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Point
❶ 本稿では、年頭に当たり、2018 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とらえることを重視している。
❸ 2018 年のキーワードを 10 個挙げると、以下のとおりである。後編の本号では、これらのうち
6 〜 10 を取り上げる。
1． 製造業のサービス化
2． 人とロボット・AI の協働
3． リープフロッグ／リバースイノベーション
4． EV シフト
5． モビリティー革命
以上は前号（
「経営センサー」2018 年 1・2 月号）掲載
6． 人生 100 年時代の新市場
7． ESG 投資／ SDGs
8． バイオエコノミー
9． ブロックチェーン
10． 大企業とスタートアップの連携

口の比率が 21％超）に、日本は 2007 年に既に到

6．人生 100 年時代の新市場
100 歳時代がやってくる
日本は、世界の先頭を切って、本格的な高齢化
社会に突入している。
国連の定義による「超高齢社会」
（65 歳以上人
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達。2016 年 10 月時点で、
「4 人に 1 人が高齢者（65
歳以上）
」となり、2035 年には、
「3 人に 1 人が高
齢者」となる。世界でも類を見ない超長寿社会を
経験することになる。
政府の人口推計によれば、2015 年に 50 歳だっ
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た人の 10 人に 1 人は 100 歳まで生きる。

「超長寿社会」を世界に先駆けて迎える日本は、

日本人の平均寿命は、2065 年には男性が 84.95

単線型ではない、多様な「人生の再設計」が可能

歳、女性が 91.35 歳まで延びる可能性があるとい

な社会をどうつくっていくか、教育や雇用制度、

う 1。これに伴い、100 歳以上の「百寿者（センテ

社会保障などの国の制度はどうあるべきかを真剣

ナリアン）
」が今後大幅に増えるのは必至である。

に考える必要がある。

百寿者は、統計を取り始めた 1963 年には 153 人

政府は、こうした人生 100 年時代を見据えた経

しかいなかったが、2017 年 9 月には 67,824 人（う

済社会システムを創り上げるための政策のグラン

ち女性が 59,627 人）となり、特別な存在ではなく

ドデザインを検討する会議として、2017 年 9 月、
「人生 100 年時代構想会議」を立ち上げた。

なっている。
世界的に、今の子どもたちにとって 100 歳超え
は当たり前のことになりそうだが、とりわけ長寿
国の日本では、2007 年生まれの子の半数が 107 歳

高齢化が進む社会はイノベーションの宝庫
高齢化が進む社会は、課題が山積しているが、
それは裏を返せば、ビジネス機会がそれだけ多く、

まで生きるとの予測がある（図表 1）
。

イノベーションの宝庫であることを意味する。
図表 1

2007 年生まれの子の半数が達する年齢
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齢社会が生み出すイノベーションを図表 2 に示す
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（備考）米カリフォルニア大バークレー校、独マックス・ブランク研究所
調べ
出所：リンダ・グラットン『ライフ・シフト 100 年時代の人生戦略』
2016 年、41 頁図 1-1

図表 2

新しい財・サービスのイノベーションか、制度の
イノベーションかで 2 分している。この 2 軸で区
分されるマトリックスに対応した 4 類型につい

高齢化が生むイノベーションの類型マトリックス

財・サービスのイノベーション
病弱な人

・遠隔医療サービス
・介護施設でのロボット活用
・人工知能の活用
・見守り装置
・創薬・再生医療
・高齢者向け住宅

制度のイノベーション
・遠隔医療サービスのための制度改革
・介護施設でのロボット活用のための制度改革
・混合介護
・新しい地域支援事業
・在宅・遠隔医療
・見守りと市民後見

健康な人

・ライドシェアリングのための制度改革
・ライドシェアリング
・ICT 活用（モノのインターネット、人工知能） ・旅行業務に関する資格制度改革
・シニアハローワークのための制度改革
・自動運転車
・シルバー人材センターの規制改革
・シニア向け旅行サービス
・高齢者雇用の規制改革
・シニア専門デパート
・就労モザイク
・シニアフィットネス
・有償ボランティア
・生涯学習サービス
出所：吉川洋・八田達夫 『「エイジノミクス」で日本は蘇る』 2017年、30頁を一部省略

1 2016 年の日本人の平均寿命は男性で 80.98 歳、女性で 87.14 歳と、男女とも香港に次いで世界 2 位である。
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て、それぞれどのようなビジネス機会があるかを
簡単に見てみたい。
①病弱な人のための財・サービスのイノベー
ション
老いの期間を明るく過ごすための、創薬、
介護施設等でのロボット利用、遠隔医療サー
ビス等が求められる。
②健康な人のための財・サービスのイノベー
ション
AI（人工知能）や IoT、シェアリングエコ
ノミー等を活用して、高齢者の能力を拡張す
るタイプのイノベーションが生み出される可
能性が広がっている。

の実現のためには制度改革が不可欠である。
例えば、遠隔医療サービス実現に向けでは、
これまで規制の柱としてきた「対面診療」と
いう原則を外す制度改革に取り組む必要があ
る。
また、介護施設でのロボットの活用を促す
規制改革や、混合介護 3（介護保険内で提供
されるサービスと介護報酬の対象ではない保
険外のサービスとを合わせて提供する介護
サービスのこと）の解禁といった制度のイノ
ベーションが求められる。
④健康な人のための制度のイノベーション
労働力の移動を促進し、元気なシニアの誰

過疎地に住む高齢者の移動手段としてのモ

もが働き続けられる社会をつくるための制度

ビリティーサービス、シニア向けの新たな旅

改革が求められる。現行の雇用制度のもとで

行サービス等が開発される。

は、健康な高齢者は十分に活用されていな

「介護予防」も今後拡大が予想される分野で

い。高齢者の労働供給を活用できるようにす

ある。最近のシニア層は、自分が要介護にな

るためには、制度のイノベーションが必要で

らないための取り組みを日ごろ行うように

ある 4。

これに伴い、介護予防市場が拡
なっている 2。

「100 歳まで生涯現役」時代に対応したリカ

大しつつある。健康診断とジムを組み合わせ

レント教育の仕組み（生涯にわたって教育と

た「メディカルフィットネス」等の事業開発

就労を交互に行うことを奨励する教育システ

が進むと予想される。

ム）の構築も課題となる。

アンチエイジング医療も有望分野である。

健康な高齢者の移動・旅行を促進するため

海外の美容整形は外面の施術が中心だが、日

の制度のイノベーションも期待される。株式

本では内面（人間の体の本質的なところ）か

会社や個人がライドシェアリングサービスを

らの改善を目指す抗加齢医学が進んでいると

提供することを阻害しない制度が求められ

いう特徴があり、医療ツーリズムにおいても

る。

強みとなる可能性がある。
③病弱な人のための制度のイノベーション

IoT・AI・ロボットと親和性が高い

脱「要介護」に向けて、シニアをケアする

こうして見ていくと、
超長寿社会はイノベーショ

新しいビジネスが生まれる余地があるが、そ

ンの種の宝庫だが、そのイノベーションが実現し

2 阪本（2016）
、238 頁 図表 38（出典：博報堂新しい大人文化研究所調査、2015 年）によれば、
「要介護にならないために日ごろ
何らかの具体的取り組みをしている」人が 60 代では 83.2％にのぼっている。
3 現在の介護保険法では、公的制度が私的サービスの提供を援助するのは望ましくないとの理由で、混合介護が実質的に禁じられ
ている。混合介護が可能であれば、介護保険からの給付費を変えることなく、介護士の時間単価を上げることができる。例えば、
良質なサービスを提供するサービス介護士に指名料を払って介護を依頼することができるようになれば、介護士全体のモチベー
ションの向上につながると考えられる。
4 例えば、ハローワークにおける高齢者に限定した労働力募集の解禁、5 年後に有期雇用契約を更新できない雇用規制を高齢者に
対してのみ緩和することなどが期待される。
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て新市場が誕生するためには、規制改革など制度

