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■  本稿では、年頭に当たり、2016 年の日本産業を読み解く上で重要と思われるキーワー

ドを筆者なりに選定し、解説してみたい。 

■  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。 

■  2016 年のキーワードを 10 個挙げると、以下のとおりである。 

１．IoT（Internet of Things）とインダストリー4.0 
２．人工知能（AI） 
３．次世代自動車（コネクテッドカー、自動運転車） 
４．シェアリングエコノミー 

５．メガFTA 
６．製造業の国内回帰 
７．オープン＆クローズ戦略 
８．素材の軽量化 
９．物流の進化 

１０．ものづくり中小企業と地域イノベーション 
 
 
 

 Ｔ Ｂ Ｒ  産 業 経 済 の 論 点 
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 １．IoT（Internet of Things）とインダストリー4.0  
 
「IoT」ブームをどう見るか 

 IoT（Internet of Things）は、筆者が昨年初に発表した「日本産業を読み解く 10 のキーワ

ード」1の筆頭に取り上げたが、実際、2015 年は「IoT 元年」と言える年になった。 
また、ドイツの産業界が政府と一体となって提唱している製造業革新策である「インダスト

リー4.0」というコンセプトが、IoT を製造分野に活用した戦略として注目されるようになった。

世界経済フォーラムが毎年 1 月に開催するダボス会議でも、2016 年は主要テーマの 1 つに「第

4 次産業革命をマスターする」が据えられた。 
 2015 年は IoT やインダストリー4.0（第 4 次産業革命）という言葉だけが独り歩きした感が

強かったが、これらへの注目の高まりを一過性のブームと見て、軽んじてはならない。背後に

進行している産業の底流変化をしっかり見据えて行動する必要がある。その意味で、2016 年も

第 1 番目のキーワードとして、IoT とインダストリー4.0 を取り上げたい 2。 
 
IoT時代の到来 

 IoT（Internet of Things）は「モノのインターネット」と直訳されるが、機器などのモノに

センサーを埋め込み、インターネットにつなげることで、様々なサービス、機能、利便性を提

供することを指す。米調査会社ガートナーの予測によれば、インターネットにつながるデバイ

スは 2015 年には 49 億個だが、2020 年には 250 億個に増加するとされている。 
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」になったおかげで、つながって

いなかった時には不可能だったビジネスモデルが実現可能となり、様々なサービスや機能が提

供できるようになってきた。 
 民間航空機エンジンで 6 割のシェアを持つ GE は、エンジン以外の飛行データにも GE がア

クセスできる保守契約を結び、世界中の航空機の運航データを収集、解析し、航空会社の効率

改善につながるソリューション提案等の事業を展開しようとしている。今後はこのビジネスモ

デルを航空機だけでなく医療機器などに広げていくとみられる。 
 
日本企業も IoT技術では負けていない 

日本企業も IoT に積極的に取り組んでおり、活用事例は枚挙にいとまがない。 
コマツ（小松製作所）は自社の建設機械の稼働状況などのデータを収集・送信するシステム

を古くから導入しており、これを活用して顧客のコスト削減や生産性向上につなげるサービス

を提供している。 
IoT の活用により、生産ラインの「見える化」を図っている企業は数多い。LIXIL はベテラ

ン設計士のノウハウを「見える化」し IT で一元管理している。ダイキン工業は、業務用空調

機に取り付けたセンサーから様々なデータをリアルタイムで取得し、診断を行い、故障を予知

するサービスを提供している。  
 ブリヂストンは、タイヤに実装したセンサーで路面状態を判定する技術を道路の保守車両向

1 「2015 年の日本産業を読み解く 10 のキーワード」（http://www.tbr.co.jp/pdf/report/eco_g036.pdf）。 
2 筆者は 2014 年版の本レポート（http://www.tbr.co.jp/pdf/report/eco_g030.pdf）で 10 のキーワードの 1 つに

「高度製造業」を取り上げ、ドイツの「インダストリー4.0」や米 GE の「インダストリアル・インターネット」

を紹介した。当時は認知度の低かったこれらの用語が、今や経済誌など多数のメディアが特集を組むほどの注

目ワードになっており、短期間で情勢が様変わりしたことに驚かされる。 
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けに実用化した（乗用車向けの技術も 2020 年をめどに商品化する計画である）。 
 このように、日本企業の IoT への取り組みは、技術面では米独に後れをとっているわけでは

なく、むしろ先行している。IoT と称して鳴り物入りで紹介される欧米の取り組みの多くは、

技術的な新味はない。だからといって、「こんなことは日本企業は昔からやっている。何をいま

さら騒ぐのか」という反応をする者は、本質を見逃す恐れがある。 
 
IoTは産業の世界観・生態系を一変させる 

IoT を論じる際に重要なのは、つながっている「モノ」やつながり方の技術ではなく、それ

によって起こる「コト」の変化である。モノがつながることで様々な現象が起こり、そこから

既存の概念では捉えきれない新しい価値や新しいビジネスモデルが生まれてくる点にこそ注目

する必要がある。 
例えば、スマートフォンが普及してわずか数年で我々の暮らしを大きく変えた例を見れば、

あらゆるものがインターネットにつながる IoT が世界の産業構造や人々のライフスタイル、社

会のあり方に大きな変化をもたらすことは明らかだ。 
 このように IoT を産業世界観や産業生態系の変化をもたらすものと捉えて、この荒波を自社

や自国産業がどのようにうまく乗り越えて生き残るかといった視点が企業や国の IoT戦略に求

められる。したがって、従来のビジネスの延長線上で自社にできる「IoT を活用した生産性向

上策・新事業開発」に取り組むだけでは不十分である。 
 
日本企業の IoT戦略の課題 

 異国や異業種の他社の IoT 戦略によって既存の産業構造が今後どう変わり、自社の既存事業

が脅かされることはないかを展望し、生き残り策を考える必要がある。特に大企業にとって、

この点は重要だ。なぜなら、既存の業界秩序を破壊するような不連続なイノベーションを起こ

すのは、多くの場合、伝統的大企業ではなく、小さくて新しい企業だからである。したがって、

IoT 時代の大企業のイノベーション戦略は、他社（異業種、新参企業）が不連続なイノベーシ

ョンを起こした時の既存事業の防衛戦略 を、先手を打って講じることが重要となる。 
 各種アンケート調査によれば、海外企業に比べると、日本企業の経営者は、IoT はオペレー

ションの効率化やコスト削減をもたらす「改善」要因と見なす傾向が強く、新たな事業成長の

機会と捉える企業の割合が少ない（図表１、図表２参照）。守りの IoT 投資が中心で、攻めの

IoT 投資に消極的であるほか、IT を活用したビジネスモデル変革への意識も薄い傾向がある。 

新たな収益

源創出

57%

オペレーショ

ンの効率化

／生産性向

上

43%

世界の経営者

新たな収益

源創出

32%

オペレーショ

ンの効率化

／生産性向

上

68%

日本の経営者

図表１ IoTがもたらす効果への期待

IoTはオペレーションの効率化／生産性向上と、新たな収益源創出のどちらにより貢献するか？

出所 ： アクセンチュア 「グローバルCEO調査2015」  
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新たな技術/製品・サービス利用

ＩＴによる業務効率化・コスト削減

米国

日本

図表２ ＩＴに対する期待 （ＩＴ予算が増える理由）

(注） ・JEITAおよびIDCジャパン「ITを活用した経営に対する日米企業の相違分析」（2010年10月）により

日本政策投資銀行が作成

・調査対象：日米民間企業の経営者およびIT部門以外（事業部、営業、マーケティング、経営規格）の

マネージャー職以上

出所 ： 日本政策投資銀行産業調査部「IoTを活用した新しいビジネス創出の可能性と課題」2015年10月23日

（％）

 
 
こうした結果から判断して、日本企業は IoT がもたらす産業世界観・産業生態系の変化を見

据えた、生き残りのための戦略的取り組みが手薄である点が課題として浮かび上がってくる。 
 
インダストリー4.0とは何か 

 ドイツ政府は、2011 年以降、インダストリー4.0（第 4 次産業革命）と呼ばれる、IoT を活

用した製造業高度化のための産官学連携プロジェクトを推進している。これは、企業の枠を超

えて工場と機械をインターネットで接続して 1つのシステムとすることで生産の最適化や新た

な価値創出を目指すものである。 
 インダストリー4.0 の中核をなすのは、サイバー・フィジカル・システム（CPS）という仕

組みである（図表３）。現実（フィジカル）空間とデジタル（サイバー）空間が緊密に結びつき、

目の前に現場があるかのような状態をつくり出し、観察・分析可能な状態とし、生産活動を最

適化していくことを狙っている。 
 米国では、同様の発想から、GE（ゼネラル・エレクトリック）が「インダストリアル・イ

ンターネット」というプロジェクトを推進中で、IoT に積極的に取り組んでいる。 
 
インダストリー4.0の本質とは 

ドイツのインダストリー4.0 は、まさに IoT が新たな産業革命とも呼ぶべき、産業世界観・

産業生態系のパラダイムシフトをもたらすとの認識を前提に、この変革を主導し、生き残ろう

というメッセージ性の強いビジョンの発信と位置付けられる（図表４参照）。 
この点を踏まえれば、IoT の技術面で米独に負けていないからと言って安閑としてはいられ

ない。また、「こんな新味のない技術なのに、“産業革命”と称するのは大げさだ」といった反

応もピントはずれだ。産業革命は画期的技術が登場した時に起こるのでなく、その技術が安く

なり社会に広く普及した時に起こるものである。そもそも日本には IT が引き起こす潮流変化
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に対する時代認識や危機感がなかったから、「インダストリー4.0」のようなビジョンが出てこ

なかったと考えるべきだ。 
日本企業の中には、ドイツ企業が目指すインダストリー4.0 を上回るスマート工場を既に自

社工場で実現している企業も少なくない。しかし、これは IoT の技術面や工場のスマート化と

いった側面だけをとらえた見方であり、インダストリー4.0 の本質は別のところにある。 
 
 

 
 
 

図表４　ドイツの「インダストリー4.0」

第１次産業革命
（18世紀後半）

蒸気機関による工場の機械化

第２次産業革命
（20世紀初頭）

電力の活用、分業管理による大量生産

第３次産業革命
（1980年代以降）

コンピューター導入による工場のオートメーション化

第４次産業革命
(21世紀）

スマート工場を中心とした製造業のIoT化

サイバーフィジカルシステム（CPS）＊による自律化

出所 ： 各種資料を参考に作成

（注）＊サイバーフィジカルシステム（CPS）とは、現実世界と電脳世界が緊密に結びついて、様々な

　　　　 価値を生み出す仕組みのこと。
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ドイツがインダストリー4.0 を提唱したきっかけは、米国 IT 企業が将来、コネクテッドカー

や自動運転で自動車産業を支配し、今は強いドイツの自動車産業が競争力を失うかもしれない

という危機感であった。そして、IT がもたらす競争ルールの変化に適応して生き残るために、

１企業の枠をはるかに超えた生産システムの最適化に取り組んでいる 3。 
IoT による産業の革新に取り組んでいるのはドイツだけではない。米国では GE、シスコシ

ステムズ、IBM、インテル、AT&T の 5 社が中心となり、2014 年にインダストリアル・イン

ターネット・コンソーシアム（IIC）が設立され、製造業のみならず、運輸、流通、小売など

を含む全ての産業の変革を推進しようとしている。 
こうした米独が提唱する新たな産業革命は、「擦り合わせ」に代表される日本の製造業の強み

を無力化する可能性がある。一方で、ソフトウェアやデジタル家電などの分野で国際競争に敗

れてきた日本にとって、ハードとソフト、サービスが融合する IoT は、日本が誇る強い現場力

や「ぴったり／安全・安心／かゆい所に手が届く」ものを提供する力などを活用して、巻き返

しを図るチャンスである。 
 日本企業も、米独の産業変革の取り組みを注視し、対抗策を講じる必要がある。IoT 時代の

産業生態系の転換や競争ルールの変化を見据え、自社の殻に閉じこもることなく、オープンプ

ラットフォームを活用して仲間づくりをしながら、革新的なビジネスモデルの創造に中長期的

な戦略を持って取り組んでいくべきであろう。 
 
 
 
