
2014.1・2　経営センサー
1515

増田 貴司（ますだ	たかし）
産業経済調査部長	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

2014年の日本産業を読み解くキーワード
—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、2014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関
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	 	2014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」2014年 3月号）で6〜10を取り上げる。

	 	 1．	エネルギーのスマート化	…	再生可能エネルギー、スマートシティ
	 	 2．	水素社会
	 	 3．	次世代自動車	…	次世代環境車、テレマティクス、自動運転車
	 	 4．	ポスト・スマホ	…	ウエアラブル端末、脱スマホ依存
	 	 5．	M2M（マシン・ツー・マシン）
　　　　＜以下、次号＞
	 	 6．	インフラビジネス
	 	 7．	介護ロボット
	 	 8．	物流
	 	 9．	訪日外国人
	 	 10．	高度製造業

1．エネルギーのスマート化
まずエネルギー関連のキーワードから見ていこう。
東日本大震災以降、エネルギーをめぐる情勢は

大きく変化している。電力不足などのエネルギー
制約はわが国が克服すべき課題であると同時に、

企業にとって「エネルギーのスマート化」と呼べ
る分野におけるイノベーションを生み出し、新市
場を創出するチャンスとなっている。この分野に
は既存のエネルギー産業だけでなく、IT、自動車、
住宅などさまざまな業種の参入が活発化している。
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①再生可能エネルギー
再生可能エネルギーは、世界的には補助金の縮

小で需要が伸び悩んでいるが、日本では12年 7
月に固定価格買い取り制度（FIT）が始まったこ
とを受けて、太陽光発電が急速に普及しつつあ
る。再生可能エネルギーの中で太陽光の導入が突
出して多いのは、日本のFITにおける太陽光（産
業用）の買い取り価格が世界最高水準となってい
て、発電事業者にとって投資対象としての魅力が
大きいためだ。日本勢のみならず海外勢も続々と
日本での太陽光発電所建設に乗り出している	。
太陽光だけを過度に優遇する現行制度は、電気

料金上昇圧力や太陽光発電バブルを生むといった
副作用も懸念される。このため、政府が新年に策
定する新しいエネルギー基本計画では、洋上風力
や地熱発電の買い取り価格を引き上げ、太陽光偏
重の是正が図られる見通しだ。これを受けて、14
年以降は開発実績の少ない風力発電所や地熱発電
所を新設する動きが増えることが予想される。
再生可能エネルギーは、資源としての重要性に

加え、産業育成や地域活性化など、日本経済に
とって多面的な意義がある。したがって、政府の
支援策は単に再生可能エネルギーの普及や安定供
給を目指すだけでなく、グローバル競争に勝ち残
る産業を育て、付加価値と雇用を創出するという
視点も重要である。
太陽電池（セル）メーカーについては、コモディ

ディー（汎用品）化の進展とともに、日本メーカー
のシェアは急落している。2012年末の世界シェア
を見ると、中国、台湾メーカーが約7割を占め、
日本メーカーは約9％にすぎない（図表1）。かつ
てのトップメーカーの破綻が相次ぐなど、収益を
上げにくくなっている。
一方、太陽電池の素材では日本企業の存在感は

大きい。バックシート（東洋アルミニウム等）や
封止剤（三井化学ファブロ等）では、20年以上の
高負荷環境に耐えられる高い素材技術を保有して
いる。また、東芝など重電各社は、パワーコン
ディショニングシステム（PCS）を中核技術とし
て数百 kWからMWクラスの電力システムのエン
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出所：各種資料をもとに経済産業省が作成

図表 1　地域別・企業別の太陽電池生産シェア
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1		本誌本号P.23-30 掲載記事「柏の葉スマートシティ−公・民・学をつないだ未来型都市の誕生−」をご参照ください。

図表 2　海外におけるNEDOのスマートコミュニティ実証事業
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出所：経済産業省資源エネルギー庁エネルギービジネス戦略研究会 『日本発！エネルギー新産業』

ジニアリング技術で優位に立っている。
再生可能エネルギー関連市場に参入する企業に

とっては、急速なコモディティー（汎用品）化が
見込まれるなかで、低価格競争に陥るのを回避し、
いかにして他社の追随できない価値を顧客に訴求
できるかがカギとなろう。