産業用ロボット大手の安川電機は、2025 年の主

のイノベーションに踏み込むことが避けて通れな

力事業領域の 1 つに医療・介護を選び、ロボット

い課題であることがよく分かる。人生 100 年時代

技術を応用したリハビリ装置を発売している。同

を見据えた経済社会システムをつくるためには、

社のリハビリ装置事業は、2000 年代初頭に商品化

政府は規制改革に本腰を入れて取り組む必要があ

され、その後中断されていたが、2013 年に発表し

る。

た中期計画において主力事業として復活した。

また、高齢化社会に対応したビジネスは、
「医療・

介護ロボット市場が成長しているのは日本だけ

介護 ×IoT ・ AI ・ロボット・シェアリング」など、

ではない。欧州や中国においても、高齢化の進展

第 4 次産業革命期の新しいテクノロジーが活用で

に伴う介護需要の増大を背景に、介護ロボット市

きる領域が多いことに気付かされる。

場の拡大が見込まれる。

実際、IoT ・ AI などの技術を実装したビジネス
が、最近続々と登場している。

特に中国では、2015 年に打ち出した製造強国を
目指す政策「中国製造 2025」の一環として、2016

例えば、ベッド等にセンサーを組み込んだ見守

年に「ロボット産業発展計画（2016 〜 2020）
」を

りサービスが数多く開発されている。センサーに

発表し、ロボット産業の育成と普及に注力してい

よって高齢者の起床などの行動や脈拍などの身体

る。政府による医療サービス改革「健康中国 2030

データを取得し、転倒防止、異常行動の検知、体

年計画」も推進されており、介護ロボットの市場

調異常の早期発見につなげる取り組みが進んでい

規模は、2030 年に 2,022 億元（約 3.4 兆円）に達

る。

するとの予測もある 6。

介護者の負担を軽減するロボットスーツや、高

中国では公的介護保険制度が整備されていない

齢者の相棒となるペットロボットやコミュニケー

が、現在、2020 年までの導入を目指し、上海など

ションロボットの開発事例も多い。また、いわゆ

15 の都市で介護保険制度の試験導入が実施されて

る「おしゃべり家電」も、将来的には高齢者向け

いる。ロボット・ AI を活用したサービスが公的保

コミュニケーションロボットへと発展していく可

険の適用対象となれば、中国の介護市場が一気に

能性がある。

拡大する可能性がある。安川電機は、2017 年、中
国子会社が中国家電大手の美的集団と提携して、

介護ロボットなど自立支援機器の需要が拡大
歩行支援ロボット、排泄支援ロボット、入浴支

中国で介護ロボットの生産・販売に乗り出してい
る。

援ロボットについては、2016 年以降（2015 年度

中国で拡大する介護ロボット市場を開拓する日

補正予算以降）
、介護ロボット導入支援事業におけ

本企業の動きが、今後活発になることが予想され

る補助金制度が導入されたことが追い風となって、

る。

市場が拡大しつつある。
市場調査・コンサルティング会社のシード・プ

超長寿社会で生まれるモビリティー市場

ランニングによれば、日本における介護ロボット

「東京モーターショー 2017」の主催者テーマ展

などの自立支援機器の市場規模は、2025 年には

示「TOKYO CONNECTED LAB 2017」では、複

8,356 億円と、2020 年予測（415 億円）の約 20 倍

数の企業が、超高齢社会における人の移動を支援

に拡大する見通しである

5。

する機器群を展示していた 7。

5 シード・プランニング プレスリリース「高齢者・障がい者の次世代自立支援機器、市場動向」
、2017 年 8 月 17 日。
6 西安交通大学「中国介護ロボットの市場需給と産業の発展」
。
7 青山（2018）の指摘・分析を参考にした。
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高齢者にとって、加齢の進行とともに心身の機

「人生下り坂」感に浸り余生を送るのでなく、
「人

能が低下することは基本的に避けられない。そう

生これから」感を持つ「生涯現役」のシニア層が

した中で、超高齢社会における人の多種多様な移

急速に増えている。

動を支援する手段の開発・提供は有望市場として
注目される。

すでにわが国の 50 歳以上の消費行動は、かつ
ての同年代と比べて劇的に変化している。
「大人の

本稿「2018 年キーワード」の 5 で挙げた「モビ

バイク」
「大人のスポーツカー」
「大人のロック」
「大

リティー革命」は、人生 100 年時代の新市場創出

人のビール」
「大人の街歩き」
「大人旅」など、さ

とも親和性の高い動きといえる。

まざまなカテゴリーで新たな大人文化が育ち、新

高齢者向けに新たな移動手段が開発・提供され
れば、ユーザーの低下した運動能力を補って物理
的な移動を可能にするだけでなく、
移動の実現（同

たなボリューム市場が立ち上がりつつある。
しかもこれらの市場は、2 世代、3 世代に伝承、
共有されていく可能性がある 9。

窓会への参加、孫の結婚式への参加、子・孫・ひ

企業がこの新たなボリューム市場を開拓するに

孫の 4 世代での食事会等）から得られるユーザー

は、60 代以上の「生涯現役」層にとって、魅力的

の QOL（生活の質）の向上、生きがいの獲得など

な「新しい大人」のライフスタイル提案を伴う商

の価値が生まれるだろう。

品・サービスを開発できるかどうかが鍵になるだ
ろう。

「新しい大人市場」というボリューム市場が
誕生

この観点から、人生 100 年時代のマーケティン
グでは、シニアの「新しい大人」層の立場になっ

いま、日本に「新しい大人市場」という成長市

てきめ細かいニーズをくみ取ることが不可欠とな

場が誕生していると、博報堂の阪本節郎氏は指摘

る。
「新しい大人」層の顧客の気持ちを理解するに

している 8。

は、
「新しい大人」層を雇用するのが有効と考えら

これまで 60 代以上の層は、一部を除いて家庭
でも社会でも脇役だった。リタイアしたら脇役と

れる。企業が高齢者の生涯現役層を戦力として雇
う仕組みを整備することが課題になるだろう。

なり、支えられる高齢者になった。それが今や、
会社はリタイアしても社会はリタイアせず、生活
者としては主役であり、支える側であり続けると
いう方向に、社会全体が大きく変化しつつある。
既に 2012 年に改定された政府の高齢社会対策

7．ESG 投資／ SDGs
脚光を浴びる ESG 投資
ESG 投資とは、投資先の企業を評価する際に、

大綱の中でも、
「高齢者の意欲や能力を最大限活か

財務情報だけでなく、財務情報には表れない、企

すためにも、“支えが必要な人” という固定観念を

業の環境（Environment）
、社会（Social）
、ガバナ

変え、意欲と能力のある 65 歳以上の者には “支え

ンス（Governance）の 3 つの分野に関する情報も

る側” に回ってもらうよう、国民の意識改革を図

考慮する投資のことである 10。

るものとする」と書かれている。

2017 年は、日本において ESG 投資がにわかに

8 阪本（2016）
。
9 孫にファッションや「ビートルズ」
、
「ディズニー」や「007」などを教えることのできる祖父母が増え、そうした 3 世代のコミュ
ニケーションが、商品購入や外出、旅行などの消費行動につながる傾向が見られ始めている。
10 環境・社会・ガバナンスなどの非財務情報を考慮する長期的視点に立つ投資手法は、ESG 投資やサステナブル投資、責任投資
などと呼ばれ、近年、世界の機関投資家の間で広がりを見せている。これらの用語は厳密に定義されておらず、論者によって使
い方が異なっている。欧米ではサステナブル投資や責任投資という用語が使われることも多いが、日本では ESG 投資が最も一
般的に使われる言葉になりつつある。
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図表 3

責任投資原則（PRI）の 6 原則

1．投資分析と意思決定のプロセスに ESG（環境、社会、コーポレートガバナンス）課題を組み込む。
2．積極的な株主になり、ESG 課題を株主としての所有方針と活動に組み込む。
3．投資対象企業に対して ESG 課題についての 適切な情報開示を求める。
4．資産運用業界が本原則を受け入れ、実践するよう促す。
5．本原則の実施に当たって、効果が高まるように相互に協力する。
6．本原則の実施に関する活動状況や進捗状況について報告する。
出所：PRI（2006）「Principles for Responsible Investment」を基に要約

脚光を浴びる年となった。そのきっかけは、日本

る。地域別内訳を見ると、欧州が 52.6％、米国が

株を約 40 兆円の規模で運用する GPIF（年金積立

38.1％を占め、日本は 2.1％にとどまっている。

金 管 理 運 用 独 立 行 政 法 人 ） が、2017 年 7 月 に
ESG 投資の開始を発表したことである。欧米と比
較して、わが国における ESG 投資は出遅れてい

ESG 投資の起源は PRI（責任投資原則）
環境、
社会、
ガバナンスの 3 つをまとめて「ESG」

たが、GPIF が ESG 投資の実施に動き出したこと

とする呼び方が定着した契機は、
国連が深く関わっ

で、市場の関心が高まるとともに、ESG の観点が

て 2006 年 4 月に策定・公表された責任投資原則

市場に与えるインパクトが大きくなった。

（Principles for Responsible Investment ： PRI）で

なお、ESG 投資という用語は、欧米で古くから

あ る。PRI は、 当 時 国 連 事 務 総 長 で あ っ た コ

行われていた S R I（S o c i a l l y R e s p o n s i b l e

フィー・アナン氏のリーダーシップの下、企業に

Investment，社会的責任投資）と共通している点

責任ある行動を求める国連グローバル・コンパク

も多い。ただ、SRI は、もともとキリスト教から

トと金融機関に環境配慮行動を求める国連環境計

始まっていることもあって 11、特定の投資家によ

画金融イニシアティブ（UNEP FI）の 2 つのイニ

る特定の投資行動と受け取られがちだった。これ

シアティブが共同で事務局を担い、欧米の大手機

に対し、ESG 投資は、特定の投資家だけでなく全

関投資家らの参加を得て策定された。

ての機関投資家に関わるものである。同時に、特

PRI は、
「持続可能な社会の形成に向けて解決す

定の投資手法を指す言葉ではなく、投資の全ての

べき課題を、環境、社会、ガバナンスの 3 つの分

側面で ESG を考慮することを意味する。また、

野 に 整 理 し、ESG 課 題 へ の 取 り 組 み が 投 資 パ

全体的な傾向として、SRI では環境問題や人権問

フォーマンスに影響を与える可能性があるとの前

題への関心に主眼があったが、ESG 投資では企業

提のもと、ESG に配慮した責任投資を行うこと」

価値向上を主眼とすることが多くなっている印象

を宣言したものである。PRI の 6 原則は、図表 3

がある。

に掲げたとおりである。

ESG 投資の規模については、各国の SRI 調査

PRI の特徴は、文書として原則を示しただけで

機関の国際ネットワークである Global Sustainable

なく、賛同する機関投資家に署名を求めた点にあ

Investment Alliance（GSIA）が 2012 年から隔年

る。署名することが、
ESG 投資をするというコミッ

で運用資産額を集計している。これによると世界

トメント（誓約）の表明になる。署名により ESG

の ESG 投資の運用資産額は 2016 年初時点で約

投資という投資行動の存在が意識されるように

23 兆ドルで、世界の全運用資産の 26.3％を占め

なったことが、ESG 投資の発展につながった。

11 SRI は 1920 年代の米国でキリスト教会の資産運用において、酒や武器など、教義や宗教的価値観に反する事業を投資対象から
除外した、倫理的な投資から始まったとされている。
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PRI は原則であると同時に、署名機関のネット
ワークであり、ESG 投資の普及活動を行う組織で

