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■  本稿では、2015 年の日本の産業を読み解く上で重要と思われるキーワードを筆者なり

に選定し、解説してみたい。 

■  キーワード選定に当たっては、個別セクターの動向よりも、幅広い業種の企業経営や産

業全般にかかわるテーマを中心に選んでいる。また、巷でよくある「今年のトレンド予

測」や株式市場で材料となる一過性のテーマ探しとは一線を画し、現在日本の産業の底

流で起こっていて、企業の経営に影響を与えそうな構造変化や質的変化をとらえること

を重視している。 

■  2015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 

２．自動車の情報端末化 

３．「地産地消」のサプライチェーン 

４．サービスロボット市場 

５．電力システム改革 

６．蓄電池 

７．コーポレートベンチャリング 

８．インバウンド消費 

９．地方創生 

１０．ユーザー体験 

 

 Ｔ Ｂ Ｒ  産 業 経 済 の 論 点 
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 １．IoT  

 

デジタル革命の本命「IoT」 

まずは、現在進行中のデジタル革命を総称する言葉であり、2015年に注目される産業関連の

キーワードの筆頭格として「IoT（Internet of Things）」を取り上げたい。日本語では「モノの

インターネット」と直訳されるが、要は機器などの「モノ（物理的オブジェクト）」にセンサー

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

とを指す。 

あらゆるものがインターネットに接続される「つながる経済」になったが、機器の利用者は

インターネットで接続されているかどうかを特に意識することなく、その機能やサービスだけ

を享受することができることがポイントだ。 

筆者は、昨年発表した「2014年の日本産業を読み解く 10のキーワード」1の 1つとしてM2M

（Machine  to Machine：機器間通信）、すなわち機器同士が通信ネットワークを介して情報

をやり取りして高度な制御や動作を行うシステム形態、を取り上げた。IoT は M2M とほぼ同

じ意味で使われることが多いが、IoTのことをM2Mの発展系、あるいはM2Mを包括したよ

り広い概念として用いられる場合もあるようだ。 

 

 

図表１　　IoTの活用事例

　家電分野

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

　生産財分野

○ 自社建設機械の位置・稼働状況のモニタリングによる保守効率の向上や顧客の囲い込みの実現（コマツが元祖）

○ 自社複合機を遠隔監視する「複合機保守管理サービス」

○ 機械メーカーの自社製品の障害通知・予防保全サービス

○ タイヤメーカーによる超大型タイヤの維持管理システム（長寿命化などを実現する仕組み）

○ エレベーターの監視および通報

○ 自動販売機やPOS端末の販売実績収集

　インフラ分野

○ 橋梁やビル、トンネルなどにセンサーを多数配置して、それぞれの健康状態（コンクリートやボルト、ネジなどの
劣化等）を24時間365日監視するシステム

○ 電力・ガス・水道などでサービス提供地域でのスマートメーター導入による自動測定（遠隔検針）や顧客サービス
向上（米国の州公益企業）

　交通・運輸分野

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

○ 時間貸駐車場設備やカーシェアリング用自動車の稼働状況管理

○ パソコンやスマートフォンを通じてタクシーを注文するサービスで、乗りたい場所を地図上の位置で簡単にタクシー
会社に伝えることができる。　タクシー会社を問わず顧客がいる場所に最も近いタクシーを配車することができる
システムも登場（東京ハイヤータクシー協会）

　医療分野

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

出所 ： 各種資料をもとに東レ経営研究所作成  

                                                   
1 「2014 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～」（2014年 1月）

http://www.tbr.co.jp/pdf/report/eco_g030.pdf 
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近年 IoTが急速に広がった最大の要因は、小型で高性能のセンサーの価格（コスト）が低下

したことにある。この結果、家電、自動車、住宅、ビル、電気・水道などのインフラ、自動販

売機など、様々なモノや場所にセンサーが搭載され、ネットワークでその情報を収集できるよ

うになった。 

調査会社のガートナーによると、2020年には 70億を超える人およびビジネスと、300億個

以上のデバイスがインターネットにつながり、1 兆 9000 億ドル（約 194 兆円）の経済価値を

創出すると予測している。 

 

IoTが企業の成長戦略に 

 企業が IoT戦略を積極的に推進している例としては、米GEの「インダストリアル・インタ

ーネット」、米シスコシステムズの「Internet of Everything（IoE）」などの存在感が大きい。

しかし、日本にも IoTという言葉ができるずっと以前から同戦略を推進している企業が存在す

る。その先駆的代表事例が、建設機械にセンサーを取り付けて稼働状況や部品の状態に関する

情報を取得できるようにした、コマツの「KOMTRAX」である。 

 図表１は IoTの具体的な活用事例を分野別に例示したものである。 

 従来、IoT は主として人手がかかる作業を自動化するといった、オペレーション効率を改善

するための手法の一つとして注目されることが多かったが、IoTの効果は省人化にとどまらず、

履歴の記録や、それに基づく対応の迅速化やデータの分析、機器とサービスを連動させた新し

いビジネスモデルの構築といった効果も得られる（図表２）。このため、今日では企業にとって

大きな成長機会を実現する手法として活用しようという動きが活発になってきた。 

 

図表２　　ＩｏＴで得られる効果

直接的な効果

間接的な効果

省人化

履歴の記録

対応の迅速化

データの分析

新たなビジネスモデル

◆ 機械の稼働状況

◆ 電力やガスの検針

◆ 集金

◆ 天候

◆ 物流

◆ 人や機械の移動

◆ 緊急通報
◆ 予防保全
◆ 物流在庫の削減
◆ デマンド・レスポンス

◆ マーケティング

◆ 故障原因の推定

◆ 天候・防災シミュレーション

◆ レベニュー・シェア

◆ リース／保険連動

◆ 脱 “売り切り”

出所 ： 日経ＢＰ社 『すべてわかるＩｏＴ大全』、119頁 をもとに作成  
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 なお、ポストスマホとして期待されているウエアラブル端末は、IoTを実現するための 

ツールの一つと位置づけるべきだろう。ウエアラブル端末のほかにも IoTに対応した様々なデ

バイスが登場してくるに違いない。 

 

プラットフォーム構築に動く米 IT企業 

 近年、米国の IT企業がものづくりの分野に進出する動きが活発になっている。 

テレビ分野では、14年 10月、アマゾン・ドット・コムが米国でスティック型映像受信端末

「Fire TV Stick」を発売し、グーグルは同年 5月に日本で同種の製品「クロームキャスト」を

発売した。どちらも 4,000円前後の価格の小さなデバイスだが、これを差し込むことでテレビ

がたちどころにインターネットとつながり、ネット上に配信されている映画やドラマなど豊富

なコンテンツがいつでも楽しめる。このほか、アマゾンは 14 年 7 月、自社開発のスマートフ

ォン「ファイア」を発売している。 

 グーグルは製造業企業を次々と買収している。14年 1月、家庭用のサーモスタットを開発し

ているベンチャーである米ネストを買収、同年 3月には無人航空機メーカー、タイタン・エア

ロスペース、6月には人工衛星会社のスカイボックスを買収した。 

 このようにアマゾンやグーグルが製造業に進出している目的は、おそらくテレビやスマホ、

無人航空機などを売ることではない。顧客のビッグデータをかき集めるためのプラットフォー

ムを構築し、IoTを活用したサービスで稼ぐための布石を打っていると推測される。 

 

モノではなくコトの変化に注目 

あらゆるものにセンサーが組み込まれる IoT時代の到来は、センサーを得意分野とする日本

メーカーにとって商機である。医療・健康管理用途のウエアラブル機器向けの高性能の小型セ

ンサー、「ぶつからないクルマ」を実現するためのセンサーの開発、商品化に取り組んでいる日

本企業は多い。今後成長が見込まれる介護ロボットや自動運転車に使われるセンサーの分野で

日本のメーカーは存在感を発揮できるだろう。 

だが、センサー需要の拡大は、IoTがビジネスに与える影響のごく一部にすぎない。 

ビジネスパースンが IoTを論じる際に重要なのは、つながっている「モノ」ではなく、それ

によって起こっている「コト」に注目すべきということである。モノがつながることで様々な

現象が起こり、そこから新しい価値が生まれてくる点にこそ注目する必要がある。IoT はコト

の変化を巻き起こし、既存の産業やビジネス、商品、社会のあり方に大きな変革をもたらすこ

とを見逃してはならない。 

例えば、図表１にあるスマート家電の冷蔵庫が、体重計、ウエアラブル端末、テレビなどと

ともに全てネットワークにつながった場合、冷蔵庫の役割は、従来のように食品を冷やすため

に使ってもらうことではなく、「使用しているユーザーのビッグデータをもとに次なる消費を

喚起する広告端末」（主人の健康状態や運動状況、不足栄養素を考えた食品を提案・勧奨する役

割など）に変わるだろう。こうなると、冷蔵庫はネット通販業者から家庭に無料で提供される

ものになる可能性もある。 

 IoT はあらゆる産業分野で進展していくことが予想されるが、最も注目されるのは、自動車

分野である。近い将来、クルマのネット接続が当たり前の時代になり、この分野でも IoTの普

及が進むことが予想される。次項で取り上げるキーワード「自動車の情報端末化」は、自動車

の IoT化に伴う現象の 1つと捉えるべきだろう。 
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人材活用のあり方も変化する 

 IoT は、企業の人材にも少なからず影響をもたらす。IoT ビジネスの拡大に伴い、企業の業

務環境面では、保守点検・分析の自動化、情報の収集・蓄積の自動化、判断業務の自動化など

が進む。このようにこれまで人が担ってきた多くの業務が機械によって代替されることが予想

される中で、企業は「人を活かす」領域を改めて考え直すことを迫られる。 

定型化された業務を遂行する分野に従事する人材は少数でよくなり、機械では代替できない

発見や分析、前例のない意思決定、新たな価値の創出などを行う分野に人材をシフトしていく

必要がある。 

 IoT の潮流は、人材の価値、人材の育て方、人材の活かし方に変化をもたらす。この変化に

対応して人的資源の適切なシフトと有効活用に取り組むことは、企業が生産性を上げ、競争優

位を確保するために避けては通れない課題といえる。 

 

 

 

 ２．自動車の情報端末化  

 

自動車と ITの融合が急加速 

 自動車産業では、ここにきて大きな変革が起こりつつある。世界的に環境規制が強化される

中、ハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車の開発・普及に伴う電子化・IT化が以前から進

んでいるが、それとは別の大きな変革があらわになってきた。それは、自動車と IT の融合が

進行し、「テレマティクス」2と呼ばれる領域が発展しつつあることだ。具体的には、“つながる

クルマ”である「コネクテッド・カー」と自動運転車の開発がにわかに加速してきた。 

 筆者は 2014 年のキーワードで「次世代自動車」を取り上げ、テレマティクスが発展しつつ

あることを指摘したが、実際、過去 1年の間にこの動きは大きく進展した。 

 

