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■  「IoT」や「インダストリー4.0」という言葉を単なる流行語や一過性のブームと見なし

て軽んじてはならない。背後で進行している世界の産業・経済の底流変化をしっかりと

見据えて行動する必要がある。 

■  本稿では、IT（情報技術）の進化と普及により「つながる経済」化が進み、社会全体を

大きく変える局面が訪れており、産業の生態系が一変しつつあることを概観し、この潮

流の一環として IoT やインダストリー4.0 を理解する必要があることを見ていきたい。 

■ 「つながる経済」関連の産業キーワードとして、AI（人工知能）、デジタルものづくり革

命、シェアリングエコノミー等を取り上げ、これらの関連性や産業へのインパクトにつ

いても言及する。 

■  企業は IoT や AI を単なるテクノロジーやサイエンスと考えるのではなく、これらの進

化と普及に伴い、どのような新しいビジネスモデルが出てくるかを洞察することが重要

である。 

■  デジタルものづくり革命により異業種の製造業への参入障壁が下がっているため、製造

業も「つながる経済」の拡大・進化がもたらす産業生態系の変化と無縁ではいられない。 
 
 
 
 

 Ｔ Ｂ Ｒ  産 業 経 済 の 論 点 
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はじめに 

最近、「IoT」（Internet of Things）や「インダストリー4.0」（第 4 次産業革命）という言葉

が新聞やビジネス誌で頻繁に取り上げられるようになっている。これらを単なる流行語、ある

いは一過性のブームと見て、軽んじてはならない。背後で進行している世界の産業・経済の底

流変化をしっかりと見据えて行動する必要がある。 
 本稿では、IT（情報技術）の進化と普及により「つながる経済」化が進み、社会全体を大き

く変える局面が訪れており、産業の生態系が一変しつつあることを概観し、この潮流の一環と

して IoT やインダストリー4.0 を理解する必要があることを指摘したい。また、人工知能（AI）
の活用やシェアリングエコノミーの台頭も、同じ潮流の中で進展している事象であり、製造業

もこれらの変化と無縁ではいられないことを見ていきたい。 
 
「つながる経済」関連の産業キーワード 

グローバルな産業の潮流を認識し、理解するには、業種や業界の枠を越えた業種横断的な視

点から、産業の潮流を俯瞰して捉える必要がある。 
IoT やインダストリー4.0 の本質を理解するには、図表１で掲げた「つながる経済」に関連し

た産業の新潮流を読み解くキーワード群（つながる経済、IoT とインダストリー4.0、異業種間

競争、デジタルものづくり革命、AI、シェアリングエコノミー等）に注目して、広い視野から

現実を大局的に観察するのが効果的である。 
 
「つながる経済」のインパクト 

IT の発展に伴い、世界はどんどんつながりやすくなっている。クラウドがあらゆる情報を結

合し、ヒトやモノがつながる時代となった。あらゆるモノがインターネットでつながる IoT 時

代の到来は、「つながる経済」 がさらに拡大し、活性化することを意味する。 
 

【 新興国の台頭 】

コモディティ化の高速化

デジタルものづくり革命

つながる経済

モノからコトへ

新興国（市場・企業）の存在感アップ

「製造業のサービス化」と「サービス業の
製造業への参入」の同時進行

ロボット×IoT＝次世代ロボット

〇 製造業への参入障壁が低下
〇 従来不可能だったビジネスモデルが実現可能に
〇 起業や異業種参入が容易に

【 ＩＴ（情報技術）の発達 】

（注） ：本稿で主に解説するキーワード

出所 ： 筆者作成

クルマ×IoT ＝ 次世代自動車
（コネクテッド・カー／自動運転車）

異業種間競争の頻発

高度製造業を目指す
新・産業革命

ＩｏＴ ／ インダストリー4.0

人工知能（AI）

シェアリングエコノミー

図表１ 「つながる経済」関連の産業の潮流を理解するキーワード群
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 「つながる経済」になり、様々なモノとモノ、モノとヒトがネットワークでつながると、誰

でも低コストかつ短時間で自分のアイデアを事業化できるようになる。そうなると、新規事業

に参入する場合のハードルが下がるほか、従来不可能だったビジネスモデルが実現可能になる。 
 例えば、多様なアウトソーシングが普及し、クラウドファンディングやクラウドソーシング 1