である。
財務的なパフォーマンスという観点からも、
ESG 要因を考慮することが投資家として合理的な

もある。
ESG 投資へのコミットメントを表明している機
関（PRI への署名機関）の数は年々増加し、2018

判断であるという点については、多くの実証研究
の蓄積がある 12。

年 1 月末時点で 1,905 機関にのぼっている。ESG

多くの ESG 課題は、時間の経過とともに、財

投資の運用資産総額は 68.4 兆ドル（2017 年 4 月

務的なリスクや機会に転化していく。これが、
「中

末時点）となっている（図表 4）
。

長期的に企業価値向上につながる」ことの意味で
ある。思い返してみれば、気候変動問題も長時間

図表 4

PRI 署名機関数と合計運用資産残高の推移

（兆ドル）
80

（機関数）
1,800
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運用資産残高（左軸）

1,600

署名機関数（右軸）

1,400
1,200
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それほど問題視されていなかったが、今ではこれ
らに対応していないことが経営上のリスクとなっ
ている。ESG 課題への取り組みもこれと同じで、
一定の時間軸で考えれば、企業の財務的に重要な
要素になると予想される。

800

日本企業について言えば、ESG への関心は高

600

まっているものの、開示も含めて真剣な問題意識

400

を持っている企業はまだまだ少ないように思われ

200

る。一般論として、日本企業の場合、
「陰徳あれば

0

陽報あり」
（人知れず善行を積んだ者には必ずよい
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労働も女性の働きやすさも、過去には企業経営上、

（年）

（注）各年 4 月末時点
出所：PRI

報いある）といった発想から、ESG の取り組みを
情報として開示していないことが多い。その結果、
開示していないことはやっていないとみなされ、
市場で過小評価されてしまう、取り組んでいるこ

なぜ ESG 投資が広がっているのか
企業や投資家が ESG 投資に関心を示している

とを手間を惜しまず、正しく開示することが大切
だ。

背景には、それが中長期的な企業価値の向上につ
ながるという認識がある。

SDGs とは何か

「環境や社会に配慮した投資」というと、利益を

ESG 投資と並んで、2017 年に日本でも急速に

犠牲にするものと考えられがちだが、実はそうで

認知度の上がった言葉に
「SDGs」
がある。SDGs は、

はない。ESG 要因は中長期的に見ると、規制リス

持続可能な開発のために 2030 年までに国際社会

クや評判リスク、物理的リスクになるだけでなく、

が達成すべき目標として、2015 年 9 月に 193 の国

ESG 要因が新たなビジネス機会や収益機会を生み

連加盟国が全会一致で採択したものである。
「持続

出す場合もある。そのような仮説に基づいて ESG

可能な開発目標（Sustainable Development Goals）
」

要因を投資判断に組み込む動きが広がっているの

の略称で、17 の目標と 169 のターゲットが設定さ

12 オックスフォード大学のスミス・スクールとイギリスの運用会社であるアラベスク・アセット・マネジメントの共同研究による
と、過去の 190 以上の学術論文を調査した結果、研究の 88％が、堅実な ESG 活動が企業のよりよいパフォーマンスを導くこと
を示し、80％の研究が、企業の株価パフォーマンスはサステナビリティ活動によってプラスの影響を受けることを示していると
いう（水口（2017）による）
。
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れている 13。

つまり、
「投資家による ESG 投資」と「企業の

法的拘束力はないが、各国政府は SDGs の達成

SDGs の取り組み」は、持続的な社会の実現を共

に努めることを約束し、
進捗を報告することになっ

通目標として、
「社会的課題の解決が事業機会と投

ている。SDGs は国連での採択直後から世界中で

資機会を生む」というプロセスにおいて、表裏一

大いに注目されており、これを経営に生かそうと

体の関係にある。

する企業が増えている。
SDGs がこれほどまで注目を集めているのは、
そこに大きなビジネスチャンスがあるからだ。企

経団連「企業行動憲章」にも SDGs が
盛り込まれた

業は、SDGs の目標とターゲットを市場ニーズと

経団連は、2017 年 11 月に発表した新たな企業

読み取ることができる。SDGs が示す社会課題は

行動憲章（7 年ぶりの改訂）の中で、持続可能な

多くの国・地域が抱えており、その解決につなが

開発目標（SDGs）が定める社会的課題の解決に

る製品やサービスのニーズは大きい。事業を通じ

積極的に取り組むことを促すという項目を盛り込

てそうした社会課題を解決することが企業にとっ

んだ。個別テーマとしても、
「人権の尊重」や「働

て収益機会となる。

き方の改革」などが新たに掲げられた。人権の尊

「ビジネスと持続可能な開発委員会」が 2017 年

重では、グローバル化する企業活動・サプライ

1 月に発行したレポートでは、
「食料と農業」
「都市」

チェーンにおける労働問題や人権侵害をなくすた

「エネルギーと材料」
「健康と福祉」の 4 領域にお

めの取り組みの必要性に言及された。

いて、SDGs の達成に向けた取り組みが進むこと

企業行動憲章に SDGs の要素が盛り込まれた背

で年間 12 兆ドルの市場機会が創出されると試算

景には、世界の潮流としてそれが企業にとって無

されている。

視できないものになりつつあるという認識がある。

SDGs と ESG 投資は表裏一体の関係

サプライチェーンの人権問題に要注意

SDGs が企業の関心を引き寄せている背景には、
前述した ESG 投資の広がりという要因もある。

経団連「企業行動憲章」で「サプライチェーン
における労働問題」が新たに言及された理由は、

中長期の視点で企業を評価する投資家は、ESG

最近はサプライチェーンにおける強制労働や労働

課題への取り組みといった非財務面も重視する。

環境の問題が、人権問題であると同時に、企業に

ESG 投資が目指すべき社会は、貧困や極端な不平

とって重要な評判リスクとなり、ESG 投資の重要

等がなく、環境や自然が守られ、経済活動が安定

テーマとなっているためである。

する社会、いわゆる「持続可能な社会」であると

かつては人権問題といえば、ハラスメントや雇

いう点で大枠の合意がある。国連で採択された

用差別など社内的な問題をイメージすることが多

SDGs は、まさに「持続可能な社会」に向けての

かったが、グローバル化が進む中、サプライチェー

具体的な目標を描いたものである。したがって、

ンにリスクが潜んでいる時代になった。

SDGs への貢献は、ESG 要素を重視する投資家の

国際労働機関（ILO）が 2014 年に公表した報告

評価につながりやすい。企業が SDGs を経営戦略

書によれば、世界で強制労働の状況にある労働者

に取り込み、事業を通じて社会的課題を解決して

は約 2,090 万人。うち 90％にあたる約 1,870 万人

利益を上げ、企業価値を持続的に向上させれば、

が民間セクターでの強制労働となっている。強制

投資家は長期的なリターンが得られる。

労働の地域別内訳では、アジア太平洋地域が約

13 SDGs の解説については、本誌本号「ちょっと教えて！現代のキーワード」もご参照ください。
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1,170 万人（56％）と最も多く、アフリカが約 370

いると、
自社の存在意義を社外に伝えやすい。

万人（18％）で続いている。

目標の入口が 17 個もあるため、参加しやす

近年、国際社会において、サプライチェーン全

い。

体の人権尊重の流れが加速している。
米国カリフォ

日常の業務が目標に当てはまることが多いた

ルニア州では、2010 年に「サプライチェーン透明

め、新たな活動を始めなくても ESG 課題へ

化法」が成立し、2012 年 1 月から施行された（年

の取り組みをアピールできる。

間売上高 100 万ドル以上の企業に対し、サプライ

SDGs という共通言語を使えば、自社のサス

チェーンにおける奴隷的労働や人身売買を撲滅す

テナビリティの取り組みの意義や価値をス

るためにどのような活動をしているか、開示を求

テークホルダーに説明するのが簡単になる。

める法律）
。

既存事業を SDGs 目標と絡めれば、政府の補

英国では 2015 年に「現代奴隷法」が制定され、

助金や国際機関の資金協力が得られやすい。

英国で事業活動を行う企業に対し、
サプライチェー

社会課題の解決と言われても、業務との関係

ンまで含めた人権侵害の防止・軽減措置を対外的

を想起しにくいが、SDGs 目標を見れば、これ

に表明することを求めている。また、サステナビ

から自社が何をやっていくかを考えるヒント

リティ報告書の国際ガイドラインである GRI ガイ

になる。

ドラインでも、サプライチェーンの強制労働や児

SDGs は 2030 年に向けたマーケット予測で

童労働への取り組みは、主要な開示項目の 1 つと

もあるため、これを読みこなせば、既存事業

なっている。

の将来性や新規有望事業を検討できる。

さらに、人権問題に取り組む財団や ESG 投資

このように、SDGs には取り組みやすい利点が

評価機関が、人権問題に関する企業の評価を社会

あるため、世界的にブームの様相を呈しているの

に公開する動きも登場している。

であろう。しかし、安直に始められるだけに、今

こうした潮流の中、
グローバルなサプライチェー

後は取り組みの質が問われることになる。ブーム

ンを構築している日本企業にとって重要なことは、

に踊らされることなく、企業が本業を通じた社会

気付かないうちにその種の人権侵害に関わってし

的課題の解決として実際に何を行っているのかを

まうリスクがあることを十分に認識すべき点であ

示すことが重要になってくるだろう。

る。サプライチェーンの連鎖のどこかで人権侵害
事例が起これば、訴訟や報道等によって企業評価

真贋が問われる企業の SDGs 対応

が著しく低下するだけでなく、ESG 投資のイン

世界中の企業が SDGs への対応を急いでいる

デックスから外されることによる企業価値低下と

が、まだ、自社の既存事業が SDGs 目標のどれに

いうダメージも受けることを肝に銘じておく必要

関連しているかを示す「マッピング」の段階にと

がある。

どまっている企業が多い。だが、マッピングをす
るだけでは単に既存事業の棚卸しをしたにすぎず、

企業に受け入れられやすい SDGs
2017 年以降、日本でも SDGs への取り組みを宣
言する企業が目立って増えている。その背景は本

SDGs で期待されるビジネスチャンスをものにす
ることはできない。
SDGs が生み出す新市場を開拓するには、マッ

稿で見てきたとおりだが、下世話な理由も含めて、

ピングした事業と SDGs の関係を経営戦略に反映

SDGs には企業に受け入れられやすい、多くの利

させるという次の段階に進むことが課題となる。

点があることが指摘できる。

経営戦略や中期経営計画の策定段階から SDGs を

企業理念が SDGs17 目標のどれかと一致して
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ど幅広い分野で利用されている。