進展するコネクテッド・カーの開発 

 自動車が高速無線ブロードバンドで常時インターネットに接続され、OS やアプリで様々な

サービスの提供を受けられる「コネクテッド・カー」の開発が急展開している。 

 この動きを先導したのは米国の IT企業の巨頭で、2013年以降、相次いで自動車のテレマテ

ィクス分野の取り組みを強化している。 

アップルは、車載用の次世代基本ソフト（iOS in the car）構想を 13年 6月発表、14年 3

月、それを具現化した「CarPlay」試作版をメルセデス、フェラーリ、ボルボに実装された形

で発表した。CarPlayのパートナーにはトヨタやBMWなども名を連ねた。 

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

ム「OAA（オープン・オートモーティブ・アライアンス）」を発足させた（グーグルが主導し、

ホンダ、GM、アウディ、現代自動車、半導体のエヌビディアが参画）。車載システム向け組み

込み OSでは実績のあるマイクロソフトも、14 年 4月、WindowsPhone 端末を車のダッシュ

ボードにミラーリングするシステムを発表している。 

また、アマゾンは、14年 6月、スマートフォン「FirePhone」を発表した。クラウド産業を

                                                   
2 テレコミュニケーション（情報通信）とインフォマティクス（情報工学）を合わせた造語。 
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リードする同社がモバイルを通じて自動車産業に参入する可能性も取りざたされている。 

一方、自動車メーカー側もテレマティクスへの取り組みを強化している。フォードは、13年、

マイクロソフトと共同開発したOSを使った新事業を開始した。また、GMとクライスラーは、

車載器アプリ配信サービスの開始を表明した。 

 OSを含む車載用ソフトは現在は自動車メーカーが内製していることが多いが、日本の IT企

業もこの分野に参入している。SCSKを中心とする日本の IT企業 6社は、連携して車載用OS

の開発に動き出しており、車載ソフトの分野でマイクロソフトやオラクルのような存在になる

ことを目指している。 

 

クルマが「走るスマホ」になる 

 米国の IT の巨頭が本格的に自動車分野に乗り出してきたことにより、コネクテッド・カー

の普及が現実味を帯びてきた。コネクテッド・カーの時代になれば、車は単体としての乗り物

ではなく、自動車はスマート社会の情報端末の一つ、OS やアプリで提供されるサービスが大

きな付加価値を生む、いわば「走るスマホ」と呼べる存在になる。こうなれば、既存の自動車

メーカーはソフトウエアの主導権を握る IT 企業の下請け的な存在になり、競争力を失う可能

性がある。これをにらみ、自動車業界と IT 業界との間で世界的な合従連衡が進むことが予想

される。 

 また、クラウドに強いアマゾンなどがビッグデータを活用して自動車ビジネスに参入すると

すれば、「実店舗で商品を見て、実際に購入するのは価格を比較しながらネット通販で」という

「ショールーミング」と呼ばれる消費スタイルが自動車で起こっても不思議ではない。 

 

自動運転車の開発が加速 

テレマティクス領域で起こっているもう 1つの大きな動きは、自動運転車の実用化に向けて、

異業種を含む世界中の企業がしのぎを削り始めたことだ（図表３）。 

 

 

企業名 取り組み状況

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

　日産自動車

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

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

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

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

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

出所 ： 各社資料、各種新聞・雑誌記事をもとに作成

図表３　自動運転車開発への各社の取り組み
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自動運転への参入ラッシュの火つけ役となった米グーグルは、2010 年に開発を表明し、14

年 5月には完全自動運転を実現した試作車を公開、20年頃の実用化を目指している。 

自動運転の技術開発においては、日本企業が世界をリードしている。図表４に示すように、

自動運転車分野における日米欧中韓への特許出願件数では日本企業が群を抜いて上位を占めて

いる。 

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

トヨタなど日本メーカーは自動運転の位置づけをあくまでドバイバーの安全運転を支援する

安全技術の 1つと位置付けている。事故の減少、渋滞の緩和などのためにクルマの機能を高め

ていくアプローチである。 

これに対し、グーグルは自動車産業を全く別の産業につくり変えようとしている。ハードウ

エア開発に重点を置いている日本勢とは違って、グーグルは自動運転実現のための機器・デバ

イスとサービスの組み合わせにより、新しいビジネスを生み出そうとしている。自動運転の実

現に不可欠な技術である制御用ソフトウエアと詳細な地図データはグーグルの得意分野である

だけに、手ごわい新規参入者になると予想される。 

欧米では、自動運転走行について、研究開発だけでなく制度整備の検討が始まっている。欧

米主導で各種のルールづくりが進行する中で、日本勢の存在感が低下することを懸念する声も

ある。 

こうした海外の動向も注視しつつ、コネクテッド・カーや自動運転車の時代に起こる需要構

造の変化を読み、それに適合したビジネスモデルの構築や仕組みづくりを進めるべきであろう。 

 

 

順位 出願人 件数

1 トヨタ自動車 4,864

2 デンソー 2,655

3 ボッシュ(ドイツ) 2,176

4 日産自動車 1,744

5 本田技研工業 1,539

6 アイシンAW 1,141

7 GM(米国) 933

8 三菱電機 640

9 富士重工業 625

10 現代自動車(韓国) 622

出所 ： 特許庁 「特許出願技術動向調査等報告」 2013年度 

図表４　自動運転車分野における出願人別
　　　　　特許出願件数ランキング

（日米欧中韓への出願、2005～2011年）
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自動運転がもたらす未来像 

10 年程度先の話になるだろうが3、自動運転車が普及すれば、広く産業や社会に大きなイン

パクトがあると予想される。 

 自動運転が実用化されれば、運転手のいない無人タクシーの利用、もっと分かりやすく換言

すれば、利用者のいる所まで迎えに来てくれる「自分で運転する必要のないカーシェアリング」

が、個人の一般的な移動手段になると考えられる。その方がマイカーを使うより圧倒的に安価

かつ便利になるためである4。これに伴い、「クルマは所有せず、必要な時だけ利用する」とい

う形態が一般的になると予想される。 

 自動車に使われる素材にも変化が起こるだろう。完全自動走行が実現すれば、自動車の設計

思想は、「衝突しても安全」から「衝突しないから安全」に変わる。自動車がぶつからなくなれ

ば、頑丈なボディは不要となり、鋼板よりも軽量なプラスチック等の使用が増えると予想され

る。 

 

「自動車×IT」時代の生き残り策 

以上でみたように、自動車と IT の融合により、異業種の自動車ビジネスへの参入が活発化

しており、自動車関連産業に大きな地殻変動が起こることは必至である。自動車を巡る産業や

収益の構造が一変し、車を数多く売って稼ぐフロービジネスからサービスで稼ぐストックビジ

ネスへと移行する可能性がある。少なくとも、自動車メーカーは単体としてのクルマの品質・

性能を磨くだけでは繁栄を続けることができなくなるだろう。 

産業構造が激変するため、これからの自動車関連の成長分野は、従来の延長線上にはないは

ずだ。新たな潮流を機敏にとらえ、市場構造の変化に対応して、各企業がどこに自社の居場所

を見つけ、儲ける仕組みをシステムとしてどう組み上げるかが重要な時代になったといえよう。 

 

 

 

 ３．「地産地消」のサプライチェーン  

 

円安でも輸出数量が増えない理由 

リーマンショック以降長らく続いた円高局面が、12年 11月、アベノミクスへの期待をきっ

かけに円安局面に転換し、以後 2年超の間に、円ドルレートで約 50％もの大幅な円安が進行し

た。 

過去の経験則では、円安になれば、輸入価格上昇によって当初は貿易赤字が増えるが、円安

が徐々に輸出価格競争力を高め、輸出数量が増加して貿易収支も改善に向かうという「J カー

ブ効果」が働くはずであったが、今回は、これほどの円安進行にもかかわらず一向に輸出数量

が伸びてこない（図表５）。 

                                                   
3 経済産業省「自動車産業戦略 2014」によれば、「完全自動走行システム」の市場化期待時期は、「2020年代

後半以降としつつも、見通しが不透明な面も多いため、今後国内外における検討や取組状況を踏まえ、必要に

応じて見直しを行うと記載されている（出典は高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部「官民 ITS構想・

ロードマップ」）。 
4 自動運転が社会にもたらすインパクトについては、鶴原吉郎・仲森智博『自動運転』（2014）が詳細な分析を

行っている。現行料金の約 4分の 3が人件費であるタクシーが無人タクシーになれば、利用料金は大幅に下が

る。また、駐車場を探す手間が不要となるほか、用途によって利用するクルマのブランドや車種を自由に変え

られるメリットがあると指摘している。 
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図表５ 円ドルレートと輸出数量

 

 

円安でも輸出が伸びなかった背景には、①米国以外の各国の成長率が減速してしまい、世界

経済の成長テンポが鈍ったため、日本からの輸出が増えなかったこと、②円安になっても日本

企業がドル（現地通貨）建て価格を引き下げなくなったこと（価格競争で市場シェアを拡大さ

せるよりも、海外市場での収益率を高めることを優先するようになったためと推察される）、と

いった要因が指摘できる。 

しかし、構造的な問題として、日本企業の海外生産シフトや、日本企業の海外生産拠点にお

ける現地調達比率の上昇、一部日本製品（電気・電子機器分野等）の国際競争力の低下によっ

て、円安でもかつてのように輸出が増えにくくなっていることは否定しがたい。 

 

世界の製造業の行動原理は「地産地消」 

 昨今の日本企業の生産構造の変化は、「地産地消」のサプライチェーン構築というキーワード

で捉えると分かりやすい。「地産地消」とは、販売先の国・市場に近いところで製品の開発・製

造を行うことである。図表６が示すように、海外売上高比率の上昇に伴って海外生産比率が上

昇しており、大幅な円安進行にもかかわらず、13 年度の海外生産比率は 35.2％と過去最高を

更新、さらに 17 年度までの海外生産比率の見通しもさらなる上昇を見込んでいる。これは、

日本の製造業を貫く行動原理が「地産地消」であることを意味している。 

 これは日本企業に限らず、世界の製造業の潮流である。今や製造業は世界に視野に入れたグ

ローバルなサプライチェーンを構築しており、企業がどこで生産するかを決めるに当たり、最

も重視する要因は「地産地消」になっているようにみえる。昨今、世界で消費される工業製品

の多くは、生産工程が一つの国・地域で完結するものは少なく、さまざまな国・地域でつくら

れた部品や中間財を組み合わせて生産しているが、そこで貫かれる論理は、「地産地消」を前提

としてグローバルな最適地生産のサプライチェーンを構築することである。 
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図表６ 製造業の海外生産比率と海外売上高比率の推移
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図表７ 企業の海外／国内設備投資比率

 

 

 

メーカーにとって、重要な顧客の消費地で生産すれば、顧客ニーズの把握と即座のきめ細か

い対応、顧客との共同開発、消費地の政治的要請（国内雇用重視など）への対応などの面で有

利になる。 
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 「地産地消」のサプライチェーン構築が貫かれている以上、円安が進んでも、あるいは日本

の「6 重苦」が多少和らいでも、製造業の国内回帰の動きは限定的にしか起こらないと考える

べきであろう。 

 

海外／国内比率の上昇が 14年度は一服 

日本企業が設備投資を国内、海外どちらで行うかを把握するため、設備投資の海外／国内比

率をみると、10年度から 13年度までは上昇傾向が鮮明だったが、14年度の計画では、海外／

国内比率が一転して下がっている（図表７）。 

これは一見すると、海外生産シフトの動きの一服、国内生産への回帰の兆しのように見える

が、実はそうではない。長年の投資抑制で先送りされ、たまっていた国内老朽設備の更新投資

が、14 年度は様々な業種で集中して実行される年になっているという要因が大きい。いわば、

10～20年に一度の繰越需要の顕在化である可能性が高く、持続的なトレンドの変化ではないだ

ろう。15～16年以降は、設備投資の海外／国内比率が再び上昇軌道に戻ると思われる。 

 