②スマートシティ
住宅関連では、太陽光発電や燃料電池、家庭用

蓄電池をセットで販売する動きが既に見られる。
分散型電源は単体で発電するに止まらず、情報家
電のネットワークに組み込まれていくだろう。家
庭用エネルギー管理システム（HEMS）を備えた
スマートハウスを提供するビジネスが拡大する。
既存の社会の仕組みにスマートグリッドなどの

新技術を融合させることで、エネルギー効率の向
上、低炭素社会の実現、市民生活の向上を目指す、
スマートシティの構想も進展を見せている。ス
マートシティはプロジェクトに参画できる業種が幅
広く、エネルギー産業、製造業、IT産業、不動産、
建設業、商社など多種多様な企業に商機がある。
11年度以降、「次世代エネルギー・社会実証地域」

として北九州市など4カ所で、12年度以降、「環

境未来都市」構想として全国11都市で実証実験
が行われている。
社会実験段階ではなく、地域住民の生活に落と

し込んだ実践段階を迎えるプロジェクトもある。
三井不動産が主導する公民学連携の街づくり「柏
の葉スマートシティ」1は、2014年 7月に中核施
設のグランドオープンが予定され、街区を超えて
電力を融通し合う、日本初のスマートグリッドの
運用が開始される。
スマートシティの取り組みを通じて生み出され

る新たなエネルギー産業は、日本の国内市場のみ
をターゲットにするのではなく、グローバル市場
に輸出することを目指すべきである。国内事情に
対応した過度の作り込みを行うのではなく、日本
が先行している部分について国内で標準化を行っ
て国際標準化につなげていく、あるいは国際標準
を積極的に活用することなどにより、世界市場へ
の展開を見据えることが望まれる。
グローバルな実証事業としては、独立行政法人

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が、
海外におけるスマートコミュニティの実証実験を
推進している（図表2）。こうした相手国の政府・
企業との共同実証事業を通じて、日本の優れた技

2014年の日本産業を読み解くキーワード
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2			トヨタ自動車は独BMWと基幹システムを共同開発し、2015年に価格 500万円以下でFCVの市販を開始する予定。ホンダは米
GMと共同開発し、2015 年にFCVの市販を開始する予定。日産自動車も独ダイムラー、米フォード・モーターとの 3社連合で
2017年に市販を開始する計画である。

術やシステムの有効性や優位性をアピールしてい
くことは、将来のインフラ輸出促進に寄与するだ
ろう。

2．水素社会
水素をエネルギー源に利用する「水素社会」の

到来が近いとの見方が広がってきた。その背景に
は、トヨタ自動車とホンダが燃料電池車（FCV）
の市販を開始する2015年が近づいてきたことが
ある 2。11年 1月、自動車メーカー 3社はFCV
の量産車について15年の市販開始を目指し開発
を進めること、エネルギー事業者（水素供給事業
者）10社はFCV量産車の市販開始をにらんで15
年までに 100カ所程度の水素供給インフラの先行
整備を目指すことをそれぞれ宣言していた。その
期限の15年が間近に迫り、水素社会への期待が
盛り上がっている。
FCVは、水素が空気中の酸素と化学反応する際

に生み出される電気を動力とする自動車で、「究極
のエコカー」といわれている。
水素は燃焼してもCO2 を排出しないエネルギー

源である。天然ガスなどの化石燃料から取り出せ
るほか、化学工場や製鉄所の製造工程でも大量に
発生する。水を電気分解して無尽蔵に取り出すこ
ともできる。
また、次世代自動車としてFCVをEV（電気自

動車）と比較すると、水素の供給や廃水を含めた
制御が複雑であり、高温への耐熱が必要とされる
ことから、FCVの方がコモディティー化の進みに
くい製品であると考えられる。
FCVの普及に向けて、燃料となる水素を車に補