などの新サービスが登場したのも、「つながる経済」になったからこそ起こった現象である。つ

ながると、いつどこで誰が商品を使ったかを細かく管理して、使用分のみ課金する形態のビジ

ネスが成立するようになるため、売り切り（所有権移転）型だけでなく、多様な貸与・利用許

型ビジネスが登場する。また、利用者の居場所の特定が容易になり、有効活用されていない資

源を共有（シェア）して使うことが簡単にできるようになるため、シェアリングエコノミーが

発展する。 
 さらに、これまでつながっていなかったものがつながると、商品の性格が変わったり、他の

既存商品の機能を代替してしまったりすることが頻繁に起こる。例えば、スマートフォン（ス

マホ）は、もはや単なる携帯電話機ではない。アプリをインストールすることにより、様々な

機能を取り込めるため、スマホに搭載された新機能（ゲーム、カーナビ、電子決済等）、スマホ

を活用した新サービス（タクシー配車サービス、英語学習アプリ等）が次々と誕生し、多くの

従来型製品・サービスの市場を侵食している。 
このように、「つながる経済」になったことで、異分野に新規参入したり、アイデアを事業化

したりすることが容易になったため、様々な分野で異業種間競争が頻発するようになり、業種

の垣根が崩壊しつつある。 
 
デジタルものづくり革命で異業種が製造業に参入 

 IT の進化、「つながる経済」による異業種間競争は従来は非製造業が中心だった。それは、

ものづくりは参入障壁が高かったからだが、デジタルものづくり革命によって状況は一変した。

安価な 3D 工作機械の普及、ネットを使って、多くの人がアイデアを交換しながら共同で試作

品などを開発する仕組みの登場、ネットで設計データを送れば、希望のデザイン通りに造形物

を作成してくれるサービスの登場などにより、異業種やベンチャーが気軽にものづくりに参入

できる時代が来ている。 
 近年、米国 IT 企業による製造業分野への参入やものづくりベンチャーの起業が増えている

のは、この文脈で捉える必要がある。 
 そして今、IoT の普及に伴い、製造業が「つながる経済」の中に組み込まれつつある結果、

国籍、企業規模、業種を超えた、様々な企業が製造業分野に参入し始めたのである。 
 
IoTと第 4次産業革命の登場 

 IoT は、直訳の「モノのインターネット」では意味不明だが、要は機器などのモノにセンサ

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

ことを指す。これまでインターネットに接続していたのは主として PC やスマホなどの情報機

器だったが、それを全てのモノに広げようとする試みだ。 
 ドイツ政府は、2011 年以降、インダストリー4.0（第 4 次産業革命）と呼ばれる、IoT を活

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

1 仕事をしたい人（ランサー）と仕事を依頼したい人（クライアント）とがネット上で直接仕事の取引ができ

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

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

組みである（図表２）。現実（フィジカル）空間とデジタル（サイバー）空間が緊密に結びつき、

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

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

ンターネット」というプロジェクトを推進中で、IoT に積極的に取り組んでいる。 
 
IoTビジネス花盛り 

 今や IoT を活用したビジネスは星の数ほど存在するが、一例を挙げると、民間航空機エンジ

ンで 6 割のシェアを持つ GE は、エンジン以外の飛行データにも GE がアクセスできる保守契

約を結び、世界中の航空機の運航データを収集、解析し、航空会社の効率改善につながるソリ

ューション提案等の事業を展開しようとしている（将来的にはこのビジネスモデルを医療機器

などに広げていくとみられる）。 
コマツ（小松製作所）は自社の建設機械の稼働状況などのデータを収集・送信するシステム

を 2001 年から標準装備として導入しており、これを活用して顧客のコスト削減や生産性向上

につなげるサービスを提供している。 
ダイキン工業は、業務用空調機に取り付けたセンサーから様々なデータをリアルタイムで取

得し、診断を行い、故障を予知するサービスを提供している。  
 
 

図表２ サイバー・フィジカル・システム（CPS）の概念図

出所 ： 産業構造審議会 商務流通情報分科会 情報経済小委員会資料 「中間取りまとめ ～ CPSによる

データ駆動型社会の到来を見据えた変革～」 （2015年4月）
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 ブリヂストンは、タイヤに実装したセンサーで路面状態を判定する技術を道路の保守車両向

