
経営センサー　2019.1・2
2828

2019年の日本産業を読み解く
10のキーワード
̶この底流変化を見逃すな（前編）̶

Point
❶  本稿では、年頭に当たり、2019年の日本産業を読み解く上で重要と思われるキーワードを筆者
なりに選定し、解説してみたい。

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

❸  2019年のキーワードを10個挙げると、以下の通りである。本号では1～5を取り上げ、次号（「経
営センサー」2019年 3月号）で6～10を取り上げる。

  1． デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）
  2． MaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス）
  3． 再エネの「卒 FＩ T」／VＰＰ（バーチャルパワープラント）
  4． ＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメーション）
  5． イノベーション拠点としての中国
　　　　＜以下、次号＞
  6． アグリテック（スマート農業）
  7． 物流テック（物流のスマート化）
  8． インフラ保全と自己修復材料
  9． サステナブルな社会とプラスチック問題
  10． 新冷戦／米中貿易戦争

1．デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）

デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）とは
何か

最近、デジタルトランスフォーメーション
（Digital Transformation、略して DX。Trans を X

と略すため）という言葉を聞くことが増えてきた 1。
DX とは、デジタルを活用し、効果的に価値創

1    デジタルトランスフォーメーションは、もともとは 2004 年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が提唱
したもので、「IT（情報技術）の浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という概念である。
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造と提供ができるようにビジネスや組織の活動・
内容・仕組みを戦略的・構造的に転換することで
ある。簡略化して言えば、「デジタル化を通じた変
革」である。

経済産業省も、DX を重視しており、2018 年 12
月 12 日、DX を推進するためのガイドラインを発
表した。経済産業省は、DX を「企業がビジネス環
境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術
を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品や
サービス、ビジネスモデルを変革するとともに、
業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風
土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と
定義している。

あらゆる産業において、新たなデジタル技術を
利用してこれまでにないビジネスモデルを展開す
る新規参入者が登場し、ゲームチェンジが起きつ
つある。こうした中で、どの企業も、競争力の維
持・強化のために、デジタル変革に取り込むこと
が喫緊の課題になりつつある。このような文脈で、
企業が生き残るための重要課題として DX が掲げ
られるようになってきた。

ＤＸは急に出てきた課題ではない
DX はここにきて急に重要度が上がった言葉で

は決してない。DX という言葉は使っていなくて
も、この言葉が意味する中身については、数年前
からいろいろな表現で語られ、その重要性が認識
され、企業の取り組み課題に掲げられていた。

IoT や AI などのデジタル技術の進化と普及によ
り、世界中での広範な領域で、既存の産業構造、
人々の生活、社会システムを根本から変えてしま
うデジタル変革の一大潮流が押し寄せているとい
う認識は、目端の利いたビジネスパーソンであれ
ば、数年前から共有しているはずのものだ。

筆者も数年前から、見逃してはならない産業の
潮流変化として DX と同じ意味のことを掲げ続け
てきた。筆者は 2016 年版の「10 のキーワード」

の 1 番目に「 IoT（Internet of Things）とインダ
ストリー 4.0」、2 番目に「人工知能（AI）」を取
り上げ、これらが一過性のバズワードでなく、あ
らゆる産業の世界観や生態系を一変させるものと
捉えて、企業はビジネスモデルの変革に取り組む
べきと論じた。

2017 年版の「10 のキーワード」においても、
第 1 のキーワードとして「 IoT・AI・第 4 次産業
革命への対応」を掲げた。すでに IoT や AI などの
デジタル技術は単体の重要用語として論じるもの
ではなく、あらゆる産業の領域で既存の技術・製
品・サービスを陳腐化させ、新しい製品・サービ
スへの置き換えを大規模にもたらす「汎用技術」
と捉えるべきだという認識に立ち、到来した新し
い産業革命期に起こるパラダイム変化にいかに対
応するかが、すべてのビジネスパーソンにとって
の重要課題になっていると考えたからである。

2018 年版「10 のキーワード」の中には、IoT・
AI・第 4 次産業革命といった用語をあえて入れな
かった。これは、同年版レポート冒頭で書いた通
り、すでに世の中で IoT や第 4 次産業革命の重要
性に対する理解が進み、IoT・AI・シェアリングな
どのテクノロジーを活用した新たな仕組みを各産業
分野に実装する段階に入っていたためである。そ
の代わりに、IoT の普及に伴い加速してきた「製造
業のサービス化」を第 1 のキーワードに選定した。

なぜ今、ＤＸか－道具としてのＩＴでなく、
パラダイムシフトとしてのデジタル化

2019 年のキーワードとして DX を選定した理由
は、次の通りである。
「デジタル化」に対応する英語には、Digitization

（アナログをデジタルに変換すること）という意味）
と、Digitalization（デジタルを用いて新しい価値
を生み出すこと）の 2 つがある 2。日本企業のデ
ジタル化は従来、前者（Digitization）が中心で、
後者（Digitalization）の取り組みが不活発であっ

2    神岡太郎（一橋大学教授）「デジタル化と顧客価値創造（1）」（日本経済新聞 2018 年 12 月 5 日朝刊「やさしい経済学」）による。
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た。これは、日本企業は IT をコスト削減や効率化
の道具であると捉え、新規の商品開発やビジネス
モデル創出のために IT を活用するという意識が低
い傾向があるためである。図表 1 に見るように、
日本企業の IT 活用は、米国のそれと比べると、「守
りの IT 投資」に偏っており、「攻めの IT 投資」へ
の取り組みが弱い。

この「攻めの IT 投資」こそが後者のデジタル化
（Digitalization）であり、今日、世界のビジネス
の潮流は、この Digitalization を推進して競争力を
強化することにある。

第 4 次産業革命の本質は、IT 企業と IT のユー
ザー企業だけでなく、全産業にデジタル化の波が
押し寄せてパラダイムシフトが起こることにあ
る。したがって、日本企業がこの時代に生き残る
ためには、業種を問わず、デジタルがもたらす構
造変化に適合するための自己変革に取り組むと同
時に、デジタル技術を活用して新しい製品・サー
ビスを開発することにより、これまでにない価値
を創造し顧客に提供することが重要課題となる。

この意味で、デジタルトランスフォーメーショ
ン（DX）はまさに日本企業が取り組むべき喫緊
の課題を一言で表現した言葉と言える。「守りの

IT だけでなく、攻めの IT を」という内容を含む
だけでなく、道具としての IT でなく、パラダイム
シフトとしてのデジタル化に着目し、変化対応の
ための変革に取り組むべしというメッセージも感
じられるワードだからだ。

前述のように経済産業省が 2018 年 12 月、DX

推進ガイドラインを発表した背景には、今やあら
ゆる企業が「デジタル企業」化すべき時代であり、
経営戦略全体のコミットのもとで既存の業務や IT

システムを変革し、経営全体のデジタル化を推進
すべきという問題意識がある。

デジタルとリアルがシームレスにつながり始めた
ここにきてパラダイムシフトとしてのデジタル

化に目を向ける必要性が高まった理由は、IoT や
AI の普及などにより、デジタルでつながる世界が
一段と広がってきたため（すなわち第 4 次産業革
命の本格化）である。

これに伴い、これまではデジタルの世界とリア
ルの世界が分離し、人間がそれをつなぐ役割を
担っていたのが、最近では「人手を介さずにデジ
タルの世界とリアルの世界がつながる」タイプの
デジタル化が進み始めた。業務を部分的にデジタ

図表 1　IT 投資における日米比較＜ IT 予算が増える理由・用途＞

市場や顧客の変化
への迅速な対応

定期的なシステム
更新サイクル

未IT化業務プロセス
のIT化のため

業務効率化／
コスト削減

会社規模が
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ITによる顧客行動
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Ｔ
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出所：一般社団法人電子情報技術産業協会「2017年国内企業の「IT経営」に関する調査」（2018年1月）
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ルに置き換える段階から、リアルの業務がデジタ
ルの世界とシームレスに変換される段階に突入し
たのである。その一例が、本稿で 4 番目のキー
ワードとして取り上げる「RPA（ロボティック・
プロセス・オートメーション）」の普及である。

つまり、あらゆる業種の業務でデジタル技術が
活用されるだけでなく、デジタル技術が業務その
ものになる動きが出てきたのだ。このプロセスが
さらに進展すると、すべての企業がデジタル化を
中心に据えた組織に自己変革する必要性が一段と
高まることになる。

裏から見ればデジタル・ディスラプション
デジタルトランスフォーメーションと似た言葉

に「デジタル・ディスラプション（Digital 
Disruption）」があり、こちらも最近よく使われ
る。デジタル・ディスラプションとは、デジタル
化の進展によって、既存の産業がなくなったり破
壊されたりすることを指す。

企業が生き残るためには、デジタル技術を使っ
た新しいビジネスモデルの登場が自社の既存事業
を脅かす可能性を予見し、それへの対抗策を講じ
る必要があるという点を強調するために使われる
言葉である。逆に自らがデジタル技術を使って、
異業種や新分野に進出し、既存の有力企業から顧
客・市場を奪うディスラプターになることも可能
である。

この点において、デジタル・ディスラプション
と DX は、光の当て方が表か裏かの違いだけで、
本質的には同じことを取り上げている言葉である。

とはいえ、デジタル・ディスラプションはネガ
ティブなイメージで語られることが多い。実際は、
デジタルテクノロジーは、時として既存の産業に
残酷な影響をもたらすが、それをうまく使いこな
し、環境変化に対応できた企業には新たな商機が
広がり、人間の生活をより豊かにするものであ
る。したがって、本稿では、ポジティブな側面か
ら表現している DX の方をキーワードに取り上げ
た次第である。

