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2016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、2016 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  2016 年のキーワードを 10 個挙げると、以下のとおりである。本号では 1 ～ 5 を取り上げ、次
号（「経営センサー」2016 年 3 月号）で 6 ～ 10 を取り上げる。

  1． IoT（Internet of Things）とインダストリー 4.0
  2． 人工知能（AI）
  3． 次世代自動車（コネクテッドカー、自動運転車）
  4． シェアリングエコノミー
  5． メガ FTA
　　　　＜以下、次号＞
  6． 製造業の国内回帰
  7． オープン＆クローズ戦略
  8． 素材の軽量化
  9． 物流の進化
  10． ものづくり中小企業と地域イノベーション

1．IoT（Internet	of	Things）とインダストリー4.0

「IoT」ブームをどう見るか
IoT（Internet of Things）は、筆者が昨年版の「日

本産業を読み解く 10 のキーワード」1 の筆頭に取
り上げたが、実際、2015 年は「IoT 元年」と言え
る年になった。また、ドイツの産業界が政府と一
体となって提唱している製造業革新策である「イ

1  「2015 年の日本産業を読み解く 10 のキーワード」（http://www.tbr.co.jp/pdf/report/eco_g036.pdf）。
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ンダストリー 4.0」というコンセプトが、IoT を製
造分野に活用した戦略として注目されるように
なった。

2015 年は IoT やインダストリー 4.0 という言葉
だけが独り歩きした感が強かったが、これらへの
注目の高まりを一過性のブームと見て、軽んじて
はならない。背後に進行している産業の底流変化
をしっかり見据えて行動する必要がある。その意
味で、2016 年も 1 番目のキーワードとして、IoT
とインダストリー 4.0 を取り上げたい 2。

IoT 時代の到来
IoT（Internet of Things）は「モノのインターネッ

ト」と直訳されるが、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。米調査会社ガートナーの予測によれば、イ
ンターネットにつながるデバイスは 2015 年には
49 億個だが、2020 年には 250 億個に増加すると
されている。

あらゆるものがインターネットに接続される
「つながる経済」になったおかげで、つながってい
なかった時には不可能だったビジネスモデルが実
現可能となり、様々なサービスや機能が提供でき
るようになってきた。

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。今後はこのビジネスモデルを航空機
だけでなく医療機器などに広げていくとみられる。

日本企業も IoT 技術では負けていない
日本企業も IoT に積極的に取り組んでおり、活

用事例は枚挙にいとまがない。

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古
くから導入しており、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。

IoT の活用により、生産ラインの「見える化」
を図っている企業は数多い。LIXIL はベテラン設
計士のノウハウを「見える化」し IT で一元管理
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。 

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）。

このように、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。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、技術的な新
味はない。だからといって、「こんなことは日本企
業は昔からやっている。何をいまさら騒ぐのか」
という反応をする者は、本質を見逃す恐れがある。

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。

例えば、スマートフォン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
ゆるものがインターネットにつながる 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
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2    筆者は 2014 年版の本レポート（http://www.tbr.co.jp/pdf/report/eco_g030.pdf）で 10 のキーワードの 1 つに「高度製造業」を取
り上げ、ドイツの「インダストリー 4.0」や米 GE の「インダストリアル・インターネット」を紹介した。当時は認知度の低かっ
たこれらの用語が、今や経済誌など多数のメディアが特集を組むほどの注目ワードになっており、まさに隔世の感がある。
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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。

日本企業の IoT 戦略の課題
異国や異業種の他社の IoT 戦略によって既存の

産業構造が今後どう変わり、自社の既存事業が脅
かされることはないかを展望し、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、既存の業界秩序を破壊するよ
うな不連続なイノベーションを起こすのは、多く
の場合、伝統的大企業ではなく、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）が不連続な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。

各種アンケート調査によれば、海外企業に比べ
ると、日本企業の経営者は、IoT はオペレーショ
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（図表 1、図表 2 参照）。

守りの IoT 投資が中心で、攻めの IoT 投資に消極
的であるほか、IT を活用したビジネスモデル変革
への意識も薄い傾向がある。こうした結果から判
断して、日本企業は IoT がもたらす産業世界観・
産業生態系の変化を見据えた、生き残りのための
戦略的取り組みが手薄である点が課題として浮か
び上がってくる。

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

バイオミメティクスの新展開

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？

日本の経営者世界の経営者

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%

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%

図表 1　IoT がもたらす効果への期待

出所：アクセンチュア「グローバルCEO調査2015」
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ITによる製品・サービス開発強化