けに実用化した（乗用車向けの技術も 2020 年をめどに商品化する計画である）。 
飲料水自動販売機の製造・販売・保守等を手がける㈱オー・ド・ヴィは、製造物の遠隔監視

によるメンテナンス効率化のために IoT を導入している。 
 
IoTの技術面では日本は負けていない 

 日本経済新聞社・日経 BP 社による経営者調査（2015 年 12 月発表）によれば、主要企業の

47％が社内で IoT を使っており、「将来活用したい」を含めると、ほぼ全ての企業が IoT 活用

に意欲を示していることが判明した。 
日本企業の IoT への取り組みは、技術面では米独に後れをとっているわけではなく、むしろ

先行している場合が多い。したがって、IoT と称して鳴り物入りで紹介される欧米の取り組み

の多くは、日本の大企業にとって技術的な新味はない。 
だからといって、「この程度のことなら、日本企業は昔からやっている。何をいまさら騒ぐの

か」という反応をする人は、本質を見逃す恐れがある。IoT を単なる 1 つの技術分野のように

考えてはならない。IoT の本質は「つながる」ことによって何が生まれるかというところにあ

る。「つながる経済」を拡大・深化させるインパクトにこそ注目する必要がある。 
また、技術面では遜色がないが、IoT に期待する役割や導入の目的において日本企業は世界

の動きとは違いがある。日本の経営者は、IoT をオペレーションの効率化やコスト削減をもた

らす「改善」要因と見なす傾向が強く、新たな事業成長の機会と捉える企業の割合が少ないと

いう調査結果がある（図表３参照）。これは IoT には新たなビジネスモデルを生み出す力があ

るという認識が日本企業には乏しいことを意味している。 
 
IoTは産業の世界観・生態系を一変させる 

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

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

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

する必要がある。 
 

新たな収益

源創出

57%

オペレーショ

ンの効率化

／生産性向

上

43%

世界の経営者

新たな収益

源創出

32%

オペレーショ

ンの効率化

／生産性向

上

68%

日本の経営者

図表３ IoTがもたらす効果への期待

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

出所 ： アクセンチュア 「グローバルCEO調査2015」  
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スマホが普及してわずか数年で我々の暮らしを大きく変えた例を見れば、あらゆるものがつ

ながる IoT が世界の産業構造や人々のライフスタイル、社会のあり方に大きな変化をもたらす

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

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

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

向上策・新事業開発」に取り組むだけでは不十分である。 
現状、日本企業の IoT 戦略の多くは、自社の系列に閉じた仕組みであり、現在の業界構造と

既存事業を前提にして、新しい IT を「いいとこ取り」で活用する IoT の導入を模索する動き

にとどまっている。 
これに対し、欧米勢は 1 企業の枠を越えて、広くオープンな IoT システムを構築することを

目指している。既存のビジネス・生産システムの延長線上ではない革新を目指す行動をとって

いる。 
 
インダストリー4.0の本質とは 

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

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

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

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

応もピントはずれだ。 
歴史を振り返れば、産業革命は革新的技術が登場した時に起こるのでなく、その技術が安く

なり汎用化して社会に広く普及した時に起こるものである。IoT の普及により新たな産業革命

というべき潮流が押し寄せているという時代認識や危機感があるからこそ、ドイツはインダス

トリー4.0 を標榜したのだ。 
日本企業の中には、「ドイツが目指すインダストリー4.0 を上回るスマート工場を既に自社で

実現している」という自負を持つ企業も多いだろう。しかし、これは IoT の技術面や工場のス

マート化といった側面だけを見た議論であり、インダストリー4.0 の本質は別のところにある。 
 

図表４　ドイツの「インダストリー4.0」

第１次産業革命
（18世紀後半）

蒸気機関による工場の機械化

第２次産業革命
（20世紀初頭）

電力の活用、分業管理による大量生産

第３次産業革命
（1980年代以降）

コンピューター導入による工場のオートメーション化

第４次産業革命
(21世紀）

スマート工場を中心とした製造業のIoT化

サイバー・フィジカル・システム（CPS）＊による自律化

出所 ： 各種資料を参考に作成

（注）＊サイバー・フィジカル・システム（CPS）とは、現実世界とサイバー（電脳）世界が緊密に結び

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

や自動運転で自動車分野を支配し、ドイツの自動車産業が将来競争力を失うかもしれないとい

う危機感であった。そして、IT がもたらす産業生態系の変化に適応して生き残るために、１企

業の枠をはるかに超えた生産システムの最適化に取り組み始めたのである 2。 
IoT による産業の革新に取り組んでいるのはドイツだけではない。米国では GE、シスコシ

