
■はじめに

関口：昨年，日本には大変な出来事

がありました．3月11日の東日本大震

災であり，これは，いろいろな意味で

日本について考えさせられる機会でし

た．産業の分野では，東北地方の部品

工場が止まったことで，世界中の工場

が止まるなど，震災を通じて，日本の

強みと弱みが明らかとなりました．本

日は，日本の技術力をどう高めていく

かについて議論したいと思います．ま

ず，パネリストからお話をいただいた

後，ディスカッションに移りたいと思

います．
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日本の発展・成長を担うイノベーションとは
～ICTによる産業創出と国際競争力強化～

「NTT R&Dフォーラム2012」において，宇治則孝NTT代表取締役副社長がパネリストを務めたパネルディスカッ
ション「日本の発展・成長を担うイノベーションとは」が開催されました．本記事では，コーディネータやパネリ
ストをお招きして議論した模様を紹介します．

■コーディネータ

・日本経済新聞社　論説委員兼産業部編集委員　関口 和一氏

■パネリスト

・村上憲郎事務所　代表取締役（元Google Japan社長） 村上 憲郎氏

・日産自動車　執行役員　星野 朝子氏

・NTT代表取締役副社長　宇治 則孝
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■プレゼンテーション

IoTの2010年代は，

インターネットの1990年代に匹敵

村上：技術進歩に対して，日本と米

国ほど社会の反応が極端に異なる国は

ないと感じます．歴史をさかのぼれば，

技術進歩に対する反発は，産業革命

当時のラッダイト運動が有名です．そ

して日本には，新しいものに対して原

則禁止であるという，それに近しい拒

絶反応があるのではないでしょうか．IT

の言い方ではオプトインです．ある機

能を入れるときには通常使えなくなっ

ていて，使いたい人がオンにする立場

です．それに対し，米国で典型的なの

は，取りあえずやってみよう，やった

うえで問題があればそれなりに配慮す

る．デフォルトでその機能が使えるよ

うになっていて，使いたくない人はオ

フにするオプトアウトの立場です．

この社会的背景の違いのうえで技術

開発をみると，ある種のジレンマが浮

かび上がります．市場に早く投入する

ことによるポジショニングを犠牲にして

までも，完成度を求めるか否か．性能

の向上，豊富な機能を目指すこととコ

ストとの見合い．また，ひたすら要素

技術を開発するが，要素技術が組み合

わされたシステムやプラットフォームで，

優位性を取りにいくことにやや欠ける，

といったことです．それと同時に，NIH

症候群（Not Invented Here Syn-

drome）と呼ばれる，自社が生み出

したものに対するひいき目な評価や，

モンキートラップといった，特にヒット

している現行製品に，いつまでも拘泥

する傾向がみられるのではないでしょ

うか．

また，日米の大きく異なる点として，

国家戦略の創出があります．特に，国

の大型のプロジェクトであり，日本で

は超LSIとか第５世代コンピュータな

ど，1980年代前後を中心に行われま

した．それぞれに，評価すべき点と，

やや間違ったという点がありますが，

止めてしまっていいのかどうか．また，

米国の，国家戦略的に重要なDARPA

（ Defense Advanced Research Pro-

jects Agency）の存在です．国防にか

かわるところと思われるかもしれません