それでも国内生産拡大の可能性はある 

 では、製造業が「地産地消」で立地を決める時代になったため、もう日本国内の生産拠点が

拡大することはないのだろうか。そんなことはないと筆者は考える。「地産地消」の流れが続き、

高成長が見込める市場は国内より海外にある状況が続く中にあっても、グローバルなサプライ

チェーンにおける国内生産拠点のウエートが引き上げられる可能性はあるだろう。 

 その理由は、①日本企業はB to B（企業間商取引）の先端部材の生産・研究開発拠点や、自

社のものづくり技術を進化させるために必要なマザー工場としての役割を担う拠点については、

積極的に国内立地を選択する傾向が今なお維持されていること、②新興国における賃金の上昇、

新興国通貨の上昇、円安の進行などにより、新興国と日本の生産コスト競争力格差は相当縮小

しており、日本はかつてのような高コスト国ではなくなっていること5、③日本市場向けの海外

生産については、多品種少量生産品を中心に「地産地消」実現のために国内生産に切り替える

動きが期待されること、④「世界で一番ビジネスしやすい環境を整える」ことを目指す安倍政

権の成長戦略が実効性のあるものであれば、競争力のある企業が日本の国内に集まり、「地産地

消」のための国内生産が拡大すること、⑤3D 生産革命（デジタルものづくりの進化）によっ

て製品の製造コストに占める人件費の割合が下がり、工場を労務費の安い国に置くメリットが

小さくなり、先進国に工場が戻ってくる可能性が高まっていること、などである。 

 また、いったん組み上げたグローバル・サプライチェーンを見直し、再構築するには数年の

時間がかかることも考慮に入れる必要がある。大幅な円安が 2年以上続く中、今現在は企業の

投資行動に大きな変化が見られなくても、この先は分からない。上記①～⑤の要因を勘案して、

企業が最適なグローバル・サプライチェーンを組み直す過程で、生産拠点としての日本のプラ

イオリティ（優先度）が引き上げられる可能性は十分にある。 

企業が日本国内拠点のプライオリティを上げることを支援するような環境整備がアベノミク

スの成長戦略で実行されることを期待したい。 

 

                                                   
5 ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）が 14年 8月に発表した世界 25ヵ国・地域の生産コストに

関する調査によれば、新興国における賃金の上昇、新興国通貨の上昇などにより、新興国の生産コストが上昇

する一方、日本の競争力は相対的に低下しており、日本はブラジルやドイツよりも生産コストの安い国となっ

ている。 
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 ４．サービスロボット市場  

 

ロボット産業は今度こそ開花するか？ 

 2014年は、社会におけるロボットの認知度が高まり、ロボットの産業化・実用化に向けて一

歩前進した年になった。安倍政権が成長戦略の柱にロボット産業を掲げたほか、ロボットスー

ツを手掛ける日本のベンチャー企業、CYBERDYNE（サイバーダイン）が東証マザーズに上

場し、ソフトバンクが人工知能（AI）を搭載した人型ロボット「ペッパー」を発表するなどの

出来事が相次いだためである。 

 海外でもロボットビジネスへの注目が高まり、米グーグルが多様なロボット関連企業をごっ

そり買収するなど、大手 IT企業が IoT6を見据えてロボット事業を推進している。 

過去にも何度かロボット産業創出が打ち出されながらもこれまで開花してこなかったという経

緯があるが、今回のロボットビジネスブームは本物になるとの期待が高まっている。 

 2015年がロボット普及元年となり、今後ロボット産業が成長軌道に乗るのかどうか、なかで

も高成長が期待されるサービスロボット市場が立ち上がるかどうかが注目される。 

 

ロボットによる産業革命を標榜した日本 

ロボット産業は、安倍政権の成長戦略の中で特に重視されている分野である。14年 6月に閣

議決定された『「日本再興戦略」改定 2014』では、ロボット戦略は明らかに前年よりも力点を

置いた取り上げ方となっている。 
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出所 ： 経済産業省・NEDO 「平成22年度ロボット産業将来市場調査」

図表８ 日本のロボット産業の市場規模の予測

 

                                                   
6 IoTは本稿で「2015年の日本産業を読み解くキーワード」の第 1番目として取り上げたキーワード。 
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 政府はロボットによる新たな産業革命の実現のため、「ロボット革命実現会議」を立ち上げ

（14年 9月に第 1回会議開催）、現場ニーズを踏まえた具体策を検討し、アクションプランと

して 5カ年計画を策定する予定で、2020年までにロボット市場を製造分野で現在の 2倍、サ

ービスなど非製造分野で 20倍に拡大するとの目標が示された。 

ロボット戦略が重視される背景には、高齢化や人口減少による労働力不足という社会問題の

解決や、人手不足が発生している業種における働き手の確保、物流の高度化・効率化ニーズの

高まり、災害救助分野への活用など、さまざまな目的でロボットへの期待が高まっていること

がある。ロボット技術をイノベーションの象徴の一つと捉え、製造業、医療、介護、農業、交

通などのさまざまな産業に変革を起こすこと狙いとされている。 

 

サービスロボットでは出遅れた日本 

日本のロボット産業の市場規模は現在１兆円前後で、その大半が製造分野で活用されるもの

だが、今後はサービス分野のロボットが急速に立ち上がり、2035年には全体で 9 兆 7,000 億

円まで拡大すると予測されている（図表８）。2035 年にはサービス分野のロボットが全体の

55.9％を占め、産業用ロボットの市場規模を上回る見通しとなっている。 

国際ロボット連盟（IFR）の推計によれば、2012 年末時点での世界の産業用ロボット稼働

台数は約 123 万 5,000 台で、日本は 31 万台と最多で、世界の約 4 分の 1を占める。世界の

産業用ロボット販売額の約半分を日本企業が占めるという推計もある7。 

 このように、産業ロボットの分野では、日本は名実ともに「ロボット大国」といえる。とこ

ろが、今後急成長が見込まれるサービスロボットの分野では、実は日本企業は出遅れている。 

サービスロボットとは、センサーやプログラムにより自律的に作業を行う機械で、製造現場

以外で用いられるロボットを指す（IFR による定義）。IFR の推計では、世界のサービス用ロ

ボット販売額は2013〜16 年には年換算で業務用が42 億8,625 万ドル、家庭用が18 億9,950 

万ドルと、12年実績対比でそれぞれ 25.3％増、55.1％増と、大幅に拡大する見通しである。 

 この成長分野であるサービスロボット市場は、欧米企業による生産が大半を占めており、日

本勢の存在感は小さい。 

 

日本の期待の星は介護・福祉ロボット 

 サービスロボットのうち、日本で特に注目されているのは介護・福祉ロボットである。世界

最速のスピードで高齢者や要介護者が増加する日本において、介護人材の不足を補う役割や、

介護する人の負担を軽減する役割、介護される人の自立を支援する役割などをロボットが担う

ことが期待されている。 

経済産業省とNEDO の推計では、日本の介護・福祉ロボットの市場は、15 年に 167 億円、

35 年には 4,043 億円に拡大する見通しである8。 

日本発の介護・福祉ロボットとして注目を集めるのが、サイバーダインが開発したロボット

スーツ「HAL」である。HAL は、人が筋肉を動かす時に発する神経系の微弱な電流をセンサ

ーによって感知し、それに基づきスーツを動かし、人の腰部や脚部の動きを補助するアシスト

スーツ型のロボットである。同社のアシストスーツは、14年 11月、生活支援ロボットの国際

                                                   
7 経済産業省「2012年ロボット産業の市場動向調査結果概要」。 
8 日本のベンチャーも介護・福祉分野に注目している。帝国データバンクの「ロボットベンチャー110社の経

営実態調査」（2014年 9月）によれば、日本でサービス分野のロボット事業を手がけるベンチャー110社のう

ち、最も多い分野は「医療・介護・福祉」（36社）で全体の 33％を占めている 
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安全規格「ISO13482」の認証を取得した。作業用・介護用の装着型ロボットとしては世界初

の認証である。 

 経済産業省は、このところ介護ロボット関連の国家プロジェクトを立て続けに打ち出してい

る。ロボット介護機器開発・導入促進事業（13年度 23.9億円、14年度 25.5億円）、ロボット

介護機器導入実証事業（13 年度補正、20.5 億円）などを進めており、必要な機能を絞り込ん

だ価格 10 万円程度の介護ロボットを 2025 年までに 940 万台普及させるという野心的な目標

を掲げている9。 

 

介護・福祉ロボット普及に向けての課題 

 このように、介護・福祉ロボットの普及に向けた環境は整いつつあるものの、実際に普及、

産業化するためには課題も多い。 

現状、ロボットに頼らずに業務が回っている既存の施設で、仕事のやり方を変えるという労

力をかけてまでロボットを導入するニーズはそれほどない。本格的な普及のためには、介護従

事者に対しロボット使用を法律で義務付ける、介護保険適用にして使いやすい仕組みにするな

ど、介護施設側にロボットの使用を促す法整備が必要と思われる。 

 また、介護・福祉ロボットはサービスの対象が人間であるため、高い安全性が要求されるほ

か、快適・不快の感じ方は十人十色という難しさがある。本人の身体機能を低下させる恐れの

ある全介助より部分介助が望ましいとの声もある。現場の声を聞きながら、ユーザーのニーズ

に合ったロボットを開発するというアプローチが不可欠である。 

欧米では、ロボットはヒトを危険や苦痛を伴う仕事から解放してくれる一方で、雇用を奪う

ものとして警戒する認識が強い。しかし、日本では、人とロボットが共存、協働することを受

容する国民性やそのためのノウハウの蓄積がある。 

この優位性を活かして日本が高齢化社会の課題解決に役立つ介護・福祉ロボットの開発・実

用化に成功し、日本の後を追って高齢化社会の仲間入りするドイツ、イタリア、スペインなど

の市場に、製品やノウハウ、サービスなどを輸出していくことを目指すべきであろう。 

 

日米で異なるロボット開発のアプローチ 

 米国でも、ロボットビジネスは花盛りである。アマゾン、フェイスブック、グーグルなど IT 

企業によるロボット事業への参入が活発化しているほか、ベンチャーの起業も増加している。

ここで注目したいのは、日米でロボット開発へのアプローチが全く異なる点だ。 

日本は高齢化、人手不足などの社会解題の解決にロボットを活かすという方向性であるのに

対し、米国では、ロボットは巨大なインターネット産業に比する存在で、ITの延長線上にあり、

新しい産業革命の主役になる分野として注目されている。 

 また、米国では、「人の脳をコンピュータ上で再現する」という人工知能（AI）がロボット

に不可欠なものと認識され、ロボットと AI の開発がセットで進展している。人が自然に行っ

ている学習機能をコンピュータで再現しようという「機械学習」の技術の開発競争が進んでい

る。AIはロボットの知能のOSであり、その学習アルゴリズムをブラックボックス化して世界

標準をとった企業が市場を席巻することになり、一方でハードウエアは汎用品化するといった

展開も予想される。 

                                                   
9 940万台という数字は、2025年に予想される高齢単身世帯 700万世帯、必要となる介護職員 240万人分に充

当するという想定に基づく。 
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 このような潮流に対し、日本では AI 研究者自体は欧米よりも豊富に存在するものの、ロボ

