
向きに傾斜するトランプ政権に軌道修正を求める
役割が期待される。全体最適を追求するには、世
界の自由貿易を立て直す必要があり、日本は米国
の同盟国として、保護主義をとるよりも自由貿易
を選択する方が相互利益につながることをトラン
プ氏に理解させる努力をすべきだろう。

しかし、トランプ氏の言動や政策がいくら論理
的に間違っていて、非合理的、荒唐無稽なものだ
と批判しても、トランプ氏は公約の実現を優先す
るため、自らの誤りを認め、政策を変更する可能
性は当面低そうだ。そうであるならば、企業とし
ては、米国が間違った政策を推進することを前提
に、それがもたらす国際秩序の大転換を見定め、
変化に対応した行動をとる必要があろう。

その上で、トランプ政権の進める減税、規制緩
和、インフラ投資などの政策を見極め、新たな商
機を見いだし、成長機会にしていく知恵が求めら
れる。

国際協調の理想が共有されなくなるリスク
世界最大の政治リスク専門コンサルティング会

社であるユーラシア・グループが 2017 年 1 月 4
日に発表した「2017 年の 10 大リスク」において、

第 1 位 に「 わ が 道 を 行 く 米 国（Independent 
America）が挙げられたように、今や世界の経済
活動にとって、米国の政策運営が最大のリスク要
因になったと言える。

だが、リスクは米国だけではない。EU 加盟国
の間でも、フランス、ドイツ、イタリア、オラン
ダ、ポーランド、ハンガリー、フィンランドなど
で、自国第一主義、反グローバリズムの動きが台
頭してきている。仮に本年 5 月のフランス大統領
選でマリーヌ・ルペンが勝利するなど、世界にポ
ピュリズムが広がった場合には、各国指導者の間
でこれまで支持されてきた国際協調の理想が共有
されなくなる可能性がある。そうなれば、「自由貿
易が全体最適だ」という正論に耳を傾ける国が減
り、各国が保護主義による部分最適を選択するア
ナーキーな世界が生まれる可能性がある。
「想定外のことは起こりうる」という 2016 年か

らの教訓を踏まえれば、そうした脅威を想定外に
置いて安心するのではなく、リスクシナリオとし
て念頭に置いて、いざそうなった際のリスクを低
く抑える対策を予防的に講じるべきであろう。

通商のルールメーカーが
米国から中国に交代するリスク

TPP を推進してきたオバマ前米大統領が、2016
年 1 月の一般教書演説で「TPP はアジアでの米
国のリーダーシップを強化する」「アジア地域の
ルールを作るのは中国ではなく、米国だ」と語っ
たように、中国が米国の通商覇権を奪おうと挑ん
でくる動きに対し、TPP でクギを刺す狙いがあっ
た。

経済大国として台頭する中国に主導権をとらせ
ずに、自由貿易主義の伝道者として米国を中心と
した経済ルールを作り、通商面で主導権を保持し
ようと考えた。ところが、トランプ大統領誕生に
より、米国はこれまでの自由貿易主義の伝道者と
しての役割を放棄し、TPP を離脱し、ルールメー
カーの座を降りた。

中国はこのことを喜んでいるに違いない。この

2017 年の日本産業を読み解く 10 のキーワード



経営センサー　2017.3
3636

ままでは、中国が主導してきた RCEP（東アジア
地域包括経済連携）構築を目指す動きが加速し、
RCEP が世界の通商ルールのスタンダードになり
かねない。それは、今後の世界の通商における
ルールメーカーが米国から中国に交代することを
意味する。日欧先進諸国にとっては、こうした事
態を回避できるかどうかの正念場を迎えている。

TPP は、アベノミクスの成長戦略の成果の一つ
として掲げられており、政府の試算によれば TPP
の経済効果は、GDP を約 14 兆円（約 2.6％）引き
上げる効果があるとしていた。だが、残念ながら
米国の TPP 離脱で、このシナリオは崩壊した。

それでも自由貿易は死なない
TPP が頓挫し、トランプ大統領が保護主義政策

を掲げても、世界で自由貿易の理念が衰退するこ
とはないだろう。新興国の台頭に伴い、自由貿易
の重要性は今後さらに高まる可能性がある。

今や FTA（自由貿易協定）は単に関税を撤廃す
るだけの協定ではなく、企業が世界でビジネスを
する際の知的財産権の保護や環境保護などの規制
も含めた総合的なルールブックになりつつある。
FTA は国同士が利益を奪い合うための装置ではな
く、各国企業が世界を舞台に強みを発揮し、切磋
琢磨して事業活動を展開するための「土俵」づく
りである。したがって、世界で発効済みの 286 件