ＤＸの方法論
産業やビジネスのデジタル化の進展に伴い、さ

まざまなデータが蓄積され、データから得られる
知見が付加価値の源泉になる時代になりつつあ
る。こうした中で、DX を実現するには、企業にお
けるデジタルの位置付けの変更と組織の変革が必
要不可欠である。情報システム部門がデジタル化
を推進して、各事業や部門ごとに進める形ではな
く、全社のデータを一元的に管理し、戦略的に活
用する取り組みに責任を持つ経営機能を置き、前
者横断の取り組みを行う必要がある。

まだ、デジタルを活用して価値を生むことで成
果を上げるためには、従来とは違った組織能力が
求められることが指摘されている。

富士通は 2018 年 4 月に発表した「グローバル・
デジタル革新調査」（世界的なデジタル革新の動向・
実態の調査を目的に、世界 15 カ国の経営層と意
思決定者（ビジネスリーダー）を対象に実施した
もの）によると、デジタル革新で成果を出した企
業は、①リーダーシップ、②（スキルを持った）
人材、③俊敏性（アジリティ）、④ビジネスとの融
合、⑤エコシステム、⑥データからの価値創出、
の 6 つの要素で高い組織能力を持つことが分かっ
たという。これらの要因がデジタル革新の成功に
強く影響していると考えられる。

デジタル化を通じた変革を推進することで得ら
れる最大のメリットは、顧客との接点を深く、広
く、高頻度で持つことにより、顧客起点の商品・
サービス開発が可能になる点であろう。潜在顧客
のデータを集積・分析し、それを基にユーザーエ
クスペリエンス（UX：ユーザー経験）を高められ
るようなビジネスをデザインすることがやりやす
くなる。

「デジタル」アレルギーを払拭して本質を
見極めよ

日本には、デジタルという言葉が嫌いなビジネ
スパーソンが結構存在する。アナログ人間を称し、
デジタルを敬遠する人が少なくない。また、DX な

2019年の日本産業を読み解く10のキーワード
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3    昔、イギリスでは駅馬車会社が主力輸送機関だったが、産業革命期に新たに生まれた機関車や自動車という移動手段の台頭後も、
駅馬車にこだわり続けたために顧客を失い、衰退した。もしパラダイムシフトに早く気づき、自らの事業定義を「移動サービス業」
などに転換していれば、生き残れたかもしれない。

ど「デジタル」で始まるカタカナ用語には、IT ベ
ンダーやコンサルタントが自社商品のセールスの
ために、手を替え品を替えて作り出してきたバズ
ワードという印象があるため、実態のない空疎な
言葉だと決めつけている人もいる。

だが、「 IoT」や「インダストリー 4.0（第 4 次
産業革命）」も登場当初は、空虚なバズワードと見
られることもあったが、産業の潮流を確かに捉え
ているという本質があったため、一過性の流行語
として消えることなく、今も使われ続けている。

言葉に対するアレルギーを理由に、デジタル化
に目を背けている企業は、次に挙げるような、現
在進行中の産業のメガトレンドを認識できない可
能性がある。

①  デジタル技術では、技術そのものよりもその
活用能力が差異化ポイントとなる。

②  従来なかったデジタルの活用方法が普及する
と、既存の産業の境界が破壊され、競争が新
たな次元に移る（ゲームチェンジが起こる）。

③  一見、デジタルとは縁遠いような業種にもデ
ジタル化の影響が波及し、競争環境が一変す
る可能性がある。

④  破壊的技術の影響を受ける従来型企業は、無
策でいると衰退は必至であるため、自社事業
の再定義などの自己変革を迫られる。

ＤＸは企業の生き残りをかけた経営の問題
上記のメガトレンドをしっかり認識し、ゲーム

チェンジという激しい環境変化に対応して企業が
生き残るためには、デジタルを活用して、効果的
に価値創造ができるように事業や組織を戦略的・
構造的に転換すること、すなわち DX を推進する
ことが必要不可欠である。

こうしたメガトレンドを認識すれば、すべての
企業にとって DX の推進が生き残るための重要課
題と言える。この意味で、DX の推進は、道具とし

ての IT の利活用の問題ではなく、経営の問題にほ
かならない。そこでカギとなるのは、自社の事業
の再定義である 3。

トヨタ自動車の豊田章男社長は 2018 年 5 月の
決算説明会で、「私は、トヨタを “自動車をつくる
会社” から “モビリティ・カンパニー” にモデルチェ
ンジすることを決断いたしました」と発言した。
パナソニックの津賀一宏社長は、2018 年 10 月末、
同社の 100 周年記念フォーラムに際し、「暮らし
をアップデートする会社になる」と宣言した。こ
れらはいずれも、自社事業の再定義を伴う DX に
本気で取り組む意思表明と言える。

2019 年は、第 4 次産業革命期の企業の生き残り
をかけた DX への取り組みが一段と活発になるに
違いない。

2．MaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス）

2018年は日本における「MaaS元年」に
2018 年は、トヨタ自動車が 1 月に米ラスベガス

で開かれた世界最大級の IT 見本市「CES」にお
いて「自動車の会社からモビリティ・カンパニーに
変革する」と宣言して幕を開け、10 月にはトヨタ
自動車とソフトバンクがモビリティ（移動手段）の
分野で業務提携を発表し、大きな話題となった。
このニュースを機に、「MaaS（モビリティ・アズ・
ア・サービス、「マース」）」という用語が広く注目
を集めるようになった。鉄道事業者などさまざまな
企業が MaaS に取り組む動きを見せたほか、6 月に
閣議決定された政府の成長戦略「未来投資戦略
2018」の中に次世代モビリティ・システムの構築
として MaaS の実現が盛り込まれるなど、2018 年
は日本における「MaaS 元年」と呼べる年になった。

筆者が 2018 年のキーワードの 1 つに挙げた「モ
ビリティ革命」のうねりが押し寄せ、MaaS 実現に
向けた取り組みが活発化し、業種の垣根を越えた

産業経済
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ゲームチェンジが始動した。そこで、2019 年の
キーワードとして MaaS を取り上げたい。

MaaSとは何か
MaaS とは、従来のマイカーや自転車などの移

動手段をモノで提供するのでなく、サービスとし
て提供する概念である。といっても、単なる配車
サービスやカーシェアリングは厳密には MaaS と
は呼べない。2015 年の ITS 世界会議で設立され
た MaaS Alliance では、MaaS を「いろいろな種類
の交通サービスを、需要に応じて利用できる一つ
の移動サービスに統合すること」と定義している 4。

出発地から目的地までの移動ニーズに対して、
個人やグループなどの多様な移動パターンに対応
した最適な移動手段を提供するサービスの総称で
ある。スマートフォン（スマホ）1 つで、移動経
路の提供、移動手段の予約、発券、決済までを一
括で行うサービスや月額定額で乗り放題等のサー
ビスが開発されている。

MaaS の起源は、フィンランドの首都ヘルシン
キが策定した 2050 年の将来交通ビジョンにおい
て、化石燃料に依存しない次世代の持続可能な交
通社会として、自動車利用に依存した交通社会か
らの脱却を図る新たなサービスとして提案された

のが始まりである。このサービスはフィンランド
のベンチャー企業、MaaS Global が提供する

「Whim」で、2016 年に本格的にスタートした。「あ
なたのポケットにすべての交通を」がキャッチフ
レーズで、スマホ 1 つでルート検索から予約、決
済までが行え、自分の好みに合った移動手段や移
動パターンが自由に選択できる 5。

Whim の影響を受けて、以後、欧米のいくつか
の自治体で、MaaS の実用化事例が相次いだ（図
表 2 参照）。

欧米では、MaaS は「自家用車という移動手段と
同等以上に魅力的な交通サービスを提供すること
で持続可能な社会を構築し、新しい価値観やライ
フスタイルを創出していく概念」として浸透しつ
つある。前述した Whim の取り組みは世界の注目
を集めており、MaaS Global 社には日本企業も複
数社（トヨタフィナンシャルサービスやデンソー
など）が出資を行っている。

日本のMaaSのレベルはまだ「レベル1」
MaaS が推進されるようになった背景には、デ

ジタル技術の発展と浸透（スマホアプリの普及な
ど）、脱炭素社会を目指す地球環境問題解決の要
請、所有より利用を選好するミレニアム世代 6 の

4    “White Paper” , MaaS Alliance, September 4, 2017 による。
5    従来、私たちが持つスマホには多数の別個のアプリ（ルート探索、鉄道運行情報検索、カーシェアリング、タクシー配車、駐車

場検索、カーナビゲーション等）を入れて利用している場合が多いが、これらがたった 1 つのアプリで探索から予約、決済まで
完了してしまう快適さが MaaS の売りである。

6    ミレニアル世代とは生まれながらに IT に親しみ、コンピューターやインターネットに囲まれて育った世代でのことで、「デジタル・
ネーティブ」とも呼ばれる。

地域（国） サービス・
プロジェクト名 概要 サービスメニュー サービス提供形態

ヘルシンキ
（フィンランド）Whim

MaaS の世界初の実用化事例とされる。現在は
運営を担当するMaaSGlobal 社によって、ウェ
スト・ミッドランド（英国）などで同様のサー
ビスが展開

公共交通機関、タクシー、レンタカー、
レンタルサイクルなど。プランによっ
て、無制限ないし割引料金で利用でき
る

スマホアプリ（ルート検索、
決済）

ハノーファー
（ドイツ）

Hannovermobil
（GVH）

月次払いなどに加え、券面が発行されるチケッ
ト・カードを購入してMaaS を利用できる。こ
れにより、スマホを持たない人や旅行者などが
1日単位でMaaSを気軽に利用できる。