ITを活用したビジネスモデル変革

ITによる顧客行動・市場分析強化

新たな技術/製品・サービス利用

ITによる業務効率化・コスト削減 16.7
48.2

26.9
1.2

27.6
17.6

28.8
12.9

41.0
22.4

米国

日本

図表 2　IT に対する期待（IT 予算が増える理由）

（注） ・  JEITAおよびIDCジャパン「ITを活用した経営に対する日米企業
の相違分析」（2010年10月）により日本政策投資銀行が作成

 ・  調査対象：日米民間企業の経営者およびIT部門以外（事業部、
営業、マーケティング、経営企画）のマネージャー職以上

出所：  日本政策投資銀行産業調査部「IoTを活用した新しいビジネス創
出の可能性と課題」2015年10月23日
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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 3 参照）。

この点を踏まえれば、IoT の技術面で米独に負
けていないからと言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。産業革命は画期的技術が登場した
時に起こるのでなく、その技術が安くなり社会に
広く普及した時に起こるものである。そもそも日
本には IT が引き起こす潮流変化に対する時代認
識や危機感がなかったから、「インダストリー
4.0」のようなビジョンが出てこなかったと考える
べきだ。

日本企業の中には、ドイツ企業が目指すインダ
ストリー 4.0 を上回るスマート工場を既に自社工
場で実現していると語る企業も存在する。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
の本質を見ていない。

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 企業が将来、コネクテッドカーや
自動運転で自動車産業を支配し、今は強いドイツ
の自動車産業が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 がもたらす競争ルー
ル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
んでいる 3。

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。

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。一方で、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、巻き返しを図るチャン
スである。

日本企業も、米独の産業変革の取り組みを注視
し、対抗策を講じる必要がある。IoT 時代の産業
生態系の転換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、革新
的なビジネス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。

2．人工知能（AI）

人工知能（AI）とは
今、人工知能（AI: Artificial Intelligence）が社

会的に大きな注目を浴びており、産業界が AI の
活用に一斉に動き始めている。

人工知能（AI）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

3    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。

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

図表 3　ドイツの「インダストリー 4.0」

（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。

出所：各種資料を参考に作成
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実現する技術のことで、ハードウェアというより
ソフトウェア技術として実現されることが多い 4。

AI の研究は 1950 年代半ばから始まり、技術進
化の歴史から見ると、現在は「第 3 次 AI ブーム」
の時期と言われる 5。今回のブームの背景には、深
層学習（ディープラーニング）の進化という技術
的なブレークスルーがある。深層学習とは生物の
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 6 の一種である。深層学習がここにき
て急速に進化した背景には、①ハードウェアの処
理能力が上がったおかげでニューラルネットワー
クを多層化することが可能になったこと、②脳科
学から得られた知見（視覚野の仕組みの解明）が
AI 研究に本格的に導入され始めたこと、がある。

AI の産業への活用事例としては、現在各社が
競って開発中の自動運転車、ソフトバンク社の開
発したペッパーを企業が店員として活用する例、
米 IBM が開発を進める認知型コンピューター「ワ
トソン」を金融機関が店頭オペレーター業務のア
シスタントとして導入する例、などが挙げられ
る。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。

IoT と AI は単なるテクノロジーではない
IoT の広がりにより、ロボット、家電、自動車

など、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（ビッグデータ）を AI を使っ
てリアルタイムで分析することが可能になった。

人間の五感（視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚）

は生物としての人間の限界によって制限されてい
る。しかし IoT の時代には、機械でできた観測装
置により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することができ
るようになる。

このような IoT と AI の結合がもたらす未来図
は決して SF の世界ではなく、既に起こっている
か、近い将来起こるはずの現実である。したがっ
て、AI は単なる流行の技術の一分野として捉える
のでなく、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
るかということを洞察することが重要である。

IT 企業による AI 投資がヒートアップ
2012 年ごろから、世界的な IT 企業が深層学習

の研究成果を自社の AI 製品に取り入れる動きが
活発になっている。米 IT 企業による AI 分野への
投資競争も熱を帯びてきた。

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、積極的な企業
買収と人材の囲い込みによって、AI 研究の先頭を
走っている。

IBM は、AI の領域で、質問応答・意思決定支援
システム「ワトソン（Watson）」など三つの大型
プロジェクトを同時に走らせている。

また、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、

4    本誌 32 頁「ちょっと教えて！現代のキーワード」でも AI について解説していますのでご参照ください。
5  第 1 次ブームは 1950 年代、第 2 次ブームは 1980 年代に訪れた。
6    機械学習や神経科学などの分野で扱われる計算モデルの一種。脳の神経回路から知見を得たモデルで、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。