 ２．人工知能（AI）  
 
人工知能（AI）とは 

今、人工知能（AI: Artificial Intelligence）が社会的に大きな注目を浴びており、産業界が

AI の活用に一斉に動き始めている。 
人工知能（AI）とは、「見る、聞く、話す、考える、学ぶ」など、人間が持つ様々な知的能

力を、コンピューターやロボットなど各種マシンの上で実現する技術のことで、ハードウェア

というよりソフトウェア技術として実現されることが多い。 
AI の研究は 1950 年代半ばから始まり、技術進化の歴史から見ると、現在は「第 3 次 AI ブ

ーム」の時期と言われる 4。今回のブームの背景には、深層学習（ディープラーニング）の進

化という技術的なブレークスルーがある。深層学習とは生物の脳の仕組みをまねて人工的に再

現したニューラルネットワーク 5の一種である。深層学習がここにきて急速に進化した背景に

は、①ハードウェアの処理能力が上がったおかげでニューラルネットワークを多層化すること

が可能になったこと、②脳科学から得られた知見（視覚野の仕組みの解明）が AI 研究に本格

的に導入され始めたこと、がある。 
 

3 ドイツのインダストリー4.0 の重要な要素は、一企業の枠を超えた工場および工場設備の標準化である。これ

まで製造装置や機器のデータは、製品や企業ごとに専用システムにつながなければデータを読み取ることがで

きなかった。ドイツはスマート工場の実現に向けて、様々な IT システムの間のコミュニケーションが可能な柔

軟なプラットフォームづくりに不可欠な規格の標準化の主導権をとろうとしている。 
4 第 1 次ブームは 1950 年代、第 2 次ブームは 1980 年代に訪れた。 
5 機械学習や神経科学などの分野で扱われる計算モデルの一種。脳の神経回路から知見を得たモデルで、ニュ

ーロンと呼ばれる計算単位をネットワーク状につなげた構成をしている。 

東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                               20１６ ２. ２６ 

6 

                                                   



広がる AIの応用分野 

AI の急速な技術発展に伴い、AI の応用分野は広がりを見せている（図表５）。2020 年には

自動運転、農業の自動化、物流、ロボットへの応用が、2030 年には教育、秘書分野への応用が

実用化されると展望されている。 
2012 年頃から、グーグル、マイクロソフト、フェイスブックなどの世界的な IT 企業が、深

層学習の研究成果を自社の AI 製品に取り入れ始めた。この結果、これら企業が提供する音声

検索や画像検索の精度が飛躍的に向上したほか、異なる言語間の同時通訳を自動化する技術や、

多数のユーザーが投稿する膨大な写真を自動的に選別する技術などが開発された。 
AI の産業への活用事例としては、現在各社が競って開発中の自動運転車、ソフトバンク社の

開発した人型ロボット「ペッパー」と米 IBM が開発した認知型コンピューター「ワトソン」

の組み合わせ（金融機関やメーカーなど多くの企業が導入している）、法律事務所での訴訟資料

の選定、人間関係の可視化、SNS における犯罪情報のモニタリング、転倒リスクのケアが必要

な患者の看護情報からのシグナル発見、医療機関での治療計画の策定など、多様かつ高度なサ

ービス分野への活用が始まっている。 
 
IoTと AIは単なるテクノロジーではない 

IoT の広がりにより、ロボット、家電、自動車など、様々なモノがインターネットでつなが

ると遠隔操作でモノの状態をモニターしたり、動かしたりできると同時に、モノから自動的に

蓄積される膨大なデジタル情報（ビッグデータ）を AI を使ってリアルタイムで分析すること

が可能になった。 
人間の五感（視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚）は生物としての人間の限界によって制限され

ている。しかし IoT の時代には、機械でできた観測装置により五感では感知できなかった情報

を取得し、これらを AI に入力して、人間には見つけることができない意味やパターンを認識

することができるようになる。 
 
 

2014 203020252020

画像認識
音声認識

マルチモーダル
(複数）な認識

行動と
プランニング

行動に基づく
抽象化

言語との
紐付け

蓄積した言語知識の
計算機による獲得基礎技術

認識精度の
向上

感情理解
行動予測
環境認識

自律的な
行動計画

環境認識能力の
大幅向上

言語理解 大規模知識理解技術発展

応用分野
広告
画像からの
診断

Pepper
ビッグデータ
防犯・監視

自動運転
農業の自動化
物流
ロボット

社会進出
家事・介護
他者理解
感情労働の代替

翻訳
海外向けEC（商取引）

教育
秘書
ホワイトカラー支援

図表５ 人工知能（ＡＩ）の技術発展と応用分野

出所 ： 総務省 「インテリジェント化が加速するICTの未来像に関する研究会」 松尾豊氏（東京大学教授）説明資料 をもとに作成  
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 このような IoT と AI の結合がもたらす未来図は SF の世界ではなく、既に起こっているか、

近い将来起こるはずの現実である。したがって、AI は単なる流行の技術の一分野として捉える

のでなく、人類の生活や産業のあり方を一変させる一大潮流と考えるべきだ。企業は AI を単

なるテクノロジーやサイエンスと考えるのではなく、AI の出現でどんな新しいビジネスモデル

が出てくるかということを洞察することが重要である。 
 
IT企業による AI投資がヒートアップ 

2012 年ごろから、世界的な IT 企業が深層学習の研究成果を自社の AI 製品に取り入れる動

きが活発になっている。米 IT 企業による AI 分野への投資競争も熱を帯びてきた。 
グーグルは、深層学習の第一人者であるジェフリー・ヒントン氏（トロント大学）率いる

DNNresearch を 2013 年に買収、2014 年にはディープマインド・テクノロジーズという AI
関連ベンチャー企業を買収するなど、積極的な企業買収と人材の囲い込みによって、AI 研究の

先頭を走っている。 
 IBM は、AI の領域で、質問応答・意思決定支援システム「ワトソン（Watson）」など三つ

の大型プロジェクトを同時に走らせている。 
 また、フェイスブックは、2013 年、深層学習のパイオニア、ヤン・ルカン氏（ニューヨーク

大学）を所長とする人工知能研究所を開設した。独自開発した深層学習モジュールをオープン

ソース化し、ベンチャーや研究機関をサポートする戦略を推進している。 
 
日本企業も動き出した 

 日本では AI 研究に対する国の取り組みが米国より大きく遅れているが、2015 年 5 月、経済

産業省は産業技術総合研究所（産総研）に新たに人工知能研究センターを設立し、2016 年 4
月には研究員合計 100 人超の体制を整える。また、2016 年半ばには、理化学研究所にAI など

の統合研究開発拠点「AIP（Advanced Integrated Platform Project）センター」が設立される。

2015 年夏には、文部科学省もAI 研究に 10 年間で 1,000 億円をあてる方針を発表した。 
 日本企業も AI 研究に積極的に動き出した。図表６に示すとおり、トヨタやリクルートが米

国に本格的な AI の研究開発拠点を設置している。 
 日本の AI 関連のベンチャー企業が大企業と手を組む事例も増えてきた。深層学習の技術で

注目されているベンチャー企業、プリファード・ネットワークス（PFN、本社：東京都文京区）

がトヨタと共同研究を行っているほか、ファナックとも技術提携をしている。また、ベンチャ

ー企業、ABEJA（アベジャ、本社：東京都港区）は、同社の提供する深層学習技術を活用した

次世代型店舗解析ソリューションを百貨店大手の三越伊勢丹ホールディングスをはじめ、数十

社の小売業者の販売促進を AI で支援している。 
 第 1 次産業での AI 活用も始まっている。牛固体管理システムのファームノート（本社：北

海道帯広市）は、畜産牛や乳牛にセンサーを取り付けて活動量のデータを集め、AI で分析でき

る通信機器を開発し、生産者がスマホなどで牛の病気や発情を手軽に把握することを可能にし

た。 
 EY 総合研究所の予測によれば、日本の AI 関連産業（運輸分野、卸売・小売分野、製造分野

等を含む）の市場規模は 2015 年の 3 兆 7450 億円から、2020 年には 23 兆 638 億円、2030 年

には 87 兆円に拡大し、現在の自動車産業の市場規模（約 50 兆円）を上回る巨大産業になるこ

とが見込まれている。 
 

東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                               20１６ ２. ２６ 

8 



図表６　日本企業のＡＩ研究への取り組み

社名 内容

　トヨタ自動車

2016年1月にAI技術の研究・開発を行なうための新会社を米シリコンバレーに設立し、今
後5年間で約10億ドルを投じる（2015年11月発表）。自律走行車、生産ロボティクス、生産
管理システムへのＡＩ導入や、新事業開拓を視野に入れた汎用性の高い研究開発を行う
模様。CEOにはDARPA（米国防総省高等研究計画局）のプログラムマネージャーを務め
たギル・プラット博士が就任した。

　リクルートホールディングス

「Recruit Institute of Technology（RIT）」をAIに特化した研究拠点に再編することを発表
（2015年4月）。カーネギーメロン大学のトム・ミッチェル教授をはじめとするAIの権威を
アドバイザーに迎え入れた。2015年11月には拠点をシリコンバレーに移転し、米グーグル
リサーチで実績のあるアーロン・ハーベイ氏がRITトップに就任した。

　ドワンゴ
ニコニコ動画で知られるドワンゴは2014年10月に「人工知能研究所」を開設。今後、地球
規模の課題に取り組むために必要となる「超人的人工知能」の開発をミッションとし、自律
的な創造を行う汎用ＡＩの研究を課題に設定している。

　Preferred Networks（PFN）

IoTにフォーカスしたリアルタイム機械学習技術のビジネス活用を目的として、2014年、
Preferred Infrastructure（2006年創業）からスピンアウトして設立。トヨタ、ファナック、NTT、
京都大学等と共同研究や資本・業務提携を結んでいる。和製ディープラーニング界の期待
の星。

　PEZY Computing

齊藤元章社長が率いるベンチャー（東京都千代田区）。2015年8月、サイバーダイン社
（茨城県つくば市、山海嘉之社長）と資本提携し、小脳処理機能と学習型汎用AIの共同
開発に取り組む。純国産のスーパーコンピューターを小規模グループで短期間に開発。
同社が開発したプロセッサを搭載したスーパーコンピューターは、2015年6月、性能を競う
“省エネ”スーパーコンピューターの世界ランキングで1位から3位を独占した。

出所 ： 各種資料をもとに作成  
 
AIは次世代ロボットの誕生を促す 

 これまでもロボット技術は IT の発達に伴って大きく発展してきたが、近年は IoT や AI など

の先端的な IT のロボットへの導入が進み、「ロボット革命」と呼ばれるように、これまでロボ

ットの活用が進んでいなかった多様な分野における実用化が進んでいる。深層学習の技術をロ

ボットに生かすための研究も活発に行われ始めた。 
近年、米国では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

進展しているのに対し、日本ではハードウェア優先のロボット開発が行われ、ロボットと AI 
との融合が遅れていた。また、米 IT 企業の間では、次世代ロボットを IoT 時代の「次世代の

情報端末」と位置付けているのに対し、日本企業はスタンドアローンとしてのロボット開発が

中心で、情報端末という発想が乏しかった。 
政府が 2015 年 1 月に発表した「ロボット新戦略」は、IoT 社会の到来に伴う技術革新やビ

ジネスモデルの変化によりロボット自体が劇的に変化しつつあることを指摘し、日本のロボッ

ト開発がガラパゴス化することなく、こうした潮流に対応する必要があることに言及した。 
 IoT 時代のAI を導入した次世代ロボットは、私たちを取り巻くあらゆる産業を塗り替えてし

まう可能性を秘めている。メーカーもユーザーも、この技術トレンドをしっかり見据えて、次

世代ロボットの動向を注視していくことが重要だろう。 
 
 
 
 ３．次世代自動車（コネクテッドカー、自動運転車）  
 
クルマの IoT化で次世代自動車の主役が変わった 

IoT により得られたビッグデータをAI（人工知能）で解析する一連のシステムは、今後、自

動車、ロボット（ドローンやサービスロボット）、遠隔医療、スマート農業など様々な領域に導
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入されていくと予想される。中でも、日本の基幹産業である自動車産業、広大な裾野産業を抱

え、就業人口の 9％弱の 550 万人を雇用し、日本の財の輸出の約 20％を占める自動車産業が、

IoT と AI の台頭によりどのような影響を受けるかは、日本経済にとって最重要テーマの一つで

ある。 
これまで、自動車の次世代技術と言えば、環境対応の技術が中心で、エコカーが次世代自動

車の主役であった 6。しかし、IT とクルマが融合し、自動車分野の IoT 化が進む中で、2015
年あたりから、コネクテッドカーと自動運転車が次世代カーの主役に踊り出た感がある。これ