ットの研究開発はハードウエア優先で行われており、ロボットと AI 研究との融合があまり進

んでいないとの指摘がある。 

 

ロボットにも広がる IoTのインパクト 

 上述した日米のロボット開発の方向性の違いは、２で見た自動運転車の開発の方向性のと違

いと相通じるものがあると筆者は考える。 

これは、本稿のキーワードを使って大胆に対比して言えば、「自動車やロボットの分野にも

IOTの波が広がり、業種の壁を越えて企業の新規参入が増え、既存の技術やビジネスに地殻変

動が起こっている中で、その潮流に乗り、新たな変化を仕掛けようとしている米国勢」と、「そ

の潮流に乗れず（気づかず）、既存の枠組みの中で研究開発を続けている日本」という構図にな

るだろう。 

日本が 10年後も「ロボット大国」であり続けるためには、IoTがもたらすインパクトを十分

に認識し、既存の枠組みを超えた、柔軟かつ戦略的な対応が必要と思われる。 

 

 

 

 ５．電力システム改革  

 

六十数年ぶりの大改革 

 日本では今後数年間で大規模な電力システム改革（いわゆる電力自由化）が実施される。1951

年の電力再編成以来の大改革となるこの電力システム改革は、既存の電力会社だけでなく、新

規参入する異業種や、ユーザーとなるすべての企業や家計にも影響が及ぶ重要なトピックであ

る。 

2014年6月に成立した改正電気事業法により、16年からは電力小売りが全面自由化される。

一般家庭やすべての企業向けの電気の小売販売ビジネスへの新規参入が解禁される。既存の電

力会社は自社の営業区域を越えて販売できるようになるほか、異業種の企業が電力販売に参入

し、自社の別の業務と組み合わせた新たなサービスが生まれる可能性がある。 

 電力自由化により、ユーザーにとって「電力を選べる時代」が到来し、電力を選ぶことがラ

イフスタイルの一部になる。 

 

異業種の参入と合従連衡が活発化 

11 年以降、ソフトバンクやキヤノン、NEC、日産自動車、ホンダ、ミサワホームなど、異

業種企業の新規参入が相次いでいる。 

地域と業種の垣根がなくなることをにらんで、新規参入企業が増加しており、電力小売りへ

の参入申請を経済産業省に届け出た企業は 440社（14年 12月 3日現在）にのぼる。 

電力小売り全面自由化をにらんだエネルギー業界の合従連衡も活発化している。14 年には、

東京電力と中部電力が火力発電と燃料調達に関する包括提携に合意（10 月）、神戸製鋼所が栃

木県内に天然ガス火力発電所を建設して東京ガスに売電する契約を締結（9月）、三井物産と住

友林業が北海道ガスと提携してバイオマス発電に乗り出すことを発表（10 月）、などの動きが

みられた。 
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○ 送配電網を誰もが公平に利用できるよう、電力会社の送配電部門を

別会社化して、その中立性・独立性を高める。

○ 小売電気料金の規制が原則なくなる。

○ 地域を越えて電気を融通しやすくし、

災害時などに停電が起こらないようにする。

図表９ 電力システム改革のスケジュール（３段階）

第１段階 広域系統運用の拡大 [ 2015年めど ]

○家庭でも電力会社や料金メニューを自由に選べるようになる。

第２段階 小売参入の全面自由化 [ 2016年めど ]

第３段階 送配電部門の法的分離、小売料金規制の撤廃 [ 2018～20年めど ]

出所 ： 経済産業省 資源エネルギー庁 「電力システム改革が創り出す新しい生活とビジネスのかたち」

 

 

 

3段階の電力システム改革 

この電力小売りの全面自由化は、政府が 3段階で進める電力システム改革の第 2段階に当た

る（図表９）。 

第 1 段階（2015 年めど）では、全国レベルで電力の需給を調整する「電力広域的運営推進

機関」が設立される予定である。第 2段階（2016年めど）の小売り参入の全面自由化を経て、

第 3 段階（2018～20 年めど）では、発電部門と送配電部門が分離され、送配電網を公平に利

用できるようになる見通しである。 

これにより、1951年以降 60年以上続いてきた「地域ごとに電力会社が発電から送配電、小

売りまですべて一つの組織で手掛けてきた体制」が幕を閉じることになる。 

 

電力自由化は何をもたらすか 

 電力自由化により、日本のエネルギー産業は、新規参入ラッシュと再編が進む。その結果、

電力会社は、①電気やガスなど複数のエネルギーを扱う、大規模な総合エネルギー会社と、②

ほかの多様なサービスと組み合わせて電力も提供する企業、という二つの類型に分かれていく

ことが予想される。 

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

とで、電力市場の効率化が進むことが期待される。 

 ユーザーにとっては、選択肢が広がるというメリットがある。米国の電力自由化の事例をみ

ると、アップルやグーグルなどの IT企業がエネルギー消費削減のために開発したシステムや、

スマートフォンなどのモバイル端末による制御アプリを自社サービスの中に組み込んだプラン

が急速に普及している。 

 電気料金については、一般に自由化や規制緩和によって料金が下がることを期待する声が大

きいが、電気に関しては必ずしも安くならないとの見方が多い。東日本大震災以来の原子力発
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電所の長期停止によるエネルギー輸入の大幅増加や、エネルギー価格の上昇により、電力の調

達コストが上昇傾向にあるほか、再生可能エネルギー普及促進のための固定価格買取制度

（FIT）の導入に伴い、その買取りに要した費用が電気料金に上乗せされる。このため、今の

日本では電気料金は上がりやすい状況にある。 

 また、海外における電力自由化の事例をみても、燃料価格の高騰、老朽インフラコストや環

境コストの上昇などの理由で、自由化後に電気料金が上昇傾向となっている国が多い。 

 ただ、自由化により、多様な事業者がいろいろな料金プランを提供するようになるため、ユ

ーザーが自分の電気の使い方に合ったプランを選択することで、電気料金の負担増を抑えるこ

とは可能になるであろう10。 

 

実質的な競争は起きるか 

 一方、2016年の電力小売り全面自由化については、実質的な競争が起こるかどうかを危ぶむ

声も大きい。というのは、既に 2000 年から部分的に自由化が始まっているものの、これまで

実質的な競争はほとんど生じていないためである。現状でも様々な異業種の企業が小売市場に

参入しているが、これら新規参入組（新電力）の販売シェアは 13年度で自由化市場全体の 4％

にとどまっている。事実上、既存電力会社の寡占状態が続いている。 

 この背景には、圧倒的な市場支配力を持つ既存事業者に対して、新規参入者が平等に戦える

ような環境の整備が不十分だったことがある。 

今後の電力システム改革を成功させるためには、事業者間のフェアな競争が促進される前提

として、新規参入者が対等に戦える市場ルールの整備や、発電事業者と小売り事業者の電力取

引を活性化する卸電力取引所の機能拡充などの政策支援がなされることが不可欠であろう。 

 

競争とイノベーションが生まれる期待 

 筆者は、今回の電力システム改革は、これまでよりも実質的な競争を喚起し、イノベーショ

ンが促進される可能性が高いとみている。その理由は、①本稿キーワードの１で取り上げた IoT

の潮流を背景に、ITを効果的に活用した魅力的な消費者向けサービスが登場しやすい環境にあ

ること、②過去に通信事業の自由化を経験し、企業は予行演習ができていること、③異業種企

業の参入が活発化しているため、イノベーションが生まれやすいこと、④日立製作所がスイス

の重電大手 ABB と電力流通分野で合弁会社の設立を決める（14 年 12 月発表）するなど、国

内だけでなく海外市場を視野に入れた合従連衡が見られること、などである。⑤欧米に比べ 10

年以上遅れた自由化であるがゆえに、後発のメリットとして進化した蓄電池11や需要制御の技

術が利用でき、電力のパラダイムシフトの実現が期待できること、などである。 

 ただし、電力自由化を成功させるためには、国のエネルギー政策を明確に打ち出すことが必

要不可欠な条件となる。原発が長期間停止を続け、供給懸念が払拭できないような状況下では、

電力小売り事業者が大胆な料金プランを打ち出すことが難しい。 

東日本大震災後の日本は、国のエネルギー戦略の骨格と言えるエネルギーのベストミックス

（エネルギー利用の最適な組み合わせ）を決めることを避けてきたが、いつまでも先送りする 

                                                   
10 米国では、事業者が家庭向けに週に 1日顧客が指定した曜日に料金を無料にするというプランを提示してい

る事例がある。例えば、自宅でパーティーを開くことの多い土曜日を無料日に指定することができる。 

11 蓄電池は本稿「2015年の日本産業を読み解くキーワード」の第 6番目で取り上げるキーワード。 



東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                               20１５ ２. １３ 

18 

わけにはいかない。原発をどの程度使うのか、火力にどの程度依存するのか、そして再生可能

エネルギーをどこまで拡大させるのか、早く具体的に示すことが重要と考える。 

 

 

 

 ６．蓄電池  

 

様々な分野で蓄電池が必要に 

 蓄電池とは、充電を行うことにより電気を蓄えて、再度電池として繰り返し使用できる化学

反応電池のことで、二次電池とも呼ばれる（図表１０）。蓄電池は使い方の応用範囲が広いのが

特徴で、IT機器から自動車、産業機器まで、様々な用途で利用されている。 

 近年、パソコン、携帯電話、スマートフォンなどの情報通信機器の普及で蓄電池の利用は急

拡大を続けている。ウエアラブル端末など先端機器の開発に、高機能・高品質の蓄電池は欠か

せない存在となっている。 

地球環境問題も蓄電池の需要を後押ししている。2015 年 12 月にパリで開催される COP21

（国連気候変動枠組条約第 21回締結国会議）で 2020年以降の温暖化対策の大枠が合意される

予定で、それに向け温室効果ガス排出量削減の圧力が強まる見通しである。これに伴い、再生

可能エネルギーの導入拡大が予想されるが、再生可能エネルギーの出力は天候に左右され大き

く変動するため、その発電量の変動を平準化する上で蓄電池の利用拡大が予想される。 

 

2020年世界シェア 5割を目指す 

自動車分野では、各国における燃費・排出ガス規制の強化に適合するために、ハイブリッド

車や電気自動車など環境調和型自動車の市場拡大が見込まれ、蓄電池の性能向上と低コスト化

が急務となっている。 

 

電池の種類 鉛 ニッケル水素 リチウムイオン
NAS

（ﾅﾄﾘｳﾑ硫黄）
レドックスフロー 溶融塩

コンパクト化
(エネルギー密度：
Wh/kg）

×
35

△
60

◎
200

○
130

×
10

◎
290

コスト（円／kwh） 5万円 10万円 20万円 4万円 評価中 評価中

大容量化
○

～Mw級
○

～Mw級
○

通常1Mw級まで
○

Mw級以上
○

Mw級以上
評価中

充電状態の正確な
計測・監視

△ △ △ △ ◎ △

安全性 ○ 〇 △ △ ◎ ◎

資源 ○ △ ○ ◎ △ ◎

運転時における
加温の必要性

なし なし なし
有り

（≧300℃）
なし

有り
（≧50℃）

寿命
（サイクル数）

17年
3,150回

5～7年
2,000回

6～10年
3,500回

15年
4,500回

6～10年
制限無し

評価中

出所 ： 経済産業省 蓄電池戦略プロジェクトチーム「蓄電池戦略」（2012年7月）


図表１０　主な蓄電池の比較

 