2016 年の日本産業を読み解く 10 のキーワード
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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。

日本企業も動き出した
日本では AI 研究に対する国の取り組みが米国

より大きく遅れているが、2015 年 5 月、経済産業
省は産業技術総合研究所（産総研）に新たに人工
知能研究センターを設立し、2016 年 4 月には研究
員合計 100 人超の体制を整える。また、2016 年半
ばには、理化学研究所に AI などの統合研究開発
拠点「 AIP（ Advanced Integrated Platform 
Project）センター」が設立される。2015 年夏には、
文部科学省も AI 研究に 10 年間で 1,000 億円をあ
てる方針を発表した。

日本企業も AI 研究に積極的に動き出した。図
表 4 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。

日本の AI 関連のベンチャー企業が大企業と手
を組む事例も増えてきた。深層学習の技術で注目
されているベンチャー企業、プリファード・ネッ
トワークス（PFN、本社：東京都文京区）がトヨ
タと共同研究を行っているほか、ファナックとも
技術提携をしている。また、ベンチャー企業、
ABEJA（アベジャ、本社：東京都港区）は、同社
の提供する深層学習技術を活用した次世代型店舗
解析ソリューションを百貨店大手の三越伊勢丹
ホールディングスをはじめ、数十社の小売業者の
販売促進を AI で支援している。

第 1 次産業での AI 活用も始まっている。牛固

体管理システムのファームノート（本社：北海道
帯広市）は、畜産牛や乳牛にセンサーを取り付け
て活動量のデータを集め、AI で分析できる通信機
器を開発し、生産者がスマホなどで牛の病気や発
情を手軽に把握することを可能にした。

EY 総合研究所の予測によれば、日本の AI 関連
産業（運輸分野、卸売・小売分野、製造分野等を
含む）の市場規模は 2015 年の 3 兆 7,450 億円から、
2020 年には 23 兆 638 億円、2030 年には 87 兆円
に拡大し、現在の自動車産業の市場規模（約 50
兆円）を上回る巨大産業になることが見込まれて
いる。

AI は次世代ロボットの誕生を促す
これまでもロボット技術は IT の発達に伴って

大きく発展してきたが、近年は IoT や AI などの
先端的な IT のロボットへの導入が進み、「ロボッ
ト革命」と呼ばれるように、これまでロボットの
活用が進んでいなかった多様な分野における実用
化が進んでいる。深層学習の技術をロボットに生
かすための研究も活発に行われ始めた。

近年、米国では AI がロボットに不可欠なもの
と認識され、ロボットと AI の開発がセットで進
展しているのに対し、日本ではハードウェア優先
のロボット開発が行われ、ロボットと AI との融
合が遅れていた。また、米 IT 企業の間では、次
世代ロボットを IoT 時代の「次世代の情報端末」
と位置付けているのに対し、日本企業はスタンド
アローンとしてのロボット開発が中心で、情報端

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
ギーメロン大学教授のトム・ミッチェルをはじめとする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。

図表 4　日本企業のAI 研究への取り組み

出所：各種資料をもとに作成
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末という発想が乏しかった。
政府が 2015 年 1 月に発表した「ロボット新戦

略」は、IoT 社会の到来に伴う技術革新やビジネ
スモデルの変化によりロボット自体が劇的に変化
しつつあることを指摘し、日本のロボット開発が
ガラパゴス化することなく、こうした潮流に対応
する必要があることに言及した。

IoT 時代の AI を導入した次世代ロボットは、私
たちを取り巻くあらゆる産業を塗り替えてしまう
可能性を秘めている。メーカーもユーザーも、こ
の技術トレンドをしっかり見据えて、次世代ロ
ボットの動向を注視していくことが重要だろう。

3．次世代自動車（コネクテッドカー、自動運転車）

クルマの IoT 化で次世代自動車の主役が変わった
IoT により得られたビッグデータを AI（人工知

能）で解析する一連のシステムは、今後、自動車、
ロボット（ドローンやサービスロボット）、遠隔医
療、スマート農業など様々な領域に導入されてい
くと予想される。中でも、日本の基幹産業である
自動車産業、広大な裾野産業を抱え、就業人口の
9％弱の 550 万人を雇用し、日本の財の輸出の約
20％を占める自動車産業が、IoT と AI の台頭によ
りどのような影響を受けるかは、日本経済にとっ
て最重要テーマの一つである。

