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ニューチャーネットワークス

シェアリングエコノミーにみるIoT時代のビジネス開発の着眼
～IoT時代のロボティクスビジネス～
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IoTでは3つの条件に合致しなければ参入の意味はない

コアコンピタンス戦略
世界NO1

顧客経験価値
倍増

市場イノベーション
新規参入倍増

仮説の検証・企画

顧客経験価値が既存の倍増

自社の既存事業の強いコア技
術、コアコンピタンス

市場イノベーションが起こり新規
企業の参入が倍増する
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3つの条件にあったIoTビジネスのビジョン

コア・コンピタンス

周辺技術

周辺スキル

サプライヤー

自社パートナー

自社パートナー

ターゲット
顧客

顧客パートナー

顧客パートナー顧客サプライヤー

最終受益者

コアコンピタンス
戦略

製品・サービス

コア技術

周辺技術

周辺スキル

顧客経験価値

サプライヤー

サプライヤー

顧客サプライヤー

最終受益者
経験価値

新規自社パートナー

コアコンピタンスへの情報・ノウハウのフィードバック

コアコンピタンスへの情報・ノウハウのフィードバック

バリュー・チェーン

市場イノベーション（エコシステム・ビジネスモデルイノベーション）

市場全体の拡大・変革

拡大・変革

マクロ環境変化 マクロ環境変化 マクロ環境変化



Page:3

IoTはシェアリングエコノミーとして市場をつくり始めた

企業価値の高いユニコーン10社

10位 Flipkart（印マーケットプレイス）160億ドル/約1兆8699億円
9位 WeWork（米コワーキングスペース）169億ドル/約1兆9751億円
7位 Snap（米SNS）180億ドル/約2兆1621億円
7位 China Internet Plus Holding/中国互連網（中O2O）180億ドル/約2兆1621億円
6位 Lufax（中P2P）185億ドル/約2兆1621億円
5位 Palantir Technologies（米ビッグデータ）200億ドル/約2兆3374億円
4位 Airbnb（米民泊マーケットプレイス）300億ドル/約3兆5061億円
3位 Didi Chuxing（中配車アプリ）338億ドル/約3兆9520億円
2位 Xiaomi（中ハードウェア）460億ドル/約5兆3760億円
1位 Uber（米配車アプリ）680億ドル/約7兆9472億円

CBインサイツが企業価値の高いユニコーン50社の情報を、リアルタイムで更新。
2017年1月1日現在のユニコーン数は183社。累積価値は6520億ドル
（約76兆1992億円）と報告されている。

“IoT“という白紙の裏には”シェアリングエコノミー”と書いてあった

ZUU onlineより
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シェアリングエコノミーの例

滴滴出向
（中国配車サービス）

ANYTIMES
（ご近所助け合いサービス）
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軒先
（駐車場サービス）

Sitateru
（縫製工場の空いてる時間をシェア）

Asmama
（近所のママさん
に子供を預る）

シェアリングエコノミーの例
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ＬUXE
（人的駐車場サービス）

ラクスでは、アプリを使ってどこに到着するか指定すると、
係がそこに駆けつけて車を預かり、近くの駐車場に止め
る。帰宅時には、車に乗りたい場所をアプリで指定する
と、係がそこまで車を移動させて待っている。

onefinestay
（超高級住居シェア）

スペースマーケット
（会議室などの空いてる時間をシェア）

シェアリングエコノミーの例
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シェアリングエコノミーイメージ

シェアリングエコノミープラットフォーム
（クラウド、信用照会、価値交換など）

金銭的、経済的価値を越えた社会的価値（善、気持ち、信頼、文化などの尊重）の理念

提供者側 活用側

• 住宅、スペース
• クルマ、クルマの座席
• 食事、食材
• 衣服、アクセサリー
• 機器、設備、工場、ワーカー
• 農地、山林
• 太陽光、風力、バイオマス
• スキル、知識、ノウハウ
• 時間、労力
• 資金

持っているもののシェア

経済的対価＋感謝、善意、尊敬、支援

互いの尊重、支援、心のつながり、協力

機能的な産業社会の縦割り構造を破壊することなく、活かしつつ、ネット時代の新たなコミュニティづくり

個人、家族
自営業、中小企業
大企業
自治体、行政

• 住宅、スペース
• クルマ、クルマの座席
• 食事、食材
• 衣服、アクセサリー
• 機器、設備、工場、ワーカー
• 農地、山林
• 太陽光、風力、バイオマス
• スキル、知識、ノウハウ
• 時間、労力
• 資金
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シェアリングエコノミーとは何か？

1.おおむね市場原理に基づく
• 新しいサービスが生まれそれが交換される市場が拡大。これまでの経済を否定せずに新たな
潜在的な市場が生まれる

2.資本の影響力が大きい
•眠っている資産、スキル、時間、金銭などあらゆるものが最大限活用される機会が生まれる

3. 中央集権よりも大衆のネットワーク
•将来取引は、企業や政府に代わりクラウドベースの分散市場へシフトし、分散された個人が力
を持つ

4.パーソナルとプロフェッショナルの線引きが曖昧
•「私的」とされた個人間の行為が労働とサービスの供給源となり、商業化・大規模化する

5.フルタイムとパートタイマー、自営と雇用、仕事と余暇の線引きが曖昧
• フルタイムの仕事が案件ごとの時間拘束や稼働率などで請け負い型になる
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シェアリングエコノミーの普及の背景