給する基地「水素ステーション」などの水素供給
インフラの整備も着々と進行中だ。
水素の長距離輸送を可能にする技術が開発さ

れ、海外で製造した水素を日本に輸入する取り組
みも進展している。千代田化工建設は、トルエン

を使って液状化した水素から再び水素ガスを効率
的に取り出す触媒を開発し、水素を常温・常圧で
大量に輸送することを可能にした。同社はこの技
術を使って水素販売事業を立ち上げる予定だ。川
崎重工業も、2017年以降、オーストラリアからの
水素輸入事業に着手する計画である。
国の政策も水素社会を後押ししている。経済産

業省は13年度予算で商用水素ステーションの建
設費用に対し半分を補助しており、14年 4月以降、
この補助を受けた初の商用水素ステーションが登
場する。13年 6月の「日本再興戦略」の中でも、「15
年の燃料電池自動車の市場投入に向けて、･･･世界
最速の普及を目指す」と、強いメッセージが示さ
れた。市街地に水素設備を置けるように保安基準
を整備するなど、政府による規制の見直しも進ん
でいる。
デロイト	トーマツ	コンサルティングの予測によ

れば、世界（日米欧）のFCV市場は2025年に販
売台数約180万台、市場規模約5.3兆円になる見
通しである（図表3）。地域別にみると、米欧で政
府の積極的な支援策が講じられるなかで、日本が
規制改革を含む積極的な追加支援策が打たれない
限り、25年時点の日本は販売台数20万台、市場規
模6,000億円にとどまるという予測になっている。
日本の燃料電池分野の特許出願件数は諸外国の

5倍以上と突出している。このため、日本が競争
力を持つ分野として、産業政策の観点からも水素

図表 3　	世界の燃料電池自動車の 2025 年の	
市場規模予測

年間販売台数
（万台）

年間販売金額
（億円）

水素ステーション数
（基）

世界計 176 52,700 3,098 

日本 20 6,000 493 

米国 85 25,400 1,837 

欧州 71 21,300 769 

出所： デロイト トーマツ コンサルティング株式会社「世界の燃料電池
自動車の販売台数予測」（13年8月19日）
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3			米国では 25年までに乗用車・トラックの燃料の走行距離を現行の約 2倍（23.2km）に引き上げる規制の導入が予定されている。
日本でも15年度までに 04年度対比で 2割強の燃費改善が必要とされる。最大市場の中国でも、20年までに乗用車の燃費を約 5
割改善することが求められる。

エネルギーの利活用を推進することの意義は大き
い。時間軸を明確化しつつ、水素の製造、貯蔵・
輸送、利用までを一気通貫で、水素社会の実現に
向けた課題に国を挙げて取り組むことが望まれる。
車両価格や水素ステーションの建設コストの高

さというFCVの問題点が解消されて、水素社会
が本当に到来するのかどうかはここ1〜 2年で見
極めがつく話ではないが、14年は水素供給インフ
ラの構築に注目が集まりそうだ。工業ガス、鉄鋼、
化学など多様な業種を巻き込んで、水素インフラ
ビジネスに熱い視線が注がれることになろう。

3．次世代自動車
次に自動車関連のキーワードとしては、数年前

から進行している①「次世代環境車（動力源の電
動化）」と、最近になって急展開を見せ始めた②「自
動車と ITの融合（テレマティクス）」、その代表
分野である③「自動運転車」、の三つを挙げたい。

①次世代環境車
前述した燃料電池車（FCV）は次世代環境車の

大本命と目されているが、実用化、普及への道の
りはまだ遠い。
一方、すでに市販されているハイブリッド車

（HV、PHV）、電気自動車（EV）といった次世代
環境車は、日本企業が世界の先頭を走り続けてい
る有望分野である。
世界各国 ･地域で燃費規制が一斉に強化される

ことを受けて 3、大手自動車メーカーは次世代環
境車の開発を強化している。開発負担がますます
重くなるなか、大手自動車メーカーの間で次世代
環境車の開発をめぐる提携や業界再編の動きが広
がる可能性がある。
ただしEVについては、航続距離が短い、充電

に時間がかかることなど解決すべき問題が大きい
一方で、エンジン車の燃費性能が急速に向上して

いる。このため、世界市場におけるEVの普及ス
ピードは、関係者が当初描いたスピードよりかな
り緩やかなものになるとの見方が強まっている。
乗用車ではガソリン車が主力の時代がまだ長く