なる。
多くの企業が SDGs への貢献をアピールする中

近年、バイオテクノロジーが経済生産に大きく

で、今後は企業の SDGs の取り組みや ESG 対策

貢献できる市場（産業群）として、
「バイオエコノ

が経営にしっかり統合できているかどうか、事業

ミー（Bioeconomy）
」という概念が国際的に提唱

を通した社会的課題の解決により “持続可能な社

さ れ て い る。 経 済 協 力 開 発 機 構（OECD） は、

会の発展” に貢献することに本気で取り組んでい

2030 年にはバイオエコノミーの市場が OECD 加

るか、が厳しく問われることになるだろう。この

盟国の GDP 全体の 2.7％に当たる約 1.6 兆ドル

部分の対応いかんで将来の企業の競争力に大きな

（約 200 兆円）規模に拡大すると予測している。
バイオエコノミー成長の背景には、
ディープラー

差がつく可能性がある。

ニングなどによる人工知能（AI）の発展や、ゲノ
ム情報の集積・分析、生物機能の改変・発現等に

8．バイオエコノミー

関わる技術革新が急速に進んだことがある。欧米

バイオエコノミー振興が国際的な潮流に

ではバイオテクノロジーをイノベーションの重要

生物機能を利用した技術であるバイオテクノロ

領域と位置づけ、各国政府が相次いでバイオエコ

ジーは、健康・医療のほか、食料、飼料、繊維、

ノミー戦略を策定し、革新的技術の開発と産業化

酵素、バイオ燃料、バイオプラスチックの生産な

を強力に推進している（図表 5）
。

図表 5

各国のバイオエコノミー戦略

出所：経済産業省商務・サービスグループ生物化学産業課「スマートセルインダストリーの実現に向けた取組」2017年12月19日
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これに対し、日本ではバイオエコノミーに関す

モギから抽出、精製するしか方法がなかったが、

る体系立った取り組みが遅れており、対抗策が必

現在ではバイオテクノロジーを使って別の生物の

要な状況にある。こうした中、政府は 2017 年 6

細胞をデザインし、効率的に大量生産することが

月に閣議決定した「未来投資戦略 2017」において、

可能になっている。

革新的バイオ素材の創出による健康・未病社会、

加えて、前述した 3 分野の技術革新の融合によ

炭素循環社会の実現に向け、2017 年度中をめどに

り、
これまで利用できなかった「潜在的な生物機能」

わが国のバイオ産業の新たな市場形成を目指す戦

を引き出そうという動きが加速している。

略を策定し、制度整備も含めた総合的な施策を推
進する方針を示した。内閣府の総合科学技術・イ
ノベーション会議が中心となって関係省庁による
バイオ戦略策定に向けた検討が始まっている。

スマートセルインダストリー
経済産業省・ NEDO は、2016 年度に、
「スマー
トセルインダストリー」と称するプロジェクトを
開始している。スマートセルとは、高度に機能が

バイオテクノロジー分野で進む技術革新
現在、バイオテクノロジー分野では、3 つの分
野で大きな技術革新が進んでいる。

デザインされ、機能の発現が制御された生物細胞
のことで、スマートセルを用いた産業群をスマー
トセルインダストリーと呼んでいる。

① DNA シークエンシング 14 技術の進化による

同プロジェクトは、
スマートセルインダストリー

ゲノム情報解読費用の劇的な低下、② IT ・ AI 技

を加速させる新たな潮流の形成を推進することが

術（生物情報解析、生物機能デザイン）の発達・

狙いで、これにより、健康・医療分野のみならず、

実用化、③ゲノム編集技術の進化（新規生物機能

工業、農業、エネルギー・環境分野の産業構造の

の実現）
、の 3 つである。これら 3 分野の技術革

変革をもたらし、人類が直面するグローバルな問

新を融合することで、これまで利用できなかった

題の解決につなげようとしている。

「潜在的な生物機能」を引き出すことが可能になり
つつある。

DNA の塩基配列を自動的に読み取り解析する装
置である「DNA シーケンサー」の技術革新が進ん

バイオテクノロジーといえば、農業や健康・医

だ結果、2000 年代後半から解析済みのデータ量は

療を連想しやすいが、実は工業（ものづくり）の

急増している。さらに、
「ゲノム編集」技術の登場

分野での活用が広がっている。OECD 予測では世

により、ゲノムの塩基配列の特定の場所をピンポ

界の 2030 年の世界のバイオ市場の 39％は工業分

イントで切断したり、別の塩基配列に置き換えた

野が占める見通しだ（農業分野は 36％、健康分野

りできるようになった。これにより、かつては成

は 25％）
。

功確率が低かった生物の遺伝子の組み換えがほぼ

生物の機能を利用したものづくりメリットとし

確実に実施できるようになった。特に、2012 年に

て、第一に、化学合成における高温・高圧プロセ

登場した第三世代のゲノム編集技術である

スを必要とせず、常温・常圧プロセスでの生産が

CRISPR ／ Cas9 によって、これまでより安いコ

可能なため、
「超省エネ」を実現でき、環境にもや

ストで容易に遺伝子を切断・編集できるように

さしいことが挙げられる。

なった。

第二に、これまで工業的に生産できなかったも

こうした中、例えば微生物から化成品を生産し

のをつくれるという利点もある。例えば、アルテ

たり、動植物や昆虫を利用した蛋白質の生産性を

ミシニン（抗マラリア剤）という物質は、従来ヨ

高めて医薬品の価格を引き下げたりするなど、さ

14 DNA シークエンシングとは、DNA を構成するヌクレオチドの結合順序（塩基配列）を決定すること。
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まざまな分野にゲノム解析の成果とゲノム編集技

蓄積があり、発酵生産プロセスの制御に強み

術を活用することが期待されている。こうした生

を持つ。

物によるものづくりの基盤技術を確立することが、

③健康・未病社会の実現という点では、世界に

スマートセルインダストリープロジェクトの狙い

先駆けて高齢化社会を経験し先進的モデル社

である。

会を形成する機会に恵まれているほか、
「医食

なお、同プロジェクトでは、CRISPR ／ Cas9 と

同源」の思想があり、食による健康維持に対

は異なる新しい国産ゲノム編集技術の開発も目指

する意識が高いことが有利な条件である。

している。CRISPR ／ Cas9 は海外企業が特許を

一方で、バイオ産業の普及に向けては、図表 6

持つため、技術利用時に高額のライセンシング費

に掲げたような課題が指摘されている。2018 年 3

用がかかる可能性があるためである。

月に発表される新たなバイオ戦略によって、これ
らの課題が克服され、わが国のバイオエコノミー

バイオエコノミー実現に向けた日本の強みと

が成長産業に育っていくことが期待される。

課題
日本には、バイオ戦略を推進する上で、次のよ

急速に進むバイオとデジタルの融合
最近のバイオテクノロジー分野のイノベーショ

うな強みを持っている。
①豊富な微生物等の生物資源と優れた機能解析
ツールを公的機関や産業界が保有している。
②発酵産業の伝統による生物育種のノウハウの

図表 6

ンの最大の特徴は、バイオとデジタルの融合が急
速に進んでいることである。
スティーブ・ジョブズは、自身のすい臓がんの

わが国のバイオエコノミー発展に向けた課題

（1）技術的分野での課題
○ゲノム編集技術開発の遅れ
CRISPR ／ Cas9 は企業向けにはライセンス時の費用
等の障壁が大、国内では産業用途での利用に限界

○生物情報のビッグデータ化の遅れ
米国ではヒトをはじめ、植物、微生物のゲノム情報を
集中的に解読中、中国では大規模ゲノムシークエンシ
ング施設（世界最大）でビッグデータ化を推進

（3）炭素循環・新素材での課題
○国内バイオマス資源の不足
○バイオマテリアル普及に向けた環境整備
欧州委員会専門家会合が、バイオ製品の標準化、ラべ
リ ン グ、 公 共 調 達、 バ イ オ 製 品 導 入 量 を 捕 捉 す る
indicator の整備などを勧告（2016）

（2）健康・未病社会での課題
○予防効果を含めた食の機能性の訴求に限界
産業界からは、予防等より踏み込んだ機能性の訴求に
対する要望の声あり（規制改革ホットラインを通じヘ
ルスクレームの取り扱い等様々な要望が提案）

○バイオテクノロジーを利用した食料の社会受容性

（4）共通領域での課題
○研究開発エコシステムの構築
オープンイノベーション、異分野融合人材の育成、コ
ア技術の集約などに課題

○バイオテクノロジーの利用規制、安全性評価
ゲノム編集技術や合成生物学など新しい分野に対応し
た規制の在り方に議論あり、世界各国も異なる規制を
整備

出所：経済産業省商務・サービスグループ生物化学産業課「スマートセルインダストリーの実現に向けた取組」 2017年12月19日
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療養中に、
「21 世紀の最大のイノベーションはバ