が，国の新しい技術という点で，この

機関の果たす役割は大きいと思うので

す．日本が同等の機関を持つ必要はな

いですが，このような機関の不在を認

識したうえで，国としてどういう方向

性を持つべきかが，手薄になっている

印象です．

ここに来て，世界全体が新しい方向

に切り替わる潮目を迎えています．い

わゆるモバイルインターネットの世界に

地平が開けており（図１），携帯電話

も，インターネットにつながるという日

本が切り開いた方向性が，スマート

フォンの世界に進んでいます．TVも，

今年からスマートTVが登場するといわ

れています．PCの変化としてのスマー

ト化の流れと，電力のインテリジェン

スを上げるスマートグリッドにつながる

スマートハウスやスマートメータ等々に

よって，いよいよ，従来の人と人との

コミュニケーションに加えて，人とモ

ノ，モノとモノとのコミュニケーション，

いわゆるIoT（Internet of Things）と

呼ばれる時代が始まろうとしています．

IoTの上でのアプリケーションは未知の

部分です．最初は，電力の見える化，

その次は消費電力をコントロールする

デマンド・レスポンスやデマンド・サイ

ド・マネジメントとはっきりしていま

す．３番目は，独居老人の見守りな

どとささやかれてはいますが，４番目

以降のアプリケーションは，本当に未

知の状況です．ただ，気を付けないと

いけないのは，すでに気付いた人たち

がいて，再び米国の大学の寮だけで

コーディングが始まっている事態は避

けないといけません．IoTは，インター

ネットの1990年代に匹敵するような，

始まりの2010年代を迎えていると思い

ますので，ぜひこの分野でICTによる

産業創出と競争力の強化を，真剣に

考えるべきです．

図１



技術者がお客さまを理解することが

パワーとなる

星野：グローバル市場調査室では何を

やっているのですかと聞かれることがよ

くあるのですが，「クリスタルボールで

将来を占う」，これが社内の人からの

私に対する認識です．世界中の情報を

分析して，技術の部隊，商品開発の

部隊，マーケティングの部隊に，どん

なトレンドがあり，将来どうなるのか，

どういう行動をとるべきかという情報

を提供しています．

2人のカリスマ経営者を例に話を進

めたいと思いますが，１人目は，

Appleの創業者スティーブ・ジョブズ

氏です．この方は，一般的にはアンチ

リサーチとして有名でした．例えば，

Macintoshの発表の日に「どういう市

場調査をしたか」と記者に尋ねられて，

「ベルが電話を発明する際に市場調査

をしたと思うかい」と言ったそうです．

「普通の人は形にして見せてもらうま

で，自分は何が欲しいのかを分からな

い」「何が欲しいかを聞いてからそれを

つくるのでは駄目だ．完成するころに

は彼らは新しいものを欲しがっている」

とも言っています．これらのコメント

は，市場調査を否定しているように聞

こえますが，私は，彼がまさに「クリ

スタルボール」を必要とする言葉だと，

解釈しています．

また，もう１人は私の身近にいるカ

ルロス・ゴーンです．彼は1999年に日

産に来て，当時日産を危機に陥れた５

つの問題は，「利益志向の欠如」「顧

客志向の欠如」「組織間連携した仕事

の欠如」「危機感の欠如」「ビジョンの

共有や中期計画の欠如」だと言ってい

ます．そして，「すべてのプロセスが，

カスタマーオリエンティッド（顧客志

向）でなければならない」というのが，

ゴーンの一番重要なメッセージとなり

ます．

さて，私は，マーケットインテリジェ