これまで、自動車の次世代技術と言えば、環境
対応の技術が中心で、エコカーが次世代自動車の
主役であった 7。しかし、IT とクルマが融合し、
自動車分野の IoT 化が進む中で、2015 年あたりか
ら、コネクテッドカーと自動運転車が次世代カー
の主役に踊り出た感がある。これに伴い、クルマ
の安全技術が新たな進化をとげつつある 8。

クルマの安全技術に一大変化
従来、クルマの安全技術は、危険を回避して安

全性を高める「予防安全」と衝突時に乗員の安全
を守る「衝突安全」の二つが基本であったが、近
年は IT を駆使した「運転支援」と呼ばれる新し
い安全技術が目覚ましい進化をみせている。これ
は、車載センサーによって走行環境を認識し、安
全な走行を支援するシステムで、既に「衝突回避
支援ブレーキ（AED）」、前を走る車を自動追尾す
る「アダプティブ・クルーズ・コントロール（ACC）」
などのシステムが実用化され、市販されている。
「運転支援」のためのシステムは高度運転支援シ

ステム（ADAS）と呼ばれ、ADAS の世界の市場
規模は、2012 年の 1,000 億円から 2020 年には 1
兆 2,000 億円に拡大すると予想されている。

コネクテッドカーで台頭する
次世代情報提供サービス

ADAS の躍進の背景には、高速通信規格 LTE
とスマートフォンの普及により、クルマがネット
ワークを通じて社会インフラとつながり、情報を
やりとりできるようになったこと、すなわちコネ
クテッドカーの登場がある。

コネクテッドカーの時代になれば、自動車は単
体としての乗り物ではなく、スマート社会の情報
端末の一つ（「走るスマホ」的存在）となり、基本
ソフト（OS）やアプリで提供されるサービスが
大きな付加価値を生むようになる。もはや「自動
車＝マストの存在」ではなくなる。

2013 年以降、米 IT 企業（アップル、グーグル、
マイクロソフト等）が先導する形で、多様な業種
の企業が自動車分野に参入してきている。

国内カーナビゲーションシステム各社は、IoT
時代の次世代情報提供（テレマティクス）サービ

7    より厳しい新たな環境規制として、カリフォルニア州が策定した次期 ZEV（ゼロエミッションビークル＝排出ガスを一切出さな
い自動車）規制が米国のスタンダードになりつつあり、同規制への準拠を求められる 2018 年モデル以降をにらんだ次世代エコカ
ー戦争をどのように勝ち残るかが、今も自動車メーカーにとって重要テーマであることに変わりはない。

8    筆者は、2014 年の日本産業を読み解くキーワードで「次世代自動車」（次世代環境車、自動車と IT の融合、自動運転車）、2015
年のキーワードでも「自動車の情報端末化」（コネクテッドカー、自動運転車）を取り上げており、実質 3 年連続で同キーワード
を選出している。

2016 年の日本産業を読み解く 10 のキーワード
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ス市場の拡大を商機と見て、クラウドネットワー
クを活用した各種の情報サービスの拡充に注力し、
人とクルマが円滑にコミュニケーションをとる仲
介役になろうとしている。有望なテレマティクス
サービスの 1 つとして、運転状況に応じて保険料
を割り引いたり、特典を付与したりするテレマ
ティクス保険も注目されている。

自動運転車の開発がスピードアップ
上述したように、クルマの IoT 化、コネクテッ

ドカーの登場と新たな安全技術の進化、次世代情
報サービスの開発が進んできたが、この延長線上
にあるのが自動運転車である。

自動運転車の開発には、完成車メーカーだけで
なく、大手部品会社、米グーグルをはじめとする
IT 企業、ベンチャー企業など、多くの企業が参入
しているが、ここにきて開発スピードが一段と加
速してきた。

トヨタは、1990 年代から自動運転技術を研究し
つつも、従来は「運転する楽しさ」を重視し、自
動運転車の商品化には慎重であったが、2015 年
10 月、2020 年ごろに高速道路上で車線変更や合
流、追い越しが自動でできる市販車を発売すると
表明し、前向き姿勢に転じた。自動車メーカーに
とって自動運転車開発のライバルは多様な業種に
広がっており、最近では米 Uber が自動運転車の
研究者を積極的に採用したことで、人材獲得合戦
が過熱している。