がんの兆候を血液中に見つけ出す技術は、
「リ

イオロジー（生物学）とテクノロジー（IT）の重

キッドバイオプシー」と呼ばれる今注目の有望技術

なる領域で生まれる」と述べたとされる。現実に、

で、数十の企業が独自の検査法を開発中である 16。

ジョブズの予言通りの展開となっており、米国で

現在数社から提供されている検査は、既に前立腺

は、IT 系ベンチャーキャピタルが、バイオとデジ

がんや肺がんなどと診断がついている患者につい

タルの融合領域に対する投資を活発に行っている。

て治療法を確定するのに使われている。

また、MIT メディアラボ創立者のニコラス・ネグ

リキッドバイオプシーによる早期がん発見の成

ロポンテが、2015 年ごろ、
「Bio is the new digital

否の鍵は、シークエンスと AI であり、Grail は大

（バイオこそ、デジタルの次の革新的技術）
」と語っ

規模なデータを取り扱うソフトウェア企業と位置

たという。30 年前にはほとんど世の中に普及して

付けられている。

いなかったデジタルという言葉が、今は世の中の

なお、リキッドバイオプシーは、日本でも研究

ほとんどの人に知られているが、それと同様のこ

が進んでいる分野であり、日本が世界をリードす

とがバイオにも起きるという意味である。バイオ

るチャンスは残されている。
国立がん研究センター

ロジーといえば、これまでは「医薬・医療の研究

が東レや東芝などと共同で進めている NEDO（新

者や生物学者たちの関心事」だったが、近い将来、

エネルギー・産業技術総合開発機構）のプロジェ

AI、ビッグデータと融合した合成生物学や遺伝子

クトで、バイオマーカーとして、がん細胞を含む

工学によって、食品や洋服の素材が変わったり、

さまざまな細胞が分泌するエクソソームと呼ぶ物

建築や都市開発は変わったりするようになり、社

質中の「マイクロ RNA」に着目して、微量の血液

会のあらゆる人がバイオを意識する時代が来ると

から多種類のがんを早期に診断する技術の開発が

いう見立てである。

進められている。

DNA と AI の融合事例
「リキッドバイオプシー」

Google のライフサイエンス戦略

米国では、DNA と AI の融合によるライフサイ

米カリフォルニア州に拠点を置くベンチャー企

エンス革命が進展しており、数々の新規事業が生

業 23andMe（2006 年設立）は、個人向け遺伝子解

まれている。

析サービスを提供する先駆的企業である。同社は、

カリフォルニア州に拠点を置くベンチャー企業

遺伝子配列の変異から被験者がどんな病気を発症

Grail（2016 年設立）は、血液検査でがんを早期

するのかを予測し、遺伝子解析結果を大手製薬会

に発見する技術の開発で注目されている。高精度

社 に 販 売 す る。 同 社 に は G o o g l e や G o o g l e

の DNA シークエンシングで血液中に存在するが

Ventures が出資しており、Google のライフサイエ

んの遺伝子断片を検出する。同社は大量の被験者

ンス戦略を推進する会社といえる。

データを集め、AI（ディープラーニング）の手法

2013 年、
同社は FDA（米国食品医薬品局）から、

で解析する大規模な臨床試験を行っている。医師

予測精度が十分でなく消費者に危険が伴うとして

は Grail を使ってがんの存在だけなく、がんを発

事業停止命令を受け、医療関連解析サービスは中

症している部位やがんの進行度合いも知ることが

止していた。しかし、2017 年 4 月、FDA が 10 種

できる 15。

類の病気に限り同社の遺伝子解析サービスを認可

15 血液検査でがんを早期発見するスクリーニング技術を広く普及させ、がんによる病死を激減させるというミッションに共感して、
米バイオ企業の Illumina や、ビル・ゲイツ氏やジェフ・ベゾス氏などが Grail に出資している。
16 SCIENTIFIC AMERICAN と世界経済フォーラムの専門家が選定した「2017 年の世界のイノベーション 10」
（“Top 10
Emerging Technologies to Watch of 2017 ”）の中の 1 つに、リキッドバイオプシーが選ばれている。
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したことで、同社は医療関連解析事業を再開し、

約する仕組みを構築することが喫緊の課題といえ

世界の注目を集めている。

よう。

23andMe のビジネスモデルは、単なる検査ビジ
ネスではなく、個人の DNA データを収集し販売
する事業である点が注目される。収集した遺伝子
変異情報と身体特性情報とをひもづけして DAN

9．ブロックチェーン
ブロックチェーンの可能性

データベースを構築し、この情報を製薬会社など

2017 年はビットコインをはじめとする仮想通貨

に販売し収益を得るほか、自らも新薬開発に乗り

に関する関心が急速に高まる年になった。仮想通

出す。

貨が激しく値上がりし、新たな投資対象として注

同社は個人向け遺伝子解析を、消費者の DNA

目を集めた。2018 年に入り、ビットコインの価格

情報を収集するデータビジネスと捉え、21 世紀の

の乱高下や仮想通貨交換会社コインチェックでの

検索ビジネスと位置付けている。米国で実績が認

仮想通貨不正流出事件の発生などがあり、仮想通

められると、日本でもビジネスが立ち上がる可能

貨が何かと世間の注目を集めている。

性が高いので、その動向を注視する必要がある。

仮想通貨といえば、日本のマスコミでは、もっ
ぱら「値上がりする新しい投資対象」として脚光

ゲノム医療でも中国のリープフロッグ？
中 国・ 深 圳 に 拠 点 を 置 く ベ ン チ ャ ー 企 業

を浴びており、背後にある画期的な技術革新には
あまり関心が向けられていない。だが、これから

iCarbonX（2015 年設立）は、医療データを解析す

世界の産業経済に大きな影響を与えそうなのは、

る AI プラットフォームを開発する会社である。

仮想通貨を支える中核技術として開発されたブ

同社は、個人の遺伝子データと生体データを大

ロックチェーンの方である。

規模に収集し、それらを AI で解析し健康に関す

ビットコインなどの仮想通貨については、匿名

る知見を得ている。同社は中国において 5 年間で

性を利用して麻薬取引に使われるダーティーなイ

100 万人の遺伝子データと個人データを収集し AI

メージ、取引所の破綻など信頼性の低下、バブル

で解析する計画を進めている。解析結果は専用ア

的な兆候、世界的な仮想通貨に対する規制導入の

プリで消費者にフィードバックされ、健康な生活

動き、保有・採掘・取引構造の偏りなど、さまざ

を送るためのアドバイスが提供される。

まな問題点があることが分かってきた、このため、

なお、米国では IBM や Google が同様の研究を
行っているが、iCarbonX はこれを世界最大規模で

仮想通貨の将来性については厳しい見方が増えて
いる。

展開している。中国では米国と比べ、遺伝子デー

仮想通貨に対する過度の期待が剥げ落ちる一方

タなど個人情報保護に関する意識がそれほど強く

で、ブロックチェーンという新しい情報技術の将

なく、データの収集が比較的容易である。まさに

来性、可能性、有用性に対する評価は高まってい

筆者が本稿のキーワード 3（
『経営センサー』2018

る。仮想通貨はブロックチェーンの黎明期におけ

年 1・2 月号掲載）で掲げたリープフロッグ／リ

る応用例の 1 つにすぎない。現在では、仮想通貨

バースイノベーションが、ここでも起こる兆しが

と切り離し、独立した技術としてブロックチェー

ある。加えて、人口が多い上、AI の基礎技術も高

ンをさまざまな分野に応用していく取り組みが進

いため、中国は「DNA×AI」研究では有利なポジ

んでいる。

ションにある。
こうした中国の動向を踏まえ、日本のバイオ産
業戦略においても、消費者の生体情報を収集、集

今後、仮想通貨のバブルがはじければ、ブロッ
クチェーンについてもいかがわしいものという色
眼鏡で見られることが多くなるだろう。しかし、
27
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ブロックチェーンは、これからの金融、産業、ビ

①記録が公開されること。

ジネスの仕組みに革命的な変化をもたらす技術に

②管理者が存在せず、分散型の仕組みで運営さ

なる可能性が極めて高い。ブロックチェーンは、

れている（自主的に集まったコンピューター

今後、さまざまな業界に影響を与え、経済や社会

が運営している）こと。

を変革する可能性を秘めた技術である。この潮流

③過去に行われた取引データを改ざんすること

を見逃すことなく、注視していくことが重要だ。

が困難である（改ざん耐性が高い）こと。
④分散されたデータベース上に多くのデータが

ブロックチェーンとは

同時に存在するため、どこか 1 カ所でデータ

―分散型台帳技術とも呼ばれる

が失われても、全体としてのシステムはダウ

ブロックチェーンとは、公開された台帳で取引

ンしにくいこと

などの情報を電子的に記録する新しい仕組みであ

⑤管理者が不必要になるため運営コストが低く、

る。取引記録を入れた「ブロック」を時系列に鎖

劇的なコスト削減につながる可能性があるこ

をつなげて管理する仕組みであり、これによって

さまざまな分野でブロックチェーンの応
と 17。

不正な取引や二重使用などを防止できるように

用が検討されている最大の理由がこれであ

なっている。この技術はもともとはビットコイン

る。

の仕組みを支える基盤技術として開発されたもの

⑥複雑な契約を自動化できるスマートコントラ

だったが、現在では仮想通貨と切り離して、独立

クトをブロックチェーンに載せることにより

した技術として利用が進められつつある。

取引をさらに効率化できること。

ブロックチェーンは、
従来のクライアント・サー

⑥のスマートコントラクトについて説明してお

バー方式による中央集権型の仕組みではなく、ピ

こう。スマートコントラクトとは、プログラム化

アツーピア（P2P）を構成するコンピューターが

して自動的に実行できる契約のことである。契約

分散管理をする仕組みである。P2P とは誰でも自

内容と執行する条件をあらかじめ定義した上でプ

由に入れる、コンピューターの集まりのことであ

ログラム化しておき、執行条件に合致したイベン

る。取引履歴が記録された台帳を、ネットワーク

トが発生した場合には契約が自動的に執行される

に参加しているコンピューター全体で管理する。

ようにしたものである。

なお、最近では、ブロックチェーンは「分散型

スマートコントラクトは、分散型台帳技術と相

台帳技術」と呼ばれることが多くなってきた。こ

性が良く、分散型台帳上にスマートコントラクト

れは、
「ブロックを鎖状につなげて管理する」とい

を盛り込んでおき、イベントの発生によって分散

う純粋に技術的な側面よりも、ブロックチェーン

型台帳上での取引（賃金の支払いや担保の移動な

を使えば、ネットワーク内の参加者が「所有権の

ど）
を自動的に行うようにすることが可能である。

記録を分散型で管理できる」という点の方が、
ユー

これらのメリットが注目され、すでに国内外で

ザーにとって本質的に重要という認識が広がって

ブロックチェーンを使った多くの実証実験が行わ

きたためである。

れている。ブロックチェーンの応用分野は、国際
送金や証券決済などの金融分野だけでなく、土地

ブロックチェーンのメリット
ブロックチェーンには、従来型の情報システム

登記、医療情報、選挙システム、ダイヤモンドの
認定書などの非金融分野にも広がっている。

にはない、次のような特徴やメリットがある。

17 金融インフラをブロックチェーンで代替すれば、コストは 10 分の 1 になるといった大胆な予測も出ている。
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図表 7