 



東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                               20１５ ２. １３ 

19 

さらに、日本では東日本大震災以降の原子力発電所停止により、電気料金が高騰する中、節

電対策の決め手として従来型機器の環境負荷を下げる観点から、蓄電池の重要性が高まってい

る。工場やオフィス、家庭のいずれにおいても節電意識が高まる中、住宅メーカーやプラント

会社が蓄電池を活用した節電システムの開発、提案に注力している。 

このほか、電力網からの電力供給が停止した場合の非常用電源の用途でも、蓄電池の需要が

増大している。一般家庭でのホームエネルギー・マネジメントシステム（HEMS）と合わせて

蓄電システムを導入する動きもある。 

以上のように、蓄電池は多様面の用途で需要の拡大が見込まれる。2012 年 7 月に経済産業

省がまとめた「蓄電池戦略」によれば、世界全体の蓄電池の市場規模は 2011 年時点の 5.2 兆

円から 2020 年には 20 兆円に拡大すると想定し、このうちの 50％（10 兆円）を日本企業が

獲得することを目標としている12。 

 

車載用リチウムイオン電池では日本勢が優位 

リチウムイオン電池は、もともと日本人が発明しソニーが世界で初めて実用化した製品で、

携帯電話やパソコンなど電化製品向けで三洋電機、ソニーなど日本企業が市場をリードしてい

た。近年、スマホやデジタルカメラなどの充電池として使用される民生用小型リチウムイオン

電池は、技術が成熟化してコモディティ化が進んだ結果、サムスン SDI や LG 化学などの韓

国企業や、比克（BAK）や新能源（ATL）などの中国企業が低価格を武器にシェアを伸ばし、

日本勢は劣勢に陥った。 

これに対し、自動車向けの蓄電池については状況が異なる。電気自動車向けには、ハイブリ

ッド車で使われることの多いニッケル水素電池と比べて高容量で、小型軽量化しやすいリチウ

ムイオン電池が欠かせない。車載用リチウムイオン電池については、安全性等高い要求水準が

求められることに加え、ブラックボックス領域も多く、民生用小型リチウムイオン電池とは異

なり、現在のところコモディティ化していない。このため、日本の部材メーカーは近年、車載

用リチウムイオン電池に注力してきた。車載用リチウムイオン電池では日本勢が今なお優勢で

ある（図表１１）。 

 ところが、電気自動車市場が当初期待されたペースで拡大していないため、車載用リチウム

イオン電池の安定供給に備えて設備投資を行った部材メーカーは苦戦を強いられてきた。ただ、

今後については、車載用リチウムイオン電池の市場は成長が見込まれる。 

まず、ガソリン車では、燃費向上のために、低速時にエンジンを停止させるアイドリンクス

トップ機構（ISS）の採用が拡大する。さらに、今後世界の主要国で自動車の燃費規制が大幅

に強化される予定で13、規制に対応するため、プラグインハイブリッド車を含む電気自動車の

シェアが上昇する見通しだ。これらの動きに伴い、車載用蓄電池は、鉛蓄電池やニッケル水素

電池からリチウムイオン電池への置き換えが徐々に進むと予想される。 

 

次世代リチウムイオン電池の開発も加速 

 今のリチウムイオン電池よりも圧倒的にエネルギーを向上させることができる革新的電池と

して、リチウム空気電池や全固体電池などの研究開発が進められているが、これらが実用化さ

れる時期は 2030年ごろとされる。 

                                                   
12 2011年時点の蓄電池の世界市場における日本関連企業のシェアは 18％（0.93兆円）とされる。 
13 米国では 2025年に乗用車でリッター23.9㎞の燃費が、欧州では 2020年時点でリッター25.8㎞の燃費が求
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図表１１ 車載用リチウムイオン電池の世界シェア（2012年）

オートモーディブエ

ナジーサプライ

（AESC） (日) 42％

LG化学

(韓) 24％

リチウムエナジー

ジャパン（LEJ）

(日) 6％

BYD

(中) 1.1％

プライムアースEV

エナジー（PEVE）

(日) 5％

パナソニック

(日) 7％

その他

16％

出所 ： 富士経済 「2013電池関連市場実態総調査」

総額 1,611億円（2012年）

 

 

 

 それより手前の 2020 年ごろの実用化を見据えた次世代リチウムイオン電池の開発も加速し

てきた。新しい電解液の開発や、材料を効率的に探索する技術の開発などにより、出力密度や

サイクル寿命（充放電回数の寿命）、コストなど様々な要求を満たす次世代リチウムイオン電池

が早期に実用化され、用途が広がることが期待される。 

 

車載用リチウムイオン電池の課題 

車載用リチウムイオン電池において日本企業が取り組むべき課題としては、第 1 に、電池 1

㎏（あるいは 1Ｌ）当たりに蓄えられるエネルギーの量（エネルギー密度）を増やすことによ

り、単位エネルギー当たりのコストを引き下げつつ、電池の重さは同じでも車両の航続距離を

延ばすことが挙げられる。第 2に、充電時間の短縮と信頼性の向上も重要な課題である。これ

らの課題をクリアすれば、低価格競争に陥らず、性能と信頼性で競争優位を維持することがで

きる。 

このように、航続距離が短いという電気自動車の弱点の克服に向け、リチウムイオン電池の

高エネルギー密度化が課題となるが、新しい充電方法が開発されれば状況が一変することも考

えられる。例えば、高効率で利便性の高い非接触充電方式が開発され、あちこちで頻繁に充電

できる環境が整備されれば、現状の電池容量でも十分となり、むしろ入出力特性や長寿命とい

った特性に優れた蓄電池が求められるようになる可能性がある。 

                                                                                                                                                     
められる（2013年時点の燃費に比べ、それぞれ 61％、31％の改善が必要）。 
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 車載用リチウムイオン電池をより長い目で見ると、自動運転車14の時代になれば、自動車と

いう商品が「所有するもの」から「利用するもの」へ、そのビジネスは BtoC から BtoB へと

移行し、それに伴い電池性能への要求がさらに高まることが予想される。こうした環境下では、

車載用リチウムイオン電池は、日本企業の高い技術力が活用でき、コモディティ化しにくい事

業領域になることが期待できる。 

 

一般家庭設置型蓄電システム 

 一般家庭用においても、今後は分散型電源や情報通信技術、需要制御技術などを活用して、

より低コストで安定した電力利用を目指す動きが出てくるだろう。そう遠くない将来、一般家

庭が太陽光発電や蓄電システムを設置したオール電化住宅に住み、スマートメーターを活用し

た需給一体制御により、安心で安定した、低コストでの電力利用が提供される時代が来る可能

性がある。 

一般家庭に設置する蓄電システムの蓄電池は、常温で作動し、充電放電ロスが少ない、長寿

命、メンテナンスフリー、コンパクトなどの特性が求められる。現状では、リチウムイオン電

池が有望とされる。家計での電力需要、太陽光発電の発電容量、電力料金・売電価格など種々

の条件を勘案して、蓄電システムの仕様を検討する動きが広がっていくだろう。 

スマートシティ関連でも、蓄電池を使ったユニークな取り組みが行われている。横浜スマー

トシティプロジェクトにおいて、地域内に存在する異なるメーカーやスペックの蓄電池を 1つ

の大型蓄電池に見立て、個々の蓄電池の充電・放電を制御するシステム「蓄電池 SCADA」15の

実証実験が行われている。同システムでは、電力のユーザーがすでに所有している蓄電池を電

力会社が監視・制御し、ピーク時には蓄電池から電力を得るようにすることで、電力会社の発

電量抑制の確実性を高めることができる。 

 

拡大する大型蓄電池への需要 

米国では、環境保護政策を推進するオバマ政権下で再生可能エネルギーによる発電が拡大し

ているが、天候により出力が不安定となるため、出力変動を調整し、系統の安定化を図るため

のエネルギー貯蔵システム（ESS）用蓄電池、いわゆる大型蓄電池の需要が拡大している。 

米国においては、州単位でESS導入を推進する動きもある。環境意識が全米で一番高いとさ

れるカリフォルニア州では、2020 年までに再生可能エネルギーによる発電比率を 33％にする

という意欲的を目標を掲げており、この目標を達成するため、現地電力会社 3社に対し、2020

年までに合計 1,325メガワット分のESS用電池の採用を義務付けた。 

一方、日本に目を転じると、コスト高が原因で、電力供給サービスにおける大型蓄電池の導

入は遅れている。しかし 2014 年、電力会社の再生可能エネルギーの受け入れ能力の不足が表

面化したことを受けて、NECや東芝などが電力会社向けに大型蓄電池の供給を拡大している。

エリーパワーは関西に新工場を建設予定で、米国向け輸出やメガソーラー向けの供給力を増強

している。 

産業用の大型蓄電池の新技術として期待されているのは、住友電工が世界で初めて量産化に

成功したレドックスフロー電池である。レドックスフロー電池は、酸化還元（レドックス、

redox）する活物質が流体（フロー、flow）として電池に供給される蓄電池で、①発火リスクが

                                                   
14 自動運転車については、本稿の「２．自動車の情報端末化」で取り上げた。 
15 SCADAは Supervisory Control And Data Acquisitionの略。同プロジェクトには、東芝、東京電力、日立
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低く、長寿命が期待できる、②正・負液槽を増やすだけで容易に蓄電容量を増やすことができ

るので大型化に適している、③貴金属、レアメタルなどの資源的制約が少ない、④常温作動で

比較的簡単な構造の化学システムであるため将来的なコストダウンが期待できる、などの特徴

を備えている。 

住友電工は、米国の大型蓄電池市場進出への足掛かりとして、2014年、カリフォルニア州な

ど米国内 2ヵ所に米電力会社と共同でレドックスフロー電池の実証実験設備を建設した。米国

市場ではこのほか、日立アメリカが付加価値の高いソリューション型の蓄電システムで市場参

入を図っている16。 

 日本企業としては、製品の量産と低価格化を得意とする中国企業が大型蓄電池市場に本格的

に参入してくる前に、大型蓄電システムの低価格化と提供価値の向上に取り組み、先進市場で

ある米国市場を開拓することが課題といえよう。 

 

 

 

 ７．コーポレートベンチャリング  

 

コーポレートベンチャリングとは－大企業によるベンチャー活用 

コーポレートベンチャリングとは、大企業を中心とする既存企業がベンチャー企業（リスク

マネー）を活用して戦略的にイノベーションを推進することを指す17（図表１２）。 

コーポレートベンチャリングの活動には、スピンオフ・ベンチャーを設立するなど社内シー

ズを活用する場合と、ベンチャー企業への投資、ベンチャー・キャピタルへの投資など社外シ

ーズを活用する場合の 2類型がある。 

世界を見渡せば、最も活発にコーポレートベンチャリングを進めている企業の代表例は米グ

ーグルである。グーグルはこの 10 年間に、ロボット、自動運転車、AI（人工知能）など合計

100社以上のさまざまなベンチャー企業を次々に買収、出資している。 

 これに対し、日本企業はこれまであまりコーポレートベンチャリングに取り組んでこなかっ

た。従来、日本では既存の大企業によるベンチャー企業の買収がほとんどなく、実質的にベン

チャー企業の出口（エキジット）が IPO（新規株式公開）に限られてきた。米国においては、

IPOを実施するベンチャー企業よりも、大企業などに買収されるベンチャー企業のほうが圧倒

的に多い（約 10倍）のとは対照的である18。 

 日本ではこれまで大企業がベンチャー企業に対して積極的に関わることが少なく、イノベー

ションを促進する観点からは、この点を是正することが課題であった。2008年に公開された経

済産業省の「ベンチャー企業の創出・成長に関する研究会最終報告書」では、日本では大企業

によるベンチャー企業の買収が少ないことを指摘し、コーポレートベンチャリングの推進を提

言し、先行事例分析に基づくベストプラクティスの策定や、大企業とベンチャーの連携支援策 

                                                                                                                                                     
製作所、明電舎、NEC、シャープ、ソニーエナジー・デバイスが参加している。 
16 『ジェトロセンサー』2014年 11月号、エリアリポート「中国 大型蓄電期への需要拡大」による。 