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

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

を含む全ての産業の変革を推進しようとしている。 
 
日本の製造業の強みを無力化する可能性 

こうした米独が提唱する新たな産業革命は、「擦り合わせ」に代表される日本の製造業の強み

を無力化する可能性がある。 
異国や異業種の他社の IoT 戦略によって既存の産業構造が今後変化して、自社の既存事業が

脅かされるリスクを察知して、生き残り策を考える必要がある。特に大企業にとって、この点

は重要だ。なぜなら、既存の業界秩序を壊すような破壊的イノベーションを起こすのは、多く

の場合、社歴の長い大企業ではなく、小さくて新しい企業だからである。したがって、IoT 時

代の大企業のイノベーション戦略は、他社（異業種、新参企業）が破壊的イノベーションを起

こした時の既存事業の防衛戦略 を、先手を打って講じることが重要となる。 
 一方で、IoT の進展は日本企業にとってチャンスでもある。ソフトウェアやデジタル家電な

どの分野で国際競争に敗れてきた日本にとって、ハードとソフト、サービスが融合する IoTは、

日本が誇る「強い現場力」や「ぴったり／安全・安心／かゆい所に手が届く」ものを提供する

力などを活用して、巻き返しを図る絶好の機会になりうる。 
 日本企業は、米独の新たな産業革命への取り組みを注視し、対抗策を講じる必要がある。日

本は個々の企業が得意分野で独自に頑張るスタイルが多いが、米独は協業領域では他社と協力

して、オープンプラットフォームで技術を外部に開放する仕組みを整えつつある。日本企業も、

IoT 時代の産業生態系や競争ルールの変化を見据え、自社の殻に閉じこもることなく、オープ

ンプラットフォームを活用して仲間づくりをしながら、新時代に即した事業モデルの創造に中

長期的な戦略を持って取り組んでいくべきであろう。 
 
人工知能（AI）の産業への活用が急展開 

最近、「つながる経済」による産業生態系の変化を加速させる事象がさらに 2 つ付け加わっ

た。それは、「人工知能（AI）」と「シェアリングエコノミー」である。 
人工知能（AI: Artificial Intelligence）とは、「見る、聞く、話す、考える、学ぶ」など、人

間が持つ様々な知的能力を、コンピューターやロボットなど各種マシンの上で実現する技術の

ことである。技術進化の歴史から見ると、現在は「第 3 次 AI ブーム」といわれ 3、今回のブー

ムの背景には、ディープラーニング（深層学習）4の進化という技術的ブレークスルーがある。 

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

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

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

軟なプラットフォームづくりに不可欠な規格の標準化の主導権をとろうとしている。 
3 第 1 次ブームは 1950 年代、第 2 次ブームは 1980 年代に訪れた。 
4 生物の脳の仕組みをまねて人工的に再現したニューラルネットワーク（機械学習や神経科学などの分野で扱

われる計算モデルで、ニューロンと呼ばれる計算単位をネットワーク状につなげた構成をしている）の一種。 
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AI の急速な技術発展に伴い、AI の応用分野は広がりを見せている（図表５）。2020 年には

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

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

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

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

多数のユーザーが投稿する膨大な写真を自動的に選別する技術などが開発された。 
AI の産業への活用は幅広い領域に及んでいる。完成車メーカーのみならず、大手部品会社、

米グーグルをはじめとする IT 企業やベンチャー企業が競って開発中の自動運転技術、米 IBM
が開発を進める認知型コンピューター「ワトソン」（金融機関などが店頭オペレーター業務のア

シスタントとして導入している）などが代表的な活用事例だが、このほか、法律事務所での訴

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

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

度なサービス分野への活用が始まっている。 
 
AI分野への投資競争がヒートアップ 

近年、世界的な IT 企業によるAI 分野への投資競争が過熱している。 
グーグルは、深層学習の第一人者であるジェフリー・ヒントン氏（トロント大学）率いる

DNNresearch を 2013 年に買収、2014 年にはディープマインド・テクノロジーズという AI
関連ベンチャー企業を買収するなど、積極的な M&A と人材の囲い込みを推進している。 