オープン型とクローズド型のブロックチェーンの比較

取引参加者の制限
取引承認への参加の制限
中央管理者の存在
ネットワークへの参加
別の呼び方
利用例

オープン型のブロックチェーン
なし（自由に参加可）
なし（自由に参加可）
なし（プログラムが規定）
自由
パブリック型、許可不要型
仮想通貨（ビットコインなど）

クローズド型のブロックチェーン
あり（特定の範囲の参加者のみ）
あり（特定の範囲の参加者のみ）
あり（全体をコントロール）
承認が必要
プライベート型、許可型
金融界での実証実験

出所：中島真志（2017）
『アフター・ビットコイン』新潮社、128頁

ブロックチェーンにはオープン型と

1 番目の応用事例がビットコインだったため、ブ

クローズド型がある

ロックチェーンについての議論が、暗黙のうちに

ブロックチェーンの活用方法を考える場合、非

オープン型を前提としてしまう傾向があること

常に重要な点は、
ブロックチェーンの類型にはオー

だ。一般に、ブロックチェーンの解説本には、
「中

プン型とクローズド型の 2 つの区分があることだ

央管理者なしに取引を実現する仕組みである」
「信

（図表 7）18。

頼のできない不特定多数の取引相手とも安心して

ビットコインは、オープン型ブロックチェーン

取引ができる手法である」といった特徴が書かれ

が使われており、
誰もが参加できる仕組みである。

ているが、これらはオープン型の特徴であり、ク

しかし、ブロックチェーンは必ずしもオープン型

ローズド型には当てはまらない。

である必要はなく、特定の参加者のみが参加でき

ブロックチェーンをクローズド型に設計すれば、

るようにした「クローズド型」のブロックチェー

誰からも管理されず自由かつオープンに取引でき

ンもある。

るという特徴は失われるが、あらかじめ参加者を

オープン型のブロックチェーンの場合、ネット

限定することで、取引のたびに膨大な計算処理や

ワークへの参加を自由にするために、互いに知ら

コンセンサス形成を行う必要がなくなるため、取

ない者同士が安全に取引を行えるようにする必要

引の安全性や信頼性、
早期の決済完了などのメリッ

があるほか、悪意の取引者の存在を前提に仕組み

トがあり、導入しやすくなる。

を設計しなければならない。このため、取引の承

一方、オープン型のブロックチェーンは、モノ

認に複雑な計算を課すなど、かなりの手間と時間

や情報を隔絶・専有することで安全性や価値を高

をかける必要がある。

めるのではなく、公開・共有することで安全性を

これに対し、ブロックチェーンの使い方として

確保し、価値を創造する技術である。この意味で、

は参加者を信頼できる先のみに限定し、中央管理

これまでの情報管理のコンセプトとは真逆の思想

者がスキーム全体をしっかりと管理できるクロー

をもった技術である。それだけに、この技術をビ

ズド型の方が、実用性の点では使いやすく、導入

ジネスに活用しようとすると、既存の商取引や従

しやすいと思われる。このため、当面、実用化さ

来のビジネスモデルが最適なものかどうかを一か

れるブロックチェーンは、オープン型ではなく、

ら見直す必要が出てくる。したがって、先進国に

クローズド型の方が主流になる可能性が高い。

おいてオープン型ブロックチェーンを活用した新
サービスが実現するには時間がかかるだろう。

当面、クローズド型が主流になる可能性
ここで注意を要するのは、ブロックチェーンの

18 「オープン型とクローズド型」の区分は、
「パブリック型とプライベート型」と呼ばれることもある。
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メガバンクや中央銀行が発行する仮想通貨
日本では、三菱東京 UFJ 銀行がブロックチェー

これまで IoT は、①従来のクライアントサーバー
型（中央集権型）の管理では、
接続数が増えるほど、

ンを使った仮想通貨を発行する予定である（当初

処理の負担が大きくなること、②さまざまなモノ

2017 年中の発行予定だったが、延期されている）
。

がつながると、モノがサイバー攻撃の踏み台にさ

本件は、銀行が発行して一般に使用できる仮想通

れるリスクが高まること、という問題があった。

貨として、
世界で最初の事例になる可能性がある。

このため、IoT の活用は技術的には可能であって

また、ブロックチェーンを使って、世界の中央
銀行がデジタル通貨を発行しようという動きがあ

も経済的に採算がとれない場合が多かった。
そこにブロックチェーンの自律型分散技術と、

る 19。これは、簡単に言えば、中央銀行が銀行券

取引内容の確認と実行をプログラム上で自動に行

に代わって公的な仮想通貨を発行するというもの

うスマートコントラクトを融合させれば、上述し

だ。

た IoT の問題点が解消され、IoT ビジネスの実現

これらの仮想通貨で使われるブロックチェーン

可能性が高まることが期待される。つまり、IoT

は、いずれもオープン型ではなく、クローズド型

の処理負荷軽減とセキュリティ対策の向上のため

である。銀行が中央集権システムの中に組み込ん

にブロックチェーンが活用できる可能性がある。

だクローズド型ブロックチェーンを用いて、コス

IoT にブロックチェーンを使えば、安心してデ

ト低減のメリットを享受しようという動きである。

バイス同士をつなげて、現実世界の情報を記録で

また、一般に仮想通貨が広まれば、中央銀行が

きるようになる。障害に強く、改ざんが困難な仕

不要になるというイメージがあるが、それはビッ

組みが活用できるため、履歴情報の信頼性・正確

トコインのようなオープン型ブロックチェーンの

性が向上する。ブロックチェーンに記録された情

場合に限られる。中央銀行が自らが公的なデジタ

報を参加者間で安全に共有でき、情報を業種横断

ル通貨を発行するとなると、中央銀行の存在意義

的に分析できる。さらに、スマートコントラクト

は維持されるだけでなく、中央銀行が国民の経済

による自動決済を導入することで、モノと連動し

活動をより詳細に把握できる形になる。これまで

たサービスの自動化・自律化が可能になる。

の電子マネーに近いものとなり、既存の銀行シス

このように、IoT にブロックチェーン、スマー

テムを超える革命的な仮想通貨とはいえない。そ

トコントラクトを連携させることにより、

の意味で地味ではあるが、それだからこそ国民に

サービスの効率化や新ビジネスの創造を目指す動

は信頼や安心をもって受け入れられる可能性が高

きが、今後活発になるだろう。

い 20。

どのような活用方法があるのか
ブロックチェーンと IoT の融合に活路あり

具体的な IoT とブロックチェーンの融合事例と

ブロックチェーンの活用が期待される領域は金

しては、モノがインターネットに接続されること

融だけでなく、非金融領域にも及んでいる。特に

で、相互に通信を行い、事前にプログラムされた

有効と考えられるのが、IoT におけるブロック

契約内容に従って契約を実行するといった利用方

チェーンの活用である。

法が想定される。

さまざまな分野で IoT の活用が進んでいるが、

例えば、レンタカーを借りた時、車のドアの前

19 デジタル通貨の発行に向けた動きをみせている中央銀行は、イングランド銀行、カナダ中央銀行、スウェーデン中央銀行、日本
銀行、シンガポール通貨監督庁、オランダ中央銀行、中国人民銀行、香港金融管理局など数多い。
20 オープン型ブロックチェーンによる管理者のいない自由な社会と、クローズド型ブロックチェーンによる管理された社会のどち
らを望ましいと思うかは、価値観の問題であり一通りの正解があるわけではないだろう。
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に立ち、スマートフォンで代金を支払った瞬間に、

できるのは、事前にすべてのケースや要件を決め

スマートコントラクトが契約を自動執行し、車の

ておくことが可能なことに限られる。また、自動

ドアが開くといったことが可能になる。また、洗

執行の仕組みを悪用されて、不正な取引に使われ

濯機が洗剤の残量を自動検知し、残量が一定量を

たり、不測の事態が起こったりする可能性に対す

下回ると洗剤の発注を自動送信し、その注文内容

る備えをしっかり行う必要がある。

と決済をブロックチェーンで行うといった活用方
法も可能になる。

黎明期にあるブロックチェーン

クラウド型の電子署名サービスを提供する

以上述べたように、ブロックチェーンは、ビッ

DocuSign 社と VISA は、カーリースや駐車場など

トコインなどの仮想通貨からは独立した技術とし

の従量課金型サービスにブロックチェーンとス

て、各方面で応用が図られており、今後さまざま

マートコントラクトを活用する取り組みを発表し

な業界に影響を与え、経済や社会を変革する可能

ている。このように、自動車分野における IoT に

性を秘めた技術である。

ブロックチェーンを活用する動きが既に広がって
いる。

ブロックチェーンを「インターネット以来の最
大の発明」と位置付ける識者が増えている。現在、

なお、
「IoT× ブロックチェーン」はシェアリン

各方面で実証実験や実用化に向けた動きが進めら

グビジネスとも相性がいい。ブロックチェーンに

れているが、
現時点ではこの技術は黎明期である。

は、異なる組織間で安全に情報を共有しやすいと

インターネットの場合も、黎明期にはそれが産

いう特徴があるが、IoT と連携することで、情報

業や社会をどのように変えるのかを見通せた者は

に加えてモノを共同利用できる性質が加わるから

ほとんどいなかった。インターネット黎明期に今

である。社会に散在する設備や機器を多くの人と

のスマートフォンの活用方向や IoT ビジネスを予

共有して利用する仕組みを構築する際に、
「IoT×

見できなかったのと同様、ブロックチェーンは現

ブロックチェーン」は有効な武器になるだろう。

在私たちが思いもつかないような活用方法が編み
出され、広くビジネスや組織のあり方、個人の働

ブロックチェーンも万能ではない
しかし、ブロックチェーンやスマートコントラ
クトはもちろん万能ではなく、限界もある。
現状では、ブロックチェーンは処理速度に優れ

き方などに大きな変革をもたらす可能性がある。
偏見を持つことなく、ブロックチェーンという
大きな潜在力を持つ、新しい技術の展開動向を長
い目で注目していく必要があろう。