に伴い、クルマの安全技術が新たな進化をとげつつある 7。 
 
クルマの安全技術に一大変化 

 従来、クルマの安全技術は、危険を回避して安全性を高める「予防安全」と衝突時に乗員の

安全を守る「衝突安全」の二つが基本であったが、近年は IT を駆使した「運転支援」と呼ば

れる新しい安全技術が目覚ましい進化をみせている。これは、車載センサーによって走行環境

を認識し、安全な走行を支援するシステムで、既に「衝突回避支援ブレーキ（AED）」、前を走

る車を自動追尾する「アダプティブ・クルーズ・コントロール（ACC）」などのシステムが実

用化され、市販されている。 
 「運転支援」のためのシステムは高度運転支援システム（ADAS）と呼ばれ、ADAS の世界

の市場規模は、2012 年の 1000 億円から 2020 年には 1 兆 2000 億円に拡大すると予想されて

いる。 
 
コネクテッドカーで台頭する次世代情報提供サービス 

 ADAS の躍進の背景には、高速通信規格 LTE とスマートフォンの普及により、クルマがネ

ットワークを通じて社会インフラとつながり、情報をやりとりできるようになったこと、すな

わちコネクテッドカーの登場がある。 
コネクテッドカーの時代になれば、自動車は単体としての乗り物ではなく、スマート社会の

情報端末の一つ（「走るスマホ」的存在）となり、基本ソフト（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ようになる。既に 2013 年以降、米 IT 企業（アップル、グーグ

ル、マイクロソフト等）が先導する形で、多様な業種の企業が自動車分野に参入してきている。 
 国内カーナビゲーションシステム各社は、IoT 時代の次世代情報提供（テレマティクス）サ

ービス市場の拡大を商機と見て、クラウドネットワークを活用した各種の情報サービスの拡充

に注力し、人とクルマが円滑にコミュニケーションをとる仲介役になろうとしている。有望な

テレマティクスサービスの 1 つとして、運転状況に応じて保険料を割り引いたり、特典を付与

したりするテレマティクス保険も注目されている。 
 
自動運転車の開発がスピードアップ 

上述したように、クルマの IoT 化、コクテッドカーの登場と新たな安全技術の進化、次世代

6 より厳しい新たな環境規制として、カリフォルニア州が策定した次期 ZEV（ゼロエミッションビークル＝排

出ガスを一切出さない自動車）規制が米国のスタンダードになりつつあり、同規制への準拠を求められる 2018
年モデル以降をにらんだ次世代エコカー戦争をどのように勝ち残るかが、今も自動車メーカーにとって重要テ

ーマであることに変わりはない。 
7 筆者は、2014 年の日本産業を読み解くキーワードで「次世代自動車」（次世代環境車、自動車と IT の融合、

自動運転車）、2015 年のキーワードでも「自動車の情報端末化」（コネクテッドカー、自動運転車）を取り上げ

ており、実質 3 年連続で同キーワードを選出している。 
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情報サービスの開発が進んできたが、この延長線上にあるのが自動運転車である。 
自動運転車の開発には、完成車メーカーだけでなく、大手部品会社、米グーグルをはじめと

する IT 企業、ベンチャー企業など、多くの企業が参入しているが、ここにきて開発スピード

が一段と加速してきた。 
 トヨタは、1990 年代から自動運転技術を研究しつつも、従来は「運転する楽しさ」を重視し、

自動運転車の商品化には慎重であったが、2015 年 10 月、2020 年ごろに高速道路上で車線変

更や合流、追い越しが自動でできる市販車を発売すると表明し、前向き姿勢に転じた。自動車

メーカーにとって自動運転車開発のライバルは多様な業種に広がっており、最近では米 Uber
が自動運転車の研究者を積極的に採用したことで、人材獲得合戦が過熱している。 
 政府は自動運転の段階（レベル）を図表７に示す 4 段階に分けている。トヨタやホンダが目

指している 2020 年ごろの高速道路での自動運転実用化はレベル 2 に当たり、日産自動車が

2015 年 10 月に公開した一般道での自動運転実験はレベル 3 を目指すものである。 
 
自動運転はクルマの価値や産業構造を根底から変える 

 自動運転実用化に向けた取り組みが加速しているが、当面はドライバーの運転支援にとどま

り、完全自動運転の実現には相当な時間を要すると考えられる。その理由は、①事故が起こっ

た場合やコンピューターシステムがハッキングされた場合の責任の所在（自動車メーカーか、

IT システム供給者か、運転者か）が明確化されていないこと、②通信規格が自動車メーカーご

とにまちまちで統一化されていないこと、③クルマの安全は人命にかかわる問題であり、革命

的な変化が社会に受け入れられるには時間がかかること、などである。 
 それでも、自動運転が経済社会に大きな変化をもたらすことは間違いなく、時間軸を別とす

れば、方向性としては実現に向けて進むと考えられる。 
自動運転車がいつでもオンデマンドで配車される社会になれば、クルマは所有するものでな

く、必要な時に利用する機器に変わる。そうなれば、自動車を買って自分で運転する人は一部

マニア（現在のハーレーを愛する中高年ライダーのような存在）だけになることが予想される。 
 

自動運転レベル 概要

レベル１
　加速・操舵・制動のいずれかを
　システム*1) が行う状態

レベル２
　加速・操舵・制動のうち複数の操作
　をシステムが行う状態

レベル３
　加速・操舵・制動を全てシステムが
　行い、システムが要請したときは
　ドライバーが対応する状態

レベル４
　加速・操舵・制動を全てドライバー
　以外が行い、ドライバーが全く関与
　しない状態

完全自動走行システム*2)

注 ： *1） システムとは、自動車が自律センサや通信等により得られる情報から道路環境などを判断し、自動車の加速・操舵・

　　　　　制動の全てあるいは一部を行う仕組みを指す。

　　　 *2) ここで完全自動走行システムが「有人か無人か」は定義していない。

出所 ： 内閣府 「SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）自動走行システム研究開発計画」（2015年5月）

図表７　自動運転のレベルとそれを実現する自動走行システム・運転支援システムの定義�

安全運転支援システム

自動走行
システム

左記を実現するシステム

準自動走行システム
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 このほか、自動運転実用化がもたらすインパクトとしては、①自動車がぶつからなくなるた

め、頑丈なボディーは不要となり、使用される素材が激変する、②タクシー（料金の 4 分の 3
が人件費）が無人タクシーになれば、利用料金が大幅に下がる 8、③トラック輸送（運送コス

トの 46％が運転手の人件費）が自動運転になれば、コスト競争力が劇的に強化される、④交通

違反を取り締まる必要がなくなり、警官の数を削減できる、⑤短距離航空市場が縮小する（自

動運転車なら車内を寝室にできるため、5 時間程度の移動なら飛行機より車が選ばれる）、など

様々な分野への影響が考えられる。 
 
グローバル競争を勝ち抜く自動車戦略 

 自動運転車の開発は、世界各国で IoT やインダストリー4.0 の潮流の中で進行していること

を忘れてはならない。米独は、現実世界とサイバー（電脳）世界が緊密に結びついて様々な価

値を生み出す仕組み「サイバーフィジカルシステム（CPS）」の導入を官民一体となって水平

分業型で推進しており、自動運転の分野でも自動運転走行の研究・技術開発を進めるのみなら

ず、オープンなプラットフォームづくりや規格の標準化、制度整備などにおいて主導権を取ろ

うとしている。 
欧米主導でルールづくりが進めば、日本勢の存在感が低下する恐れがある。グーグルなどの

欧米勢に主導権を奪われ、日本の自動車メーカーが従属的な立場に追い込まれることのないよ

う、産業の潮流を踏まえつつ、日本も官民一体となって、日本ならではの競争力の強化、仲間

づくり、ルールづくりへの参画、ビジネスモデルの革新等に取り組んでいくことが重要だろう。 
 
 
 
 ４．シェアリングエコノミー  

 
急成長するシェアリングエコノミー 

人々の間で様々なモノの共有（シェア）を仲介するビジネスが台頭してきた。個人の遊休資

産や時間を他人のために活用して利益を得る―そんな個人間取引の橋渡しをするプラットフォ

ームを提供するビジネスが世界規模で成長してきている。 
その 2 大巨頭が、個人の空き部屋の時間貸し（民泊）をネットで仲介する米エアービーアン

ドビー（Airbnb）と、スマートフォンで好きな場所に一般ドライバーが運転する車を呼んで目

的地まで乗せてもらえるサービス（ライドシェア）を仲介する米ウーバー（Uber）である（図

表８参照）。 
こうした経済活動はシェアリングエコノミー（共有型経済）と呼ばれ、新たなビジネス・消

費の形態として注目され、市場規模を拡大している。日本企業がシェアリングエコノミー事業

に乗り出す事例も増えている（図表９）。 
プライスウォーターハウスクーパースの予測によると、シェアリングエコノミーの市場規模

は 2013 年に約 150 億ドルだったが、2025 年には約 3,350 億ドルに成長する見込みである 
 なお、最近、米国のメディアでは、Airbnb やUber などを「オンデマンドエコノミー」と呼

ぶことも多い。消費者がスマートフォンを使って、必要な時に利用できるため、オンデマンド

8 自動運転の中で最も早く実現するのは無人ロボットタクシーであると予想する識者が少なくない。米 Uber
や日本のベンチャーZMP などが早期実用化を目指して開発中である。 
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（需要に応じた）エコノミーと呼ばれるようになった。 
 
 

 
 

図表９　シェアリングエコノミー事業を展開する日本企業の例

サービス名 企業名 内容 開始年

　ハコベル（hacobell）
ラクスル
（東京都品川区、
代表取締役 松本恭攝）

パソコンやスマホアプリから最適なドライバーをマッチングして、荷物の配送予約から支払
までを行える配送サービス。各運送会社の非稼動時間を有効活用することにより、低価格
ながら高品質な運配送を実現。

2015年

　スペースマーケット
スペースマーケット
（東京都新宿区、
代表取締役 重松大輔）

世界中のあらゆるスペースを簡単に貸し借りできるプラットフォームを提供。オフシーズンの
球場や平日の結婚式場など、国内外のユニークなスペースをワンストップで予約できる
サービス。

2014年

　エニカ（Anyca）
ディー・エヌ・エー
（東京都渋谷区、
代表取締役社長 守安功）

所有するクルマを使っていない時間に個人間で貸し借りできるカーシェアリングサービス。
乗ってみたいクルマを、気分やシチュエーションに合わせて、幅広いバリエーションの中か
ら自由に選べる。

2015年

　子育てシェア
AsMama（アズママ）
（神奈川県横浜市、
代表取締役 甲田恵子）

子どもの送迎やお預かりが必要なとき、親子共によく知る友だち・知人、「ママサポーター」
の中から都合がつく人を見つけることができるインターネットを使った仕組み。顔見知り以
外とはつながれないから安心。

2013年

　nutte（ヌッテ）
ステイト・オブ・マインド
（東京都渋谷区、
代表取締役 伊藤悠平）

個人が縫製職人に縫製の依頼をサイト上で行える、縫製に特化したクラウドソーシング
サービス。職歴30年以上の職人からセミプロ層まで幅広い日本全国の縫製職人が登録し
ており、１点から受注生産でオリジナル商品を制作することが可能。

2015年

出所 ： 各種資料より作成  
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シェア経済台頭の原動力は IoT 

 シェアリングエコノミーが世界で急成長するようになった背景には、IT（情報通信技術）の

進歩がある。インターネットとスマートフォンが普及し、IoT 時代が到来したことで、利用者

の居場所の特定が容易になり、有効活用されていない資源（リソース）を共有（シェア）して

使う方法が編み出され、それを選択すればコストを削減できる仕組みが新たに登場してきたこ

とが大きな要因である。 
 文明評論家で、メルケル独首相をはじめ世界各国首脳のアドバイザーを務めているジェレミ

ー・リフキン氏は著書『限界費用ゼロ社会』の中で、シェアリングエコノミー台頭の原動力は、

21 世紀の知的インフラである IoT が形成されたことだと指摘している。 
IoT によってコミュニケーション、エネルギー、輸送のインテリジェント・インフラが形成