ンスという職務に就いています．ここ

では，例えば，要素技術を開発してい

る人たちは，５年先10年先を見て，

日々悩んでいますが，その人たちに，

10年先20年先，世界のモビリティの

マーケットはどうなるのか，技術はど

う開発されたら良いかという情報を提

供しています．製品開発は，５～６年

先を見て開発しますので，そこには５

～６年先にどうなるのかを，マーケティ

ングの人はせいぜい１～２年先どうな

るかを見ていますので，今まさにホッ

トなトレンドを情報として提供してい

ます．各々に合わせた洞察と将来展望

を提供しているのです．

今の日産の強みは，この洞察と将来

展望を経営幹部が承認するプロセスが

あり，かつそれが意思決定で検証され

なければ，次のマイルストーンに進め

ないという，厳格なプロセスをつくり

上げたことです．2002年当時，社内

では「お客さまに聞いても仕方がない．

過去のデータを掘り返すのは時間の無

駄で，先読みしなければいけない我々

には，調査分析は不要である」と言わ

れていました．これこそが日産を危機

に陥れた「顧客志向の欠如」の源泉で

す．人々は何によって喜ぶのか，どう

やったら喜んでくれるか，どうやったら

感動させられるか．人々が何によって

喜ぶのかは，市場の理解としてやらな

ければいけないし，人々をどうやった

ら感動させられるのかは技術がやらな

ければいけません．結局は，お客さま

の理解と技術力によってのみ達成可能

であり，技術者がお客さまを理解する

ことで，ものすごいパワーを発揮でき

ます．そして，それを１人でやってし

まったのがスティーブ・ジョブズ氏で，

組織でやろうとしているのがカルロス・

ゴーンだと思います．

ICTによる

産業・サービスのコンバージェンス

宇治：ICTに関連するビジネスの潮流

は「パラダイムシフト」「サービス融

合・コンバージェンス」「グローバル化」

です．この中でも特にサービス融合を

軸に話を進めたいと思います．一番手

近なところでは携帯電話です．もとも

とは電話で話す，ネットを通じてメー

ルをするものでした．しかし，今や携

帯電話はさまざまな機能を持っていま

す．音楽が聴ける，放送も観られる，

本も読める，定期券の代わりにも，万

歩計にもなる．さらには，日本語，英

語，中国語，韓国語の通訳機にもな

ります．

NTTは，1985年のINS構想から，

マルチメディア，グローバル情報流通，

サービス創造と言ってきましたが，こ

れからはコンバージェンスの時代です．

いろいろな産業，サービスが融合して

いきます（図２）．例えば，自動販売

機は，売る手段ですが，それにICTを

組み合わせると，リアルタイムで在庫

管理ができたり，自動販売機と購入者

がコミュニケーションできたりします．

さらに，カメラとディスプレイが付く

と，自動販売機が目の前にいる人を認

識し，その人に合わせた商品をお勧め

するなど，自動販売機の役割が変わっ

ていくのです．また，自動車も電気自

動車（EV）になると，移動手段であ

るとともに動く電池となります．ここ

にICTを組み合わせると，自動車がセ

ンサになったり，その場の状況に合わ

せた情報をドライバーに提示すること

ができたりと，役割が変わっていきま

す．放送と通信の連携・融合も，ど

んどん加速しています．例えば，昨年

発表されたNHKの経営計画には，明

確に「放送と通信の融合」と書いてあ
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りますし，モバイルマルチメディア放送

