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これから登場する新しいテクノロジー群を 5 つ
の成長エリアに振り分けると、①資源・エネルギー
は、水資源・食から再生可能エネルギーまで、人
類にとって今世紀最大のテーマである（図表 1）。
ミクロは②医療・バイオ、マクロは③航空・宇宙、
そして中間に④モビリティがあって、全ての基盤
に⑤ IT/IoT（モノのインターネット）・AI（人工
知能）・ロボットがある。本稿では、グローバル競
争が激化して “レッドオーシャン” となっている
④モビリティと⑤ IT/IoT・AI・ロボットの二つの
成長エリアで注目すべき新しいテクノロジーを事
例とともに紹介した後、旧来のテクノロジーに“新
たな意味” を見出してビジネス価値を創造する “ブ
ルーオーシャン”（競合相手のいない市場）に光を
当てて、日本企業が歩むべき “第三の道” を提示
する。

中国「雄安新区」〈モビリティ〉
自動運転では、2025 年には、限られた条件下で

の完全自動運転（レベル 4）が実用化される見通
しである。ただし、緊急時に自動運転から人の運
転に切り替えて事故を回避できるのかなど、克服
すべき課題は多い。このトレンドを見据えて、中
国政府は、北京市近郊の「雄安新区」（河北省）で、

AI や自動運転など、次世代テクノロジーを活用し
た環境配慮型のスマートシティを建設すると発表
した（2035 年完成予定）。国家主導の産業振興で
ある。個人の乗用車は全て自動運転にして、大部
分の交通インフラを地下に、歩行者、自転車、巡
回バスを地上に配置する。総面積は東京都に匹敵
する 2,000 平方キロメートルで、総投資額は 2 兆
元（約 35 兆円）である。すでに、モデル地区では、
中国ネット大手の百度（バイドゥ）が中国バス大
手と共同開発した自動運転バス「アポロン」を走
らせている。

“スマートモビリティ”の一つであるドローン（無
人航空機）は、宅配や通販といった消費者への「モ
ノの配達」になると、プライバシー問題や騒音問
題などから、技術面でも規制面でも最も難易度が
高い。米国の技術専門紙『WIRED』の元編集長、
クリス・アンダーソン（2018）は、「産業界の多
くが注目するのは、『モノの配達』ではなく「デー
タの取得」である」（69p）と述べている。データ
の取得では、建設現場などの私有地で、これまで
数人で数日かかっていた作業を数時間で完了でき
る。鮮明な画像データをこれまでの数分の一のコ
ストで取得することができる。
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ハッシュタグ〈IT/IoT・AI・ロボット〉
九州経済連合会の IoT ビジネス研究会では、“産

業観光” の一類型として、“農業 × インバウンド”
のケーススタディに取り組んでいる。香港やシン
ガポールにいちご “あまおう” を輸出して、イン
バウンド客として観光農園を訪れてもらう、と
いった “モノとヒトのループ（循環）” の構築であ
る。その会合の中で、Wi-Fi などインフラ整備の
意見が出るなかで、「それはともかく、インスタに
観光農園の画像をどんどん上げよう！」という結

論になった。インスタグラムは、画像・動画を共
有するスマートフォン・アプリ。台湾では、「テレ
ビは 50 歳代、インターネットは 40 歳代、フェイ
スブックは 30 歳代、そしてインスタグラムは 20
歳代」と評されている。若者主体のアクティブユー
ザー数（月間）は、世界 10 億人、国内 2,900 万人

（2018/11 時点）である。
ここで、インスタグラムでフォロワーを増やす

コツを二つご紹介。一つは、商品やサービスを売
りたいという写真ではなく、カジュアルあるいは

図表 1　テクノロジーの未来年表（2019 年～ 2050 年）
技術・産業（国内） 科学・医療

2
0
2
0
年
代

2019 IT 技術者不足の顕在化 IT/IoT・AI 浮体式洋上風力発電を商業化 資源・エネルギー
2020 家庭用燃料電池の普及 140 万台に 資源・エネルギー 新型基幹ロケットH3 打ち上げ 航空・宇宙

高速道路での自動走行・無人自動走行（一部）＊ モビリティ 日本初の小型月着陸実証機打ち上げ 航空・宇宙
第 5世代移動通信システム（5G）の実用化＊ IT/IoT・AI
メタンハイドレードの開発進む 資源・エネルギー
商用水素ステーション全国 160 カ所に 資源・エネルギー