され、効率性と生産性が大きく高まったことにより、モノやサービスを 1 単位追加で生み出す

費用（限界費用）がほとんどゼロに近づき、新たに出現した「協働型コモンズ」という空間で

それらのモノやサービスをシェアすることが可能になった。「コモンズ」とは封建時代のヨー

ロッパの農村で、農民たちが共有した牧草地や水車小屋などのことで、そこで共に働き（協働）、

生活の糧をシェアした場所だ。IoT 時代が到来したおかげで、多数の人がネットワーク上で対

等な関係で通信するソーシャルネットワークが形成され、協働型コモンズが出現した。そして、

限界費用がほぼゼロでシェアされる財とサービスの増加により、第 2 次産業革命以来の企業の

収益モデルは崩壊すると、リフキン氏は指摘する。 
 
特定世代の価値観ではなく不可逆的な流れ 

このような背景を理解すれば、最近世界中でシェアリングエコノミーが拡大し、「所有」か

ら「共有」に向かう消費行動が広がっている理由は、必ずしも価値観の変化ではないと言える。

大量消費社会に反旗を翻して、あるいは環境負荷を減らそうとして、シェアを選ぶ人が急増し

たわけではない。所有するモノを必要最小限の量に減らすことをモットーとする生き方をする

「ミニマリスト」（最小限主義者）が突然増えたわけでもない。 
 若者など特定世代の価値観や嗜好（しこう）の変化というよりも、IoT によって新たに登場

した共有型の消費形態が人々に経済合理性から選ばれている結果、シェアリングエコノミーが

急拡大していると考えるべきだ。そうだとすると、シェアリングエコノミーの成長は、一過性

のブームではなく、不可逆的な流れと捉えなければならない。 
 
シェアリングエコノミーの経済的メリット 

シェアサービスが拡大し、空きリソースが活用されて稼働率が高まることは、社会全体の供

給力の増加につながる。人の空いている時間と使われていないモノを有効に活用するシェアリ

ングエコノミーは、少子高齢化で労働力が不足し、供給能力が成長の天井となっている日本経

済の現状を打破する一つの有効な手段になりうる。 
また、2020 年東京オリンピック・パラリンピックの特需など短期的な需要急増に効率よく対

処する手段としても、シェアリングエコノミーの活用は有効である。五輪のためだけに新たな

ホテルや鉄道を建設すれば、五輪後に供給過剰で低稼働率に悩むことは目に見えているからだ。 
 
規制の壁により世界の潮流から取り残される懸念 

このようにシェアサービスは経済的メリットが大きく、米欧やアジアで普及しつつあるが、

現状、日本では規制の壁が厚く、産業化が阻まれており、世界の潮流から大きく取り残されて
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いる。 
日本では、Airbnb のような民泊は原則として旅館業法の規制対象となり、旅館業を営むため

の届け出が義務付けられている。このため、無届けの違法な状態の民泊が横行している。政府

は民泊の解禁に向けて動き始めたものの、これまでのところ実効性のある規制緩和が行われる

方向には進んでいない。一方、Uber のような自家用車の相乗りサービス（ライドシェア）は、

通称「白タク規制」に抵触するため、実施のめどすら立っていない（特区での運用が検討され

ているものの、エリア内での他の交通機関が貧弱であるなど、特区選定には厳しい条件が付く

見込みである）。 
参入規制の緩和は、シェアリングサービスに顧客を奪われかねない既存業界からの根強い抵

抗があるため簡単ではない。しかし、シェアリングエコノミーの台頭という潮流をせき止める

ことはできない。そうであれば、新ビジネス台頭の芽を摘むことのない、新たな規制の構築が

急務である。既存産業はシェアリングエコノミーの拡大に対応した事業戦略を練る必要があろ

う。 
 
デジタルネイティブが世界一少ない日本の足かせ 

シェアリングエコノミー台頭の原動力が IoT であるということに関連して、日本が意識して

おくべきことがある。それは、世界一の超高齢化社会である日本は、デジタルネイティブの人

口割合が主要国の中で最も小さい国であることが、企業経営上、不利に働く可能性があるとい

う点である。 
幼少期からパソコンやインターネットに慣れ親しんでいるデジタルネイティブ（おおむね

1980 年以降に生まれた世代）は、2015 年現在、世界全体では総人口の 6 割近く、米国では 5
割近くを占めるが、日本では 3 分の 1 とまだ少数派である。 
 彼らは物欲が希薄で、製品やサービスを所有するよりも、それを利用できることを選ぶため、

何でもシェアする。今日、世界中でシェアリングエコノミーが拡大しているのは、デジタルネ

イティブの台頭とぴったり符合している。デジタルネイティブが少数派の日本では、これが特

定世代の価値観やライフスタイルだと思われがちだ。しかし、旧世代にとっては異質感があっ

ても、前述したように、これは決して一部世代の習性ではなく、今後時間がたてば、これが社

会の主流になっていくことに気づく必要がある。 
IoT の普及に伴い、既に様々な領域でシェアリングエコノミーが成長してきた結果、従来型

の市場経済における既存産業の利益が侵食される事例が発生するなど、経済社会のパラダイム

の転換が生じつつある。 
この大変化の波に素早く対応できるかどうかが、今後企業の浮沈を左右する。デジタルネイ

ティブが組織の主導権を握っていない日本はこの現状把握の遅れから、必要な変革に後れをと

ってしまうリスクがあることを自覚し、若手の活用と権限委譲を意識して推進すべきだろう。 
 
「脱ハード依存」に動き始めた欧米メーカー 

製造業はシェアリングエコノミーとは関係がないと考える人がいるかもしれないが、それは

間違いである。IoT の進展により、あらゆるモノがインターネットでつながり、製造業も「つ

ながる経済」に組み込まれる時代には、シェリングエコノミーの仕組みや影響は顧客行動やサ

プライチェーンの変化を通じて、早晩製造業にも及んでくることは間違いない。 
米 GM は 2016 年 1 月、カーシェアリング事業に本格参入すると発表した。米フォードもカ

ーシェリング大手のジップカーと提携して複数の顧客が 1台のクルマを共有するプログラムに
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取り組み始めた。こうした米国自動車メーカーの動きには、クルマが IoT の一端末になり、シ

ェアリングエコノミーが拡大する中、クルマは所有するものでなく、必要な時に利用する機器

になることを見据えて、「脱ハード依存」を図るべく、「移動サービス」事業を模索しようとい

う意図が感じられる。 
 自動車に限らず、製造業が新製品を売るだけでなく、既に世の中で使われている製品のスト

ックを活用して稼ぐ、シェアサービスで稼ぐビジネスモデルを模索する動きが今後増えると予

想される。 
 
 
 
 ５．メガ FTA  

 
メガ FTAの時代が到来 

環太平洋パートナーシップ協定（TPP）交渉が 2015 年 10 月に大筋で合意した。TPP は参

加 12 ヵ国を合わせると、世界の GDP の 36%、世界の貿易額の 26%を占め、各国の批准によ

り成立に至れば、広域の国・地域の自由貿易協定として世界最大規模となる。 
TPP の大筋合意は、世界の通商にメガ FTA（自由貿易協定）の潮流が生まれていることを

意味する（図表１０参照）。メガ FTA とは世界の主要国同士の巨大な経済規模を持つ FTA の

ことで、TPP のほか、東アジア地域包括的経済連携（RCEP）、日本 EU 経済連携協定（EPA）、
米国EU 包括的貿易投資協定（TTIP）、日中韓 FTA の五つを指すことが多い。 
この中でTPP が先行して大筋合意に達したことが、残りのメガ FTA 交渉を後押しする働き

をしている。TPP 域外の主要国・地域が受ける不利な貿易条件を解消しようとして、FTA の

締結を急ぐからである。実際、日本や中国、韓国、東南アジア諸国連合（ASEAN）などが参

加する RCEP の交渉が進んでおり、2016 年内の大筋合意を目指すとされている。 
今後、企業のグローバルな事業展開は、世界の通商の柱になりつつあるメガ FTA の動向を

注視しながら進めていく必要がある。 
 
TPPの意義 

TPP は 2016 年 2 月に署名が行われた後、参加各国の承認手続きを行う。日本では 2016 年

の通常国会で TPP への国会承認が行われる予定である。2016 年 11 月に大統領選を控えた米

国議会の承認が最大の壁となるが、条件をクリアしてTPP は 2017 年には発効となる公算が大

きい。 
TPP が成立すれば、日本の貿易額に占める自由貿易圏比率（FTA／EPA を締結している国

の比率）は 22%から 37%に拡大する。 
 TPP 成立の意義としては、①世界の GDP の 4 割近くを占める国が自由に貿易できる体制が

できあがることは、同地域だけでなく世界全体の経済活性化につながる、②日本の最大の輸出

先である米国との協定締結であること、③関税が撤廃・削減されることで、各国とも輸出入の

拡大が期待されること、④貿易・投資のルールが共通化され、新興国を中心に金融などのサー

ビス業や投資の規制が緩和されるほか、知的財産保護のルールも統一される、⑤世界の成長セ

ンターであるアジア太平洋地域における新たな貿易・投資のルールづくりに日本が積極的にか

かわることができたこと、などが挙げられる。 
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（注） TPP＝環太平洋パートナーシップ協定、RCEP＝東アジア地域包括的経済連携、TTIP＝米EU包括的貿易投資協定、

FTAAP＝アジア太平洋自由貿易圏

出所 ： 各種資料をもとに作成

図表１０ 主要なメガFTA・広域経済連携の状況

 
 
なお、③の関税については、日本以外の 11 ヵ国はほぼ全ての品目で関税を撤廃する。ただ

し、米国の対日自動車関税の撤廃が協定発効後 25 年目とされているように、関税撤廃までに

長い時間を要する品目もある。日本の関税撤廃は全品目の 95％と他国より低いが、日本がこれ

まで結んだ FTA／EPA の中では最も自由化水準の高い協定となった。 
TPP を含むメガFTA の成立は、日本企業にとって商機が生まれると同時に、国際競争の激

化をもたらす。特に農林水産業にとっては、短期的には負の影響が大きいとみられる。それで

も、国際競争圧力をテコにして従来の保護政策から脱却して、生産性の向上と新陳代謝の促進

を進めることが、日本の産業競争力の強化につながる。 
 
累積原産地規則の採用によるサプライチェーンの変化 

TPP が日本企業に与える影響としては、モノの貿易では、原産地規則（特恵待遇の対象とな

る原産品として認められるための要件・証明手続き）について完全累積制度が採用されること

により、サプライチェーンが変化することが予想される。完全累積制度とは、複数の参加国で

付加価値・加工工程を足し上げ、原産性を判断する規定である。例えば、メキシコで製造する

自動車に日本産の部材を使用して、完成した自動車を北米や南米（ペルー、チリ）に輸出する

場合、日本産の部材もメキシコ産の原産材料として累積することが可能になる。 
仮に累積原産地規則が繊維・縫製品にも適用されれば、ベトナムが糸や生地を中国など TPP

非締結国から調達し、国内で裁断・縫製した場合には原産地規則を満たせないが、TPP 締結国

の原糸や生地は原産材料とて取り扱われることになる。その場合、メキシコの企業には、原料

の調達先を中国からマレーシアや日本など TPP 域内国に切り替えるか、またはベトナム国内

での糸や生地の生産に切り替えるインセンティブが生まれる。 
 
日本企業の海外展開への影響 

 日本企業にとっては、TPP による米国の関税撤廃と、アジア生産拠点を北米自由貿易協定

（NAFTA）のサプライチェーンに組み込めることなどがメリットとなる。 
 特に、参加国の中で TPP の恩恵が最も大きい国と見られるベトナムに対する注目度が高ま

っている。ベトナムはこれまでは関税撤廃や外資への規制緩和が遅れていたが、TPP 参加によ
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って外資参入規制が緩和されることで、対内直接投資が拡大すると期待されている。ベトナム

は TPP 参加国中で労働コストが最も低いという魅力もあるため、日本企業による直接投資も

増えると予想される。 
 TPP によりサービス・投資分野でのルールが整備されることは、日本企業の海外展開におけ

るリスクを軽減し、海外市場への参入機会を拡大する効果が期待できる。 
とりわけ、現地政府の裁量的な許認可などの非関税障壁が海外事業展開上のリスクとなるケー

スが多い非製造業（金融業、通信業、小売業、物流業等）にとっては、TPP で透明性の高いル

ールが整備されることは海外進出の追い風となる。 
 また、国境を越えた電子商取引が活発化すると予想される。TPP では電子商取引のルールの

共通化や急ぎの貨物への 6 時間以内の通関の義務付けなどが盛り込まれている。これまでイン

ターネット販売されていなかった日本食等の海外顧客向けネット通販市場が拡大するかもしれ

ない。国境を越えた企業間取引では、参加国内の工場向けの機械部品の修理・交換等の需要の

増加が見込まれる。 
もっとも、日本企業のアジアにおける主要な進出先である中国、タイ、インドネシアなどが

現時点では TPP に参加していないため、当面はこうしたサービス・投資分野におけるルール

整備が企業活動にもたらす影響は限定的なものとなろう。 
ただし、TPP はその高水準で包括的な自由化・ルールを受け入れられる国・地域であれば、

発効後であっても追加的な参加が認められる可能性がある。既に韓国、台湾、フィリピン、タ

イ、インドネシアが参加に意欲を示しており、その動向が注目される。 
 
メガ FTAは巨大市場へのアクセス改善をもたらす 

ASEAN 加盟国の多くが TPP に参加することになれば、中国にも参加圧力がかかる。中国に

とって、国有企業改革や高い水準の知的財産保護が求められる TPP への早期参加は難しい。

そのため、中国は TPP に対抗するために RCEP 交渉を加速させることが予想される。こうし

て、TPP 実現が引き金となって、FTA のネットワーク拡大に乗り遅れまいとして非加盟国が

加盟を争う現象（ドミノ効果）が生じ、残りのメガ FTA 交渉が加速する可能性がある。 
 メガ FTA への日本の参加は、日本企業にとって巨大市場へのアクセス改善、国境を越える