17 経済産業省(2008)「コーポレートベンチャリングに関する調査研究調査報告書」の定義によれば、「企業が

起業家精神（アントレプレナーシップ）を活用したベンチャー的な手法で新事業創出を行うこと。具体的には、

企業が戦略的に、内部経営資源（技術・人）を外部化しベンチャー企業を育成・活用する、あるいは、外部ベ

ンチャー企業を育成・活用することで新事業創出を行うことなどを指す」とされている。  
18 湯川抗『コーポレートベンチャリング新時代』（2013年）によれば、2012年の米国でベンチャー・キャピ

タルが投資を行ったベンチャー企業の出口は、IPOが 49件であるのに対し、M&Aが 479件となっている。 
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図表１２ 大企業がベンチャー企業を活用してイノベーションを活性化するフレームワーク

出所 ： 中村裕一郎「イノベーションの仕組みとしてのコーポレートベンチャリング」 『テクノロジーマネジメント』 No.1，69‐77頁
 

 

 

 

などが必要とされた。しかし、その後も日本ではコーポレートベンチャリングはあまり普及し

なかった。 

 

日本企業も取り組み始めた 

 それがここにきて、日本企業もコーポレートベンチャリングに取り組む機運が盛り上がりつ

つある。 

KDDIは、2014年にニュースアプリ（応用ソフト）のグノシーに出資したほか、生活情報サ

イトの nanapi などを買収して新たなネットビジネスに進出している。三越伊勢丹ホールディ

ングスはベンチャーと連携する機会が増えており、伊勢丹新宿店の婦人服売り場にアパレル通

販サイト「ファクトリエ」と連携して企画した商品を並べている。コマツは、2015 年 2 月、

自動運転車両やロボットを開発するベンチャー企業 ZMPへの出資を発表した。 

また、大手製造業企業の間でベンチャー投資ファンド（CVC：コーポレートベンチャーキャ

ピタル）をつくる動きも広がっている。例えばオムロンは、CVC として投資子会社を設立し

2016年までの 3年間で 30億円規模のベンチャー投資を実施すると発表した。 

 

大手とベンチャーの連携の必要性が増大 

ITの進化やクラウドサービスの普及などを背景に、以前では考えられないほど安価に起業が

できる時代になったため、新たなプレーヤーが登場し、既存の業種の壁は崩れつつある。ベン

チャー企業の成長スピードと、イノベーションが生まれるスピードはこれまで以上に加速して

いる。ビジネスを小さく開始し、顧客の声を聴いて修正しながら拡大させる起業のやり方「リ

ーン・スタートアップ」が採用される例が増えてきた。 

 こうした環境変化に直面して、多くの経営資源と既存の顧客を抱えた大企業が、すべて自前
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で課題に取り組み、解決策を講じようとすれば、時間がかかり過ぎ、商機を逃してしまう。そ

こで、ベンチャー企業を有効に活用してイノベーションの創出に取り組む大企業が増えてきた

と考えられる。 

 

大企業がベンチャー企業と関わる理由 

 大企業とベンチャー企業は、イノベーションを活性化する上では相互に欠くことのできない

重要なパートナーと位置付けられる。大企業はベンチャー企業を活用することにより、大学の

研究成果やベンチャー・キャピタルからのリスクマネーを活用した高リスク開発を行う機会が

生まれ、一方ベンチャー企業は大企業と提携することで、販路の開拓などの成長機会を得るこ

とができるためである。 

 そもそも、大企業は新たなイノベーションに迅速に対応することが難しいというのが定説で

ある。イノベーション研究の第一人者クリステンセンは、古典的名著『イノベーションのジレ

ンマ』（1997年）で大企業は本質的に破壊的なイノベーションに対応できないと主張した。大

企業はその限界を自覚した上で、破壊的イノベーションは当初小さな市場で起こることに注目

して、大企業は小さな市場にも十分興味が持てるほど小さな組織をつくってこのようなイノベ

ーションに対応すべきだと指摘した。 

 また、企業規模が大きくなると、仮にイノベーションに必要な知識が組織内にあったとして

も、現場のマネージャーが組織の様々な部署に存在する情報を収集し、それを適正なタイミン

グで組み合わせてイノベーションを起こすことが困難になることを裏付ける先行研究も存在す

る。 

 

ベンチャー企業が大企業を必要としている 

 このように書くと、大企業が弱点を補強するためにベンチャー企業の力を借りざるをえなく

なっているように見える。しかし、最近は逆にベンチャー企業側が大企業を必要とする度合い

が大きくなっていることにも注目すべきだろう。 

あらゆるものがインターネットに接続される IoTの時代が到来し、抜け目のない企業は現実

の社会の諸活動をデータ化し、分析、活用しようとしている。こうしたビッグデータを収集、

活用する能力では新興企業よりも伝統的大企業の方が上回っている。たとえば、老舗製造業に

は製造プロセスや研究開発に関する膨大なデータの蓄積がある。さらに、工場、研究所、顧客

の現場をネットワークして、センサー群を使ってデータを常時取得する仕組みを構築すること

ができるのも大企業ならではの強みである。 

 また、前述したように、最近のベンチャー企業は超高速で成長せざるをえなくなっており、

複雑な技術を開発するための時間的余裕が以前よりも乏しくなっている。こうした中、大企業

の持つ厚みのある専門知識や知的財産、調達網といった資産は、新興ベンチャー企業が喉から

手が出るほど欲しいものとなっていると考えられる19。 

 

大企業にとっての課題 

大企業がコーポレートベンチャリングに取り組んで成果をあげる、すなわちベンチャー企業

を活用してオープン・イノベーションを成功させるためには、乗り越えるべき課題がある。 

                                                   
19 ニューズウイーク日本版 2015年 2月 10日「ビッグデータでよみがえる大企業の底力」がこの点を指摘し

ている。 
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一つは、大企業はベンチャー企業と連携するに当たり、どの分野に自社の経営資源を投入し、

どの分野に社外の資源を活用するかについて明確にしておく必要がある。 

 もう一つの課題は、総じて伝統的大企業は、社外の異分子と交わる組織文化や経験が不足し

ているほか、秘密保持や知財に関するリスクに対処する社内手続きに時間がかかるため、スピ

ード感を持ったベンチャー企業とのコラボレーションの実行が難しいことである。この課題の

解決策として、「社内特区」的な組織を設置して、既存組織から切り離された環境下でベンチャ

ー企業とのコラボレーションを推進することが考えられる。まずは小さな組織で旧来の組織の

クセや慣行を打ち破り、その成功事例を他の組織にも広く伝播させていく手法である20。 

 2015年は、日本でも大企業とベンチャー企業が連携を深め、両者が手を携えてイノベーショ

ンを創出し、成長していく動きが活発になる年になるだろう。特に、ここ数年、ハードウエア

製造を手がけるものづくりベンチャーが急速に増えていることから、製造業分野におけるコー

ポレートベンチャリングの動向に注目したい。 

 

 

 

 ８．インバウンド消費  

 

拡大を続ける訪日外国人の消費 

日本を訪れる外国人数は 2013年に 1000万人を超えたが、2014年は 1341万人 4千人（前

年比 29％増）と大幅に増えて過去最高を更新した（図表１３）。 
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図表１３ 訪日外国人旅行者数と旅行消費額の推移

 

                                                   
20 Think! 別冊 6（2014年 11月）松江英夫・藤井剛「組織イノベーション～「脱・組織のクセ」と持続的成

長の源泉～」はこのような提言をした上で、最近注目されている CVCも「社内特区」の一形態であると指摘し

ている。 
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訪日外国人（インバウンド）増加の背景には、①円安により日本での消費に割安感が強まっ

たこと、②近隣アジア諸国の経済成長、に加え、③東南アジアの訪日ビザ発給要件の緩和、④

2014年 10月 1日から始まった訪日外国人旅行者であれば一定の条件のもとに全品が消費税免

税可能になったこと、⑤格安航空会社（LCC）の新規就航など航空ネットワークの充実、など

が挙げられる。 

今やインバウンドの旺盛な消費行動は日本経済に無視できない存在感を示すようになってい

る。観光庁の推計によれば、2014年の訪日外国人旅行者の消費額は、前年比 43％増の 2兆 305

億円で、過去最高額となった（図表１３）。国・地域別で最も多いのは中国（約 5,600 億円）

で、前年の 2倍超に伸び、総額の 4分の 1強を占めた。このほか、タイ、台湾、マレーシアな

どが対前年で大幅に増加した。 

 訪日外国人旅行者の増加は今後も続くと見られ、外国人旅行者が集中する都心部の小売業や

地方の観光地などでは、インバウンド消費の拡大による消費の下支えが期待できるようになっ

ている。 

 

全品免税がもたらすビジネスチャンス 

 足元のインバウンド消費の増加に弾みをつけたのが、上述④の外国人旅行者への消費税「全

品免税」制度導入である。2014年 10～12月の外国人消費額は免税制度の拡充の効果が早速表

れ、前年同期比 52％増と大幅に伸びた。 

 既に都市部の百貨店やドラッグストアなどでは免税範囲拡大の恩恵を受けて売り上げを伸ば

しているが、この制度変更は今後広範な消費の現場に大きなチャンスをもたらすことが予想さ

れる。日本の小売店で免税免許を取得している店は全国に 5777店舗（2014 年 4 月現在）と、

全小売店（120万点）の 5％弱に過ぎない。「全品免税」が始まったことで、今後免税店が増加

し、訪日外国人客の取り込みに注力する小売店が増えることは確実で、インバウンド消費が日

本の消費拡大の起爆剤になることが期待される。 

 

輸出産業としてのインバウンド 

インバウンドという言葉は、外国人が入国するという意味の語感から、輸入産業と誤解され

ることがあるが、実際は日本のモノやコトの輸出につながる産業である。日本を訪れた外国人

が買い物をして自国に日本の商品を持ち帰ったり、日本での体験（食事や観光）の思い出を持

ち帰ったりする。気に入れば、帰国後も追加購入してくれるかもしれない。つまり、インバウ

ンドは外貨を稼ぐ、貴重な「輸出産業」であり、国際収支上の旅行収支の改善に寄与するもの

である21。 

 

インバウンドは幅広い産業のチャンス 

 政府の日本再興戦略でも、「観光立国の実現」が盛り込まれ、訪日外国人旅行者数を 2020年

に 2千万人、30年に 3千万人に増やす目標を設定し、インバウンド拡大に向けた取り組みが進

められている。 

ここで重要なのは、インバウンド拡大は、レジャー中心の旅行業・観光業だけの話ではなく、

訪日ビジネス出張、友人親族訪問、留学、さらには対日不動産投資、事業投資なども含めた、

                                                   
21 旅行収支は 2004年には 2.9兆円もの赤字だったが、近年は急速に赤字幅が縮小しており、2014年には 1250

億円の赤字に過ぎなくなっている。2015年の旅行収支は黒字に転じるとの見方が多い。 
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「日本に向かうヒト・カネ・情報の総体」が生み出す経済波及効果につながる話と捉える必要