公共交通機関、タクシー、レンタカー、
レンタルサイクルなど。

チケット・カード、スマホ
アプリ（ルート検索、決済）

ロサンゼルス
（米国） GoLA

公共交通網や特定の移動手段（BRT、相乗り）
への便宜を図った道路網整備の延長線として、
MaaSを運用し、脱自動車社会を図る

公共交通機関、タクシー、レンタカー、
レンタルサイクルなど。

スマホアプリ（ルート検索、
決済）

図表 2　自治体が関与したMaaSの海外事例

出所：各サービス・プロジェクトウェブサイトおよび各種報道を基に作成
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台頭などの要因がある。
MaaS をモビリティサービスの統合や機能面か

らレベル分けしたのが図表 3 である（なお、図
表 2 の「レベル 0」は、国際基準では MaaS と呼
べないレベルを指す）。

これに照らすと、欧米の先進的な MaaS 事例は
レベル 2 ないしレベル 3 を実現しているとされ
る。一方、日本でも地域における MaaS の取り組
み事例が見られるものの（図表 4）、いずれも現状
ではレベル 1 にとどまっている。

欧米の MaaS は、フィンランドの Whim をはじ
め、産業振興策として行政の後押しのもと、産官
学が連携して MaaS を構築した事例が多い。これ
に対し、日本における MaaS の取り組みは民間主
導の事例が中心で、産業政策として次世代の革新
的な都市交通システムを開発する動きは遅れてお
り、欧米の後塵を拝している。

CASEとMaaSは別物
自動車のモビリティに関する言葉として、MaaS

のほかに「CASE」というものがある。

CASE は、独ダイムラーが 2016 年のパリ国際
自動車ショーで発表した中期戦略で、「Connected

（コネクテッド）」「Autonomous（自動運転）」
「Shared ＆ Services（シェアリング＆サービス）」
「Electric（電動化）」の頭文字を取った造語である。

CASE もモビリティ（移動手段）革命の代名詞
のように使われる言葉であるが、CASE はあくま
でも自動車メーカー側が提唱する、従来の自動車
のあり方を変える革新的なプランの総称である。
さまざまな交通サービスを単一のモビリティサー
ビスに統合することを目指す MaaS とは一線を画
した概念と捉えるべきだ。

ただし、CASE が進展すれば、自動車の付加価
値領域がクルマの開発・製造からサービスにシフ
トする動きが促されるため、結果的に自動車分野
における MaaS の取り組みが活発になると考えら
れる。

自動車所有からの脱却がそもそもの狙い
そもそも、フィンランドやロサンゼルスなどレ

ベルの高い MaaS の根底にある設計理念は、自動

取り組み地域 サービス・
プロジェクト名 取り組み主体 取り組み内容

宮城県、岩手県 岩手県北バス by
すぐのれ～る

みちのりホールディングス、岩手県北バス（路線バス）、
エムティーアイ（アプリ開発）

仙台空港発着のバス検索・予約、沿線施設のクーポン発
行がアプリで一元的にできるようにして、観光客を誘導

東京都、神奈川県 小田急MaaS

小田急電鉄グループ（鉄道、バス）、ヴァル研究所（検
索エンジン）、タイムズ 24（カーシェアリング）、ドコモ・
バイクシェア（レンタルサイクル）、WHILL（パーソナル・
モビリティ）

小田急電鉄沿線において、取り組み主体各社が提供する
サービスのデータ連携、小田急グループの商業施設など
の利用促進を図る

静岡県 観光型MaaS JR 東日本グループ（鉄道など）、東急電鉄グループ（鉄道、
バスなど）、楽天（ノウハウ提供）

静岡県伊豆エリアにおいて、交通手段が検索・予約・決
済できる機能と、宿泊施設、観光地等を連携させること 
で、国内外観光客が域内に点在する観光拠点をシームレ
スに移動できる仕組みを構築

図表 4　日本の地域におけるMaaSの取り組み事例

（注）2019年中に実証実験が予定されているものを含む。
出所：各サービス・プロジェクトウェブサイトおよび各種報道を基に作成

レベル 概要

レベル 4 政策の統合（データ分析による政策、官民連携）

レベル 3 提供するサービスの統合（一元化、定額制、複数事業者連携等）

レベル 2 予約、決済の統合（単一トリップの検索・予約・支払い）

レベル 1 情報の統合（マルチモード移動計画、運賃情報）

レベル 0 統合なし（個々の移動ごとの個別サービス）

図表 3　MaaS のレベルの定義

出所：Jana Sochor他「A topological approach to Mobility as a Service」を基に作成
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車所有からの脱却、脱自動車社会の実現である。
MaaS が行き着く先は、人が主役でマイカーが不
要になる次世代都市である。したがって、自動車
メーカーが MaaS を標榜することは、自動車に依
存しない次世代モビリティ社会の到来時期を自ら
の手で早めることにつながるため 7、本来はやり
たくないはずである。

にもかかわらず世界の主要自動車メーカーがこ
ぞって MaaS を目指すのは、MaaS が第 4 次産業革
命期に必然的に起こる破壊的な潮流であり、これ
に対応した自己変革をしなければ自動車メーカー
は生き残れないという危機感があるからである。
この意味で、自動車メーカーの MaaS への取り組
みは、生き残りをかけたデジタルトランスフォー
メーション（DX）［＝本稿のキーワード 1］の動
きであると言える。

MaaS はクルマの話ではなく都市づくりの話　
－広範な産業にインパクト

MaaS の進展は、自動車というモノの話ではな
いし、クルマ以外の移動手段を含めたモビリティ・
サービスだけの話でもない。移動の主体を人から
モノに置き換えれば、MaaS は貨物輸送サービス、
物流の利便性向上につながる。

また、人の移動（交通サービス）とモノの移動（物
流）に加えて、エネルギー（電力）を載せて移動
させることで新しい価値を生み出すことも考えら
れる。自動車の EV（電気自動車）化が進展すれば、
EV は人やモノを運ぶだけでなく、エネルギー貯
蔵機能を移動させる価値を持つデバイスとしての
役割を担う可能性も出てくる。

つまり、MaaS のインパクトは、交通、エネル
ギー、インフラ、住宅、電機・通信、小売、金融

などさまざまな産業分野に波及する。このため、
これらの広範な業種の企業が MaaS 進展で生まれ
る新たなエコシステムの構築に参画することが予
想される。移動・輸送サービス以外の周辺サービ
スを統合した、レベルの高い MaaS の誕生を念頭
に置いて、多様な企業が新しいビジネスモデルの
開発に向けて動き出すことになるだろう。

すでに欧米の先進事例では、MaaS と連携したス
マートシティ開発計画が動き出している。MaaS
付き住宅（最寄り駅までのバス・タクシーの乗り
放題利用が家賃に含まれた賃貸住宅サービスなど）
の開発、自動運転や MaaS を取り入れた街づくり
などが検討されている。

結局、MaaS は次世代の都市計画、都市開発の
話、スマートシティ構想へと帰結するのである。
日本ではスマートシティと言えば、環境配慮型都
市と訳されることが多く、環境に配慮した都市開
発と理解されている。しかし、最近の米国では、
IT などを活用して生活の質の改善、通勤の利便
性、都市の持続可能性の向上を実現した都市をス
マートシティと呼んでいる。そして、モビリティ・
サービスや MaaS はスマートシティの中核的な役
割を担うものと位置付けられている。

MaaSの実現は公共交通事業者復権のチャンス
日本では自動車分野における MaaS の取り組み

が大きな注目を集めているが、前述の通り、MaaS
は幅広い産業にインパクトを与えるもので、さま
ざまな業種の企業によって検討・推進されている。

自動車産業よりも MaaS の担い手になるのが容
易な立場にいるのは鉄道会社などの公共交通事業
者である 8。公共交通事業者はもともと「サービ
スとしてのモビリティ」を提供しているため、

7    米国ワシントン州最大の都市シアトルでは、次世代を担うさまざまな公共交通に先行投資を行った結果、2010 年から 17 年の 7
年間で、1 人乗りのマイカー通勤の割合が 35.2% から 25.4% へと約 10 ポイントも減少した（シアトル交通省が 2018 年 2 月に発
表した通勤交通に関する調査レポートによる）。

8    MaaS に詳しい和田憲一郎・日本電動化研究所代表取締役は、「東京のような大都市だと、MaaS プラットフォームの運営におい
て鉄道の遅延情報が不可欠になる。MaaS のプレイヤーの中で、それを一番先に知ることができるのは鉄道会社自身だ。日本や欧
州においてはプラットフォーマーとして鉄道事業者の存在感が大きい」と指摘する（『Wedge』2018 年 9 月号「移動革命 PART3 
変わる「公共交通」の概念」）。
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MaaS の展開を始めやすい。MaaS 実現によって生
まれる創造的破壊は、公共交通事業者にとっては、
これまでマイカーに奪われていた顧客を取り戻し、
自社の事業領域を広げる絶好のチャンスと考えら
れる。

このため、海外でも鉄道事業者が MaaS の有力
な担い手になっていることが多い。国内でも、東
日本旅客鉄道（JR 東日本）、小田急電鉄、東京急
行電鉄などの鉄道事業者がいち早く MaaS への参
入を表明し、関連サービスの開発を積極的に進め
ている。

MaaS関連産業の主要顧客は都市（地方自治体）
これから勃興する MaaS 関連市場に商機を見い

だす企業の立場からすれば、その需要が発生する
のは世界の都市であり、次世代モビリティの主要
な購入主体となるのは都市（地方自治体、国）と
考えられる。

世界で進むクルマの電動化の場合、都市の政策
決定者が技術革新を促すために厳しい環境規制や
産業政策を策定し、それをクリアする技術や製品
を企業が開発することで市場が拡大していった。
MaaS 関連市場の拡大も同様の流れになる可能性
が高い。