•経済環境が変動が激しくなり、資産保有のリスク意識が高まり、
同時に保有資産活用ニーズがより高まった

•IoT普及し、全てがネットにつながることにより資産、空間、人な
どの状況が把握できる様になり、その活用機会が増えた

•上記をさせるクラウドベースのビジネス環境の世界中への普及
した

•ブロックチェーンなど個人の信用を確認する技術の飛躍的発展
した

•人や組織の取引の価値観が、「金銭的だけ」のものから「共感、
感動、信頼」などの人間的な付加価値へシフトしている

•都市化、産業化など資本主義の機能別社会構造の限界とそれ
を補完し、取って代わる新たなコミュニティ形成の仕組みに対
するニーズ

経済・社会環境

人・社会の価値観

テクノロジーの進化
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シェアリングエコノミー普及の切っ掛けは“社会的手がかり“

ではシェアリングエコノミーを普及させるキーはなにか？

“社会的な手がかり“

金銭的な利益を
超えた人の善意、心

人、地域の持つ固有
文化への尊重

価格ではなく、人の
持つ好感度、信頼

個人の利益ではなく、チームやコミュニティの利益
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シェアリングエコノミーのプラットフォーム

金銭的価値
（経済的価値）非金銭的価値

（社会的価値）
バランス

クラウド、IoTなどの
インフラ

ブロックチェーンなど
信用照会の仕組み

ソーシャルな資本：人間関係で直接アクセスできる
資源、資産を管理するシステム

ICT基盤
法制度
標準化

価値交換
の仕組み

個人・法人
情報流通管理

政府、外部団体など
の第三者認証

情報管理に関わる法律

デバイス、通信方式など
の標準化

社会、コミュニティ
貢献活動の価値評価

上記の価値の交換方法

一般の経済価値との
交換価値、方法

個人、法人信用照会

経済活動情報
社会貢献活動情報

個人健康、生活情報
運転履歴など

新たな社会構築のための理念
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ロボティクとシェアリングエコノミー

 シェアリングエコノミーの前提はモノや人の状態のデータがとれること

 さらには人、モノが適切に動くこと

 しかも安全、安心をベースに適切に人をサポートすること

 完全自動も必要だが、人や自然との接点を適切に、きめ細やかにコント
ロールできること

 その進化の過程にこそビジネスチャンスがある
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弊社ご紹介

ニューチャーネットワークス 代表取締役
上智大学経済学部非常勤講師
ヘルスケアIoTコンソーシアム 理事

高橋 透 Toru Takahashi

Email: taka@nuture.co.jp

Facebook:
https://www.facebook.com/toru.takahashi.9026

1987年上智大学経済学部経営学科卒業後、旭硝子株式会社入社。セラミックス
のマーケティング、消費財の新商品開発、広告宣伝を担当。その後大手コンサ
ルティング会社を経て、1996年に経営コンサルティング会社“ニューチャーネット
ワークス”を設立し、代表取締役を務める。2010年ニューチャーアジア代表取締
役就任。2010年より上智大学経済学部非常勤講師。2016年より「ヘルスケア
IoTコンソーシアム」理事。
主な訳書、著書に 「技術マーケティング戦略」（著、中央経済社、2016年）「勝つ
ための競合分析と競争戦略」 （著、中央経済社、2015年）「90日で絶対目標達成
するリーダーになる方法」（著、 SBクリエイティブ、2014年） 「ＧＥ式ワークアウ
ト」（デーブ・ウルリヒ他著、共訳、日経ＢＰ、2003年） 「ネットワークアライアンス戦
略」（共著、日経ＢＰ、2011年） 「事業戦略 計画のつくりかた」（著、ＰＨＰ研究所、
2006年 ）、「図解でわかる･技術マーケティング」（共著、ＪＭＡＭ、2005年）「インテ
レクチュアル･キャピタル」（マイケル･Ｓ･マローン他著、訳、ＪＭＡＭ、1999年）、
「IoT ビジネス・機器開発における潜在ニーズと取り組み事例集」（共著、技術情
報協会編、2016年）、「オープンイノベーションによる新事業創出、早期事業化と
その実践事例 」 （共著、技術情報協会編、2017年）などがある。日経ＢＰ社プレミ

アムサイト2002年より5年間コラム執筆。2013年日経産業新聞WEB「企業マネジ
メント最新トレンド」へコラム執筆。

株式会社ニューチャーネットワークス

設立 1996年3月 資本金 31,350千円

住所 東京都千代田区麹町三丁目2－5垣見麹町ビル別館

TEL 03-3222-4557 FAX 03-5226-8944

HP http//www.nuture.co.jp Email info@nuture.co.jp

事業領域 経営・事業戦略コンサルティング、M&A,アライアンス（クロスボー
ダー）、カーブアウト、経営幹部研修・人材育成

主な顧客 官庁、総合電気メーカー、情報システム、通信キャリア、

総合エネルギー、医薬品メーカー、食品メーカー、

住宅建材メーカー、ハウスメーカー、総合化学メーカー、

自動車部品メーカー、製薬メーカー、プラントエンジニアリング、電力、
教育、金融、CVSの商品部門

経営理念 私たちニューチャーネットワークスは、経営コンサルティングサービス
を通じて
• 人間性豊かなグローバル社会の未来（Future）を構想し発信します
• 人、製品、技術、企業、文化それぞれの固有価値（Nature）を発見
し育成します

• それぞれの固有価値を新たな視点でつなげ（Network）、独自の価
値を創造します

行動指針 ①自らを最高レベルで経営する
②社会およびクライアントの業績成果へ貢献する
③価値共創のリーダーとして行動する
④スピード、タイミング、テンポ、バランスを重視する
⑤信頼のネットワークを拡大する

http://www.nuture.co.jp/publish
http://www.nuture.co.jp/publish
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