ていないため、ロボットの稼働命令等の情報を即
時に処理する用途には向いていない。データを低
コストで安全に分散管理することにより、高いト

10．大企業とスタートアップの連携

レーサビリティを実現するといった用途に適して

大企業のスタートアップへの投資が増加

いるといえよう。
また、スマートコントラクトについても、何で
も自動的に執行できるわけではない。自動執行に

大企業が技術革新や事業モデルの開発を図るた
めに、ベンチャー企業（スタートアップ）21 と連
携する動きが活発になってきた。この背景には、

21 「ベンチャー企業」というのは和製英語で、日本でいうベンチャー企業を米国では「スタートアップ」と呼んでいる（ベンチャー
というとベンチャーキャピタル（VC）を指すことが多い）
。最近は日本でもベンチャー企業のことをスタートアップと呼ぶよう
になりつつある。ただし、スタートアップは、①未解決の社会的課題を解決している、②ルールブレイカーである（社会的革新
を起こしている）
、③それをビジネスで実行している（ビジネスモデルを成立させている）
、の 3 条件を満たす企業を指すことが
多く、日本でいうベンチャー企業よりも定義が狭い。
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多様化する顧客ニーズ、開発すべき技術領域の広

幅広い業種で CVC 設立が相次ぐ

がり、開発要求スピードの高まり、複合的な専門

以前は、日本では CVC を設立する企業はイン

領域に及ぶ開発案件の増加などの変化に対応する

ターネットや通信関連が多かったが、最近は製造

ためには、大企業が自社のみの力で新規事業開発

業や、製薬、テレビ局、鉄道、不動産など幅広い

を行うことが困難もしくは非効率になっているこ

業種に広がっている。図表８は、国内で 15 年以

とがある。

降に設立された主な CVC の事例である。

こうした中、かつては自前主義にこだわる傾向

ソ ニ ー は 16 年 7 月、 注 力 す る IoT 関 連 領 域

が強かった日本の大企業が、近年はスタートアッ

（AI ・ロボット、VR（仮想現実）
、ドローン等）の

プへの投資を増やしている。

事業開発のスピードを上げるため、CVC「ソニー

大企業がスタートアップにアプローチする方法

イノベーションファンド」を設立した。2019 年 7

も多様化しつつある。注目されるのは CVC（コー

月までに 30 〜 40 社へ累計 100 億円を投じる計画

ポレート・ベンチャー・キャピタル）の活用が増

である。すでに、VR やゲーム内の触感を体験でき

加していることだ。

る技術を開発する東京大学発ベンチャーの H2L、

CVC とは、事業会社が外部のベンチャー企業に
直接投資を行うことを指す。具体的には、企業が

法人向けクラウド型不正アクセス検知サービスを
展開するカリウスなどに出資している。

自己資金を使ってファンドを組成し、自社のビジ

パナソニックは、ベンチャーキャピタリストを

ネスモデルの競争力強化や収益力強化に寄与する

外部から採用して、17 年 4 月、米シリコンバレー

ベンチャー企業に投資を行う活動を指す。単に投

で CVC「パナソニックベンチャーズ」を設立した。

資リターンを狙うだけでなく、事業とのシナジー

1 億ドルの投資枠を設定しており、3D プリンター

を追求するところが一般のベンチャー・キャピタ

で金属部品を造る米企業などに出資している。

ルと異なる。
CVC による投資は、
「本体への貢献を重視する

トヨタ自動車は 17 年 7 月、米シリコンバレー
に CVC「トヨタ AI ベンチャーズ」を設立した。

タイプ」と「自社事業とは切り離して投資するタ

自動運転、ロボット、データ、クラウド等の分野で、

イプ」に 2 分することができるが、現実には、両

最先端のスタートアップに投資している。

者にきれいに分類できないケースもある。CVC が

最近では、仏ルノー・日産自動車・三菱自動車

発見した自社事業と強いシナジーがあるスタート

が、2018 年 1 月、自動運転や AI などの成長分野

アップに、事業会社が直接投資するといった例も

を投資対象とする CVC を設立し、5 年で最大 10

多い。

億ドルを投じると発表した。

近年、日本の大企業が CVC を立ち上げ、投資
先の発掘や事業開発を狙う事例が目立って増えて

オープンイノベーションの手段の一つ

きた。M&A 助言会社のレコフによると、大企業

大企業がベンチャー企業などと連携してオープ

が設立した CVC の投資件数は 2011 年以降に急増

ンイノベーションを進める手段としては、①アラ

し、17 年は前年比 19％増の 172 件と過去最高に

イアンス（外部パートナー企業・研究機関等との

なった。日本の大企業による 17 年の CVC 投資額

共同開発など）
、② M&A（買収を通じた外部技術、

は過去最高の 681 億円に達し、5 年前の 27 倍に増

ビジネス、人材の取り込み等）
、というおなじみの

えている

22。

方法がある。上述したように、最近はこれに、

22 2017 年の CVC 投資額 681 億円のうち国内向けは 353 億円で、これは同年の新興市場における IPO（新規株式公開）による資
金調達額（約 1,550 億円）の 4 割強に相当する規模である。スタートアップにとって大企業から資金調達しやすい環境となり、
資金調達手段が多様化してきたといえる。
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図表 8

国内の主要 CVC（2015 年以降設立のもの）

ファンド名／社名

設立時期

設立時の
ファンド規模

主な投資先

電通ベンチャーズ

2015 年 4 月

jibo、agolo、nextbit、sensai、CLUE、FOLIO など

50 億円

ABC ドリームベンチャーズ（朝日放送）

2015 年 6 月

akippa、Retty、オーマイグラス、坂ノ途中、BitStar など

12 億円

セゾン・ベンチャーズ

2015 年 6 月

Liquid、エアークローゼット、クラウドキャスト、

−

プラネット・テーブルなど

タイムズイノベーションキャピタル（パーク 24） 2015 年 7 月

GENOVA、ipoca など

30 億円

スペースマーケット、エネチェンジ、Housmart、

オプトベンチャーズ

2015 年 8 月

Yamaha Motor Ventures & Laboratory Silicon
Valley（ヤマハ発動機）

2015 年 8 月

Veniam、Precision Hawk、Abundant Robotics など

Rakuten Ventures Japan Fund

2016 年 1 月

メイクリーブス、フロムスクラッチ

三越伊勢丹イノベーションズ

2016 年 1 月

ギフティ、マネーフォワード、アクティブソナー、
ポケットメニュー

2016 年 2 月

コグニティ、SCADAfence、Popshoot、アラヤ、
Loom Systems など

50 億円

CQ ベンチャーズ（コカコーラ・ウエスト、
キューサイ）

2016 年 5 月

unerry

13 億円

Taiho Ventures（大鵬薬品）

2016 年 6 月

Arcus Biosciences、Pact Pharma、Harpoon Therapeutics

2016 年 7 月

カウリス、Hacobu、Acutronic Robotic、H2L、
インフォステラなど

31VENTURES Global Innovation Fund
（三井不動産）

Sony Innovation Fund

40 億円

デジサーフなど

−
約 100 億円
−

5,000 万ドル
100 億円

JR 西日本イノベーションズ

2016 年 12 月 ユニフィニティー、NOTE、ipoca

30 億円

資生堂ベンチャーパートナーズ

2016 年 12 月 ドリコス

30 億円

朝日メディアラボベンチャーズ

2017 年 4 月

−

約 20 億円

パナソニック ベンチャーズ

2017 年 4 月

−

1 億ドル

ソフトバンク・ビジョン・ファンド

2017 年 5 月

小桔快智（配車アプリ）、ARM、NVIDIA、WeWork、
Slack Technologies ほか

TransLink Capital Partners（SOMPO）

2017 年 7 月

−

Toyota AI Ventures

2017 年 7 月

Intuition Robotics、Connected Signals、SLAMcore、
Realtime、Robotics、Nauto

ソネット・メディア・ベンチャーズ

2017 年 9 月

900 億ドル超
約 44 億円

REALITY ACCELERATOR
（SaaS スタートアップに投資するファンド）

1 億ドル
−

（注）−は非公開情報
出所：公開情報を基に月刊事業構想 編集部作成 （『月刊事業構想』2018年3月号 29頁の表を一部省略）

③ CVC の活用（スタートアップへの資本参加に

ため、自身はマイノリティ投資ですみ、M&A と比

よる協業、情報収集等）
、という選択肢が加わった

べて圧倒的に少額の投資で新たな技術や市場に関

ことが、大企業とスタートアップとの距離を縮め、

する知見を得ることができるからだ。

両者による協業の活発化に寄与している。
CVC には、他のオープンイノベーション手段と
比べて、次のような優位な点がある

23。

M&A と比較すると、CVC の方が革新的なアイ
デアを発見するという目的において投資効率がよ

また、アライアンスと比較すると、CVC は新技
術や新市場に対する知見を持つ起業家をターゲッ
トとして、VC という、通常の企業活動では得られ
ない特殊技能を持った集団のサポートが受けられ
るといったメリットがある。

い。CVC は通常、独立系 VC と共同で投資を行う

23 倉林（2017）を参考にした。
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大企業とスタートアップの連携が増えている