経済活動の一層の円滑化・活発化というメリットがある。 
TPP 合意によりメガ FTA 交渉における日本の存在感は一気に高まり、日本は複数の巨大な

貿易圏の共通ルール形成において影響力を及ぼせる立場になった。今後もこれらの交渉で、日

本企業が最大限のメリットを得られるように、望ましい共通ルールの策定で主導権を発揮して

いくことを期待したい。 
 
 
 
 ６．製造業の国内回帰  
 
国内生産強化事例は増えているが… 

 最近、製造業が国内で工場を新設、増設、更新する事例が増えてきた。大企業や中堅企業の

一部で国内工場への生産移管や国内生産比率を上昇させる計画が相次いで発表されるなど、生

産拠点の国内回帰を思わせる動きが出ている。例えば、キヤノンは今後 3 年以内をめどに国内

生産比率を現行の 43％から 60％程度に高める方針を 2015 年 1 月に表明している。 
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 しかし、現在起こっている現象は、総じてみると、大幅な円安の結果生じた国内生産回帰と

は言いがたい面がある。実際、日本企業の海外での生産活動は、2013 年以降、円安局面になっ

てからも高水準が維持されている。国際決済銀行の「海外直接投資アンケート調査結果」によ

ると、海外売上拡大に伴い企業の海外生産比率が中期的に上昇する傾向は続いている（図表１

１）。2018 年度の海外生産比率は 39.6％と、2015 年度実績見込みの 36.0％から上昇する計画

となっている。 
 この背景には、企業が消費地（需要地）に近い場所で生産するという「地産地消」の立地戦

略を一貫してとっていることがあり、円安トレンドが長期化した現在もこの姿勢が基本的には

維持されている。筆者は、2015 年版の「日本産業を読み解く 10 のキーワード」の中に“「地

産地消」のサプライチェーン”を挙げたが、これが製造業の行動原理となっているのである。 
 
「地産地消」の行動原理は不変 

 確かに、円安により日本での製造がコスト面で割高な状態がある程度解消された結果、製造

業がこれまでの行き過ぎた海外生産を修正する動きは、2015 年以降、電機や自動車などで散見

されるようになった。ただ、生産の国内回帰と報道された事例を細かく見ると、国内で新規に

生産設備への投資をする例はほとんどなく、既存の余剰設備を活用するものが中心である。さ

らに、その大半は日本市場向け製品の生産（逆輸入していたもの）の国内移管である。つまり

は消費者に近いところで生産する「地産地消」を日本で実行する動きである。 
 今後も人口減少下で国内需要が伸び悩む一方で、海外需要の拡大が続くことを考えれば、企

業の地産地消の生産体制は継続するため、2016 年も海外から国内への生産シフトが本格的に起

こることはなく、国内回帰の動きは限定的なものにとどまると考えられる。 
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出所 ： 国際協力銀行 「2015年度海外直接投資アンケート調査結果」（2015年12月）

（％）
中期的計画における

2018年度海外生産比率

39.6％

↓

↑
2015年度

実績見込み

（年度）

図表１１ 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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注目すべき国内増強の 4類型 
 限定的とはいえ、企業が国内拠点を戦略的に強化する動きが一部で広がり始めたことは事実

である。最近増えつつある国内拠点増強事例は、次の 4 つの類型に整理することができる。 

①国内のマザー工場 9を強化する動き 
 自社の競争力の源泉となるマザー機能を持つ国内工場を強化する動きである。2015 年の事例

で言えば、スマートフォン向けの電子部品を製造するＴＤＫの秋田県内の工場における新棟建

設、内視鏡で世界シェア首位のオリンパスの青森工場における新棟建設などが、これに該当す

る。 
小松製作所（コマツ）が石川県小松市に保守作業などの研修ができるトレーニング施設（安

全訓練や部品の販売ノウハウ・修理技術などを研修し、海外展開を主導する）を開設した事例

もこのタイプである。 

②国内の研究開発拠点を強化する動き 
 複数の異なる分野の研究開発担当者を一カ所に集約・統合することにより、研究開発機能の

強化を図る動きが最近目立つようになってきた。 
このタイプの事例としては、ダイキン工業が大阪府摂津市に開設した「テクノロジー・イノ

ベーションセンター」（2015 年 11 月稼働）、宇部興産が大阪府堺市に開設する「大阪研究開発

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

ター」（2016 年 7 月稼働予定）などがある 10。 

③国内に完全自動化した競争力ある製造拠点を建設する動き 
 ロボットの導入などによる省人化を国内の工場で極限まで進める取り組みが見られる。 
 エリーパワーはリチウムイオン 2 次電池を製造する川崎工場で、完全自動化により品質や生

産性が人に依存しない生産体制を構築している。 
 セイコーエプソンは、人からロボットへの置き換えを目的として工場の完全自動化を進め、

国内回帰戦略を進めている。ロボットベンダーでもある同社は、人と同程度の狭い設置スペー

スで稼働させられる小型 6 軸ロボット「N シリーズ」を 2016 年 5 月に発売予定で、顧客の工

場の自動化も支援している。 

④インバウンド需要取り込みを狙った国内工場増強 
 インバウンド（訪日外国人）消費の拡大に対応して、生活関連各社が高品質な商品を国内で

増産する動きが増えている。訪日客の間で根強い「日本製人気」を考慮すれば、国内生産に注

力することが必須である。 
 資生堂は、大阪府茨木市に基礎化粧品の新工場（37 年ぶりの国内新工場）を建設すると発表

した。新工場はマザー工場（同社における世界の基幹工場）の位置づけであり、生産工程での

人型ロボットの導入など自動化の進んだ工場でもあるが、インバウンド需要の取り込みを目的

とした投資という特徴がある。また、ライオンは国内唯一の生産拠点である兵庫県の明石工場

9 マザー工場の定義には諸説あるが、中川 功一・大阪大学大学院経済学研究科講師によれば、マザー工場の機

能は、①技術移転（同工場で開発された製品・生産ラインを、そのままの形、あるいは現地向けに修正して海

外工場に移転する）、②技術指導（海外工場の生産・開発の能力構築のために、現地エンジニアやワーカーの技

術・技能育成を行う）、③問題解決（海外工場の操業を定期的にチェックし、現地だけでは解決不能なトラブル

の発生時には解決に乗り出す）、の 3 点とされている（出所：日経テクノロジーオンライン 2012 年 10 月 30 日

「マザー工場システムが変化を求められているわけ（下）」）。 
10 『日経ものづくり』2016 年 1 月号 40～43 頁では同類型の事例が多数紹介されている。 
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で 10 年ぶりに歯ブラシの増産投資を決めている。 
 訪日客による大量購入（爆買い）のほか、海外消費者がインターネット通販で日本から直接

購入する動きも広がっていることから、今後もインバウンド対応の国内生産増強投資は増える

と予想される。 
 
AIはバックオフィスの国内回帰を促す 

 なお、上記③に関連して、本稿２で取り上げたキーワード「人工知能（AI）」の活用の進展

は、将来的には企業の間接部門の機能の立地選択において国内回帰を後押しする要因になる可

能性がある。 
従来はコールセンター対応や請求書事務、プログラミングなどのバックオフィス業務を新興

国企業に外部委託することでコスト削減を図る企業が多かったが、これらの業務は小タスク化、

反復化が可能であり、将来 AI で代替できる可能性が高い。そうなれば、海外など遠隔地で処

理していたバックオフィス機能を国内の本社の近くに戻す企業が増えると予想される。 
 このように、IT とロボット化の進化に加え、AI の実用化が進むにつれて、企業は労務費の

高低に関係なく立地場所を選べるようになるため、グローバル企業が製造部門・間接部門の業

務を外注から内製に、海外立地から国内立地に戻す動きが強まる可能性がある。もっとも、こ

れらは雇用をほとんど生まない拠点の国内回帰であり、「機械（コンピューター）が雇用を奪う」

ことへの懸念が社会的に強まる恐れがある。 
 
 
 
 ７．オープン＆クローズ戦略  
 
IoT時代にはオープン化が不可欠だが 

 技術進歩が速く、技術が複雑化し、不確実性が増大し、商品のライフサイクルが短期化して

いるという最近の環境下では、企業は自前で全部やろうとせず、オープンイノベーションを推

進すべきである。 
 とりわけ、本稿１で取り上げた「IoT」が進展し、「つながる経済」が拡大、深化すると、製

品の定義が変わり、業界の境界線がなくなる。IoT の取り組みを 1 社単独で成功させるのは困

難であり、異業種とのコラボレーションなどによるオープンイノベーションに取り組まないと、

成果を出せず、チャンスを逃す可能性がある。 
 また、既存の顧客だけでなく、潜在的な顧客の意見やニーズを把握する上でも、技術や知識

をオープン化することが有効な場合がある。自前で情報を集めたり、受動的に情報が入ってく

るのを待つのではなく、自分が持っている技術や知識を開示することで初めて、潜在的な顧客

が見えてくると期待されるからだ。 
 
オープンの裏にクローズが潜む 
 このように、企業にとってオープン化が求められる時代になったことは間違いないが、ただ

オープン化を進めるだけでは戦略にならないことに注意が必要だ。すべてがオープンな環境に

なると、企業は大きな利益を生むことが難しくなる。 
 実は、欧米企業が進めるオープン化の背後には、多くの場合、大事なコアの部分のクローズ

化が隠されていることが多い。こうした戦略は、「オープン＆クローズ戦略」と呼ばれ、産業の
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新潮流を踏まえれば、今後日本企業もこの戦略を上手に採用していくことが必要である。 
 
オープン＆クローズ戦略とは 
 オープン＆クローズ戦略とは、自社の知的財産のうち、収益の源泉であるコア部分について

は秘匿または特許などによる独占的排他権を実施（クローズ化）し、それ以外の周辺部分を他

社に公開またはライセンス（オープン化）して参入企業を増やすことにより、製品市場の拡大

と競争力の確保を同時に実現する戦略のことである（図表１２）。 
 オープン＆クローズ戦略の提唱者である小川紘一氏（東京大学政策ビジョン研究センター・

シニアリサーチャー）の定義によれば 11、「オープン」とは、製造業のグローバライゼーショ

ンを積極的に活用しながら、世界中の知識・知恵を集め、自社・自国の技術と製品を戦略的に

普及させる仕組みづくりを指す。「クローズ」とは、価値の源泉として守るべき技術領域を事前

に決め、これを自社（自国）の外へ伝播させないための仕組みづくりを指す。 
 『ものづくり白書 2013』でも、新興国企業の技術面でのキャッチアップや、国際的な分業体

制への移行などの競争環境の変化に対応し、日本企業が自社の技術を利益につなげていくため

に推進すべき戦略的な知財マネジメントとして、オープン＆クローズ戦略を挙げている。 
 アップル、インテル、ボッシュなどの欧米企業は、オープン＆クローズ戦略を駆使し、オー

プン化により製品を広く普及させる仕組みをつくる一方で、自社のコア技術（差別化部分）を

クローズ化することで、市場の拡大と競争力の確保を同時に実現しようとしている（図表１３）。 
 
燃料電池車関連特許を無償開放したトヨタ 

 欧米企業に比べて、日本企業のオープン＆クローズ戦略の取り組みはこれまで少なかったが、

2015 年 1 月、トヨタ自動車が産業界を驚かせる発表を行った。燃料電池車（FCV）の開発で

世界の先頭を走っているトヨタが、国内で保有している約 5,680 件の燃料電池関連特許を無償

開放すると発表したのである。 
 

コア領域を特定

クローズ化 オープン化

（注） 経済産業省作成
出所 ： 『ものづくり白書 2013年版』

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

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

コア領域 コア領域以外

図表１２ オープン＆クローズ戦略の基本フレーム

11 小川紘一『オープン＆クローズ戦略 増補改訂版』2015 年 による。 
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アップル（米） インテル（米） ボッシュ（独）

（注） 経済産業省作成

出所 ： 『ものづくり白書 2013年版』

自動車ECU基本ソフトウェア
「Autosar」の標準化

を主導（標準化）

アプリケーション開発の
制御パラメータ

（ブラックボックス化）

　オープン／標準化領域

　クローズ領域

スマートフォン端末の製造
工程をEMS企業に開示

（オープン化）

デザイン（意匠権）
タッチパネル技術（特許・
他社にライセンスせず）

PC周辺機器（マザーボード）
の製造技術をアジア企業に

開示（オープン化）

MPU
（ブラックボックス化）

図表１３ 欧米企業のオープン＆クローズ戦略

 
 