のNOTTV（ノッティーヴィー）では，

この４月からスマートフォンやタブレッ

ト端末に新しい放送が流れるようにな

ります．そして，3.11の後に電力の問

題が出てきましたが，エネルギーにつ

いては，供給サイドだけではなく，需

要者参加型のエネルギー対策も重要で

す．ICTとの連携によるエネルギーの

見える化やデマンド・レスポンスとの

組み合わせにより，需給の最適化が図

られ，これがスマートコミュニティづく

りにつながるのです．

さて，NTTグループでは，これまで

紹介したコンバージェンスを実現する

ICTを含め，広範な研究を行っていま

す．研究成果を市場へ出すにあたって

は，総合プロデュース機能を積極的に

活用しています．プロデューサは，

サービスのコンセプトやビジネスモデル

の構築，マーケット調査や世の中の最

新技術を分析するとともに，さまざま

な業界ともコラボレーションしていま

す．場合によっては，ベンチャーや海

外企業とも連携し，イノベーション創

出につながる有効な機能を担ってい

ます．

また，研究所では，世の中に革新を

もたらすような先端的な研究も進めて

おり，コミュニケーション科学や物性

科学といった基礎分野に，たくさんの

優秀な研究者がいますし，世界トップ

レベルのNatureやScience等にも論

文が掲載されています．また，米

Thomson Reutersの世界の革新企

業トップ100社という賞がありますが，

NTTもその１社です．米国企業に続

いて日本企業は27社あり，これを見て

も，日本がもっと世界をリードするポ

テンシャルがあるのではないでしょうか．

これから，ますますICTと産業や

サービスがコンバージェンスし，それに

よって，既存の業界も，よりビジネス

が拡大していきます．ICTは，社会や

業種，業界，あるいは組織を横断的に

つなぐ横串の役目であり，産業・サー

ビスのコンバージェンスによって新しい

産業が出てくるでしょう．また，R&D

が国際競争力を高める大きな起爆剤に

なるため，今後もNTTグループは，

ICTのリーディングカンパニーとして研

究開発を進めていきたいと考えてい

ます．

問われる日本企業の戦い方

関口：かつて日本の家電を引っ張って

いた国内大手家電メーカ３社の2012

年３月期決算は，赤字が１兆2 900億

円と予想されています．一方，お隣の

韓国では，SAMSUNGが着実に競争

力を高めています．日本の家電は，海

外市場を制覇した時期がありました．

ところが，それから30年たった今でも

相変わらず同じ戦い方で，お互いに叩

き合い，自前主義の技術に陥って，結

果的に商品価格を下げ，商品のライフ

サイクルを短くしてしまう．このような

不毛な競争を行っております．

それから，今，モバイルで通信障害

が起きています．おそらくスマートフォ

ンの登場に，ネットワークが十分に追

いついていない表れと考えられます．ス

マートフォンの登場に対して，機敏に，

技術的に対応できるかが，今問われて

います．

一方，新しい技術をうまく取り込ん

で成功した企業もあります．代表例は

Appleです．スティーブ・ジョブズ氏

は，いったんはAppleの経営を離れま

したが，戻ってきて，それまでの商品

ラインを全部捨て，iMacという商品

に絞り，カラーバリエーションで市場

に対応するところから始めました．そ

の後iPod，iPhone，iPadと，次々

とインターネットにつながる新しい情報

家電を打ち出し，非常に短期間のうち

に業績を回復させました．2001年の売

上高構成は８割以上がPCでしたが，

今ではPCは２割を切っています．これ

が今日のAppleの成功の要因であり，

日本の企業は，新しい分野を切り開く

ことを怠ってきたのではないでしょうか．

さて，2015年には，世界で10億台

図２
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がスマートフォンになると予測されてい

ます．国内では，2015年には７割以

上がスマートフォンになると予想され

ています．ところが問題は，日本メー

カの端末です．国内市場自体は伸びて

いるものの，日本メーカの端末シェア

は落ちています．これまで日本の端末

が海外で売れないことを，「ガラパゴ

ス」と問題にしてきましたが，国内市

場までもが海外の企業に奪われている