MaaS 関連市場に進出しようとする企業は、主
要顧客である都市（地方自治体、国）が策定する
政策に適合しながら、その地域に適合する商品を
開発、提案し、その都市が抱える課題の解決につ
ながるソリューションを提供するといったアプ
ローチが有効と思われる。

自動車メーカーはMaaSにどう対応するか
脱自動車という段階までいかなくても、MaaS が

進めば、モビリティのエンドユーザーは、MaaS の
プラットフォーマーを通じて、カーシェアやライ
ドシェアを利用する形になる。自動車メーカーに
とっては、その配車リストの中に自社の製品がな
ければ、エンドユーザーに選ばれないことにな
る。クルマの実質的な選択権を持つのはエンド

ユーザーでなく MaaS プラットフォーマーとなり、
自動車メーカーはクルマのエンドユーザーとの接
点を失っていく可能性がある

また、MaaS の時代には、技術課題を解決してい
い EV をいかに早く開発するかよりも、EV を中心
とする MaaS のエコシステム（自社が稼ぐ仕組み）
をいかに早く構築するかが重要になってくる。
MaaS の収益モデルは、車両が走っている間に都
市のデータを集積し、データを基にして新しいア
プリケーションを開発し、エンドユーザーに課金
してもらうというものになる。データ収集にして
も、エコシステム構築にしても、自動車メーカー
単独で行うことは不可能であり、それが得意な企
業との連携を進めることが必要になるであろう。

さらに、近い将来成長が見込まれる「自動運
転 × シェアリング」の領域に進出する場合、ライ
ドシェアリングではすでにプロバイダー（米 Uber
や米 Lyft などの IT スタートアップ）の世界の勢
力図が固まりつつあり、自動車メーカーが主導権
をとることは難しい状況にある。自動車メーカー
にとってはどのシェアリング・プロバイダーと提
携するかが重要な選択になる。

一方、自動車メーカーがこれまでの事業の蓄積
を最大限に活かすことができる領域としては、世
界のライドシェアリングのプラットフォームに対
し、多くの完全自動運転車を供給するサプライ
ヤーになるという道が残されている。自動運転技
術を持つ自動車メーカーは、公共交通機関等の弱
点であるラストワンマイルの移動手段を提供でき
るという強みを活かせば、プラットフォームに対
する支配力を発揮できる可能性があるだろう。

3．  再エネの「卒FＩT」／ＶＰＰ（バーチャ
ルパワープラント）

「卒 FＩ T」電力が2019年に発生する
FIT（Feed in Tariff：固定価格買取制度）とは、

太陽光発電などの再生可能エネルギー（以下、再
エネ）の拡大に向けて、再エネによって発電され
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た電力を国が法律によって定めた価格で買い取る
制度である。

わが国では、2009 年に開始された「余剰電力買
取制度」の適用を受けて導入された住宅用太陽光
発電設備が、2019 年以降、順次 10 年間の買取期
間を終えることになる。2019 年から 2023 年まで
に、約 165 万件、670 万 kW が期限切れになる（「卒
FIT」を迎える）とされている。

FIT 制度による買取期間が終了した電源につい
ては、法律に基づく買取義務はなくなるため、こ
れらの設備から生じる余剰電力の買い手が不在に
なることが懸念されていた。しかし、2018 年 12
月までに旧一般電気事業者の全社が「卒 FIT」の
住宅太陽光発電設備を所有する顧客から余剰電力
を買い取ることがほぼ明確になった。ただ、売電
はできても、売電価格がどれくらいになるかは不
明で、現状より下がることは避けられない。

資源エネルギー庁の基本的な考え方としては、
「卒 FIT」太陽光の余剰電力については、「電気自
動車（EV）や蓄電池と組み合わせるなどして自
家消費する」か、「小売電気事業者やアグリゲーター
に対し、相対・自由契約で余剰電力を売る」かの
どちらかの対応を提案している。

「自家消費」と「蓄電池」への関心高まる
こうした環境変化は、住宅用太陽光発電設備を

設置している需要家にとっては、自家消費型のラ
イフスタイルへの転換を図る契機になりうる。発
電した電気を電力会社に安い価格で売るよりも、

「自家消費」に回し、電力会社からの買電を抑えた

ほうが、結果的に利益が大きくなるためである。
自家消費への関心が高まる中、発電した電気を蓄
えて夜間に使う目的から、蓄電池に注目が集まり
つつある。

一方、小売電気事業者やアグリゲーターにとっ
ては、「卒 FIT」太陽光電力の発生は、新たな供給
力と需要を獲得するビジネスチャンスの到来を意
味する。

動き出した「卒ＦＩＴ」関連ビジネス
「卒 FIT」電力の発生をビジネスチャンスと捉え、

すでに大手電力会社や新電力、電機メーカーなど
が動き始めている。2018 年後半から、「卒 FIT 電力」
など再エネ由来電気の買い取りに関する新サービ
スや、二酸化炭素（CO2）排出ゼロである卒 FIT
電力を集めて脱炭素化を進める企業に販売したり
する新事業の検討を発表する企業が相次いでいる

（図表 5 参照）。
自家消費を増やすことで経済性を高めることが

できるため、電力買取ビジネスでは、自家消費を
増やす仕組み（例えば、蓄電池や EV への充電な
ど）を組み合わせた事業提案が増えると予想され
る。

一方、「卒 FIT」電力を調達する側にとっては、
買い取った太陽光電力を卸電力市場に売るより、
電力需要家に直接販売したほうが利益が大きくな
る。また、それを再エネ価値を評価してプレミア
ム価格で買ってくれる企業に販売することができ
れば、さらに収益性が高くなる。

企業名 内容

三井物産と九州電力

FIT 制度の買取期間満了を見据え、住宅用太陽光発電設備を所有する顧客を対象に、蓄電池を用
いて電力の自家消費を促進することで電気料金を低減させるサービスの実証実験開始を発表。
VPP等の技術的知見獲得を目的に、米国ソフトウェアサービス会社Sunverge Energy が開発した
VPPプラットフォームを活用した蓄電池の群制御動作実験も併せて実施予定。

伊藤忠商事と東京電力グループの
ベンチャー企業 TRENDE

FIT 終了後のニーズ狙い、一般家庭向けに AI 技術を活用した次世代蓄電システムの販売を 2018
年 11月より開始すると発表。

エリーパワー、東京電力ホールディ
ングス、関西電力など国内 9社

蓄電池を活用した大規模なバーチャルパワープラント（VPP）構築実証試験を、2018 年 10月後
半より開始すると発表。

中部電力と新電力の Looop 太陽光発電で実績のある新電力の Looop に 2018 年 9月に出資し、FIT 切れ太陽光の買い取りで
連携する。

図表 5　「卒 FIT」関連ビジネスの事例

出所：各社ウェブサイトおよび各種報道を基に作成
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企業のサステナビリティ戦略からも重要性高まる
再エネ

昨今、企業のサステナビリティ戦略という観点
から、再エネの重要度が増している。

再エネを利用することは、温室効果ガス削減に
寄与するだけでなく、再エネの発電コストが世界
的に大きく低下しているため、コスト面で有望な
選択肢となりつつある。

また、事業活動に使う電力のすべてを再生可能
エネルギーによる電力で賄うことを目標に掲げる
企業が加盟する国際イニシアティブである

「RE100」9 が登場し、これへの参画を検討する企
業が増えていることも、企業の再エネ調達を後押
ししている。再エネ調達を自社戦略に位置付ける
企業による「再エネ電気を買いたい」「証書やクレ
ジットを買って再エネ電気を調達したとみなすこ
とができる取り引きを利用したい」といったニー
ズが高まっている。

また、非化石証書（FIT で導入された再エネの
環境価値を証書化したもの。当該証書を実電気と
セットにすることで再エネ電気を調達したとみな
すことができる）が取り引きされる市場が 2018
年 5 月に開設されたことで、企業が十分な量の再
エネを調達できる道が開ける可能性が出てきた 10。

注目集めるVＰＰ（バーチャルパワープラント）
再エネに関連した電力関連のキーワードとし

て、「バーチャルパワープラント（VPP：仮想発
電所）」を取り上げたい。次世代の電力安定供給技
術として注目が高まっている用語である。

VPP とは、多数の小規模な発電所や電力の需要
抑制システムを、通信技術であたかも一つの発電
所のように遠隔制御して機能させる技術で、「仮想

発電所」とも呼ばれる。世界では、電力の自由化・
分散化が進む欧州を中心に、VPP を構築する事業
会社が立ち上がっている。

VPP のメリットは、1 つ 1 つは小規模な発電施
設や制御システムでも、それらを最新の IT 技術
によって連動させることで、電力網の需給バラン
スを最適化できるところにある。大規模な発電施
設を建設する必要がなく、整備も比較的簡単な小
規模の発電施設を効率的に利用できるため、経済
的であるという点も大きな利点である。

図表 6 に VPP のイメージ図を掲げた。

なぜ今、VＰＰか
最近 VPP が注目を集めている背景は、第 1 に、

再エネの普及が進んだことで、電力供給を安定化
させる必要性が増したことがある。2018 年 10 月、
九州電力管内で太陽光発電の規模が大きくなり需
給調整が難しくなるとして、離島以外では国内初
となる「再エネの出力抑制」が実施された。VPP

が普及すれば、再エネを地産地消するために小さ
な電力網単位で柔軟に需給調整することが可能に
なる。

第 2 に、IoT やスマートメーターの普及など、電
力分野のデジタル化が進展し、賢く電力を使うた
めのハードルが低下したことが、VPP 実現への追
い風となっている。

第 3 に、前述した FIT 制度における買取期間終
了が 2019 年 11 月以降、順次到来することをにら
んだ新たな電力プランの開発の一環として、日本
でも卒 FIT 設備を活用した VPP の構築を検討する
企業が増えつつある。