続きそうだが、燃費規制の厳格化で軽量化への
ニーズが強まることは、それに対応する技術力を
持つ日本の素材産業にとって商機となる。

②自動車と ITの融合（テレマティクス）
日本のお家芸であり、主力産業である自動車の

市場に、大きな変化の波が押し寄せている。IT産
業と自動車産業の関係が深まり、「テレマティクス」
と呼ばれる領域が新たな成長市場として台頭して
きた。これは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）を融合させた
造語である。
従来、テレマティクスは、車とインフラの結び

つきが重視されたが、スマホの普及により、情報
端末を持つ人間が車とつながる新たな形態が生ま
れた。自動車に通信機能を備えた携帯端末を連携
させて、リアルタイムでさまざまな情報サービス
を利用できるシステムの開発競争が始まっている。
13年 6月、アップルが車載用のOSを初公開

し、14年からサービスを開始する予定である。
グーグルも次世代グーグルマップを活用した自動
車産業向けシステムを開発中である。自動車メー
カー側では、13年 1月、フォードがマイクロソフ
トと共同開発したOSを使った新事業を開始。GM
とクライスラーも14年までに車載器アプリ配信
サービスを開始する予定だ。このほか、独大手サ
プライヤーのコンチネンタルも車載器プラット
フォームを発表している。

③自動運転車
テレマティクスに関連して、運転手が運転操作

をしなくても自動で車が走る、夢の自動運転車の

2014年の日本産業を読み解くキーワード
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4			米フォードのウィリアム・フォード会長は、「道路を走る車を、スマートフォンやノート型パソコン、タブレット端末と同じように
見るべき時が来た。自動車を単体としてではなく、高度なネットワークの一部と見なすべきだ」と語っている（2012年 2月 28日
フィナンシャル・タイムズ紙）。

5		インターネットを介して不特定多数の個人に仕事を外注する形態。

実用化に向けて、異業種を含む世界中の企業がし
のぎを削り始めている（図表4）。
参入ラッシュに火をつけたのは、2010年に自動

運転車の開発表明をした米グーグルである。自動
車開発とは無縁のグーグルが自動運転に取り組み
始めたことで、自動運転車への関心が高まること
になった。13年 8、9月には日産自動車と独ダイ
ムラーが相次いで20年までに自動運転車を投入
すると表明した。
自動運転車開発の歴史は長く、古くは1939年

のニューヨーク万国博覧会で米GMが自動運転の
概念を披露している。かつては夢の技術であった
が、最近になって、周囲の状況を判断するセン
サーの高精度化と低コスト化が進んだことで、自
動運転の実用化が現実味を帯びてきた。
関係者の間では、自動運転車は技術的には既に

実現可能と言われており、実用化に向けた最大の
課題は法制度の整備と考えられる。国土交通省の
「オートパイロットシステムに関する検討会」（12
年 6月設立）が、13年 8月、「実用化に向けた中
間とりまとめ（案）」を発表するなど、政府でも自
動運転車が事故を起こした際の責任の所在や安全
対策などが議論されている。
自動運転車の実用化で自動車ビジネスの構造が

大きく変わることが予想されるなかで、日本の自
動車メーカーがいかにして競争優位を維持してい
くのかが今後の焦点となるだろう。上述したよう
なテレマティクスの進化により、自動車はスマー
トな情報社会の端末の一つ、「スマートカー」とい
う位置づけになる可能性がある 4。テレマティク
スの潮流は世界の自動車産業の構造を大きく変え
る可能性があり、現状その主導権は米国企業が
握っている。この分野で日本企業がどのような巻
き返しを見せるのか注目される。

＊　＊　＊

次に IT（情報技術）に関するキーワードを見て
みよう。
あらゆる電子機器の機能がスマホやタブレット

に集約され、それがインターネットによって世界
中の人とつながる時代が到来した。未来像であっ
た「ユビキタス社会」が、今、現実化の段階を迎
えている。この結果、人と人との関係が変化し、
個人が直接、生産要素や市場にアクセスできるよ
うになり、産業界にコスト構造とビジネスモデル
の劇的な変化をもたらしている。
13年に IT分野で注目された用語である「ビッ