2021 IoTの市場が 2 兆 5 千億円に IT/IoT・AI
2022 ドローン・デリバリーロボットの配送開始 モビリティ 静止気象衛星「ひまわり9 号」観測開始 航空・宇宙
2023 垂直離着陸で空中を移動する自動車販売開始 モビリティ
2024 家庭用電力の全数スマートメーター化 IT/IoT・AI
2025 バイオマス市場 5,000 億円規模に 資源・エネルギー ロボット手術、放射線治療等によるガン治療 医療 / ロボット

レベル 4 の完全自動運転車が実用化＊ モビリティ デザイナーベビーの技術完成 医療・バイオ
2026 欧州宇宙機関 ESA が地球外生命探査機打上げ 航空・宇宙
2027 キャッシュレス決済比率が4 割に IT/IoT・AI 小惑星1999AN10、地球から 39 万 km に接近 航空・宇宙
2028

2029 IT人材の不足が深刻化 IT/IoT・AI

2030 年代

再生医療の市場が1兆円規模に 医療・バイオ 仮想通貨、電子マネーのキャッシュレス社会（世界） IT/IoT・AI
燃料電池自動車が 80 万台に モビリティ 身体のサイボーグ化が実現 医療・バイオ
AI やロボットの普及で雇用が 735 万人減少 IT/ ロボット 認知症と精神疾患を克服 医療・バイオ
スマート農業が一般化。農業が成長産業に IT/IoT・AI AI の知的生産活動が本格化 IT/IoT・AI
宇宙旅行が大衆化 航空・宇宙 自動運転スマートシティ構想（中国・雄安新区） モビリティ
ロボット産業の市場が 9.7 兆円に IT/ ロボット ナノマシン（超小型カプセル技術）でがん克服 医療・バイオ
労働人口の 49％がAI やロボットに代替可能に AI/ ロボット 超健康な 80 ～ 90 代のオミックス（DNA）医療 医療・バイオ

自動車の 3 分の 1が自動運転車に（世界）＊ モビリティ

2040 年代
～

地上 70 階建の「木造」高層ビル建設 その他 JAXA による超音速旅客機が実用化 航空・宇宙
仮想通貨がグローバルマネーに IT/IoT・AI 有人火星探査が実現 航空・宇宙
レベル 5 の完全自動運転車が実用化＊ モビリティ AI が人類を超える（シンギュラリティ）（2045） IT/IoT・AI
自動運転の市場が4.6 兆円規模に＊ モビリティ 汎用型 AI の使用本格化 IT/IoT・AI
再生医療の市場が 2.5 兆円規模に 医療・バイオ 再生可能エネルギーの発電シェア 37％に（世界） 資源・エネルギー
介護用ロボットの市場が 2,800 億円規模に 医療 / ロボット 臓器を丸ごと作れる再生医療 医療・バイオ
再生可能エネルギーが飽和状態に 資源・エネルギー 裸眼 VR/AR が実現 IT/IoT・AI
宇宙エレベーターの建設（2050） 航空・宇宙 物質の瞬間移動が可能に（2060 ～） IT/IoT・AI
空中を移動する自動車の開発（2060 ～） モビリティ 60 万人火星に移住（2060 ～） 航空・宇宙

（注＊）5G：  通信情報量の爆発的増大に耐えられるネットワークシステムの大容量化を低コスト・省電力で実現
 自動運転：  ドライバー支援について、レベル1～3は有り。レベル4は特定の場所で不要、レベル5はすべて不要

出所： 鍋山徹「シリーズ「技術進歩と日本経済」第2回－技術進歩と起業家精神」日経研月報（2018/12）に加筆
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アートっぽい感じを出すこと。もう一つは、ハッ
シュタグを活用すること。ハッシュタグとは “#

（ハッシュマーク）” を入れたキーワード。世界の
ユーザーとつながるために、いかに関連しそうな
キーワードを挿入できるか、がカギである。イン
スタグラムが規制対象になっている中国では、交
流サイト（SNS）のウィーチャット、口コミサイ
トの Douyin（中国版 TikTok）や小紅書（RED）
に多くの画像・動画が投稿されている。

製造現場にスマートグラス
〈IT/IoT・AI・ロボット〉

2010 年代、常に身近にあるデジタル機器は、ス
マートフォンである。それでは、2020 年代は何
か。その有力候補が AR（Augmented Reality：拡
張現実）対応のスマートグラス。AR は、デジタ
ルのデータやイメージを三次元空間（物理世界）
に重ね合わせる技術である。今は、スマートフォ
ン向け位置情報ゲームの “ポケモン GO（ゴー）”
のような娯楽系アプリが多くの人に親しまれてい
るが、米国のハーバード大学教授であるマイケル
E. ポーター（2018）は、「AR はこれから消費者
向けと産業向けの両方において、はるかに重要な
用途に使われるようになる」（29p）と指摘してい
る。