三井物産と九州電力は、VPP 等の技術的知見獲
得を目的に、米国ソフトウェアサービス会社の

9    「Renewable Energy 100％」の頭文字をとった言葉。2014 年に発足し、2018 年 11 月 15 日時点で加盟企業は 155 社。日本企業では、
リコーを皮切りに、計 13 社が加盟している。

10    これまで、日本では FIT を活用した再エネ電気は「環境価値はない（環境価値は、再エネ賦課金を負担した国民に広く薄く還
元したため）」という考えをとってきたため、いくら太陽光発電が増えても、FIT を利用する限り、日本企業は RE100 の目標
達成には使えなかった。しかし、2018 年 12 月、RE100 は、日本の非化石証書を、再エネの発電設備の属性情報を追加した場
合に限り、再エネの電力として認定することを決めた。国際的な基準に照らせば、まだ課題は残っているが、企業の再エネ調
達手段が広がると期待されている。
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Sunverge Energy が開発した VPP プラットフォー
ムを活用した蓄電池の群制御動作実験を開始する
と発表した。

電気事業者においては、分散電源化などの環境
変化に備え、事業モデルの転換が必要との認識が
あり、VPP に関心を寄せている。次世代型の電力
システムでは、発電所や家庭、企業などの需給
データから全体を制御するアグリゲーター（節電
仲介業者）」が主導権を握るといわれており、その
ノウハウの蓄積が課題となっている。

日本の再エネは主力電源化になるか
政府は、2018 年 7 月に改定したエネルギー基本

計画において、再エネを主力電源化することを明
確にうたった 11。ただし、2030 年のエネルギー
ミックスについては再エネ 22 ～ 24％という数字
が据え置かれている。

世界を見渡せば、再エネの価格は急激に下がり
（kWh 当たり 10 円以下が当たり間となった）、化
石燃料や原子力など従来型のエネルギーに対して
価格競争力を持つようになった。また、かつては
天候によって発電が左右される再エネはコント
ロールが難しく、電力系統に統合するのは困難と
されてきたが、近年の技術開発の進展でそれがク
リアされつつあり、再エネの導入拡大が可能に
なった。

こうしたコストの低下と技術革新を背景に、再
生可能エネルギーの大量導入が世界的な潮流と
なっている。パリ協定の目標を達成するためには、
2040 年時点で電力量構成に占める再エネの比率を
50％以上にする必要がある。EU では、2014 年の
時点で最終エネルギー消費における再エネ比率を
2030 年に 27％にすると公表していたが、2018 年
1 月にはさらに目標を引き上げ、2030 年の最終エ

図表 6　バーチャルパワープラント（VPP：Virtual Power Plant） のイメージ

出所：経済産業省資源エネルギー庁ホームページ

11    「様々な課題を克服しながら、再エネを最大限導入する」というこれまでの姿勢から一歩踏み込み、初めて政策において「主力電源」
という言葉を使った。
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12    経済産業省では、2030 年時点で事業用太陽光は 7 円／ kWh、風力は 8 ～ 9 円／ kWh という価格目標を設定している。
13    RPA 市場の予想を超えた拡大ぶりは、アイ・テイ・アール社による 2019 年度の国内 RPA 市場規模の予測値が 2017 年秋発表

の見通しでは 60 億円だったのが、わずか 1 年後の 2018 年秋発表見通し（図表７）では 160 億円へと 2.6 倍以上に上方修正され
たことに反映されている。

ネルギー消費における再エネ比率を 32％にするこ
とで合意している。

こうした世界の潮流を受け、再エネ普及が遅れ
ていた日本でも、ようやく再エネを主力電源にす
るとの宣言がなされた形だ。ただし、日本で再エ
ネが主力電源になるためには、①他の電源と比較
して遜色のないコスト水準に低下すること 12、
②事業用太陽光の 4 割近くを占める 50kW 未満の
低圧の発電所が卒 FIT 後も長期安定電源として継
続稼働していくこと、といった 2 つの課題を乗り
越える必要がある。

2019年は「FＩ T後の世界」が見え始め、
新ビジネスが芽生える

本稿で見たように、2019 年は FIT の買取期間終
了時期が到来する年だが、これを不安や混乱を生
む「2019 年問題」とせず、FIT を主力電源化し、
次世代の電力供給システムを構築するための取り
組みを一気に進めるチャンスとして活かすべきだ
ろう。

2020 年からは非 FIT 非化石証書の取り引きが開
始される予定で、日本でも環境価値を取り引きす
る仕組みが徐々に整備されつつある。2019 年は

「FIT 後の世界」が見え始める年であり、卒 FIT 電
力や環境価値を活用した新しいビジネスの芽が多
数出てくることが予想される。

4．  ＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オー
トメーション）

職場で透明ロボットがあなたの同僚や部下になる
「今月から職場に透明ロボットが配属され、あ

なたの同僚や部下としてオフィスで一緒に仕事を
することになった」

これは雑誌の新年号特集にありがちな「未来の

オフィス風景」の描写ではない。2017 年頃から日
本企業のさまざまな職場に、ずばぬけた事務処理
能力を持つデジタルレイバーが、ホワイトカラー
の作業を代行するスーパー新入社員として採用さ
れるといった事例が現実に起こっており、その導
入企業のすそ野が急速に広がりつつある。

最近導入が進みつつあるこの「透明ロボット」「デ
ジタルレイバー」こそが、RPA と呼ばれるもので
ある。

ＲＰＡとは何か
RPA とは「Robotic Process Automation ＝ロボ

ティック・プロセス・オートメーション」の略語で、
これまで人間にしかできないと考えられていた、
主に知的な事務処理業務をコンピューターに代行
させるためのソフトウェアやシステムのことだ。

ロボットと称してはいるが、RPA には物理的な
筐体はなく、ホワイトカラーの業務を代行し、業
務プロセスを自動化してくれるソフトウェアロ
ボットである。このようなロボットとそれらを活
用した業務改革手法を総称して RPA と呼んでい
る。

RPA という言葉は、2015 年頃から欧米を中心に
使われ始め、ホワイトカラーの作業を効率化でき
るツールとして国内外で導入する企業が増え、成
果を上げつつことから注目を集めるようになった。

日本では、当初は金融・保険業での活用を皮切
りに、小売業、サービス業などでの活用が進み始
め、2017 年以降、幅広い業種へと広がっていっ
た。最近では製造業においても企業規模を問わず、
予想を超えるスピードで RPA の導入が進んでい
る 13。

調査会社のアイ・テイ・アールによれば、日本
の RPA 市場の規模は 2017 年度実績が 35 億円で、
2018 年度は 88 億円となり、2020 年度には 260 億
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円に拡大すると予測している（図表 7）。

作業手順が決まっている定型業務が得意
具体的にどんな仕事をするかと言えば、RPA は

ホワイトカラーの業務のうち、これまで人間が
行っていたパソコンを用いたデスクワークの中の
さまざまな作業を人間に代わって自動で実行して
くれる。例えば、スプレッドシート上にあるデー
タをコピーしたり確認したりして、社内システム
へ入力するといったルーチン作業を、人間が行っ
ている操作に則って自動的に作業してくれるとい
うものだ。

RPA が得意とする業務の例を挙げたのが図表 8
である。作業手順が決まっているような定型業務
に RPA が適用されている。

産業ロボットが人間に代わって工場のラインで
産業を行うが行うのと同じように、RPA は人がパ
ソコンを使って行っていた事務的作業をデジタル

上で代行するため、デジタルレイバーとも呼ばれ
ている。

うまく使えば、ロボットに自分の同僚や部下で
あるかのように仕事を教え、実行させることがで
きる。そしてデジタルレイバーは、昼夜を問わず
24 時間働き続けることができる「疲れ知らずの労
働者」で、人間が指定した通りの地道な作業を、
愚痴もこぼさずこなしてくれる。

日本では「働き方改革」と人手不足が追い風に
RPA が日本で急速に普及した背景には、「働き

方改革」と深刻な人手不足がある。
安倍政権下では、長時間労働が日本経済の足を

引っ張り生産性低下の原因になっているとして、
「働き方改革」が推進されている。これに呼応して、
生産性が低い仕事をする時間をなくし、より生産
性の高い仕事へとシフトする動きを図る企業が増
えており、その一環として RPA 導入の動きが進ん
でいる。

また、そもそも日本は世界で最も高齢化が進ん
でいる国で、生産年齢人口の減少傾向が続いてい
る上、景気回復の長期化も加って、深刻な人手不
足問題に直面している。こうした中で、RPA はホ
ワイトカラーの領域における人手不足の即効薬に
なると期待されることから、需要が拡大してい
る。特に、人材の確保が従来以上に困難になりつ
つある中堅中小企業においては、社員を煩雑な事
務処理から解放し、戦略的な業務に当たる時間を
捻出できるツールとして RPA に期待を寄せる企業
が少なくない。

図表 8　RPAが適用可能な機能

○キーボードやマウスなど、パソコン画面操作の自動化
○ディスプレイ画面の文字、図形、色の判別
○別システムのアプリケーション間のデータの受け渡し
○社内システムと業務アプリケーションのデータ連携
○業種、職種などに合わせた柔軟なカスタマイズ

○IDやパスワードなどの自動入力
○アプリケーションの起動や終了
○スケジュールの設定と自動実行
○蓄積されたデータの整理や分析
○プログラミングによらない業務手順の設定

（注）  RPABANK「【決定版】RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）とは？」（2018年5月14日）を
基に総務省作成

出所：  総務省「RPA（働き方改革：業務自動化による生産性向上）」（メールマガジン「M-ICTナウ」vol.21 2018年
5月第2号

図表 7　RPA市場規模推移および予測
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出所：ITR「ITR Market View：RPA/OCR/BPM市場2018」より作成
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14    RPA ビジネス研究会『RPA ビジネス最前線』技術評論社（2018 年）pp56 ～ 57 による。
15    上掲書 pp68 ～ 69 による。