があることである。 

 少子高齢化が進み、15歳から 64歳までの生産年齢人口の減少が続く日本にあって、インバ

ウンドは高成長が期待できる数少ない有望産業と考えられる。インバウンドの拡大によって地

方都市が発展し雇用が創出されれば、地方から大都市圏への若者の人口流出に歯止めをかける

こともできる。このように訪日外国人は、国内の消費を押し上げ、地方経済を活性化させる切

り札としても注目を浴びている（次節「９．地方創生」で後述）。 

 インバウンド振興がもたらす広範な経済効果が注目されたことで、今や「観光立国」の推進

に取り組むのは、政府、地方自治体と観光協会だけではない。大規模商業施設や小売チェーン、

ホテルチェーンのほか、不動産、運輸、IT、各種サービス業など様々な業種の企業が連携、協

働してインバウンド振興に取り組み始めている。 

 

外国人が再発見する日本の価値 

 和包丁や南部鉄器、化粧筆などが訪日外国人旅行者の購入に牽引されて売り上げが伸びてい

る。こうした例をみると、日本人が気づいていない（あるいは遠い昔に忘れていた）日本の価

値が外国人に再発見されることが、インバウンド消費拡大のポイントであることがわかる。 

 2015年は「インバウンド＝訪日観光」という発想を脱し、多様な業種の企業が成長産業とし

てのインバウンドに商機を見出し、需要の取り込みを図る展開になると予想される。 

 

 

 

 ９．地方創生  

 

「地方消滅」論がきっかけ 

安倍政権が地方創生を打ち出すきっかけになったのは、民間有識者らで作る「日本創成会議」

の人口減少問題検討分科会（座長：増田寛也元総務相）が 2014 年 5 月にまとめた人口推計で

ある。それによれば、人口の再生産を中心的に担う 20～39 歳の女性人口が、2010年から 2040

年にかけて 5 割以下に減少する自治体数が 896 に上るとされ、これらを「消滅可能性都市」

と呼んでいる。 

また、経済財政諮問会議が設置した専門調査会である「「選択する未来」委員会」（会長：三

村明夫日本商工会議所会頭）は、同年 5月、人口急減と超高齢化に対応するため、出産・子育

てへの政府の支援を倍増し、50 年後も 1 億人程度の人口維持を目指すことを求める中間報告

をまとめた。ここでは、50 年後には 4 分の 1 の自治体の消滅可能性が危惧されるとし、地域

の拠点都市を形成し、働く場所を創出することなどが提言されている。 

 

動き出した「地方創生」政策 

 これらの提言を受けて、2014 年 6 月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針

2014」（いわゆる「骨太の方針」）では、50 年後に 1 億人程度の安定した人口構造を保持する

ことを目指し、少子化・人口減少の克服や地方再生などに総合的に取り組む方針が打ち出され、

各地域の成長戦略を伴走支援するための「地域再生法」改正などが盛り込まれた。同年 9 月に

は、内閣府に「まち・ひと・しごと創生本部」（本部長：内閣総理大臣）が設置され、11 月、

地方創生関連法案である「まち・ひと・しごと創生法」及び「地域再生法の一部を改正する法



東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                               20１５ ２. １３ 

28 

律」が参議院で可決、成立した。 

政府は 12月 27日の臨時閣議で、地方の人口減少に歯止めをかけるための「まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」を決定した。政府は都道府県と市町村に「地方版総合戦略」を 2015 年度

中に策定することを求めており、2016 年度から地方創生政策が本格始動することになってい

る。 

 

地方の就業機会を増やすことがカギ 

 地方経済の停滞の背景には、地方圏から大都市圏への人口流出が戦後ほぼ一貫して続いてい

ることがある22。その大きな理由の一つに、地方には仕事が少ないこと、すなわち就業機会の

不足という問題がある。 

 地方経済は、全国的に雇用創出力が減少している 1 次、2次産業のウエイトが高いことが、

就業機会の低下につながっている。 

 また、海外への生産シフトが進む中、今や製造業の国内拠点は労働集約的な生産拠点から最

先端の開発・製造を担うマザー工場や研究所など、資本集約的な拠点にシフトしており、これ

に伴い、製造業の雇用創出力が以前よりも低下しているという要因もある23。 

地方の停滞の主因が就業機会不足による人口流出にあると考えられる以上、人口流出を止め、

地方創生を図るには、地域に魅力ある就職機会を増やすこと、すなわち「質の高い雇用の創出」

がカギとなり、それは地域の産業を活性化させることとほぼ同義である。 

結局、産業活性化による雇用創出の取り組みこそが、地方創生の最重要課題といえる。 

 

「国土の均衡ある発展」の再来？ 

「地方消滅論」が出発点だったために、消滅しそうな自治体の人口減少を食い止めることが地

方創生論の主目標に据えられがちであるが、これには落とし穴がある。すべての自治体の消滅

を防ぐために、「国土の均衡ある発展」という従来目指してうまくいかなかった国土政策が再び

繰り返される恐れがある。 

経済政策において自治体の消滅自体は本来問題ではないはずだ。政府が目指すべきは既存の

自治体を守ることではなく、国民の生活を守り、その幸せを確保することである。自治体が消

滅する前に、人がその自治体から移動する選択肢も考慮に入れる必要がある。財政状態が世界

最悪の日本では、中長期的には過疎地域を中心に公共投資を行わない地域を徐々に広げ、公共

投資を実施するエリアの集約やコンパクトシティー化を進め、長い目で見て、人々の居住地選

択を誘導する政策を用意する必要がある24。 

 政府の地方創生戦略は、「経済・産業全体の付加価値や生産性を向上」させることがうたわれ

ているため、成長戦略の一環と考えられる。しかし、もし生産性の高い都市部から生産性の低

い地方に人や企業をただ移転させるだけであれば、日本経済全体の生産性は低下する。こうな

ると、地方創生は成長戦略ではなく、格差是正のための分配政策という位置づけになる。 

 

                                                   
22 総務省「住民基本台帳人口移動報告」をみれば、高校卒業時、大学卒業時を中心に、18～24歳の間に多く

の人口が地方圏から大都市圏に流出していることが確認できる。 
23 日本政策投資銀行の分析によれば、1991年から 2011年までの 20年間で、地方圏の製造品出荷額は 7％の

減少にとどまっているが、従業員数は 30％も減少しており、製造業の雇用吸収力の低下を示唆している（日本

掲載新聞 2014年 10月 24日『ゼミナール 地方創生への視点④』）。 
24 小峰隆夫・法政大学教授がこうした主張を行っている（一般財団法人不動産協会「FORE」2014年 11月号

など）。 
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地域の産業集積の形成が重要 

 地方創生を成長戦略として推進し、真の地域活性化につなげるためには、地域の集積力を強

くすることが重要である。空間経済学では、地域の競争優位を生むのは集積力とされ、社会や

経済は集積のメリットが働く方向に発展していくと考えられている。 

したがって、地域振興策は、地域の産業集積を促進し、集積のメリットを生かす方向で制度

設計する方が効果的である。政府の役割も重要だ。集積は自然発生的に生まれる場合もあるが、

集積力を支える政府の政策が大きく影響することが、過去の事例分析から知られているためで

ある。 

では、地域の産業集積を促進するには何が必要か。 

地方は地域の強みを見極め、模倣困難な魅力をもった産業集積を形成していくこと、政府はそ

うした地方の取り組みを支援するための環境整備を行うこと、が求められる。企業誘致の場合、

単に企業を引っ張ってくるだけでなく、誘致した企業が地域のヒト・モノ・カネと有機的に結

びつき、地域の内発的な発展につながるような集積を生み出していくことが重要である。 

 自治体が地域活性化の切り札となる地域資源をどう認識しているかを聞いたアンケート調査

を見ると、都道府県では、「産業基盤」と回答した割合が高く、市区町村では「農水産品」、「観

光資源」と回答した割合が多くなっている（図表１４）。ただ、これらの地域資源を活用してお

り成果も出ていると回答した自治体が、都道府県では 92％あるのに対し、市区町村では 56％

にとどまっており、活用しているが成果が出ていない市区町村が 41％にのぼる。地域資源を活

用した地域活性化が市区町村ではあまり成果を生んでいないことがわかる。 

 

地域振興の活路は海外にあり 

高齢化が進み、生産年齢人口の減少が続く日本において、地域振興を考える場合、欠かせな

い視点は海外の人々の力を活用することである。海外の成長力を取り込みつつ、地域資源を生

かした産業を発展させる方向性としては、次の 2つが有望であろう。 

 

28.2 

0.0 

20.5 

10.3 

35.9 

5.1 

0.0 

36.9 

1.6 

34.9 

2.3 

15.1 

2.8 

6.3 

農水産品 伝統工芸 観光資源 技術 産業基盤 その他 特にない

（％）

（注） 地域活性化の切り札となる地域資源として1 位から 3 位を回答してもらった中で、1位に回答されたものを集計。

出所 ： 中小企業庁委託 「自治体の中小企業支援の実態に関する調査」（2013年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱）

図表１４ 地域活性化の切り札となる地域資源
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 1つ目は、地元で生産した農林水産物（1次産業）に独自の加工等（2次産業）を施し、自前

で販売（3 次産業）まで行う「6 次産業」化を進めることで、付加価値を高めた魅力的な商品

を生み出し、それを新興国の富裕層・中間層をターゲットに輸出する方策である。 

2 つ目は、訪日外国人旅行者（インバウンド）観光の推進である。訪日経験が多い外国人ほ

ど地方への訪問意欲が高くなる傾向がある。訪れたくなるような地域の魅力を磨き上げ、海外

からの来訪者に当地での食事や買い物などの体験を楽しんでいただく、総合的な「おもてなし

業」を発展させることが可能であろう。2014年 10月から訪日外国人観光客に対する消費税「全

品免税」が導入され、日本がアジア随一のショッピング大国になる可能性が高まったことは強

力な追い風である。 

前節（「８．インバウンド消費」）で取り上げたように、今やインバウンドは観光事業者だ

けが取り組むべき課題ではなく、すべての産業や官庁、自治体が取り組むべき一大領域に成長

している。地域ぐるみで産学官が連携して地元の強みを構築し、地域に向かうヒト・カネ・情

報の流れを太くして、交流人口を増やし、地域内の GDP を拡大し、新たな雇用を生み出すこ

とを目指すべきだ。 

 

グローカリゼーションこそ進むべき道 

 上述したように、既存の枠組みを越えた業際化や連携を進めつつ、地域の魅力を磨き、それ

を世界に向けて発信し、海外の需要を取り込むことができれば、国内需要（日本人の需要）が

減少する中でも、地域には大きな発展のポテンシャルがある。ひところ、日本企業の商機とし

て「アジア内需」という言葉が注目されたが、アジア内需に代表される新興国需要を地域の産

業がいかに取り込むかが重要だ。ここに地方創生の沃野が広がっているといえよう。 

地球上で活発な経済活動が見られる地域では、グローバリゼーション（地球規模の展開）と

ローカリゼーション（地域密着）とが同時に進行しているケースが多いという現実がある。こ

の現象を表現した造語である「グローカリゼーション」こそが、これからの地域産業が進むべ

き方向と考えられる。 

 