 
 これと同様の特許のオープン化の事例としては、2014 年に米国の電気自動車（EV）ベンチ

ャーであるテスラモーターズが、特許の開放を宣言したケースが挙げられる。 
 また、ダイキン工業は、地球温暖化計数が従来の約 3 分の 1 の新代替フロンを用いたエアコ

ンを世界で初めて実用化したが、この市場拡大のため、2011 年から発展途上国・新興国の企業

に一部特許を無償開放しており、さらに 2015 年 7 月にはこの無償開放を先進国の企業にまで

拡大すると発表した。 
 
市場拡大を狙いとするオープン化 

 これらの事例における「特許のオープン化」は、技術開発投資を呼び込み、市場の拡大を促

そうという事業戦略上の目的があるとされている 12。 
 単に自社の技術をオープン化しただけでは、それにより市場規模の拡大が実現したとしても、

自社のシェアが下がるのであればビジネス上は負けであり、オープン化する意味はない。した

がって、オープン化に踏み切るからには、その後の市場拡大と自社のシェア維持を両立させる

ため事業構想としてオープン＆クローズ戦略が実行されていると考えられる。 
 
トヨタのオープン＆クローズ戦略を推論する 

 上述したトヨタの燃料電池関連特許のオープン化について、知財戦略の専門家は次のように

推論している（出所：鮫島正洋・小林誠『知財戦略のススメ』日経 BP 社、2016 年）。 
 トヨタの場合、圧倒的な特許ポートフォリオを持つほか、部材同士の擦り合わせによるノウ

ハウの蓄積も厚い。 
 したがって、このケースは、後発企業のキャッチアップを許さないノウハウの蓄積が自社に

あることを前提に、特許においてはクローズ領域を設けずオープン化し、ノウハウをクローズ

領域とするオープン＆クローズ戦略がとられている可能性がある。 
 もう一つの可能性として、異技術間のオープン＆クローズ戦略であるとも考えられる。中核

的な技術分野をオープン領域とし、このオープン化技術と収益的に密着している別の収益分野

をクローズ領域とする戦略が採用されている可能性である。 
 異技術間のオープン＆クローズ戦略の実践例としては、マイクロソフトが採用した

12 従来、特許のオープン化といえば、①ある技術に関わる必須特許の件数が多く、多数の当事者に属している

ため、そのままでは技術が利用できない場合、②相互に特許を融通し合わないと技術の効能が得られない場合、

などに行われるのが通例であった。上述した最近の事例は、これらの従来型のケースとは異質である。 
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「Windows という OS に対応したソースコードをオープン化してアプリ開発投資を呼び込み

つつ、自社アプリである Word や PowerPoint などで儲ける戦略」が有名である。このように、

デファクトスタンダード（事実上の標準）を勝ち取った分野では異技術間のオープン＆クロー

ズ戦略が成立しやすくなる。 
 
オープン＆クローズ戦略の課題 

 オープン＆クローズ戦略は、言うのは簡単だが、これを成功させることは決して容易ではな

い。オープン領域とクローズ領域のそれぞれで、高度な技術力や幅広い特許ポートフォリオを

持っていることが成功の前提条件となる。また、何をクローズ領域にすべきかを明確に決めて、

入念にビジネスを設計し、模倣や漏洩のリスクと戦い続けることは、たやすいことではない。 
 それでも、オープンイノベーションや技術のオープン化は手段であって、オープン化するこ

と自体が目的ではないこと、オープン化の裏で自社の強みとなるコア部分をクローズにして作

り込むことが重要であること 13、そのためにはオープン領域とクローズ領域のバランスを意識

した事業戦略、知的財産線戦略が大切であること、といった認識を持つことは重要だ。こうし

た認識の有無が、今後の日本企業の行く末を分けるカギになる可能性があるだろう。 
 
 

 

 ８．素材の軽量化  
 
燃費規制強化で高まる車の軽量化ニーズ 

世界的な環境規制の強化を背景に、素材の軽量化に対するニーズが高まっている。 
特に自動車業界では、世界の主要国で自動車の燃費規制の強化が予定されている。米国では

2025 年に 23.9km/L、欧州では 2020 年に 25.8 km/L の燃費達成が求められている（これらは

2013 年時点対比でそれぞれ 61％、31％の燃費改善を求める厳しい内容である）。中国、インド、

メキシコ、ブラジル、サウジアラビアなどの新興国でも、自動車の普及の進展に伴い、燃費規

制が相次いで導入されており、今や世界市場の 8 割以上で何らかの規制が存在する。 
自動車の燃費向上は、自動車メーカー、ユーザー、地域のいずれにとっても便益をもたらす

上、温室効果ガス排出の削減という大義名分がかなうため、反対者が少ない。このため、今後

も燃費規制は世界的に強化が進むと予想される。 
 
自動車素材の軽量化競争が過熱 

 このように燃費改善のハードルが上がる中で、自動車の軽量化への要求が高まっているわけ

だが 14、電気自動車や燃料電池車などの次世代エコカーでは、車体重量をいかに軽くできるか

が製品の競争力を左右するという事情もある。 
自動車の製品や部材の軽量化を実現するには、形状や構造の工夫もあるが、何と言っても材

13 日本の特許出願件数は 2005 年の 42 万件をピークに減少を続け、2013 年には 32 万件になった。これは、

日本企業の知財意識の低下や特許制度の使いにくさの現れではなく、特許による市場支配が難しくなったこと

を踏まえ、企業が特許以外のノウハウ部分を特定してブラックボックス化することにより、技術のコモディテ

ィ化を遅らせる戦略に転じ始めたことが主因と考えられる（鮫島正洋・小林誠『知財戦略のススメ』）。だとす

れば、クローズ化の重要性は日本企業の間に浸透してきていると言える。 
14 一般に、車体が 100kg 軽量化すると、燃費が 7～9％程度向上すると言われている。 
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料の選定が重要なカギを握るため、素材の軽量化競争が過熱している。 
自動車車体の構造用材料は、強度や成形性、コストなどの観点から、これまでは主として鉄

鋼材料が使用されてきた経緯があり、鋼材の中でも強度が高く加工しやすいハイテン（高張力

鋼：High Tensile Strength Steel）を開発し、それを薄肉化することで軽量化を進めてきた。 
鉄鋼以外で軽量金属材料として注目されているのは、アルミニウム（Al）合金とマグネシウム

（Mg）合金である。また、金属以外の車体軽量化材料として注目されているのは、すでに航空

機等で使用実績のある炭素繊維強化樹脂（CFRP）である。 
 
欧米メーカーがアルミニウム合金の採用を加速 

アルミニウム（Al）合金は軽くて（重量は鉄鋼材料の約 3 分の 1）、加工性に優れるものの、

溶接することが難しいため、自動車の車体の材料には向かないとされてきた。しかし、アルミ

ボディを溶接ではなく接着剤とリベット止めでつくる技術が開発され、その問題が解決された。 
 これを受け、最近、欧米自動車メーカーが高級車ではなく量産車の車体にも Al 合金を採用

し始めている。2015 年 1 月、米 Ford Motor がピックアップトラックの「F-150」の車体にAl
合金を全面的に採用した 15。英 Jaguar Land Rover グループは中型セダン「ジャガーXE」

（2015 年 6 月日本発売）の車体の全表面積の約 75％に Al 合金を使ったほか、独 Daimler 社
も中型セダン「メルセデス・ベンツC クラス」で車体の 48％にAl 合金を使用した。 
日本の自動車メーカーも Al 合金の採用に動き始めた。トヨタ自動車が高級車「レクサス」

の上位モデルで 2017 年からフロントフードやフェンダー、ドア、バンパーなどに Al 合金を採

用する予定である。また、マツダが 2015 年 5 月発売した新型「ロードスター」では質量比で

車体全体の 9％にAl 合金が使用された。 
 
マグネシウム合金の車への適用に向けた技術開発 

マグネシウム（Mg）合金は、実用金属の中で最も軽い（鉄鋼材料の約 5 分の 1）ほか、比強

度（密度あたり引っ張り強さ）が高い、振動吸収性に優れる、ダイキャストなどで複雑な形状

の部品がつくれる、リサイクルも可能である、などの特性を持つ。比強度ではCFRP に及ばな

いものの、コスト面では CFRP より安いため、既にノートパソコンやカメラの筐体など様々な

製品で使われている。 
 自動車車体への使用はまだ実用化には至っていないが、燃えやすくて扱いにくい、耐食性が

低いといった難点を解決する新しい合金の開発が進行している。2013 年、米連邦航空局（FAA）
が航空機への Mg 合金の使用を認めたことから、航空機への適用が現実味を帯びてきた。 
 日本の自動車業界でも、2014 年 4 月、自動車メーカーや材料メーカーで構成する「自動車

マグネシウム適用拡大検討委員会」が発足し、自動車への Mg 合金の利用拡大に向けた技術開

発を 2016 年から開始し、数年後の実用化を目指している。 
 
需要拡大が見込まれる炭素繊維強化樹脂 

 炭素繊維は軽い（鉄の約 1/4 倍）、強い（鉄の約 10 倍）、硬い（鉄の約 7 倍）、錆びない等の

特徴をもつ素材であり、この炭素繊維と樹脂の複合材料である炭素繊維強化樹脂（CFRP：
Carbon Fiber Reinforced Plastic）は、輸送機器の軽量化に寄与する構造材料として、世界的

な需要拡大が見込まれている。 

15 日経テクノロジーonline 2015 年 12 月 25 日「クルマの軽量化、この１年－ボディーのアルミ化が加速」。 
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既に航空機や人工衛星、高級車の大型構造体などの材料に使われており、近年、急速に採用

が広がっている。今後は自動車用途での CFRP の需要拡大が見込まれている（図表１４）。 
 最近の動きとしては、独 BMW の電気自動車「BMW i3」の車体骨格の主要部材に CFRP が

採用されたほか、トヨタの燃料電池車「MIRAI」では自動車のフロア部分の燃料電池を保護す

るスタックフレームに熱可塑性CFRP が採用された。 
熱可塑性CFRP は、熱で融解する樹脂を炭素繊維シートに浸して含ませたものを、加熱して

柔らかい状態でプレス成形するもので、現在主流の熱硬化性 CFRP に比べて成形時間を大幅に

削減でき、量産性を高めることができるため、注目が集まっている。 
経済産業省は日本プラスチック工業連盟などと共同で熱可塑性 CFRP の成形に関する日本

工業規格（JIS） の策定に動いており、日本発での国際標準規格（ISO）の取得も視野に入れ

ている。 
 
マルチマテリアル化が軽量化のキーテクノロジーに 

 最近、自動車などのものづくり技術の分野、特に車体軽量化に向けた取り組みの中で、マル

チマテリアルというキーワードがよく使われるようになっている。 
マルチマテリアルとは、様々な材料をその機能と特徴を生かすように、部材や部品として適

材適所で使用して、構造物全体としての機能を高めようとする考え方のことである。自動車の

車体の骨格や外板に従来の鉄鋼に加え、アルミニウムやマグネシウム、CFRP などの軽い材料

を組み合わせて使う技術を指す。 
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図表１４ 車載用CFRPの世界市場規模予測
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独ダイムラー、独 BMW、米 Ford Motor など欧米メーカーは、車体軽量化のために、マル

チマテリアルの技術開発に注力しており、高級車だけでなく中級のモデルにもこれを採用し始

めている。これに対し、日本のメーカーでマルチマテリアルを採用している例はほとんどない

とされる。従来、日本メーカーはハイテンの開発、活用により、主に鉄鋼だけで軽量化を進め

てきたが、欧米の排ガス規制強化に対応するには、マルチマテリアル技術の開発が避けては通

れない課題となっている。 
経済産業省が 2013 年 10 月に設立した「新構造材料技術研究組合（ISMA）（素材メーカー

や部品メーカー、自動車メーカーなど 36 社・2 団体が参加）でもマルチマテリアル技術の研究

が進められている。 
 
異なる素材の接合が可能に 

マルチマテリアル化が車体軽量化のキーテクノロジーになる中、それに不可欠な技術として

異種材料接合技術への注目が高まっている。 
異種材料接合技術とは、文字通り、異なる技術を接合する技術である。同じ金属材料間でも

異なる金属材料間の接合は技術的に困難な組み合わせが多い。金属材料と高分子材料・セラミ

ックス材料との接合となると、材料の結合機構が全く異なるために、難易度はさらに高い。し

かし、最近、これまでほとんど不可能とみなされてきた異種材料の組み合わせについて接合技

術の開発が進み、実用化への期待が高まってきた 16。 
各社が異種材料接合の技術開発にしのぎを削っている。例えば、神戸製鋼所では、アルミニ

ウム合金と鉄鋼材料を接合する新しい溶接技術の開発に注力しており、自動車の軽量化のため

の独自の接合技術などマルチマテリアル化の提案を 2016 年春に始める予定だという 17。 
 2016 年はクルマの軽量化に向けた素材開発やマルチマテリアル化の動き、異種材料接合技術