ＲＰＡはAＩよりも使い勝手がいい
RPA にはもう 1 つ、大きなメリットがある。そ

れは、投資利益率の高さと費用対効果の見えやす
さである。

RPA の開発コストは、従来のソフトウェア開発
に比べて安価である上、人間が行っていた具体的
な作業をそのまま自動化することができるため、
作業時間さえ分かれば、費用対効果がすぐに算出
できるというメリットがある。

RPA が持つこのメリットは、AI（人工知能）と
比較した場合、一段と鮮明になる。AI も RPA も、
人間の手に余るような膨大なデータを圧倒的な速
さと正確さで処理してくれる点では似ているが、
業務効率化の観点から見ると、両者の性格はかな
り異なる。

AI は、人間がルールを教えなくても、大量の
データを学習・解析し、そこに潜んでいるルール
を自ら推論して発見し定義しながら、作業を自動
化していくものだ。また、100％の精度で処理が
できる AI を開発するには、多くの時間と費用がか
かる。さらに、AI が出した答えがなぜそういう答
えになったかというロジックが見えにくいという
特徴がある。

これに対し RPA は、人間が決めたルールをその
まま自動化するもので、人間が判断の仕方や判断
結果に対する処理をすべて指示するものである。
RPA はルール外の処理は何もできないが、ルール
内の処理はすぐ 100％こなしてくれる。

このため、単純作業や小粒業務を効率化して職
場の生産性を上げたいと考える企業にとって、投
資対効果の観点からすれば、AI よりも RPA のほう
が有利かつ有効で、ハードルも低いのである。

名前の付いた仮想社員が業務効率化に活躍
島津製作所の中で医療用機器を手掛けるサービ

ス統括部では、RPA を導入してデータ入力作業を

ロボットに任せることで、書類の作成業務などの
効率化を実現している 14。

同社ではソフトウェアロボットが「バーチャル
社員」として扱われ、「サ統はじめ」と命名され（サー
ビス統括部の所属員だから）、通常の社員と同様に
ID・パスワードが付与され、社員に代わって伝票
データ入力に携わっている。サ統さんのキャラク
ターイラストなども用意され、社内での認知が図
られた。

仮想社員という想定やネーミングによって、ロ
ボットを人間と同じ位置付けで組織を構成したお
かげで、RPA 導入時の障壁が低くなり、早期の展
開がしやすくなったようだ。

自治体でも導入事例が増加
全国の地方自治体においても、RPA の導入が進

んでいる。自治体の業務には、「煩雑だが一定の
ルールに則った処理」が多く含まれるため、まさ
に RPA 適用にうってつけの業務といえる。

自治体では初となる RPA による働き方改革に取
り組んだのは茨城県つくば市である 15。同市は、
NTT データやクニエ、日本電子計算とともに「定
型的で膨大な業務プロセスの自動化」の共同研究
を実施し、RPA 活用による「作業時間の短縮」と「ミ
スの少ない正確で的確な処理」の効果検証を実施
した。

ＲＰＡ導入で陥りやすい弊害
前述したように、RPA には多くの利点があり、

その導入企業が増えているが、もちろんすべてが
うまくいっているわけではない。導入のハードル
が低く、簡便にすぐ始められるため、それが裏目
に出て不適切に導入してしまい、次のような弊害
が出ているケースもあるようだ。
•   RPA を適用する作業項目を多数洗い出して、優
先順位を付けずに走り出したため、何が実際に
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導入され、誰がどこまで使っていて、どれだけ
効果が出ているかを追跡できなくなる。

•   RPA で正確な処理ができることが証明されてい
るのに、現場の人間が重要性の高い案件では人
が確認しないと心配だという気持ちを拭いきれ
ず、紙に結果を打ち出してチェックするなど、
手作業に戻ってしまう。その結果、全体の作業
時間と人員が期待されたほど減らない。
こうした弊害に陥ることなく、成果を上げるに

はどうすればいいか。すでに RPA を導入した企業
の経験から得られた知見としては、RPA で本来見
込めるはずの効果を発揮させるには、①導入前に、
従来の業務プロセス全体を今一度見直し、あるべ
き姿を考えること、②業務の棚卸し・整理を行い、
RPA 導入の目的を明確化すること、③作業手順を

「見える化・標準化」し、RPA 導入環境を整備する
こと、④組織全体のコンセンサスと体制・ルール
づくり、社員の IT リテラシー教育を行うこと、な
どが重要であると指摘されている。

将来的にはより高度な業務が可能になる
RPA は、今後、周辺技術と連携して進化を遂

げ、より高度な業務にも適用できるようになるこ
とが予想される。

現在、RPA を、画像解析技術と OCR（Optical 
Character Recognition：光学文字認識）技術、音
声認識技術、IoT、AI などの技術と組み合わせて進
化させることにより、RPA の適用範囲を非定型の
業務や高度な判断を要する業務にまで拡大しよう
という動きが進展している。

FAX の利用や紙の注文書・発注書、手書き文書
などが業務の中に残っていると、従来は RPA で自
動化ができなかった。しかし、最近では AI を組み
合わせて進化した OCR 技術が登場し、これを使
えばアナログ書類の情報をデジタル化して自動化
業務の中に組み込むことが可能になった。

今後は、AI が自ら反復学習によって学んでいく
機械学習や、人間に近い思考を可能にする深層学
習などで、AI がさらに発達することにより、デジ

タルレイバーがこれまで以上に複雑な知的業務を
担うことが可能になっていくであろう。

ホワイトカラーの仕事は奪われるのか
RPA の急速な普及に伴い、必ず浮上する問題

は、ホワイトカラーの人間の仕事が奪われるので
はないかという懸念だ。

これに対し、大方の識者や RPA 推進派は、次の
ように主張し、心配ないと言う。
〇  単純作業だけの仕事は RPA が担うようになる

が、多くの仕事はもっと複合的であるため、人
が行っている業務のすべてをロボットが覚え、
実行できるわけではない。

〇  人間よりもロボットのほうが得意な業務をロ
ボットに委ね、人とロボットが一緒になって仕
事をこなすことが当たり前の時代になった。ロ
ボットに仕事を奪われるのでなく、人とロボッ
トが共生していく時代になったと考えるべき
だ。

〇   RPA のおかげで、人間は面倒、苦痛、不毛な単
純労働や雑用から解放され、より付加価値の高
い課題やクリエイティブな業務に注力できるよ
うになる。本来やるべき仕事・新しい仕事の創
造・仕事以外の生活の充実など、QOL（生活の
質）を高めることに寄与する。

〇   RPA の普及は、人間の能力を拡張するデジタル
レイバーが社会に浸透していくということだ。
その先には、人とロボットが協働し、より多く
の人が仕事に充実感を持ち、幸せに暮らすこと
ができる社会が開けるはずだ。
筆者も、これらの主張に同意する。しかし、現

在の日本のように、未曾有の人手不足に直面し、
長時間労働是正と働き方改革の推進が国是となっ
ている状況下では、RPA と人の折り合いを付ける
ことはできるだろうが、将来、景気が悪化し、労
働需給が緩和した局面では、「人の仕事を奪うロ
ボット」が社会問題化するのは避けられないと考
える。

とはいえ、幸い、今の日本においては、人と
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RPA がうまく協働していくことは可能であろう。
企業としては、働く人に新しい価値を生み出す仕
事をもっとしてもらいたいはずで、その実現に寄
与する強力なツールが登場した以上、今後は手間
のかかる煩雑な作業をロボットに委ねることが社
会の潮流になることは確実である。この流れにい
ち早く対応し、人間とロボットがうまく協働でき
る環境を戦略的に構築していくことが、これから
の企業にとって重要な課題となるだろう。

AＩとどう向き合うか
一方、「人間の仕事が AI に奪われる」という問

題については、当面は恐れる必要はないようだ。
長年 AI の研究に携わってきた松田雄馬氏によれ
ば 16、AI には「強い AI」（精神・意識を宿す機械）
と「弱い AI」（人間の知的活動の一部を担う機械・
道具）の 2 つがあるが、今日まで人間は弱い AI を
発展させてはいても、強い AI を作ることには成功
していないという。弱い AI をいくら改良しても強
い AI が生まれることがない以上、人間が AI に支
配される心配はなく、人間は AI を自分たちの生活
を豊かにする道具と捉えて積極的に活用していく
姿勢こそが必要と、松田氏は主張する。

前述したように、RPA は AI よりも導入のハード
ルが低く、活用しやすい。企業にとって、RPA を
適切に導入、活用する経験やプロセスは、将来、

AI を活用するための材料や知見を収集、蓄積する
ことにつながる可能性がある。RPA に任せる業務
を明確化し、自動化すれば、その業務に関するロ
グデータを取得でき、先行きこれを AI に投入す
れば、さまざまな分析が可能になる。

RPA の導入は、企業にとって本稿のキーワード
1 のデジタルトランスフォーメーション（DX）の
入門編のステップと言えるが、同時に、AI などよ
り高度なデジタル技術の活用に向けた準備運動や
基礎トレーニングの役割を果たす可能性もあるだ
ろう。

5．イノベーション拠点としての中国

中国はイノベーションが爆発的に生まれる国に
なった

本年 5 番目のキーワードに取り上げるのは、「イ
ノベーション拠点としての中国」である。このと
ころ、中国がイノベーションの分野で世界をリー
ドしつつあり、米国に迫るデジタル先進国となっ
ているほか、AI（人工知能）研究の分野でも躍進
が目立っている。

世界知的所有権機関（WIPO）によると、中国
の特許の国際出願件数は近年急激に伸びており、
2017 年には日本を抜き、米国に次ぐ 2 位に躍り出
た（図表 9）。