（2016 年末現在）の FTA が、今後次々と破棄さ
れ、自由貿易が過去の遺物になることは考えにく
い。

新興国や途上国は、自由貿易の拡大が自国の企
業活動にプラスの影響をもたらすと期待しており、
自由貿易の推進を要望している。今後米欧で自由
貿易を見直す声が政治的に高まることが予想され
るが、自由貿易の理念そのものが死ぬことはない
だろう。
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2017 年 1・2 月号）

8）  ナノセルロースフォーラム編『図解よくわかるナ

ノセルロース』日刊工業新聞社、2015 年

9）  日本政策投資銀行「新素材として注目されるセル

ロースナノファイバー」、2016 年 3 月

10）  経済産業省「平成 25 年度製造基盤技術実態等調

査（製紙産業の将来展望と課題に関する調査）報

告書」2014 年 4 月

11）  『日経ものづくり』2016 年 12 月号、「1 兆円市場

に向けて急伸する セルロースナノファイバー 

CNF」

12）  『日経エコロジー』2017 年 1 月号、「次世代素材　

航空機から医薬品まで多彩な原料でナノ技術競

う」

13）  日本経済新聞 2017 年 1 月 6 日「ニュースな科学」

14）  増田貴司「新技術の普及遅らす帆船効果」（日本

経済新聞 2016 年 7 月 1 日夕刊「十字路」）

15）  日本貿易振興機構（ジェトロ）「米国主要州にお

ける PPP 法規制と運用状況に関する調査報告書」

2015 年 3 月

16）  ジェトロ「通商弘報」2016 年 12 月 06 日「英国　

生産性向上につながるインフラ整備に注力」

17）  特許庁総務部企画調査課審査第一部審査調査室 「平

経済・産業
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成 25 年度特許出願技術動向調査：社会インフラ

メンテナンス技術」

18）  日本総研「Research Eye：トランプ政権のインフ

ラ投資に過度な期待は禁物」2017 年 1 月 25 日

19）  清水聡「日本のインフラ輸出推進戦略の現状と課

題」（日本総研「アジア・マンスリー」2016 年 7

月号）

20）  大和総研 中里幸聖「米国トランプ次期大統領のイ

ンフラ投資と日本の関係」2016 年 12 月 6 日

21）  経済産業省商務情報政策局情報経済課「平成 27

年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る

基盤整備（電子商取引に関する市場調査）報告書」

2016 年 6 月

22）  ジェトロ『ジェトロセンサー』2017 年 2 月号「【特

集】中国の越境 EC」

23）  竹内英二「期待される越境 EC とそのリスク」（『日

本政策金融公庫論集』第 22 号（2014 年 2 月）

24）  国際商業出版『月刊激流』2017 年 2 月号「流通ト

ピックス／制度変更／爆買いの代替にはならない

中国越境 EC 複雑な事情」

25）  国際商業出版『月刊国際商業』2017 年 1 月号「業

界動向　中国「独身の日」、「おむつ戦争」に変化

の兆し」

26）  国際商業出版『月刊激流』2016 年 12 月号「特集 

インバウンド はっきり見えた爆買い後の新常識」

27）  小嵜秀信「爆買いブームの次に備える 越境 EC で

「旅アト」消費を開拓」（『月刊事業構想』2016 年

7 月号）

28）  『週刊東洋経済』2016 年 12 月 31 日号 「ニュース

最前線 03」

29）  『東洋経済オンライン』2017 年 1 月 20 日「アリ

ババが惚れた、越境 EC ベンチャーの正体」

30）  エマニュエル・ドット著（聞き手朝日新聞）『グロー

バリズム以後』2016 年

31）  日本経済新聞 2016 年 10 月 19 日「エコノフォー

カス」

32）  柴山桂太・京都大学準教授「グローバリゼーショ

ンと反動」（日本経済新聞「やさしい経済学①〜⑧」

（2016 年 10 月 26 日〜 11 月 4 日）

33）  前川祐輔「TPP が崖っぷちでも自由貿易の理想

が死なない理由」（ニューズウィーク日本版『世

界がわかる国際情勢入門』2017 年 2 月 9 日）

34）  エドワード・ヒル・オハイオ州立大学教授「トラ

ンプがした約束は実現しない」（『ウエッジ』2017

年 2 月号）

35）  NHK 取材班『トランプ政権と日本』NHK 出版、

2017 年

36）  キウリスティーヌ・ラガルド IMF 専務理事「自

由なくしてグローバル経済は栄えず」（『ニューズ

ウィーク日本語版』2017 年 1 月 17 日号）

2017 年の日本産業を読み解く 10 のキーワード