政府は自動運転の段階（レベル）を図表 5 に示
す 4 段階に分けている。トヨタやホンダが目指し
ている 2020 年ごろの高速道路での自動運転実用

化はレベル 2 に当たり、日産自動車が 2015 年 10
月に公開した一般道での自動運転実験はレベル 3
を目指すものである。

自動運転はクルマの価値や産業構造を
根底から変える

自動運転実用化に向けた取り組みが加速してい
るが、当面はドライバーの運転支援にとどまり、
完全自動運転の実現には相当な時間を要すると考
えられる。その理由は、①事故が起こった場合や
コンピューターシステムがハッキングされた場合
の責任の所在（自動車メーカーか、IT システム供
給者か、運転者か）が明確化されていないこと、
②通信規格が自動車メーカーごとにまちまちで統
一化されていないこと、③クルマの安全は人命に
かかわる問題であり、革命的な変化が社会に受け
入れられるには時間がかかること、などである。

それでも、自動運転が経済社会に大きな変化を
もたらすことは間違いなく、時間軸を別とすれば、
方向性としては実現に向けて進むと考えられる。

自動運転車がいつでもオンデマンドで配車され
る社会になれば、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変わる。そうなれば、
自動車を買って自分で運転する人は一部マニア（現
在のハーレーを愛する中高年ライダーのような存
在）だけになることが予想される。

このほか、自動運転実用化がもたらすインパク
トとしては、①自動車がぶつからなくなるため、
頑丈なボディーは不要となり、使用される素材が
激変する、②タクシー（料金の 4 分の 3 が人件費）
が無人タクシーになれば、利用料金が大幅に下が

自動運転レベル 概要 左記を実現するシステム
レベル1 加速・操舵・制動のいずれかをシステム＊1）が行う状態 安全運転支援システム
レベル2 加速・操舵・制動のうち複数の操作をシステムが行う状態

準自動走行システム 自動走行システムレベル3 加速・操舵・制動を全てシステムが行い、システムが要請したときはドライバーが
対応する状態

レベル4 加速・操舵・制動を全てドライバー以外が行い、ドライバーが全く関与しない状態 完全自動走行システム＊2）

図表 5　自動運転のレベルとそれを実現する自動走行システム・運転支援システムの定義

（注） ＊1）  システムとは、自動車が自律センサや通信等により得られる情報から道路環境などを判断し、自動車の加速・操舵・制動の全てあるいは一
部を行う仕組みを指す。

 ＊2）ここで完全自動走行システムが「有人か無人か」は定義していない。
出所：内閣府「SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）自動走行システム研究開発計画」（2015年5月）
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る 9、③トラック輸送（運送コストの 46％が運転
手の人件費）が自動運転になれば、コスト競争力
が劇的に強化される、④交通違反を取り締まる必
要がなくなり、警官の数を削減できる、⑤短距離
航空市場が縮小する（自動運転車なら車内を寝室
にできるため、5 時間程度の移動なら飛行機より
車が選ばれる）、など様々な分野への影響が考えら
れる。

グローバル競争を勝ち抜く自動車戦略
自動運転車の開発は、世界各国で IoT やインダ

ストリー 4.0 の潮流の中で進行していることを忘
れてはならない。米独は、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「サイバーフィジカルシステム（CPS）」
の導入を官民一体となって水平分業型で推進して
おり、自動運転の分野でも自動運転走行の研究・
技術開発を進めるのみならず、オープンなプラッ
トフォームづくりや規格の標準化、制度整備など
において主導権を取ろうとしている。

欧米主導でルールづくりが進めば、日本勢の存
在感が低下する恐れがある。グーグルなどの欧米
勢に主導権を奪われ、日本の自動車メーカーが従
属的な立場に追い込まれることのないよう、産業
の潮流を踏まえつつ、日本も官民一体となって、
日本ならではの競争力の強化、仲間づくり、ルー
ルづくりへの参画、ビジネスモデルの革新等に取
り組んでいくことが重要だろう。

9    自動運転の中で最も早く実現するのは無人ロボットタクシーであると予想する識者が少なくない。米 Uber や日本のベンチャー
ZMP などが早期実用化を目指して開発中である。

【 Airbnb のサービスイメージ 】

【 Uber のサービスイメージ 】

図表 6　	Airbnb と Uber のサービスイメージ

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）
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4．シェアリングエコノミー

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

するビジネスが台頭してきた。個人の遊休資産や
時間を他人のために活用して利益を得る─そんな
個人間取引の橋渡しをするプラットフォームを提
供するビジネスが世界規模で成長してきている。

その二大巨頭が、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、スマートフォンで好きな場所
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 6 参照）。

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。
プライスウォーターハウスクーパースの予測によ
ると、シェアリングエコノミーの市場規模は 2013
年に約 150 億ドルだったが、2025 年には約 3,350
億ドルに成長する見込みである