IBM も、AI の領域で、前述の認知型コンピューター「ワトソン」など、三つの大型プロジ

ェクトを同時に走らせている。 
 
 

2014 203020252020

画像認識
音声認識

マルチモーダル
(複数）な認識

行動と
プランニング

行動に基づく
抽象化

言語との
紐付け

蓄積した言語知識の
計算機による獲得基礎技術

認識精度の
向上

感情理解
行動予測
環境認識

自律的な
行動計画

環境認識能力の
大幅向上

言語理解 大規模知識理解技術発展

応用分野
広告
画像からの
診断

Pepper
ビッグデータ
防犯・監視

自動運転
農業の自動化
物流
ロボット

社会進出
家事・介護
他者理解
感情労働の代替

翻訳
海外向けEC（商取引）

教育
秘書
ホワイトカラー支援

図表５ 人工知能（ＡＩ）の技術発展と応用分野

出所 ： 総務省 「インテリジェント化が加速するICTの未来像に関する研究会」 松尾豊氏（東京大学教授）説明資料 をもとに作成  
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フェイスブックは、2013 年、深層学習のパイオニア、ヤン・ルカン氏（ニューヨーク大学）

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

化し、ベンチャーや研究機関をサポートする戦略を推進している。 
日本企業も AI 研究に注力し始めた。図表６に示すとおり、トヨタやリクルートが米国に本

格的な AI の研究開発拠点を設置している。 
 
IoTと AIは単なるテクノロジーではない 

AI の普及は IoT と密接に関係している。IoT が広がり、様々なモノがインターネットでつな

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

的に蓄積される膨大なデジタル情報を AI によってリアルタイムで分析することが可能になっ

た。こうして、人間の五感では感知できなかった情報を取得し、これらを AI に入力して、人

間には見つけることができない意味やパターンを認識できるようになったのである。 
 IoT と AI の結合がもたらす未来図は SF の世界ではなく、既に起こっているか、近い将来現

実になるものである。したがって、AI は単なる流行の技術分野ではなく、人類の生活や産業の

あり方を一変させる一大潮流と考えるべきだ。企業は AI を単なるテクノロジーやサイエンス

と考えるのではなく、AI の出現でどんな新しいビジネスモデルが出てくるかを洞察することが

重要である。 
 

 
 

図表６　日本企業のＡＩ研究への取り組み

社名 内容

　トヨタ自動車

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

　リクルートホールディングス

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

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

　Preferred Networks（PFN）

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

出所 ： 各種資料をもとに作成  
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急成長するシェアリングエコノミー 

人々の間で様々なモノの共有（シェア）を仲介するビジネス、個人の遊休資産や時間を他人

のために活用する個人間取引の橋渡しをするビジネスが、世界規模で台頭してきた。その 2 大

巨頭が、個人の空き部屋の時間貸し（民泊）をネットで仲介する米エアービーアンドビー

（Airbnb）と、スマホで好きな場所に一般ドライバーが運転する車を呼んで目的地まで乗せて

もらえるサービス（ライドシェア）を仲介する米ウーバー（Uber）である（図表７）。 
こうした経済活動はシェアリングエコノミー（共有型経済）と呼ばれ、新たなビジネス・消

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

に乗り出す事例も増えている（図表８）。 
 シェアリングエコノミー成長の原動力は、IT による「つながる経済」の拡大・深化である。

インターネットとスマホが普及し、IoT 時代が到来したことで、利用者の居場所の特定が容易

になり、有効活用されていない資源（リソース）を共有（シェア）して使う方法が編み出され、

それを選択すればコストを削減できる仕組みが新たに登場してきたことが大きな要因である。 
 

出所 ： 総務省 「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への

人々の意識に関する調査研究」（2015年）

図表７ Airbnb と Uber のサービスイメージ
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図表８　シェアリングエコノミー事業を展開する日本企業の例