の実用化などが、さらに進展することが予想される。 
 
 
 
 ９．物流の進化  

 
物流戦略が経営戦略の柱に 

 人口減少、高齢化、EC（電子商取引）市場の急拡大、IoT の普及による異業種間競争の激化

などビジネス環境が大きく変化する中で、企業に求められる物流のレベルが高度化してきた。

物流はこれまではどちらかと言えば裏方だったが、最近では物流を軸に経営戦略を立て直すこ

との重要性が叫ばれるようになっている。 
ビジネスで勝つためには、顧客に便利に買ってもらえるようにするための物流戦略を実践す

ることが必要になってきた。商品を顧客の目の前に、他社に先駆けて迅速に届けることができ

るかどうかが、商品の販売力や企業の競争力に直結する時代となった。物流が差別化を生み、

競争優位を確立する切り札になるという認識を持つことが重要である。 
 

16 中田一博（大阪大学接合科学研究所特任教授）「異業種材料接合技術：注目される要因と技術的突破への展

望」（『化学経済』2016 年 1 月号）。 
17 日経産業新聞 2016 年 2 月 10 日「From LABO 研究開発の新潮流」、日経ヴェリタス 2015 年 10 月 25 日「テ

クノペディア：マルチマテリアル」。 
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物流が事業の競争力を決める時代 

最近、圧倒的な物流サービスにより競争力を強化した企業の事例が数多く見られるようにな

った。 
例えば、酒類販売チェーンのカクヤスは、以前はお酒のディスカウント業態だったが、1998

年に無料宅配サービスを開始して、価格戦略から付加価値戦略へと転換した。自社で物流部門

を持ち、注文から 2 時間以内（東京 23 区内）で飲みごろの酒類を 1 本から宅配するサービス

で急成長し、売り上げ 1000 億円を達成した。 
大手家電量販店のヨドバシカメラは、国内 EC トップのアマゾンにも負けない規模の物流施

設を持ち、自前の物流ネットワークでアマゾンを超える利便性（ネットで注文して 30 分以内

に店舗で受け取れるほか、午後 1 時までに注文するとその日の午後 5 時半に届く当日配送サー

ビスがある）が顧客の支持を集め、2015年度中にEC売上が 1000億円に達する見込みである。 
 
オムニチャネル実現には物流の進化が不可欠 

 近年、オムニチャネルを志向する企業が増えていることも、物流の高度化を後押ししている

要因である。 
オムニチャネルとはいつでも、どこ（店舗、PC、スマートフォン等）でも買い物ができ、都

合のよい時間と場所で受け取ることができる仕組みである。商品を受け取る場所（販売店／自

宅／コンビニ等）や決済方法（オンライン／店頭、現金／カード）も自由に選択できることが

目指される。 
いわば、消費者が自分の都合や好みに合わせて自由気ままに買い物をすることができる仕組

みを用意することがオムニチャネルである。これにより、顧客との接触頻度を高め、顧客満足

度をアップさせ、自社へのロイヤルティを高めようという戦略である。 
 これを実現するには物流の進化が不可欠である。物流が機能しなければオムニチャネルは絵

に描いた餅となる。 
オムニチャネルは、単なるマーケティングの話、「ネットとリアルの融合」というトレンドへ

の対応として語られることが多いが、実は企業が全社的な物流戦略を持ってサプライチェーン

を再構築しないと実現できないものなのである。 
 
ラストワンマイルをめぐる競争が激化 

米国の小売業界では、オムニチャネルが掛け声だけではなく、新時代を勝ち残るための具体

的な戦略として実践されている。そして、通販業界のみならず一般の企業でも、受注から物流、

配送、決済、返品などの一連の機能を自社でコントロールすることの重要性が理解されている。 
 流通において米国は日本より 3 年先を行っていると、イー・ロジットの角井亮一社長は指摘

している 18。その米国では、2013 年のクリスマス商戦で宅配便がパンクして以降、オムニチャ

ネル構築のために欠かせないラストワンマイルを既存の宅配便とは別の形で実現するための新

たな発想の取り組みが活発化し、多くのベンチャーが生まれている。この波が今、日本にも押

し寄せてきている。 
日本企業の間でも、オムニチャネル実現のためのラストワンマイル競争が活発化しそうだ。

小売チェーンが通販専門の物流センターを新設したり、店舗受け取りを可能にしたり、小売店

側からの出荷も可能になるような配送体制を整備したりする動きが強まると予想される。こう

18 角井亮一『オムニチャネル戦略』2015 年 

東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                               20１６ ２. ２６ 

28 

                                                   



した柔軟な物流体制を実現するために、3PL（サード・パーティ・ロジスティクス）19を活用

する企業も増えてこよう。 
 
IoT時代に物流はどう変わるか 

 東京海洋大学学術研究院の黒川久幸教授によれば、物流はこれまで 5 段階の発展を遂げてき

ており、2010 年頃から第 5 段階に移行しているという（図表１５）。 
その前の第 4 段階（1990 年代末から 2010 年頃）は「SCM」の時代だったが、現在は「チ

ェーンからネストへ」の時代を迎えている。サプライチェーンの強靭化のため、網の目のよう

にチェーンをつなぎ、ネット（網）として対応する。さらに、IoT によりあらゆるモノがつな

がり、複雑で立体的なネスト（巣）のようなつながりが生まれている。 
 このように、IoT やインダストリー4.0 の進展に伴い、物流は新たな段階へと進化しつつある。

新時代の物流はどのように変化していくのだろうか。考えられる物流の進化の方向性を挙げる

と、以下のとおりである。 
①IoT の普及により物流に関するあらゆる機能や情報がつながることで、サプライチェーン全

体がつながり、プロセスの「見える化」が進む。 
②IoT の進展で生産のモジュール化が進む中、需要変動に合わせて各工場の機能分担が頻繁に

変更されるようになるため、柔軟な輸送ルートの組み替えが可能な物流システムが必要にな

る。 
 

物流レベル 特徴

第０段階
物流管理以前

　発生場所個々での対応。管理不在。

第１段階
後処理型物流

　在庫のコントロール不在。見込み物流。
　物流の効率化主体。

第２段階
物流システム

　システム思考。出荷動向をベースに
　した在庫配置・補充。

第３段階
ビジネス・ロジスティクス

　出荷動向をベースにした生産。在庫量
　の管理。ジャストインタイム。

第４段階
SCM・環境対応

　市場販売動向をベースにした在庫の配置
　・補充、量の管理。環境負荷の低減。

第５段階
チェーンからネストへ

　サプライチェーンの強靭化、複雑化。
　異業種への対応・進出。

　
↓

１９６５年
　
↓

１９８０年

↓
１９９０年

　
↓

２０００年
　
↓

２０１０年
↓

　（注） 阿保栄司著 『ロジスティクスの基礎』（税務経理協会、1998年） および 湯浅和夫著
　　　　『特別講義(1)企業物流の現状と課題－物流研究の視点の提示－』（東京商船大学大学院
　　　　特別講義資料、2001年） をもとに黒川久幸氏作成。
　出所 ： 黒川久幸「物流を意識しなければ生き残れない時代がやってきた」（『商工ジャーナル』
　　　　　2016年2月号）

図表１５　　物流の発展

 
 

19 荷主企業に代わって、最も効率的な物流戦略の企画立案や物流システムの構築の提案を行い、かつそれを包

括的に受託し、実行するとう物流業務形態のこと。 
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③企業の枠を超えたインダストリー4.0 が進展すれば、物流においても将来を見据えた標準が

産業界全体で決まり、プレーヤーや機能をまたいだ物流システムのデファクト化が進む。 
④生産工程においては、3D プリンターの普及により試作品や金型を輸送する必要性が小さく

なる。完成品の物流では、マスカスタマイゼーションが進展し、単品管理が必要になる。 
⑤IoT、AI の進化によりロボットや機械が人間の仕事を代替する領域が増え、物流の省人化と

生産ラインの省人化が進む。固定費が削減できるため、24 時間連続稼働が可能になる。 
⑥バーチャルで企画・設計したものが現実世界で忠実に再現できるようになると、店頭にサン

プルや製品を並べる必要性が薄れていく。小売物流そのものが変わっていく可能性がある。 
 
物流は省人化が進み、将来は装置産業に 

 上記⑤「物流の省人化」については、本稿本年のキーワード３で取り上げた自動運転車の実

用化が進めば、大きく進展することが期待される。 
 完全自動運転技術の実用化時期は、法律や規則の整備、保険や責任のシステムの構築などの

進展具合次第であるが、現在開発中の企業では 2025 年ないし 2020 年代後半頃の実現を想定し

ている企業が多い。自動運転トラックが実用化された時点で、トラック運転手は不要になる。 
また、自動運転トラックの実現より前に、ロボットとAI の活用による庫内作業の自動化など、

物流の省人化が進展していく見通しである。 
このように自動運転技術の導入などにより省人化が進む結果、物流産業は将来的には労働集

約型から装置産業型へと転換していく可能性が大きい。 
 こうした中長期見通しを踏まえ、物流業界は「3K（きつい、汚い、危険）」と呼ばれる労働

環境をなくし、省人化を推進することで、労働力不足問題を解消するとともにコスト競争力を

高めることが課題となるだろう。 
 
物流が企業の命運を分ける 

ただ、将来はそうだとしても、今現在、物流業界はドライバー不足の問題が深刻化し、各社

が長距離トラックによる幹線輸送を減らしている状況である。こうした中、荷主企業にとって

は、運送業者に委託すればいつでも輸送サービスが受けられる時代ではなくなっている。荷主

企業が物流を確保するために、輸送業者に荷物を運びたいと思われる企業になるべく、努力を

しているという話も聞こえてくる。 
それだけに、なおさら物流戦略の巧拙が企業の命運を左右する時代が来ていると言える。通

販業界だけでなく一般の企業でも、「商品を顧客のもとに確実に届ける物流」を機能させること

の重要性が高まっている。これは消費者向け事業（B to C）が主体の企業だけではなく、企業

向け事業（B to B）が主体の企業にも当てはまることである。 
 さらに本稿前編で見たように、IoT の進展や AI の導入を背景に、異業種間競争が激化する時

代が到来しており、この環境下で企業が競争優位を確立して生き残るためには、物流の重要性

を認識し、物流を管理できる人材を確保することが必要不可欠である。 
2016 年は、生き残りのための物流改革や攻めの物流戦略を実行する企業が増えるに違いない。 
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 １０．ものづくり中小企業と地域イノベーション  

 
中小ものづくり企業の潜在能力 

日本には、特定の（ニッチな）市場分野で高いシェアを国際的にも保持しつづける中小・中

堅企業群が全国に広く存在する。これらはグローバルニッチトップ企業 20（以下、GNT 企業）

と呼ばれる。 
強い GNT 企業が全国に多数存在していることが 21、日本の製造業の高い国際競争力の源泉

の一つとなっている。GNT 企業は、最終製品ではなく部品や素材などの中間財を扱う会社が

多い。中間財は最終製品と比較すると、単価が低く市場規模が小さいものの、高度な擦り合わ

せ技術が必要で、開発・製造の難易度が高い。このため、新興国企業を含む多数の企業が参入

してくることがなく、過当競争に陥りにくく、付加価値を創出しやすいという特徴がある。 
 日本の地域活性化のための近道は、各地に存在する中小ものづくり企業の潜在能力を発現さ

せ、グローバル化を促進して、良質な雇用を創出する GNT 企業を質・量ともに増強していく

ことが一つのアプローチとなるだろう。 
 
中小企業のグローバルニッチトップ化に活路 

ドイツにも「隠れたチャンピオン（Hidden Champions）」と呼ばれる中小企業が多数存在す

ることが知られており、これは日本の GNT 企業とほぼ同じ概念である。ただ、ドイツと日本

には大きな違いがある。日本の中小企業のうちグローバル展開（輸出や対外直接投資）を行っ

ている企業の割合が、ドイツの中小企業と比べて桁違いに少ないことだ 22。 
 日本には GNT 企業になれる潜在力を持ちながら、国内市場に安住し、海外市場に挑んでい