なお、最近、米国のメディアでは、Airbnb や
Uber などを「オンデマンドエコノミー」と呼ぶこ
とも多い。消費者がスマートフォンを使って、 
必要な時に利用できるため、オンデマンド（需要
に 応 じ た ） エ コ ノ ミ ー と 呼 ば れ る よ う に 
なった。

共有型経済台頭の原動力は IoT
シェアリングエコノミーが世界で急成長するよ

うになった背景には、IT（情報通信技術）の進歩
がある。インターネットとスマートフォンが普及
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。

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台頭の原動力は、21 世紀
の知的インフラである IoT が形成されたことだと
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、
輸送のインテリジェント・インフラが形成され、
効率性と生産性が大きく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。そして、限界費用がほぼゼロでシェアさ
れる財とサービスの増加により、第 2 次産業革命
以来の企業の収益モデルは崩壊すると、リフキン
氏は指摘する。

特定世代の価値観ではなく不可逆的な流れ
このような背景を理解すれば、最近世界中で

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と言える。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。所有するモノを必要最小限の量に減ら 
すことをモットーとする生き方をする「ミニマリ
スト」（最小限主義者）が突然増えたわけでも 
ない。

若者など特定世代の価値観や嗜
し

好
こう

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と考え
るべきだ。そうだとすると、シェアリングエコノ
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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。

シェアリングエコノミーの経済的メリット
シェアサービスが拡大し、空きリソースが活用

されて稼働率が高まることは、社会全体の供給力
の増加につながる。人の空いている時間と使われ
ていないモノを有効に活用するシェアリングエコ
ノミーは、少子高齢化で労働力が不足し、供給能
力が成長の天井となっている日本経済の現状を打
破する一つの有効な手段になりうる。

また、2020 年東京オリンピック・パラリンピッ
クの特需など短期的な需要急増に効率よく対処す
る手段としても、シェアリングエコノミーの活用
は有効である。五輪のためだけに新たなホテルや
鉄道を建設すれば、五輪後に供給過剰で低稼働率
に悩むことは目に見えているからだ。

規制の壁により世界の潮流から取り残される日本
このようにシェアサービスは経済的メリットが

大きく、米欧やアジアで普及しつつあるが、現状、
日本では規制の壁が厚く、産業化が阻まれており、
世界の潮流から大きく取り残されている。

日本では、Airbnb のような民泊は原則として 
旅館業法の規制対象となり、旅館業を営むため 
の届け出が義務付けられている。このため、無 
届けの違法な状態の民泊が横行している。政府 
は民泊の解禁に向けて動き始めたものの、これ 
までのところ実効性のある規制緩和が行われる 
方向には進んでいない。一方、Uber のような自 
家用車の相乗りサービス（ライドシェア）は、通
称「白タク規制」に抵触するため、実施のめどす
ら立っていない（特区での運用が検討されている
ものの、エリア内での他の交通機関が貧弱である
など、特区選定には厳しい条件が付く見込みで 
ある）。

参入規制の緩和は、シェアリングサービスに顧
客を奪われかねない既存業界からの根強い抵抗が
あるため簡単ではない。しかし、シェアリングエ

コノミーの台頭という潮流をせき止めることはで
きない。そうであれば、新ビジネス台頭の芽を摘
むことのない、新たな規制の構築が急務である。
既存産業はシェアリングエコノミーの拡大に対応
した事業戦略を練る必要があろう。

デジタルネイティブが世界一少ない日本の足かせ
シェアリングエコノミー台頭の原動力が IoT 

であるということに関連して、日本が意識して 
おくべきことがある。それは、世界一の超高齢 
化社会である日本は、デジタルネイティブの人口
割合が主要国の中で最も小さい国であることが、
企業経営上、不利に働く可能性があるという点で
ある。

幼少期からパソコンやインターネットに慣れ親
しんでいるデジタルネイティブ（おおむね 1980
年以降に生まれた世代）は、2015 年現在、世界全
体では総人口の 6 割近く、米国では 5 割近くを占
めるが、日本では 3 分の 1 とまだ少数派である。

彼らは物欲が希薄で、製品やサービスを所有す
るよりも、それを利用できることを選ぶため、何
でもシェアする。今日、世界中でシェアリングエ
コノミーが拡大しているのは、デジタルネイティ
ブの台頭とぴったり符合している。デジタルネイ
ティブが少数派の日本では、これが特定世代の価
値観やライフスタイルだと思われがちだ。しかし、
旧世代にとっては異質感があっても、前述したよ
うに、これは決して一部世代の習性ではなく、今
後時間がたてば、これが社会の主流になっていく
ことに気づく必要がある。