モデルを構築しつつあるスタートアップに投資し、

理由

提携を進めていく方が、効果的にイノベーション

なぜ今、日本企業で大企業とスタートアップと
の連携が増えているのかをあらためて考察してみ

を起こすことができると考えられる。
第 4 に、日本企業の借入金の返済が進み、キャッ
シュリッチな大企業が増える中、余剰資金を成長

よう。
第 1 に、事業環境の変化スピードが速まると同

戦略に向けて有効活用しようという機運が高まっ

時に、新事業や新技術の開発に必要とされる技術

ていることが、大企業のスタートアップへの投資

や人材の幅が広がる中で、
大企業では外部のリソー

を後押しする要因となっている。

スを取り入れて開発効率の向上やスピードアップ

第 5 に、近年は効率のよい技術マッチングの仲

を図る動きが広がっている。すなわち、オープン

介サービスを提供する企業が出てきたことも、大

イノベーションへの意欲が高まっている 24。

企業とスタートアップとの連携を促進する一因に

第 2 に、大企業はスタートアップのノウハウや

なっていると考えられる。

スピードを活用しなければ、成長機会を得られな
い（競争に勝ち残れない）恐れがあるという認識
が広がってきた。スタートアップに投資すれば、

連携仲介サービス企業の登場
上記の第 5 で述べたマッチングの仲介サービス

大企業では手を出せない、リスクの高いテーマに

を行う企業の例として、リンカーズとリバネスの

取り組めるほか、大企業ではありえないスピード

2 社を紹介したい。

感をもって事業を進められる利点がある。こうし

①リンカーズ（株）

た認識が広がる中で、かつては自前主義の傾向が

同社は仲介ビジネスのリーディングカンパ

強かった大企業の意識が変わり、出資先のスター

ニーで、ものづくり系メーカーマッチングサー

トアップと協力してビジネスのエコシステム（生

ビス「Linkers」を運営する。

態系）をつくろうとする企業が増えている

25。

最適なパートナー企業の探索にはこれまで多

第 3 に、IoT、AI、シェアリングエコノミーなど

くの時間とコストがかかった。また、明文化さ

の技術を活用した新しい産業・ビジネスが登場し

れていない暗黙知を含む非公開情報は探索しに

ていることが、CVC をより活発化させている面が

くい。この 2 つの課題を解決するサービスを、

ある。これらの第 4 次産業革命期の技術を使った

同社は「人づてネットワーク」
（2,000 名以上の

新市場創造型の事業開発では、過去の経験や常識

産業コーディネーターと 500 以上の産業支援機

が当てはまらず、事前の綿密な調査や需要予測は

関）を活用して提供している。

なじまない。何が正解かはやってみなければ分か

また、同社は研究開発パートナー選定を多段

らず、失敗する確率も高い。このため、確実性が

階評価で絞り込んでいく際に、企業にとって技

要求され、失敗が許容されにくい大企業の内部で

術やニーズ情報を出しやすい仕組みを採用して

の事業開発だけでは、これらを全うすることが難

いる。まずはセミオープンの場で数千社に対し

しい。大企業にとっては、有望な技術やビジネス

て限定的な情報を公開。次のセミクローズドの

24 大企業がオープンイノベーションを行う場合、ミッシングピース（自社にない技術）のうち自社にとってのコア技術については
自前で開発もしくは買収による取り込みを図るが、ノンコア技術のミッシングピースについては外部と連携もしくは外部調達し
て手に入れることが多い。後者のプロセスで CVC が活用されている。
25 日本政策投資銀行「2017 年度設備投資計画調査の概要と企業トップ・有識者の『声』
」
（2017 年 12 月）によれば、
「ベンチャー
への投資については、打率は低くても取り組む方針に変わってきている。狙いは二つあり、一つは新しいビジネスに繋がる可能
性、もう一つはベンチャーのスピード感の本体へのフィードバックだ」
（自動車メーカートップ）という声が紹介されている。
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場では連携可能性のある数社にのみより詳細な
情報を提示。最終的には 1 対 1 のフルクローズ
の場でさらなる詳細情報を開示する。
「技術について少しなら開示してもいいが、全
部は出したくない」という企業が多いことに対

ング・パートナーは指摘する 28。
①本来は目的を達成するための手段であるはず
の CVC 自体が目的化してしまう（単に短期
間で「やっている感」を出すための取り組み
に走ってしまう）
。

応して、同社は段階的に情報を開示するオープ

②スタートアップへの「リスペクト」が不足し

ンイノベーションの場をつくろうとしている点

ている（共に新たな価値創造を目指す仲間で

が注目される

26。

②（株）リバネス

あるのに、下請け扱いしてしまう）
。
③新しい価値を生み出すアイデアや事業は、

同社は、IT 以外の技術分野で、大学から生ま

“エッジ” が立っているものだが、大企業は社

れるシーズを中心に、新規スタートアップを発

内関係部門との合意形成や経営幹部の承認を

掘し、それを大企業のオープンイノベーション

得るために、エッジを丸くヤスリ掛けし、無

戦略とつなぐためのエコシステムとして「TECH

難な部分だけに限定した業務委託契約になっ

PLANTER」をつくった。

てしまう。

TECH PLANTER は、シーズを育てるアジア

④大企業によるスタートアップへの投資や協業

最大のエコシステムで、日本中のテクノロジー

がスタートした当初は、オープンイノベー

ベンチャーが集まる、若手起業家約 1,000 人の

ションによる価値創造のための活動や案件に

コミュニティである。

対 し て「 ポ ー ト フ ォ リ オ の 一 部 」
（全体の

なお、TECH PLANTER を活用した大企業と

1/10 や 1/100）といった見方がされる。しか

スタートアップの連携は、CVC と違って、特定

し時間の経過とともに、
「ポートフォリオの一

の色がつかないという利点があるという。ス

部」という考え方が薄れ、協業（出資）案件

タートアップには早期に色がつくことをいやが

を一つの独立案件として、1/1 で評価してし

る習性があるが、同社のエコシステムを使えば、

まう。

投資を前提とせずに、大企業とスタートアップ
が PoC27 の前から付き合うこともできる。

これらの落とし穴を避けるためには、第 1 に、
骨太なゴールや実現したい青写真を明確化し、そ
れに向かうプロセスを回すこと
（オープンイノベー

大企業とスタートアップの協業の難しさ

ションやスタートアップとの協業は実現手段で

本稿で見たように、スタートアップと大企業の

あって、目的ではないと認識する）
、第 2 に、オー

オープンイノベーションの重要性は広く認識され

プンイノベーションの推進を担う大企業のメン

るようになってきた。しかし、成果を出している

バーに対する評価制度を、ある程度長い時間軸で、

企業はそれほど多くないと思われる。
大企業とスタートアップの協業が陥りやすい落
とし穴として次の 4 つがあると、米国の有力 VC、
トランスリンク・キャピタルの秋元信行マネージ

「失敗を評価しながら、成功を粘り強く待つ」仕掛
けにすること、が重要だと秋本氏は説いている。
また、米国の VC であるフェノックス・ベン
チャーキャピタルの創業者 CEO のアニス・ウッ

26 餅由（2018）を参考にした。
27 Proof of Concept（概念実証）の略。新しいプロジェクト全体を作り上げる前に実施する戦略仮説・コンセプトの実効性検証の
こと。
28 秋元（2017）
。
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ザマン氏は、日本の CVC には、人材と案件の 2
つの点で課題があると指摘する 29。
①人材：事業会社出身者が投資を担当するため、
経営目線が不足している（投資能力は低く、
投資後の育成のノウハウも少ない）
。
②案件：優良ベンチャーほど、大企業に束縛さ
れるリスクを恐れて、CVC に慎重になる。
これらの課題を乗り越えるためには、経験豊富
な VC と連携して CVC を運営することが肝心だ
とアニス氏は指摘する。

2017 年
3）阪本節郎『シニアマーケティングはなぜうまくいか
ないのか−新しい大人消費が日本を動かす』2016 年
4）首相官邸「人生 100 年時代構想会議 中間報告（案）
」
2017 年 12 月 19 日
5）NTT データ経営研究所「情報未来 No.56」
（2017
年 11 月）
「特集 事業変革と経営改革の新潮流〜来
るべきデジタル時代の海図と航路〜」
6）日興アセットマネジメント「Robotics Report アジ
アで急増する「介護ロボット」需要〜世界をリード
する日本勢」2018 年 1 月 29 日

流行ではなく、イノベーションに必須の手段
このように、スタートアップとの協業は、流行
だからといって漫然と取り組むのでは、成果をあ
げるのが難しいだろう。
一方で、一筋縄にはいかないからといって、大

7）青山正治「超高齢社会の人の “移動” を支援する機
器開発の動き」
（ ニ ッ セ イ 基 礎 研 究 所「NLI
Research Institute REPORT」2018 年 2 月）
8）石橋未来「中国の高齢化と介護ロボット」（大和証
券ウェブサイト コラム 2018 年 1 月 19 日）

企業がスタートアップとの連携に手を出さないの

9）
「安川電機のリハビリ支援ロボット「市場性がない」

は問題である。なぜなら、本稿でも見たような昨

危機からの復活」
（『月刊事業構想』2018 年 1 月号）

今の環境を踏まえれば、オープンイノベーション

10）水 口 剛『ESG 投 資 新 し い 資 本 主 義 の か た ち 』

やスタートアップとの連携は、最近の一時的なト
レンドではなく、大企業が取り組むべき当たり前

2017 年
11）物江陽子「ESG 投資と受託者責任

米英における

の行動になると考えられる。もっと言えば、オー

議論と日本への示唆」
（大和総研、2017 年 11 月

プンイノベーションやスタートアップとの連携は

8 日）

経営上の単なるオプションではなく、
イノベーショ
ンを起こす上で必須の手段になっていくだろう。
今後、日本企業のスタートアップとの連携が、
組む目的を明確に設定した上での協業、協業効果
を高めるための社内体制整備と人材確保を伴った

12）櫻本惠、加藤泰浩、村岡義信、鈴木俊一「エンゲー
ジメントを通じた ESG の推進」
『証券アナリスト
ジャーナル』2018 年 1 月
13）
「「SDGs」の真価− 12 兆ドルの新市場に企業が押
し寄せる」
（
『日経エコロジー』2018 年 1 月号）

取り組みへと質的な進化を遂げ、大きな成果を生

14）日経 BP 社編『世界を動かす 100 の技術』2017 年

み出すものになることを期待したい。

15）経済産業省商務・サービスグループ生物化学産業
課「スマートセルインダストリーの実現に向けた
取組」2017 年 12 月 19 日
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