サービス名 企業名 内容 開始年

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

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

2015年

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

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

2014年

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

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

2015年

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

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

2013年

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

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

2015年

出所 ： 各種資料より作成  
 
 
世界中でシェアリングエコノミーが拡大し、「所有」から「共有」に向かう消費行動が広が

っている理由は、必ずしも価値観の変化ではない。大量消費社会に反旗を翻して、あるいは環

境負荷を減らそうとして、シェアを選ぶ人が急増したわけではない。若者など特定世代の価値

観や嗜好の変化というよりも、IoT によって新たに登場した共有型の消費形態が人々に経済合

理性から選ばれている結果、シェアリングエコノミーが急拡大しているのだ。 
したがって、シェアリングエコノミーの成長は一過性のブームではなく、不可逆的な流れと

捉えなければならない。 
 
限界費用ゼロ社会の衝撃 

文明評論家で、メルケル独首相をはじめ世界各国首脳のアドバイザーを務めているジェレミ

ー・リフキン氏は、著書『限界費用ゼロ社会』の中で、シェアリングエコノミーの台頭によっ

て従来型資本主義における企業の利益は減少すると指摘している。 
IoT によってコミュニケーション・エネルギー・輸送のスマートなインフラが形成され、効

率性と生産性が高まったことにより、モノやサービスを 1 単位追加で生み出す費用（限界費用）

がほとんどゼロに近づき、新たに出現した「協働型コモンズ」という空間でそれらのモノやサ

ービスをシェアすることが可能になった。「コモンズ」とは封建時代のヨーロッパの農村で、

農民たちが共有した牧草地や水車小屋などのことで、そこで共に働き（協働）、生活の糧をシ

ェアした場所だ。IoT 時代が到来したおかげで、多数の人がネットワーク上で対等な関係で通

信するソーシャルネットワークが形成され、協働型コモンズが出現した。こうして、限界費用

がほぼゼロでシェアされる財とサービスが増加すれば、第 2 次産業革命以来確立されていた企

業の収益モデルが崩壊すると、リフキン氏は指摘する。 
 現に、民泊ビジネスやライドシェア（車の相乗り）サービスの台頭など、シェアリングエコ

ノミーの成長によって、既存産業の利益が侵食される事例が発生している。 
 製造業はシェアリングエコノミーとは関係がないと考える人がいるかもしれないが、それは

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

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

ライチェーンの変化を通じて、早晩製造業にも及んでくることが予想される。 
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むすび －製造業もオープンな連携が不可欠 

 以上、本稿では、IoT、インダストリー4.0、デジタルものづくり革命、AI の進化、シェアリ

ングエコノミーの台頭などにより「つながる経済」が拡大・深化しており、産業生態系の変化、

経済社会のパラダイムの転換が生じており、異業種間競争が頻発する時代となっていることを

見てきた。 
IoT とインダストリー4.0、AI、シェアリングエコノミーなどは、それぞれ別個のキーワード

（注目分野）のように見えるが、実は相互に密接に絡み合っており、いずれも「つながる経済」

化を加速し、産業の地殻変動をもたらすものである。 
 自動車であれロボットであれ、IoT 化とAI の導入、シェアリングエコノミー事業の拡大が進

んで、「つながる経済」圏に入れば、もはや業種の垣根も製造業と非製造業の区別もなくなる。 
 これを象徴する一例を挙げれば、米国ラスベガスで毎年 1 月に開催される世界最大の家電見

本市CES（Consumer Electronics Show）では、2 年ほど前から家電は脇役となり、展示の目

玉は自動運転や AI に移っている。基調講演には自動車メーカーや動画共有サービスベンチャ

ーの CEO が登壇し、多様な企業が様々な分野の展示を行い、まさに業種の壁を越えた技術革

新の「るつぼ」と化している。こうした実態を受けて、主催団体の「全米家電協会（CEA）」

は、組織名を「全米民生技術協会（CTA）」に変更することを発表した。 
 クルマが IoT の一端末になり、自動運転の実用化が見えてくれば、クルマは所有するもので

なく、必要な時に利用する機器になり、自動車のサービス化が加速する。これを見据えて、米

GM は 2016 年 1 月、カーシェアリング事業に本格参入すると発表した。米フォードもカーシ

ェリング大手のジップカーと提携して「交通サービス」事業を開発し始めた。 
 「つながる経済」がもたらす産業生態系の一大変化に適応して生き残るためには、日本企業

も自社の殻に閉じこもることなく、戦略的にオープンな連携を進めて、IoT 時代に即したビジ

ネスモデルの革新に取り組む必要があろう。 
 
 
 
 

（ご注意） 
・当資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、東レ経営研究所はその正確性を保証するもので
はありません。内容は予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。 

・当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。当資料に
従って決断した行為に起因する利害得失はその行為者自身に帰するものといたします。 
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