グデータ」「3D生産革命（3Dプリンター）」「ク
ラウドソーシング 5」は、いずれもこうした変化
を象徴する言葉である。14年もこれらの領域をう
まく活用した企業が新市場の創造に成功すること
になるだろう。
本稿では、これら以外の用語で14年に特に注

目すべきキーワードとして、「ポスト・スマホ」
「M2M」の二つを挙げたい。

図表 4　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。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
験を実施。

日産自動車
自律した完全自動運転車を開発し、高速道路だけでなく
一般道でも走らせることを目標とする。米シリコンバレー
に開発拠点を新設。2020 年までの実用化を目指す。

ホンダ

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（インフラ協
調型システム）。

富士重工業
「ぶつからない車」を標榜した運転支援システムの次世代
版を開発中。2020 年までに 360 度認識・監視できるシ
ステムが完成する見込み。

米 GM 高速道路に限定した自動運転車を 2017 年までに実用化
することを目指す。

米グーグル
2007 年から自動運転車の開発に着手。カリフォルニア、
ネバダなど 3 州と 1 特別区では、既に公道での試験走行
が可能に。

出所：各社資料、各種新聞・雑誌記事をもとに作成
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6			市場調査会社の米 IDCの予測によれば、13年のスマホの世界出荷は10億台を突破し、今後も17年まで年平均18.4％で成長して、
17年には 16億 8,580万台に達する見通しである。

4．ポスト・スマホ
スマートフォン（スマホ）は世界中で急速に普

及し 6、社会や産業の構造に大きな変化をもたら
しているが、スマホの次を見据えた「ポスト・ス
マホ」を14年のキーワードに挙げたい。

①ウエアラブル端末
スマホの次に市場の牽

けん

引役になりそうな端末の開
発が熱気を帯びてきた。ポスト・スマホの座を狙っ
た開発競争である。現在、その筆頭格として注目さ
れているのが、眼鏡型や腕時計型などのウエアラブ
ル端末である。ウエアラブル端末とはヒトが常時身
に着けて利用できるコンピュータ端末を意味する。
腕時計型ウエアラブル端末では、ソニーが13年

に、アンドロイド搭載のスマホと連携して腕元にメー
ルや電話の着信が表示され、各種アプリをインストー
ルして機能を拡張できる機種を発売した。これに対
抗し、同年、韓国サムスンはスマホと連動し、カメラ
撮影や音声通話も行える腕時計型端末を発売した。
眼鏡型端末では、米グーグルがマップ音声検索

機能を備え、専用アプリで機能を拡張できる「グー
グルグラス」を14年に発売する予定である。
日本勢では、NTTドコモが眼鏡型で、視野にさ

まざまな情報を表示して閲覧・操作できるウエア
ラブル端末「インテリジェントグラス」を開発中
である。この端末とスマホを接続し、手を使わず
に映画などのコンテンツを長時間視聴することが
できる。また、同端末を通して人の顔を見ると、
相手の名前や名刺の情報が眼前に表示される機能
もついている。ソニーは、かつら型のウエアラブ
ル端末の特許を欧米で出願し、話題を呼んだ。
日本の部材メーカーもウエアラブル端末に商機

を見いだしている。常に身に着けて利用するもの
だけに、ウエアラブル端末に使われる部材は、高性
能化や微細化への要求水準が高い。このため、技術
力に定評のある日本の部材メーカーにとっては有
望な市場といえる。村田製作所（積層セラミック

コンデンサー、小型水晶振動子等）、日本電波工業
（温度補償型水晶発振器等）など、各社がウエアラ
ブル端末向け部材の開発や製品化に注力している。
ウエアラブル端末は発展途上の分野であり、操

作性にはまだ難があり、デザインもこなれていると
は言いがたい。14年にはデザインや機能が洗練さ
れた端末が続々と市販される見通しだ。試作機的
な位置づけを超え、広く一般の消費者に受け入れら
れる商品が出てくるかどうか注目される。どの企
業の、どのタイプの端末が主導権を握り、ポスト・
スマホ候補となるのかを見極める年となるだろう。