IoT の普及に伴い、既に様々な領域でシェアリ
ングエコノミーが成長してきた結果、従来型の市
場経済における既存産業の利益が侵食される事例
が発生するなど、経済社会のパラダイムの転換が
生じつつある。

この大変化の波に素早く対応できるかどうか
が、今後企業の浮沈を左右する。デジタルネイ
ティブが組織の主導権を握っていない日本はこの
現状把握の遅れから、必要な変革に後れをとって
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しまうリスクがあることを自覚し、若手の活用と
権限委譲を意識して推進すべきだろう。

5．メガ FTA

メガ FTA の時代が到来
環太平洋パートナーシップ協定（TPP）交渉が

2015 年 10 月に大筋で合意した。TPP は参加 12
カ国を合わせると、世界の GDP の 36%、世界の
貿易額の 26% を占め、各国の批准により成立に至
れば、広域の国・地域の自由貿易協定として世界
最大規模となる。

TPP の大筋合意は、世界の通商にメガ FTA（自
由貿易協定）の潮流が生まれていることを意味す
る（図表 7 参照）。メガ FTA とは世界の主要国同
士の巨大な経済規模を持つ FTA のことで、TPP
のほか、東アジア地域包括的経済連携（RCEP）、
日本 EU 経済連携協定（EPA）、米国 EU 包括的
貿易投資協定（TTIP）、日中韓 FTA の五つを指
すことが多い。

この中で TPP が先行して大筋合意に達したこ
とが、残りのメガ FTA 交渉を後押しする働きを
している。TPP 域外の主要国・地域が受ける不利
な貿易条件を解消しようとして、FTA の締結を急
ぐからである。実際、日本や中国、韓国、東南ア

ジア諸国連合（ASEAN）などが参加する RCEP
の交渉が進んでおり、2016 年内の大筋合意を目指
すとされている。

今後、企業のグローバルな事業展開は、世界の
通商の柱になりつつあるメガ FTA の動向を注視
しながら進めていく必要がある。

TPP の意義
TPP は 2016 年 2 月に署名が行われた後、参加

各国の承認手続きを行う。日本では 2016 年の通
常国会で TPP への国会承認が行われる予定であ
る。2016 年 11 月に大統領選を控えた米国議会の
承認が最大の壁となるが、条件をクリアして TPP
は 2017 年には発効となる公算が大きい。

TPP が成立すれば、日本の貿易額に占める自由
貿易圏比率（FTA ／ EPA を締結している国の比
率）は 22% から 37% に拡大する。

TPP 成立の意義としては、①世界の GDP の 4
割近くを占める国が自由に貿易できる体制ができ
あがることは、同地域だけでなく世界全体の経済
活性化につながる、②日本の最大の輸出先である
米国との協定締結であること、③関税が撤廃・削
減されることで、各国とも輸出入の拡大が期待さ
れること、④貿易・投資のルールが共通化され、
新興国を中心に金融などのサービス業や投資の規

日EU経済連携協定

米国日本EU

TTIP

FTAAP（APEC加盟21カ国・地域）
RCEP（16カ国）

ASEAN（10カ国）

TPP（12カ国）

図表 7　主要なメガ FTA・広域経済連携の状況

（注）  TPP＝環太平洋パートナーシップ協定、RCEP＝東アジア地域包括的経済連携、TTIP＝米EU包括的貿易投資協定、
FTAAP＝アジア太平洋自由貿易圏

出所：各種資料をもとに作成
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制が緩和されるほか、知的財産保護のルールも統
一される、⑤世界の成長センターであるアジア太
平洋地域における新たな貿易・投資のルールづく
りに日本が積極的にかかわることができたこと、
などが挙げられる。

なお、③の関税については、日本以外の 11 カ
国はほぼ全ての品目で関税を撤廃する。ただし、
米国の対日自動車関税の撤廃が協定発効後 25 年
目とされているように、関税撤廃までに長い時間
を要する品目もある。日本の関税撤廃は全品目の
95％と他国より低いが、日本がこれまで結んだ
FTA ／ EPA の中では最も自由化水準の高い協定
となった。

TPP を含むメガ FTA の成立は、日本企業に
とって商機が生まれると同時に、国際競争の激化
をもたらす。特に農林水産業にとっては、短期的
には負の影響が大きいとみられる。それでも、国
際競争圧力をテコにして従来の保護政策から脱却
して、生産性の向上と新陳代謝の促進を進めるこ
とが、日本の産業競争力の強化につながる。