 

 

 １０．ユーザー体験  

 

ユーザー体験の魅力が重視される時代に 

近年、多くのビジネス領域において、顧客（ユーザー）にとって大切なのは、製品やサービ

スそのものというよりも、それによりどのようなエクスペリエンス（経験、体験、体感など）

を享受できたかという、「ユーザー体験」の魅力が重要視される傾向が強まっている。 

 これに伴い、企業のマーケティング活動のゴールが「顧客に商品やサービスを購入してもら

うこと」ではなく、「商品やサービスを使った体験で顧客に満足を感じてもらうこと」に移行し

つつある。 

なお、「ユーザー・エクスペリエンス（UX）」という言葉は、認知心理学者でアップルコン

ピュータ社（当時）に勤務していたドナルド・ノーマン博士（Dr. Donald A. Norman）が考案

した造語で、製品やサービスのそのものの利用価値や所有価値ではなく、使用・消費・所有な

どを通じて、ユーザーが認知する有意義な体験のことを指す。 

マーケティングの世界では、ユーザー・エクスペリエンス自体に付加価値があるとして、バ
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ーンド・H・シュミットやジェームズ・H・ギルモアらが「カスタマー・エクスペリエンス（「経

験価値」と訳される）」という概念を提唱して以来、この用語がユーザー・エクスペリエンスを

含んだ、さらに幅広い包括的な概念として使われることが多い。 

ユーザー・エクスペリエンスとカスタマー・エクスペリエンスは、ともに起源が同じで、本

質的な意味がほぼ同じ用語と考えられる。そのため、本稿では、両者を区別せず、一律に「ユ

ーザー体験」という言葉を使うこととしたい。 

 

今なぜユーザー体験なのか 

 最近、ユーザー体験が重視されるようになった背景は何だろうか。 

 第 1に、モノやサービスを単体で売るのでなく、「コト」（モノやサービスを使ってできるこ

と、ソリューション）を売るという発想転換が求められる時代になったことが挙げられる25。 

近年、顧客にとって価値を生むのは単体のモノではなくサービスであるという考え方が注目

されるようになった。これに伴い、顧客の体験という形でモノとサービスを一体として捉え、

ビジネスを再定義しようとする動きが出てきた。つまり、「○○（という商品）を顧客に売る会

社」から、「○○をきっかけにして体験というサービスを顧客に売る会社」へと事業定義を変え

る企業が増えてきた。この結果、ユーザー体験が重視されるようになったのである。 

第 2に、IoT26の活用により、今までの常識では想像もできなかった機器の利用方法やサービ

スをユーザーに提供することが可能になったことが挙げられる。あらゆるものがネットにつな

がる時代となり、パソコンやスマホなど機器の枠を超えて、人々の生活に影響を与えたり、新

たなライフスタイルを提案したりする商品・サービスの開発に多くの企業が挑戦するようにな

った。そこでユーザー体験にこそ経済価値があることが注目されるようになった。 

 第 3に、ソーシャルメディアの発達により企業と顧客の共創（コクリエーション）が起こり

やすくなり、ユーザー体験が特別な意義や文脈をもって集団で共有されやすくなったことも影

響している。顧客の口コミが可視化・軽量化できるようになり、顧客の体験が個人の閉じた価

値ではなく、顧客同士で共有され、企業にフィードバックされるようになった。これに伴い、

ユーザー体験への注目度が高まったと考えられる。 

 

企業の取り組み事例 

 JR九州の豪華寝台列車の旅「ななつ星 in九州」は、2人で一泊 36万円と高額にもかかわら

ず、絶大な人気を博しているが、その魅力は社内で特別な体験ができるという価値を提供して

いることにある。人間国宝の手による洗面鉢を使い、同乗した有名シェフがふるまう料理をい

ただくといった贅沢な時間が体験できるのが“売り”となっている。 

また、最近、製造業企業がものづくりの工程の一部を工場見学の形で顧客に公開したり、ミ

ュージアムやテーマパークのような体験型施設をつくったりする動きが増えているが、これは

顧客が豊かなユーザー体験をする接点を設ける取り組みと位置づけられる。 

 ダイハツ工業は、2014年に発売した軽自動車の新型オープンスポーツカー「コペン」で、車

体を好みの色や柄に「着せ替え」できる機能を採用し、新たなユーザー体験を顧客に提案して

みせた。 

                                                   
25 筆者は 2013年初に発表した「2013年の日本産業を読み解く 10のキーワード」（2013年 1月）

（http://www.tbr.co.jp/pdf/report/eco_g024.pdf）の中でも、「モノからコトへ」をキーワードの１つに取り上げ

ており、かねてよりこの潮流に注目してきた。 

26 IoTは本稿「2015年の日本産業を読み解くキーワード」の第 1番目として取り上げたキーワード。 
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「自動車の情報端末化」を背景に、新たなユーザー体験を可能にする自動車が続々と登場し

ている点にも注目したい。例えば、米テスラモーターズが提供する電気自動車の購入は、顧客

がウェブサイト上でオプションや色の設定を行い、発注する。ネットショッピングに近い感覚

で車を買うという新たなユーザー体験が提案されている。また、車載用基本ソフト（OS）が導

入されたコネクテッド・カーを購入する顧客は、車を選ぶ際に馬力や性能よりも、iPadがつな

がるかどうかや、アプリでどんなサービスを楽しめるかといったユーザー体験を重視する傾向

が強まる可能性が高い。 

 自動車の「所有から利用へ」の流れは、いっそう洗練された体験を提案する方向に向かうだ

ろう。タイムズ 24 が運営するカーシェアリング事業「タイムズ・カープラス」は、会員にな

って、パソコンやスマホから予約すれば、対面での貸出手続きなしに、使いたい時間帯に、対

応している全国の駐車場にある車に行って乗り込むだけで利用できる。従来のレンタカーとは

全く異質の、安価で便利で気軽な「チョイ乗り」体験を顧客に提供しているといえる。 

 これらの企業の事例に見られるように、これからの企業のマーケティング活動は、顧客と自

社の事業・商品との間の接点を設け、顧客がストーリーとして魅力的なユーザー体験を味わう

仕掛けをつくることが重要になってくるだろう。 

 

顧客の体験をどうデザインするか 

顧客のユーザー体験は製品・サービスの購入という一時点で起きるのではなく、購入前、購

入時点、購入後と長い時間軸の中で複数回、連続して起こる。企業のマーケティングにおいて

は、顧客がユーザー体験をする接点をどのようにデザインするかが重要である。それぞれの接

点で顧客がくだす満足・不満足の評価の総体が、ユーザー体験全体の評価ということになるか

らである。 

企業が顧客の目線に立って、ユーザー体験を魅力的にマネジメントしていくためのフレーム

ワークとして、シュミットは、図表１５に示した 5段階（①顧客の経験価値世界の分析、②経

験価値プラットフォームの構築、③ブランド経験価値のデザイン、④顧客インタフェースの構

築、⑤継続的なイノベーションへの取り組み）を挙げている。ここで「経験価値」は「ユーザ

ー体験」と置き換えて考えても問題はないだろう。 

②の「経験価値プラットフォーム」とは、望ましい経験価値（ユーザー体験）を五感に訴え

る方法で描写したもの、③の「ブランド経験価値」とはエスセティクス（美的経験）、ルック＆

フィール（見た目、感じ）、メッセージ、イメージなどを、④の「顧客インタフェース」は、顧

客とのあらゆる接点を、それぞれ指している。 

 さらに、シュミットは、一般的な企業の新製品開発プロセスの 5段階ごとに、ユーザー体験

（経験価値）をデザインする方法を次のように言及した。 

  ①市場の評価：顧客の経験価値世界の分析 

  ②アイディアの立案：経験価値ソリューションの開発 

  ③コンセプトの検証の段階：経験価値コンセプトの検証 

  ④製品のデザインの段階：経験価値と製品特性の融合 

  ⑤製品の検証の段階：顧客の使用経験価値の検証 

 企業が顧客を起点としながら、魅力あふれるユーザー体験を顧客に提供できるビジネスを創

出していく際には、上述したシュミットの方法論が参考になると思われる。 
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図表１５ 経験価値マネジメント・フレームワークの5段階

（注） 上図における「経験価値」は、「ユーザー体験」と置き換えて考えることができる。

出所 ： バーンド・H・シュミット 『経験価値マネジメント：マーケティングは、製品からエクスペリエンスへ』

ダイヤモンド社、2004年

 

 

 

IoTとユーザー体験の関係 

様々な業界で IT の活用や IoT の導入が活発になり、業界の垣根を越えた情報の利用やサー

ビスの提供が進みつつある。そうした中で重視されるのは、顧客が本当に求めているユーザー

体験を見極め、顧客の望みをかなえるために、業種の壁を越えたソリューションを提供するこ

とである。 

 IoTの時代となり、多くの産業や生活のシーンに ITが結びつき、センサーで情報が取り込ま

れ、ビッグデータ解析を通じて付加価値の向上に活用できるようになったことは、どのような

顧客がどのような体験を求めているかに気付くための道具と、その体験を提供するために使え

る道具を私たちが新たに手にしたことを意味する。この点を十分に自覚する必要があるだろう。 

 

むすび 

最近海外企業がリリースして世界の注目を集め、市場を席巻した IT 機器やサービスの多く

は、技術的には 10 年以上前から日本でも開発・実用化されていたものとそれほど変わらない

ものが多い。ではなぜこれらが世界で受け入れられたのか。それは、技術や製品自体ではなく、

魅力的なユーザー体験を顧客に提供することに成功したからであろう。 

日本企業もユーザー体験を中核に据えたブランド構築に取り組む必要がある。既存の製品分

類や業種の垣根や、ハードウエア・ソフトウエアといった枠組みを越えて、顧客に未来の暮ら

しを期待させ、ワクワク感を与えるような商品開発とマーケティングを行うことが今求められ

ている。 
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【参考】　筆者が選定した「日本産業を読み解く10のキーワード」（2015年と2014年）の対比

１． ＩｏＴ（インターネット・オブ・シングス） 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． 自動車の情報端末化
<コネクテッド・カー、自動運転車>

２． 水素社会
<燃料電池>

３． 「地産地消」のサプライチェーン ３． 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>

４． サービスロボット市場 ４． ポスト・スマホ
<ウエアラブル端末、脱スマホ依存>

５． 電力システム改革 ５．
Ｍ２Ｍ（マシン・ツー・マシン）

／ＩｏＴ（インターネット・オブ・シングス）

６． 蓄電池 ６． インフラビジネス
<インフラ輸出、老朽インフラの維持管理更新>

７． コーポレートベンチャリング ７． 介護ロボット

８． インバウンド消費 ８． 物流
<高度大規模物流>

９． 地方創生 ９． 訪日外国人

１０． ユーザー体験 １０． 高度製造業

（注） 線で結ばれているのは、特に関係の深いキーワード。


　　　「2014年の日本経済を読み解く10のキーワード」は次のレポートを参照（http://www.tbr.co.jp/pdf/report/eco_g030.pdf）。

出所 ： 筆者作成

2015年の日本産業を読み解く10のキーワード 2014年の日本産業を読み解く10のキーワード
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