②脱スマホ依存
現在、日本の電子部品業界はスマホ需要に沸い

ており、スマホ向け部品が収益の柱となってい
る。しかし、スマホ市場は徐々に成熟化してきて
いる。中国などで地場のスマホメーカーが台頭し
ており、今後は新興国向けの低価格スマホが市場
の中心になっていく。スマホは早晩コモディ
ティー化、低価格化し、日本の部品メーカーが儲
けられなくなることは必至である。
このため、電子部品業界ではスマホの次をにら

んで、次なる収益の柱を育て、脱スマホ依存を図
ることが急務となっている。この観点から、多く
の部品メーカーが自動車や医療機器などの新規分
野を伸ばし、スマホ依存度の引き下げを図ってい
る。2014年は、今はスマホ需要で活況を呈する部
品メーカーや素材メーカーがポスト・スマホの市
場探しをする動きが活発化するだろう。

5．M2M（マシン・ツー・マシン）
ITと機械を融合させる技術して、近年、機器間

通信（M2M：マシン・ツー・マシン）が著しい成長
を遂げている。M2Mとは、機器同士の通信によって
データを収集したり、集めたデータの分析結果をも
とに機器へ指示を出したりするシステム形態である。
データの発信元となるMはGPS（全地球測位
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システム）などのセンサー、データの受信先とな
るMは機器自体の制御をつかさどる機器である。
そして、MとMの間を取り持つクラウドサービス
が進化を遂げている。
M2Mが台頭してきた最大の要因はセンサーの

急増である。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、あらゆるモノ
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てきた。センサー
の年間出荷個数は急ピッチで増加を続け、23年頃
には 1兆個を超えると予測されている（図表5）。
センサーの高精度化、低コスト化も加速している。
そうしたセンサーの代表格がスマホである。ス

マホの中には、加速度、距離の遠近、明るさなど
に関するセンサーが多数搭載されていて、それを
ネットワークに常時接続された状態で人々が持ち
歩いている。スマホが普及したおかげで、企業が
自前のセンサーをヒトやモノに張り巡らせなくて
も、スマホをセンサーとして活用することができ
るようになったのだ。
一方、企業の側でもM2Mで収集したビッグ

データを新事業の創出や顧客への付加価値提供に
活用しようという機運が高まり、マーケティング
や顧客満足度の向上、業務改善などに活用する事
例が相次いでいる。
例えば、電通、ゼンリンデータコム、シンクエー

ジェントは、スマホからの位置情報をもとに商業施
設の出店分析を支援するサービスを提供している。
パナソニックは、体組成計や冷蔵庫などにNFCの
通信機能を付け、健康情報や家電の操作情報などを
NFCリーダー付きのスマホを介して同社のクラウ
ドサービスに集約する仕組みをつくっている。
自動車のセンサー情報を活用する事例では、富

士通が国内各地のタクシー事業者と契約し、タク
シーの位置や速度などのセンサー情報をタクシー
業者から取得し、それらの情報を自社のクラウド
サービスで外部に提供している。
この分野で注視すべきは米グーグルの動向であ

る。グーグルは近い将来、自動車のセンサー情報
を提供するビジネスに乗り出すと見られている。
このことは前述したように同社が自動運転車の技
術開発に注力していることから明らかである。
センサーは日本企業の得意分野であり、M2Mの

時代の到来は日本企業にとって商機といえる。成
長が見込まれる介護ロボットなどのサービスロ
ボットや自動運転車に使われるセンサーの分野で
日本のメーカーはますます存在感を発揮できるに
違いない。
ただし、部材メーカーは高い世界シェアを保持

しているだけで満足すべきではない。製品がコモ
ディティー化した後も持続的に収益を得るために
は、ただの「供給者」の立場にとどまるのではなく、
ブランドの構築や、バリューチェーン（価値連鎖）
の中で自社が主導権を握る仕組みづくり等に注力
することが重要である。
（以下、次号に続く）
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図表 5　センサーの年間出荷個数の見通し

100兆

10兆

1兆

1,000億

100億

10億

（個）

2012 17 22 27 32 37
（年）

2023年頃に
一兆個を

突破する見通し

2033年頃には
数十兆個に
達する見通し

出所： 米Fairchild Semiconductor社のヤヌシュ・ブリゼック氏の資料
を簡略化
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