わけで，大変由々しき問題です．

また，携帯端末が普及したことで，

情報が爆発的に増えています．携帯端

末で交わされるデータの量は，現時点

で毎月大体0.6エクサバイトあり，５～

６年後には，10エクサバイトになると

予測されています．それをもたらすの

が，スマートフォン，タブレット，そし

てホームゲートウェイ，あるいはIoT，

M2M（Machine to Machine）で

す．この大量の情報をどうやってハン

ドリングしていくかに，大きなビジネス

チャンスがあります．地域別にみると，

アジア太平洋地域で一番データ量が増

えますので，日本企業は，何としても

この地域でビジネスを広めなければな

りません．

日本には技術も，お金も，人材もあ

るのに，世界の覇権を取れないのは，

ビジネスのやり方に問題があるからで

す．１つはアナログ時代の資産に頼っ

て，インターネットへの対応を十分に

しなかったこと．もう１つは，過去の

成功にとらわれ，過去のビジネスモデ

ルを否定しなかったために，技術革新

に乗り遅れてしまったことです．技術

と，それを司る経営が大きな課題に

なっているのです．

■ディスカッション

危機感とダイバーシティによる

価値観の変化

関口：まず，経営の問題についてです

が，先ほどの日産の５つの問題につい

て，以前は，なぜそれができなかった

のか，ゴーン氏が来たらなぜできたの

でしょうか．

星野：５つの問題の中で根深かったの

が，危機感の欠如です．やはり，人は

変化したくないのです．当時，日産は

倒産の寸前でした．「SHIFT_」とキャ

ンペーンをしていましたが，これまでと

変えることに価値があることを，トッ

プダウンでものすごく教育したのです．

同じことを二度とやらない，今までと

は違うことを考えた人が偉いといった

価値観の変化についていけるかが重要

でした．そして，「もう潰れる，自分た

ちが変わらなければ潰れる！」と危機

感 をすごくあおっていました．

RENAULTとのシナジーも，本当は嫌

だったと思います．「自分たちがつくっ

たものがいいに決まっている」と．し

かし，その態度自体が駄目で，「やっ

てみよう」という考え方，危機感が本

当に腹に落ちているかが重要です．

また，価値観の変化を後押ししたの

が，ダイバーシティです．日産の場合

は，外国人が入ってきたことでした．

日本人の男性だけだと「そうだ」と頷

いていたのが，外国人または女性と

いった全く違う視点で発想する人たち

が入ると，「なぜ」と聞かれます．常識

だと思っていたものも，説明しなけれ

ばならない．しかし，説明することで

「もしかしたら違うかもしれない」と気

付いたり，もっとアイデアが強くなっ

たりするのです．

システムとしての展開，

デファクト化が日本の課題

関口：日本の弱みをはっきりさせたい

のですが，日本が立ち遅れた原因は何

なのでしょうか．

村上：完成度，性能，要素技術に関

して，完璧にすることを考え過ぎるあ

まり，市場への投入が出遅れるとか，

コストが市場に見合わないとか，要素

技術は素晴らしいけれども，トータル

のプラットフォームで優位に立てない

でいるとか（図３），ここが大きいで

図３
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す．では，どうしてこうなってしまうの

かですが，完成度，性能，要素技術

を一生懸命やることで，戦後の素晴ら

しい復興，その後の発展を達成したと

いうモンキートラップです．今まではう

まくいったのですが，次が見いだせな

いでいる．さらに，企業体がカリスマ

的というか，責任・指導力もあって，

リーダシップを発揮できるかたちになっ

ておらず，意思決定のプロセスが熟議

にばかり時間を費やしている．これま

でのやり方を見直すべき時期が来てい

るのにもかかわらず，すでに10年ある

いは20年そのままでいるところが一番

大きな原因です．

宇治：日本の弱みということですが，

私どもは，国際標準化を重要だと思い

進めていますが，世の中は国際標準化

の流れだけではなく，デファクトスタン

ダードも重要です．このデファクトの

動きに対して日本は弱い．また，日本

は要素技術が強いが，システムとして

の展開が弱い．我々も個々の要素技術

は強いのですが，システム的に考える

ことがさらに必要だと，常々議論をし