累積原産地規則の採用による
サプライチェーンの変化

TPP が日本企業に与える影響としては、モノの
貿易では、原産地規則（特恵待遇の対象となる原
産品として認められるための要件・証明手続き）
について完全累積制度が採用されることにより、
サプライチェーンが変化することが予想される。
完全累積制度とは、複数の参加国で付加価値・加
工工程を足し上げ、原産性を判断する規定であ
る。例えば、メキシコで製造する自動車に日本産
の部材を使用して、完成した自動車を北米や南米

（ペルー、チリ）に輸出する場合、日本産の部材も
メキシコ産の原産材料として累積することが可能
になる。

仮に累積原産地規則が繊維・縫製品にも適用さ
れれば、ベトナムが糸や生地を中国など TPP 非
締結国から調達し、国内で裁断・縫製した場合に
は原産地規則を満たせないが、TPP 締結国の原糸

や生地は原産材料とて取り扱われることになる。
その場合、メキシコの企業には、原料の調達先を
中国からマレーシアや日本など TPP 域内国に切
り替えるか、またはベトナム国内での糸や生地の
生産に切り替えるインセンティブが生まれる。

日本企業の海外展開への影響
日本企業にとっては、TPP による米国の関税撤

廃 と、 ア ジ ア 生 産 拠 点 を 北 米 自 由 貿 易 協 定
（NAFTA）のサプライチェーンに組み込めること
などがメリットとなる。

特に、参加国の中で TPP の恩恵が最も大きい
国と見られるベトナムに対する注目度が高まって
いる。ベトナムはこれまでは関税撤廃や外資への
規制緩和が遅れていたが、TPP 参加によって外資
参入規制が緩和されることで、対内直接投資が拡
大すると期待されている。ベトナムは TPP 参加
国中で労働コストが最も低いという魅力もあるた
め、日本企業による直接投資も増えると予想さ 
れる。

TPP によりサービス・投資分野でのルールが整
備されることは、日本企業の海外展開におけるリ
スクを軽減し、海外市場への参入機会を拡大する
効果が期待できる。

とりわけ、現地政府の裁量的な許認可などの非
関税障壁が海外事業展開上のリスクとなるケース
が多い非製造業（金融業、通信業、小売業、物流
業等）にとっては、TPP で透明性の高いルールが
整備されることは海外進出の追い風となる。

また、国境を越えた電子商取引が活発化すると
予想される。TPP では電子商取引のルールの共通
化や急ぎの貨物への 6 時間以内の通関の義務付け
などが盛り込まれている。これまでインターネッ
ト販売されていなかった日本食等の海外顧客向け
ネット通販市場が拡大するかもしれない。国境を
越えた企業間取引では、参加国内の工場向けの機
械部品の修理・交換等の需要の増加が見込まれる。

もっとも、日本企業のアジアにおける主要な進
出先である中国、タイ、インドネシアなどが現時
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点では TPP に参加していないため、当面はこう
したサービス・投資分野におけるルール整備が企
業活動にもたらす影響は限定的なものとなろう。

ただし、TPP はその高水準で包括的な自由化・
ルールを受け入れられる国・地域であれば、発効
後であっても追加的な参加が認められる可能性が
ある。既に韓国、台湾、フィリピン、タイ、イン
ドネシアが参加に意欲を示しており、その動向が
注目される。

メガ FTA は
巨大市場へのアクセス改善をもたらす

ASEAN 加盟国の多くが TPP に参加すること
になれば、中国にも参加圧力がかかる。中国に
とって、国有企業改革や高い水準の知的財産保護
が求められる TPP への早期参加は難しい。その
ため、中国は TPP に対抗するために RCEP 交渉
を加速させることが予想される。こうして、TPP
実現が引き金となって、FTA のネットワーク拡大
に乗り遅れまいとして非加盟国が加盟を争う現象

（ドミノ効果）が生じ、残りのメガ FTA 交渉が加
速する可能性がある。

メガ FTA への日本の参加は、日本企業にとっ
て巨大市場へのアクセス改善、国境を越える経済
活動の一層の円滑化・活発化というメリットが 
ある。

TPP 合意によりメガ FTA 交渉における日本の
存在感は一気に高まり、日本は複数の巨大な貿易
圏の共通ルール形成において影響力を及ぼせる立
場になった。今後もこれらの交渉で、日本企業が
最大限のメリットを得られるように、望ましい共
通ルールの策定で主導権を発揮していくことを期

待したい。
（以下、次号に続く）
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