消費者向けでは、サングラスのように AR 対応
のスマートグラスをかけると、台所のオーブンの
温度やタイマーの残り時間、使用レシピが仮想表
示される。車に近づくとロックの状態、ガソリン
の量、リアタイヤの空気圧の低下を教えてくれ
る。産業向けでは、生産現場で製品の組み立てや
サービスに関する指示が表示されるほか、マニュ
アルや研修を補完・代替する。米国海軍の航空母
艦の設計・建造を担う、ニューポート・ニューズ
造船所では、製造工程の完了前検査で除去すべき
鋼鉄資材を特定して印をつける作業に AR を活用
している。二次元の設計図が空母の実物に重ね合
わせて表示されるため、検査の所要時間が 36 時
間からわずか 90 分に、96％短縮された。全体と

して、製造現場に AR を導入すると、作業時間が
25％以上短くなるのが通例である。

ヤンキーキャンドルと “意味のイノベーション”
新しいテクノロジーによる商品・サービスは、

凄まじいスピードで開発されて拡散しているだけ
でなく、ビジネスの在り方そのものも変わってき
ている。とくにソフトウエア主体の IT/IoT・AI 
分野では、アイデアが生まれたら、すぐに製品化・
サービス化して市場に投入してバグ（不具合）を
修正しながら普及させるビジネス・アプローチで
ある。競合相手が数多く存在する市場である“レッ
ドオーシャン” だ。これに対して、競合相手のい
ない市場である “ブルーオーシャン” を狙うのも、
一つの選択である。イタリアの経営学者ロベルト・
ベルガンティ（2017）が提言した、デザイン・ド
リブン型のイノベーションは、「テクノロジー・プッ
シュ」を伴いながら Why（なぜこれが生活の中に
欲しいのか）を授けることで “意味のイノベーショ
ン” を達成していく。ベルガンティは、これを「技
術が悟る瞬間」と呼んでいる。

1990 年代、米国のロウソク市場の年成長率は
10％を超えた。家庭の光源は電球があるので、ロ
ウソクは必要ない。しかし、人々はロウソクを愛
好している。その意味が変化したからだ。人々が
ロウソクを買うのは、友人を家に招いたり、一人
で過ごしたりするときに、“ぬくもり” を感じられ
るようにするためである。ストレスを軽減する目
的もある。ヤンキーキャンドル（Yankee Candle）
は、1970 年代に米国マサチューセッツ州の町で、
自分の母親のためにロウソクをつくっていた若者
が創業した。ロウは特大ラベルが貼られた分厚い
瓶の中に入っていて、炎は隠れて見えず、使い勝
手はいいとは言えない。150 種類以上の香りには、
ジャスミンやリンゴといった伝統的な花やフルー
ツの香りから、「夏の願いごと」「岸辺の散歩」や「刈
りたての芝生」といったムードを演出する香りま
である。同社は、この香りつき高級ロウソクによ
る「香り空間の創造」のブランド化で業界 1 位へ
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上り詰めた。
図表 2 は、「製品－サービス」と「B to B － B 

to C」の二軸で、“意味のイノベーション” を達成
した事例をマッピングしたものである。北嶋

（2013）は、「任天堂の「Wii」はゲーム機に「誰
もが身体を使って “楽しむ”」を、新潟県燕市 A
社の「IH 対応鍋・ソフィット」は料理鍋に「使い
手への “優しさ”」という新しい意味をそれぞれ付
与している」と分析している。

新しいテクノロジーを活用する「正面突破型」
のビジネス価値創造を “第一の道”、市場のニーズ
をとらえた「環境適応型」のビジネス価値創造を“第
二の道” とすれば、ベルガンティの “意味のイノ
ベーション” は “第三の道” である。日本の産業
構造を俯瞰すれば、先進国やアジア新興国のいず
れの国よりも多種多様な商品・サービスが揃って
いる。“ブルーオーシャン” に光を当てた、旧来の
テクノロジーへの意味の探索による “意味のイノ
ベーション”はビジネス価値創造の特効薬なのだ。
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図表 2　“意味のイノベーション” の事例

出所：  ロベルト・ベルガンティ（八重樫文・安西洋之監訳、立命館大学経営学部DML
（Design Management Lab）訳）『突破するデザイン－あふれるビジョンから最
高のヒットをつくる』日経BP社（2017/7）を基に筆者加筆修正
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