16    井松田雄馬『人工知能はなぜ椅子に座れないのか』新潮選書、2018 年

図表 9　国際特許出願件数の上位３カ国の推移
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出所：世界知的所有権機関（WIPO）を基に作成
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米国の MIT テクノロジーレビュー誌が選出した
2017 年の「スマート・カンパニー 50」（革新的な
テクノロジーと効果的なビジネスモデルを組み合
わせた優れた企業 50 社）ランキングには、中国
企業が 7 社も選ばれ、国別には米国の 31 社に次
ぐ 2 番目となった（図表 10）。ちなみに、日本企
業は 1 社も選ばれていない。

また、中国で最初の経済特区の 1 つで、「世界
の工場・中国」の象徴的存在だった広東省深圳市は、
人件費高騰に伴い下請け量産基地としての魅力は
低下しているが、今やデジタル時代に対応した「イ
ノベーション都市」へと変貌を遂げ、新サービス・
新製品が街にあふれる「実験都市」の様相を呈し
ている 17。近年、深圳からは世界的な企業が何社
も誕生している。通信機器メーカーで世界第 2 位
のスマートフォン・ベンダーの華為技術（ファー
ウェイ）、民間用ドローンで世界シェア約７割を占
める DJI、中国最大の SNS「WeChat」を展開す
るテンセントなどがその一例だ。

日本企業にとって、イノベーション拠点として
存在感を増す中国の活力を自社の成長にどう取り
込んでいくかを考えることが重要な課題となった。

日中経済ブームの到来　－両国の関係性は昔と
異なる

現在、1972 年の日中国交正常化以降、5 度目の
日中経済ブームが到来していると言われる。米中
貿易摩擦の激化を背景に、2018 年 10 月には 7 年
ぶりの日中首脳会談も実現し、日中両国の経済関
係は急速に改善が進んでいる。

今回の日中友好ブームにおいては、日中経済関
係における中国の位置付けが、従来のブームの時
とは一変していることを認識すべきである。

従来は、日中間の直接投資といえば、日本から
中国に対して行われるものという固定観念があっ
たが、今や世界レベルの技術力を持った「勝ち組」
の中国企業が、次々と日本に直接投資してくる時
代になった。中国メーカーが従来の OEM（相手
先ブランド）生産を脱却して、競争力のある自社
ブランドを持つ製造企業に変貌した例が多く、そ
れらの企業が今後の技術・業界動向を探るために
日本への拠点設置を検討するケースも増えてきた。

中国の消費者の性質にも変化が見られ、若い世
代を中心に、偽物を嫌い、高くてもいいものを求
める意識が高まっている。

リープフロッグとリバースイノベーションが頻発
する中国

もう一つの見逃せない変化は、今や中国が最先
端のイノベーションが生まれる場としての存在感
を高めつつある点だ。背景には、インフラが未発
達で不便・不満が多く、それを解消したいという
動機が強いこと、規制や既存産業のしがらみが少
ないことなどから、リープフロッグ（カエル跳び）
と呼ばれる現象が起こりやすいことがある。新興
国において、先進国がたどった発展過程を経ずに

（途中の段階を飛び越して）、一気に革新的な技術
や事業モデルが普及する現象のことだ。

同時に、中国発のリバースイノベーションも頻
発している。リバースイノベーションとは、新興

順位 企業名
1 エヌビディア　Nvidia
2 スペース X　SpaceX
3 アマゾン　Amazon
4 トゥウェンティー・スリー・アンド・ミー　23andMe
5 アルファベット　Alphabet
6 アイフライテック　iFlytek　（科大訊飛）
7 カイト・ファーマ　Kite Pharma
8 テンセント　Tencent　（騰訊控股）
9 リジェネロン　Regeneron
10 スパーク・セラピューティクス　Spark Therapeutics
11 フェイス・プラス・プラス　Face ++
25 DJI　（大疆創新科技）
41 アリババ　Alibaba
49 アント・フィナンシャル　Ant Financial
50 バイドゥ　Baidu　（百度）

図表 10　  MIT テクノロジーレビュー誌が選んだ
「スマート・カンパニー 50」（2017 年版）

（注）11位以下は中国企業のみ。 網掛けは中国企業。
出所：MITテクノロジーレビュー「スマート・カンパニー50（2017年版）」

17    永井知美「中国・深圳レポート－世界の工場からイノベーション都市への転換を目指す深圳－」（東レ経営研究所『経営センサー』
2018 年 12 月号）。
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国で開発された、機能がシンプルで低価格の革新
的製品・サービスが、のちに先進国を含む世界に
普及していくというイノベーションの形態のこと
である。

リープフロッグとリバースイノベーションは、
筆者が 2018 年のキーワードでも取り上げた用語
であるが、2018 年は中国発のプラットフォームビ
ジネス（決済の Alipay、WeChatPay、シェアリン
グの Didi、Mobike、AI の Alibaba など）が、リー
プフロッグとリバースイノベーションの事例とし
て世界中から注目されることとなった。

中国ならではの優位性
さらに、イノベーション拠点として、次のよう

な「中国ならではの優位性」がある点を指摘する
ことができる。
①  中国では、知的財産権の保護が不十分な状況が

イノベーションを促進している面がある。安価
なコピー製品が出回ることによって爆発的な需
要拡大が起こる。また、パクリが横行し、信用
できない業者だらけの社会で、どの業者となら
安心して取り引きできるのかが分かりにくい環
境だからこそ、深圳などではそれを指南してく
れるデザインハウスと呼ばれる企業群が登場す
るなど、イノベーションを支援する生態系が構
築されている。

②  加えて、13 億人超の巨大な中国市場をサービス
の展開先とすることで、信用・購買履歴などの
ビッグデータを迅速に蓄積し、AI を使って分析
できる。それだけでなく、個人情報保護の観点
からビッグデータを集めにくいといった制約が欧
米に比べて小さい点も中国ならではの特筆すべ
き強みだ。データ分析結果を個人向けの販売促
進だけでなく、国家機関と結びつけて治安や社
会秩序の維持の目的にも活用できる環境にある。

③  こうした環境下で、サービスが未成熟なうちか

ら市場に投入し、競争と淘汰、修正を繰り返し
ながら短期間で社会に根づかせていくといった

「社会実装型のイノベーション」が促進されるこ
とも中国の特徴だ。

④  現在の中国の政治経済体制は、権力が定めたルー
ルの裏をかく民間企業の自由闊達さを許容する
と同時に、それがもたらす多様性をむしろ体制
維持に有用なものとして積極的に利用してき
た。つまり、「分散的かつ自由闊達な民間経済」
と「法の支配が及ばない権威主義的な政治体制」
が微妙なバランスの上に共存している（ある種
の共犯関係にある）18。

DXで世界をリードする中国
かつては、あらゆる産業のデジタルトランス

フォーメーション（DX）［＝本稿の 1 番目のキー
ワード］で世界をリードしてきたのは米国のシリ
コンバレーだった。しかし、現時点では、上記の
ような独自の優位性を備えた中国の深圳などの都
市が、世界で最もデジタル技術の進化が急速で、
あらゆる産業の DX に向けたイノベーションを
リードする存在となっている。
「言論の自由が抑圧され、法の支配が不在で、

知的財産権が守られないような国ではイノベー
ションは生まれない」というかつての常識は覆さ
れた。

日本企業としては、異形の「イノベーション先
進国」中国との上手な付き合い方を模索し、中国
の活力を自社の成長に取り込んでいくことが重要
である。

中国企業との協業でエコシステム構築を目指す
ドイツ

ドイツは、デジタル時代のプラットフォームビ
ジネスを見据えたエコシステムの構築を目的に、
中国の IT 企業との協業に積極的に動いている 19。

18    梶谷懐『中国経済講義』中公新書、2018 年 による分析。
19    「中国ロボット産業を支える　積極投資も蜜月に影　溶け合う「中国製造 2025」と「インダストリー 4.0」」（『日経エレクトロニ

クス』2019 年 1 月号）を参考にした。
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ドイツは製造業では強いが、デジタル分野では
米国企業が圧倒的に優位であるため、インダスト
リー 4.0 推進のため、高い技術力を持つ中国の IT
企業と手を結ぼうとしている。インダストリー4.0
関連のエコシステム構築のためのさまざまな仕組
みを国際標準化するに当たり、中国を陣営に加え
て国際標準化を優位に進めようという意図がある。

ドイツのこのような中国との付き合い方は、日
本企業も見習うべきであろう。

ただし、2018 年秋になって、独中両国の蜜月ぶ
りに影を落とす出来事が生じている。これまで両
国の協業を主導してきたメルケル氏が 2018 年 10
月のドイツ地方選での敗北を受けて、2021 年の任
期満了をもって首相を退任すると表明したこと、
米中貿易戦争が激化・長期化する可能性が高まっ
ていること、の 2 つの要因が出てきた。

この影響で、今後は、ドイツが技術や情報の流
出などを懸念して、中国との協業に慎重になる可
能性があり、動向を注視していく必要がある。

日本企業はどう対応すべきか
まずは、日本企業は、昔の中国のイメージを捨

て去り、「イノベーション先進国」となった中国の
実像を正しく認識する必要がある。中国製品が「安
かろう悪かろう」だったのは過去の話で、今や国
際的には「高くて良いもの」という認識が広がり
つつある。

また、中国発イノベーションの行儀の悪さに気
を取られて、世界をリードするイノベーション拠
点としての中国の実力を軽視してはならない。新
しいものを社会に投入し、一気に広げようとする
企業の姿勢や、それらの企業が作り出す新しいも
のをひとまず受け入れる社会や政府の態度、中国
企業が持つスピード感や柔軟さを評価し、学べる
点は学ぶことが重要だ。その上で、日本企業は中
国におけるマインドセットと行動を変えていくべ
きであろう。