ています．

関口：では，なぜ日本はプラットフォー

ム，システムとしての展開が弱いので

しょうか．

村上：1点目は，日本の市場サイズが

１億2 000万人と中途半端であり，最

初からグローバル目線で見ていないこ

とです．ROI（Return On Invest-

ment）がそれなりに，そろばん勘定に

合ってしまう市場サイズであり，きちっ

と要素技術を磨き上げれば，結果とし

て，それなりのシェアに与れるのです．

もしそろばん勘定が合わないのであれ

ば，少なくともアジア市場を見たうえ

で，全体最適を目指す思考パターンが

出来上がっていたはずです．

もう１点は，ガラケーという言葉．

実は，GoogleがAndroidを市場に出

す際に，このガラケーから多くのこと

を学びました．しかし，日本では，ガ

ラケーと揶揄することで，産湯ととも

に赤子を流すというか，後になってあ

れは駄目だったというように，あまり

にも簡単に評価を下します．ここでこ

そ熟慮しないといけないところで，一

気に決めつけてしまうところがあるの

です．

製品・サービスの海外展開のあり方

関口：Appleの関係者からも，日本の

ガラケーから学んでいるとお聞きしたこ

とがあります．技術は日本から出てい

るにもかかわらず，なぜ海外で展開で

きないのでしょうか．

宇治：かつてｉモードを世界に展開し

ようと，2000年ごろにいろいろと仕掛

けをしました．しかし，お金を出すだ

けでは駄目で，その後のフォローも重

要であり，そのことは，教訓として

我々の中に生きています．ここ数年進

めている新たなグローバル展開を，し

ばらく見ていただきたいと思います．

また，グローバルに製品やサービス

を展開するには，市場に合わせたロー

カル対応が必要です．必ずしも日本で

普及できたものがそのまま海外で展開

できるわけではありません．例えばJR

東日本のSuicaは，私鉄のPASMOと

一緒になるとともに，電子マネーにも

なる．こんな便利なものはありません．

しかし，日本人が求める品質やサービ

スには合っていると思うのですが，他

の国では，ここまで求めていない．携

帯電話でも，例えばインドでは，安く

て，つながりさえすれば良いとも言わ

れます．こういったニーズの違いが挙

げられます．日本のものをそのまま海

外に持っていくのでは合わない部分が

あります．一方で，例えばデジタルシ

ネマでは，ハイビジョンよりも高精細

な映像関連技術（4K）をハリウッドに

持って行ったら，うまくニーズにミー

トすることができました．日本のマー

ケットで鍛えられたものも，うまく

フォーカスすれば，世界に展開できる

可能性が十分あります．

星野：日産をはじめとして，自動車会

社は，日本市場ではなく，海外の市場

を見ているため，日本の発想で技術開

発するという発想自体がありません．

今は中国が一番大きい市場なので中国

を見ていますし，インドも見ています．

成長はアジアが一番大きいので，アジ

アも徹底的に見ていますし，その次に

来るアフリカや中東も相当見ています．

そして，それらの地域で求められる未

来の要件は，日本とは全然違います．

日本で良いものをつくったから，そ

れを海外に持って行こうという発想で

はなく，どうやってその市場に飛び込

むかが重要です．それが，グローバル

人材と呼ばれる定義になります．日本

人がグローバルなものを理解すること，

または英語がうまく話せることが本当

にグローバル人材なのか，それとも現

地の人だけでできる仕組みをつくるこ

とが，グローバル人材をつくるという

意味なのか．その辺りを考えるべき

です．

村上：Googleがガラケーから学んだ

話の中で，グローバル人材という点で

１人挙げるとすると，ジョン・ラーゲ

リン氏です．この人物は，日本に来て

NTTドコモに入り，ｉモードの国際展

開を任されます．そこで世界中を駆け

巡る経験をした後，Googleの日本法

人に入社します．彼はガラケーを熟知

し，その良いところ，悪いところ，国

際展開した際の難点を全部心得たうえ

で，今ではGoogle本社でAndroidの

国際展開のリーダを務めています．人

材も技術もですが，全部悪いとか全部
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良いということはありません．ガラケー