ない中小企業が多いといわれ、このことは逆に言えば、これから GNT 企業になりうる予備軍

が多数存在することを意味する。 
 地方の中小ものづくり企業の GNT 化を推進すれば、地域の産業活性化、地方創生に大きく

寄与するだろう。 
 
中小企業の GNT化に不可欠な IoT活用 

今の産業を取り巻く環境下で、地方のものづくり中小企業が海外市場の開拓に乗り出しGNT
企業を目指す際に欠かせないのは IoT の活用である。 

IT の活用や IoT の活用導入は、首都圏の大企業よりも、地方の中小企業にこそ最も効果が大

きい。IT の発達とそれに伴う通信コスト低下により、地方に立地することのハンディキャップ

は縮小している。IT を活用すれば、地方の中小企業でも大都市圏や世界の市場に直接アプロー

チできる。世界に目を向ければ、ニッチな分野で同じニーズを持つ顧客を取り込んでいくこと

で、大きな市場を開拓できる可能性がある。 

20 この言葉は日東電工株式会社がいち早く事業戦略として掲げ、商標登録をしている。筆者は「2013 年日本

産業を読み解く 10 のキーワード」の中でグローバルニッチトップ企業を取り上げている。2014 年 3 月には経

済産業省が「グローバルニッチトップ企業 100 選」を発表した。 
21 2014 年に経済産業省が発表した「グローバルニッチトップ企業 100 選」に入っている企業を見ると、中小

GNT 企業の過半数（58％）は三大都市圏以外に拠点を置く企業であり、大企業と比べて全国に分散立地してい

る。 
22 『中小企業白書 2012 年版』によれば、輸出を行っている中小企業の割合はドイツが 20％あるのに対し、日

本は 3％にとどまり、対外直接投資を行っている中小企業の割合はドイツが 17％に対し、日本はわすか 0.3％
である。 
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 また、IoT やインダストリー4.0 は、これまで見える化や標準化が進んでいなかった中小企業

にこそ大きな成果が得られるチャンスがある。インダストリー4.0 の中核は、現実（フィジカ

ル）空間とサーバー（電脳）空間が緊密に結びついて様々な価値を生み出すサイバー・フィジ

カル・システム（CPS）を機能させることであるが、その際に実際に高度なものづくりが行わ

れるリアルな現場を持つ地方の中小企業は、有利なポジションを取ることが可能である。しか

も、廉価になったセンサー、クラウド、ネットワークをユーザーのニーズに応じて柔軟に活用

できる時代になり、IoT システム導入に要する投資額は中小企業でも実行可能なほど少額で済

むようになっている。 
 
独インダクトリー4.0に学ぶ中小企業の IoT化 

地方の中小ものづくり企業の IoT 化においても、ドイツのインダストリー4.0 が大いに参考

になる。 
そもそもインダストリー4.0 は、ドイツの強みである中小・中堅の「隠れたチャンピョン企

業」が、昨今の IoT をはじめとする世界の新潮流に乗り遅れることなく生き残り、将来も国際

競争力を保持することが主目的の 1 つとされている。このため、インダストリー4.0 では中堅・

中小企業の参画が重要視されている。 
 具体的には、標準化を通じた中小企業への技術移転、中小企業の生産拠点の「考える工場」

化などが目標に掲げられ、これを実現するために、円滑な技術移転に必要な技術の標準化と、

開発された技術を使いこなすことができる人材の育成に取り組んでいる 23。 
 これらの施策を通じて、地方の中小ものづくり企業を高度化し、地域クラスターの競争力向

上を図るというのがドイツの国家戦略である。 
 
クラスター政策を推進するドイツ 

 このように、ドイツの産業政策においては、イノベーション振興策の一環として地域クラス

ター政策が重要視されている。インダストリー4.0 においても、国レベルで戦略策定や技術開

発、標準化作業等の統括を行う「インダストリー4.0 プラットフォーム」が組織されたが、実

際の技術開発や運用については地域クラスターに落とし込まれている。 
ドイツ政府は、地域の産業集積における産学官連携を促進することでイノベーションを促進

し、強い産業分野をさらに強くすることで、当該地域を世界でトップクラスの産業クラスター

にすることを目指している。そして、クラスター間が有機的に連携するように、ソフト面のイ

ンフラ整備を政府・自治体が主導している。 
また、地域イノベーション促進の結節点となる機関として「フラウンホーファー研究機構」

が存在し、同機構が大学・研究機関における基礎研究と産業界における事業化の橋渡しをする

役割を果たしている。 
 
日本に求められる真の成長戦略とは 

 日本でも、経済産業省が 2001 年度に「産業クラスター計画」を、文部科学省が 2002 年度に

「知的クラスター創成事業」を開始するなど、クラスター政策が実施されたが（図表１６参照）、 
 

23 ドイツの取り組みについては、野村敦子「次世代製造業にみる地域イノベーションの在り方」（日本総合研

究所『JRI レビュー』Vol.13 No.32（2015 年） を参考にした。 
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図表１６ 日本の産業立地政策の変遷

（注） 経済産業省資料をもとに松原宏氏作成
出所 ： 経済産業省産業構造審議会 地域経済産業分科会 工場立地法検討小委員会第30回（2013年10月25日）

資料4 東京大学大学院総合文化研究科 松原宏教授 「日本におけるクラスター政策の今後の課題」

1950・60年代

臨海部における重

化学工業の推進

太平洋ベルト地帯

構想

工業等制限法

（2002年廃止）

新産業都市建設

促進法

工業整備特別地

域促進法

（2001年廃止）

1970・80年代

地方分散の 促進・

均衡ある発展

工業再配置促進

法

（2006年廃止）

工場立地法

テクノポリス法

頭脳立地法

（200５年廃止）

地方拠点法

1990年代

空洞化防止と新規

成長分野の発展

促進

地域産業集積

活性化法

（2007年廃止）

新事業創出

促進法

中小企業

新事業

活動促進法

2001年～

競争力のある地域

産業・企業の発展

支援

産業クラスター

計画

（2001年～）

文部科学省

知的クラスター

創成事業

（2002年～12年）

廃止

企業立地促進法

（2007年～）

 
 
これらが今日にいたるまで有効に機能しているとは言い難い。2013 年 6 月の成長戦略「日本

再興戦略」において産業クラスターの再定義を行うことが盛り込まれ、新たなクラスター政策

が検討されている。 
 クラスター政策を展開し、「地域のクラスター形成→新産業・イノベーション創出→雇用・所

得の増大→地域活性化」の好循環を生み出すことは、日本の産業振興、地方創生にとって重要

な課題と言えよう。今こそ日本もドイツを見習って、真に機能するクラスター政策を展開する

ことが必要である。 
国策として中長期的観点から、地方の中小企業のグローバル化促進と地域の産業クラスター

形成を軸としたイノベーション促進策を推進することが、今日本が推進すべき成長戦略であり、

真の地方創生につながるものであると考える 24。 
 
世界一有利な条件をもつ日本の地方 

本稿２で取り上げた「人工知能（AI）」に関連して、このところ世界的に「進化したAI やロ

ボットが人間の仕事を奪う」ことへの警戒感が強まっている。世界経済フォーラムの調査によ

れば、AI やロボットの技術革新によって人類は 2020 年までに差し引き 500 万人以上の職を失

う可能性があるという。 
 だが、いくら人間の職を確保するためとはいえ、ブルドーザーを放棄して人力による整地作

業に回帰することが現実的ではないように、結局はAI やロボットを受け入れるしかない。AI・
ロボットに任せられることは任せ、人間は人間ならではの仕事を見出してそれに従事するより

24 この点において、現在政府が進めている「地方創生」は、「東京一極集中の是正」や漠然とした「地方活性

化」に焦点が当たっており、地場産業のグローバル化促進や産業クラスターを軸にしたイノベーション促進と

いった視点が弱いように見える。 
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ほかに進む道はないだろう。 
ただ、新技術を受け入れることがいずれは不可避であると分かっていても、現実には既存の

産業や雇用を守るために、新技術の導入・活用を遅らせようとする社会的な力が働き、これが

変革の妨げになりがちだ。これは万国共通の悩みである。 
 しかし、この点において、少子高齢化、生産年齢人口減少、人手不足問題が世界一深刻な日

本（とりわけ地方）は、AI やロボットを導入することのハードルが世界一低く、逆に地域の課

題解決のためにこれらの新技術を活用する動機は世界一強いはずだ。例えば、スマート農機の

導入による農作業の省力化、無人運転農機の導入、過疎地域における自動運転による送迎サー

ビスなどは、地方に強烈なニーズがあるテーマである。 
つまり、日本の地方は AI やロボット分野でイノベーションを起こすのに世界一有利な条件

を持っていると言える。 
地方創生のためには、これまで不利な条件とされていた環境を、新技術を活用した様々な事

業を世界に先駆けて積極的に取り入れることにより、大きな成長機会に変えていくといった発

想が重要であろう。 
 
 
[参考文献] 

・ 斎藤ウィリアム浩幸『IoT は日本企業への警告である』ダイヤモンド社、2015 年 
・ 尾木蔵人『決定版インダストリー4.0』東洋経済新報社、2015 年 
・ 長島聡『日本型インダストリー4.0』日本経済新聞出版社、2015 年 
・ 吉川良三編著『第 4 次ものづくり産業革命』日刊工業新聞社、2015 年 
・ 尾原和啓『ザ・プラットフォーム－IT 企業はなぜ世界を変えるのか？』ＮＨＫ出版新書、2015

年 
・ 松尾豊『人工知能は人間を超えるか』角川 EPUB 選書、2015 年 
・ コンデナスト・ジャパン『WIRED VOL.20 人工知能』（GQ JAPAN 2016 年 1 月号増刊） 
・ 日経ビッグデータ編『この 1 冊でまるごとわかる! 人工知能ビジネス』日経 BP 社、2015 年 
・ 中西孝樹『2020 年の「勝ち組」自動車メーカー』日本経済新聞出版社、2015 年 
・ ジェレミー・リフキン著、柴田裕之訳『限界費用ゼロ社会』NHK 出版、2015 年 
・ 宮崎康二『シェアリングエコノミー』日本経済新聞出版社、2015 年 
・ 三菱総合研究所「TPP 実現の日本経済への影響」（MRI ECONOMIC REVIEW）2015.11.30 
・ ジェトロ「ジェトロセンサー」2015 年 12 月号「特集 メガ FTA 新時代」 
・ 日本政策投資銀行産業調査部清水誠「IoT を活用した新しいビジネス創出の可能性と課題」2015

年 10 月 23 日 
・ 近藤浩正・内山由紀子「円安に伴うリショアリング（製造業の国内回帰）の可能性（後篇）」 
・ （『日経研月報』2015 年 9 月号） 
・ 『日経ものづくり』2016 年 1 月号（特集「製造業 2016 年の選択」） 
・ 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング編『2016 年日本はこうなる』東洋経済新報社、2015 年 
・ 小川紘一『オープン＆クローズ戦略 増補改訂版』翔泳社、2015 年 
・ 鮫島正洋・小林誠『知財戦略のススメ』日経 BP 社、2016 年 
・ 福田佳之「軽量化への取り組みを進める自動車メーカー」（東レ経営研究所『TBR 産業経済の

論点』2015 年 5 月 15 日） 
・ 中田一博「異業種材料接合技術：注目される要因と技術的突破への展望」（『化学経済』2016

年 1 月号） 
・ 角井亮一『オムニチャネル戦略』日経文庫、2015 年 
・ ローランド・ベルガー  小野塚征志プリンシパル「「インダストリー4.0」の物流戦略」

（『L@GI-BIZ』2015 年 7 月号） 
・ 黒川久幸「物流を意識しなければ生き残れない時代がやってきた」（『商工ジャーナル』2016 年

2 月号） 
・ 野村敦子「次世代製造業にみる地域イノベーションの在り方」（日本総合研究所『JRI レビュー』

東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                               20１６ ２. ２６ 

34 



Vol.13 No.32（2015 年） 
・ 永野博「ドイツの産学連携と研究推進機関の役割」（『産学連携ジャーナル』2014 年 4 月号～7

月号連載） 
・ 山﨑朗「地方創生の課題と政策対応」（『産業立地』2016 年 1 月号） 
 
 
 
 
 

（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。 

東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                               20１６ ２. ２６ 

35 



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

 

キーワード 2015年における動き

１． IoT （Internet of Things）

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

２． 自動車の情報端末化

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

３． 「地産地消」のサプライチェーン

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

４． サービスロボット市場

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

５． 電力システム改革

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

６． 蓄電池

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

７． コーポレートベンチャリング

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

８． インバウンド消費

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

９． 地方創生

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

１０． ユーザー体験

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

出所 ： 筆者作成

付表： 「2015年日本産業を読み解く10のキーワード」のフォローアップ
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