リープフロッグとリバースイノベーションを起
こしやすい中国において、日本でできていないこ

とをいち早く試し、学習し、修正し、日本に逆輸
入することにより、日本における先進領域での事
業機会を拡大するといったアプローチが考えられ
る。中国発のプラットフォームに積極的に関与し
て、そこでリープフロッグ型のプラットフォーム
ビジネスを創出して、それをリバースイノベー
ションとして先進国や他の新興国に横展開する方
法である。

また、製造企業はグローバルな開発体制の見直
しを行い、深圳などに形成された「アイデアさえ
あれば、大抵の製品をさっさと作れるエコシステ
ム」を効果的に活用することを検討することも必
要であろう。

さらに、最近、中国企業人の間に、偽物を嫌
い、本物を求める志向、品質重視の姿勢、企業の
継続性を重視する姿勢などが芽生えてきているこ
とに注目して、中国企業のビジネス創出力と販売
力、日本企業の技術力とサービス品質を組み合わ
せるなどして、日中両国企業の補完関係による事
業創出を目指すアプローチも有望と思われる。

米国が「中国製造 2025」を標的とし、ハイテ
ク覇権をめぐる対中警戒感を強める中、対中国ビ
ジネスは安全保障の問題につながりやすいため、
企業としては動き方が難しくなったことは確かで
ある。

だが、日本企業が重要課題であるデジタルトラ
ンスフォーメーション（DX）［本稿キーワード 1］
を効果的に推進していく上で、「イノベーション先
進国」中国のパワーを活用していくことは必要不
可欠と考える。日本企業は、中国においてスマー
トシティ、モビリティ、医療、セキュリティなど
の分野で進む AI などデジタル技術の社会実装型
イノベーションの動向を注視し続ける必要があ
る。そして、中国企業と連携し、オープンマイン
ドを持って、「イノベーション拠点」中国で新たな
事業を創出する努力を日本企業は続けるべきだ。

新興国のエコシステムとの連携に活路
新興国がイノベーション拠点になる現象が起
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こっているのは、中国だけではない。日本では十
分に認識されていないが、インドやイスラエルも
世界のイノベーションを牽引する存在として世界
から注目を集めている。

IT 産業が目覚ましい発展を遂げているインドで
は、豊富な IT 人材の存在を強みとして、グローバ
ル企業の開発拠点がバンガロールに集中し始めて
おり、数多くのスタートアップ企業やイノベーショ
ンが生まれる都市として存在感を高めている 20。

また、イスラエルでも、自動運転、AI、サイ
バーセキュリティなどの分野で世界をリードする
技術を持つスタートアップ企業が次々に生まれて
いる 21。米国やドイツ、中国の企業は 10 数年前
からイスラエル企業との M&A や現地事務所開設
を積極的に行っている。

世界の先頭を切って人口減少と超高齢化が進行
する日本が今後も発展していくためには、新陳代
謝が必要である。日本企業も有力スタートアップ
企業やニュービジネスを次々と生み出す中国やイ
ンド、イスラエルのイノベーション・エコシステ
ムにもっと注目し、それと連携、協働することで
新陳代謝と新たな価値創出を実現することを目指
すべきであろう。

（以下、次号に続く）

【参考文献】

1）  神岡太郎（一橋大学教授）「デジタル化と顧客価値

創造（1）～（7）」（日本経済新聞 2018 年 12 月 5

～ 14 日朝刊「やさしい経済学」）

2）  藤原洋『全産業「デジタル化」時代の日本創生戦略』

PHP 研究所、2018 年

3）  高部陽平「テクノロジーの進化、注目すべきテクノ

ロジー」（ボストンコンサルティンググループ『BCG

デジタル経営改革』日本経済新聞出版社、2018 年）

4）  佐々木清「デジタル・トランスフォーメーションを

促す組織とヒトのあり方」（ボストンコンサルティ

ンググループ『BCG デジタル経営改革』日本経済

新聞出版社、2018 年

5）  池永寛明（エネルギー・文化研究所所長）「【起動編】

わが社はいったい何者かを問いつづけよ－再定義の

時代」ウェブコラム　2018 年 10 月 24 日

6）  富士通「グローバル・デジタル革新調査 2018」

2018 年 4 月 18 日

7）  深尾三四郎『モビリティ 2.0 －スマホ化する自動車

の未来を読み解く』日本経済新聞出版社、2018 年

8）  日高洋祐・牧村和彦・井上岳一・井上佳三『MaaS

－モビリティ革命の先にある全産業のゲームチェン

ジ』日経 BP 社、2018 年

9）  泉田良輔『テクノロジーがすべてを塗り変える産業

地図』クロスメディア・パブリッシング、2018 年

10）  和田憲一郎「和田憲一郎の電動化新時代！（30）：

CASE は MaaS ではない、MaaS 実現のための

5 つの要件」（「MONOist」2018 年 11 月 05 日）

        h t t p : / / m o n o i s t . a t m a r k i t . c o . j p / m n /

articles/1811/05/news028.html

11）  日本政策投資銀行「MaaS（Mobility as a Service）

の現状と展望」（今月のトピックス No.291-1）

2018 年 11 月 15 日

12）  井上 岳一「モビリティ革命「MaaS」の正体　第

1 回～第 3 回」（日経ビジネスオンライン 2018 年

12 月 5 ～ 7 日）

13）  牧村和彦（計量計画研究所理事）「MaaS と都市の

未来（戦略フォーサイト）（1）～（13）」日経産

業新聞 2018 年 11 月 27 日～ 12 月 14 日

14）  吉川 欣也・シバタ ナオキ「「クルマのサービス化」

日本の勝機はどこに　テクノロジーの地政学：次

世代モビリティ（シリコンバレー編）」日経ビジネ

スオンライン 2018 年 7 月 4 日

15）  Wedge 編集部（木寅雄斗）「移動革命 PART3 変

わる「公共交通」の概念」（『Wedge』2018 年 9 月

号）

20    武鑓行雄『インド・シフト 世界のトップ企業はなぜ、「バンガロール」に拠点を置くのか？』PHP 研究所（2018 年）に詳しい。
21    米山伸郎『知立国家　イスラエル』文春新書（2017 年）に詳しい。

産業経済



2019.1・2　経営センサー
4949

16）  福田佳之「注目されるクルマの MaaS －自動車メー

カーは新たなビジネスモデルを模索」（東レ経営研

究所『経営センサー』2018 年 12 月号）

17）  平沼光『2040 年のエネルギー覇権 ガラパゴス化

する日本』日本経済新聞出版社、2018 年

18）  資源エネルギー庁「住宅用太陽光発電設備の FIT

買取期間終了に向けた対応」2018 年 9 月 12 日

19）  「エネルギー基本計画を読み解く　再生可能エネル

ギー主力電源化に向けて」（『環境ビジネス』2019

年冬号）

20）  三宅成也「マーケット考察　RE100 はどうする？ 

再エネ電気が買えない現実　太陽光の電気はどこ

へ」（『日経エネルギー Next』2018 年 4 月 13 日）

21）  PwC Japan サステナビリティ・コンサルタントコ

ラム「再生可能エネルギー市場の将来を読むため

のポイント（前編）」2018 年 11 月 16 日

        https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column/

sustainability/181115.html

22）  RPA ビジネス研究会『RPA ビジネス最前線』技

術評論社、2018 年

23）  安倍慶喜・金弘潤一郎『RPA の威力～ロボットと

共に生きる働き方改革』日経 BP 社、2017 年

24）  葉村真樹『破壊－新旧激突時代を生き抜く生存戦略』

ダイヤモンド社、2018 年

25）  松田雄馬『人工知能はなぜ椅子に座れないのか』

新潮選書、2018 年

26）  山井康浩「デジタル BPR　デジタルでビジネスプ

ロセスを変える」（ボストンコンサルティンググ

ループ編『BCG デジタル経営改革』2018 年）

27）  総務省 「RPA（働き方改革：業務自動化による生

産性向上）」（メールマガジン 「M-ICT ナウ」

vol.21 2018 年 5 月第 2 号）

28）  大角暢之（RPA テクノロジーズ代表取締役社長）

「RPA 入門（マネジメント講座）（1）～（10）」（日

本経済新聞 2018 年 9 月 25 日～ 12 月 4 日）

29）  「KEY PERSON　オートメーション・エニウェ

ア・ジャパン代表取締役社長 杉原博茂」（『Weekly 

BCN』2018 年 11 月 26 日）

30）  梶谷懐『中国経済講義』中公新書、2018 年

31）  李智慧『チャイナ・イノベーション－データを制

ずる者は世界を制する』日経 BP 社、2018 年

32）  近藤大介『2025 年、日中企業格差』、2018 年

33）  武鑓行雄『インド・シフト 世界のトップ企業はな

ぜ、「バンガロール」に拠点を置くのか ?』PHP 研

究所、2018 年

34）  米山伸郎『知立国家　イスラエル』文春新書、

2017 年

35）  「中国ロボット産業を支える　積極投資も蜜月に影 

溶け合う「中国製造 2025」と「インダストリー

4.0」」（『日経エレクトロニクス』2019 年 1 月号）

36）  梶谷懐「経済教室　中国・改革開放の 40 年（中）「異

質論」超え独自性議論を」日本経済新聞 2018 年

12 月 13 日朝刊

37）  李智雄「中国国産品の逆襲」（三菱 UFJ 銀行国際

業務部『MUFG BK 中国月報』2018 年 12 月号）

38）  永井知美「中国・深圳レポート－世界の工場から

イノベーション都市への転換を目指す深圳－」（東

レ経営研究所『経営センサー』2018 年 12 月号）

2019年の日本産業を読み解く10のキーワード