と言って，すべてが悪かったような言

い方になっているところは問題だと思

います．

スマートTVに期待

関口：これから，日本はどの分野を，

どう取り組んだらよいのでしょうか．

村上：今，インターネットが新しい地

平を迎えようとしています．先月ラス

ベガスで行われたCES（Consumer

Electronics Show）が象徴的でし

た．スマート化は２つ流れがあります

が，PCからの流れのスマートTVで

は，SAMSUNG，LGが先を行って

います．もう１つ，スマグリ端末とい

う流れのスマート化がありますが，ス

マートアプライアンスを出してきたのも

SAMSUNG，LGです．情報家電と

いう言い方は，日本が先行していたに

もかかわらず，本格的になってきたと

ころで韓国勢に後れをとっています．

ただし，スマートTVはまだ間に合いま

す．産業構造がレイヤ構造になってお

り，受像機はレイヤの１つにすぎませ

ん．他にも，プラットフォームレイヤ，

アプリケーションレイヤ，コンテンツレ

イヤがあり，まだまだやりようはあり

ます．

中でも一番大事なのはアプリケー

ションレイヤです．そのアプリケーショ

ンレイヤで最初に出ているものは，「あ

れがそうなの？」とお思いかもしれま

せんが，AppleのiBooks Authorで

す．たまたま教科書を編集することに

なっていますが，これこそがクロスメ

ディア・コンテンツをどう提示するか

というオーサリングツールなのです．ス

マートTVのアプリケーションレイヤに

登場するオーサリングツールによって，

クロスメディア・コンテンツの奇想天

外な見方を提示できるかどうか．面白

くないと言われる今のTVを，面白く

なったと言われるようにできるかどう

か．ここが，空白地帯であり，まだ大

きく門戸が開かれているのです．さら

に，スマグリ端末の代表とされる電気

自動車はIoT端末になります．IoTの

時代は始まったばかりですので，ここ

でもぜひ頑張っていただきたい．

関口：もともと日本は物づくりが強い

わけで，量産では韓国に負けたかもし

れませんが，要素技術があるうちにICT

と組み合わせ，いろいろなことをやる

べきです．

自動車も，今は日本がトップかもし

れませんが，これが電気自動車の時代

になると，競争優位が保てるか，厳し

いのではないでしょうか．今のうちに

ICTと自動車技術を組み合わせて，新

しい分野をつくっていく．まさにス

マートTVに相当する，スマートカーを

つくっていくべきではないでしょうか．

コミュニケーション分野，

高齢化の対応が鍵

星野：我々もスマートカー，スマート

シティは十分見据えており（図４），

日本の強みが十分発揮できると考えて

います．スマートシティでは，シームレ

スなコミュニケーションが鍵になりま

す．車と家，車と人，家と人，それか

ら車と車．ここの分野は確実に勝って

いかなければならない分野です．この

コミュニケーションについてですが，先

進国では従来型の電話を持っている人

がまだたくさんいるのに対し，新興国

の人たちは，いきなりスマートフォンか

ら入っています．新興国では，その浸

透のスピードがものすごく速いし，コ

ミュニケーションに対する価値が先進

国と比べても高くなっています．その

ため，ここを見極めることで，新興国

でも勝てるストーリーが必ず成り立つ

と思います．

また，日本は高齢化先進国です．そ

して，世界中が高齢化しています．高

齢化に対して，何かスマートなソリュー

ションを提供することができれば，５

年後10年後ぐらい遅れてやって来る

ヨーロッパや中国の高齢化についても，

それらのマーケットに，強みを発揮す

る可能性があります．

図４
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変革し続けることこそが重要

宇治：医療・ヘルスケアや高齢化社会

への対応などの社会的課題を，ICTと

の融合によって解決することや，冒頭

で触れたNOTTVの放送と通信との融

合などは，産業の新たな展開です．こ

れらについて，日本でいいとなれば，海

外にもサービス展開できるはずです．

今後，NTTにおける技術開発は，

ソフト化，グローバル化，スピード化，

オープンイノベーションという方向性

で変革を考えています（図５）．自動

車産業は，日本市場ではなく海外の市

場を見ているとのことでしたが，我々

の場合は日本の市場を見据えながら，

日本プラス海外で進めていきます．加

えて，日本の科学技術の振興施策で

は，ライフイノベーションとグリーンイ

ノベーションに取り組んでいますが，こ

れもいろいろな分野の融合的な新産業

の創造だと思います．健康医療や介護

といったライフイノベーションや，環境

やエネルギーの問題を解決するグリー

ンイノベーションは，言葉だけを聞く

と，全くICTと関係がないように思え

ますが，これらをドライブするには，

ICTとの融合が重要です．スマートシ

ティでも，日産自動車とNTTグループ

で提携して実証実験をしていますし，

このような異業種・他企業とのオープ

ンイノベーションも今後は必要です．

最後に，米Eastman Kodakが破

産法の適用を発表した日に，ある人か

ら「よくNTTは潰れていませんね」と

言われました．我々が電話だけの会社

であれば，そうなっていたかもしれませ

ん．音声だけでなく画像や映像も送り，

インターネットやモバイルにも対応し，

ソリューションも提供しということで，

事業を変革してきています．このよう

な事業変革が必要であり，成長力と競

争力の源泉であるR&Dも時代に合わ

せて変革していく必要があるというこ

とです．

関口：日本には，弱みといえる部分が

いくつかありますが，それは努力に

よって変えることができます．また，自

動車，健康・医療，高齢化対応といっ

た，日本の強い分野や，日本が世界に

先駆けて取り組んでいる分野で日本が

成功すれば，海外にも展開できること

でしょう．

本日は，３人の素晴らしいパネリス

トから，大変参考になるご意見と考え

方を学ぶことができたと思います．長

時間のご清聴ありがとうございました．
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