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トピック 想定される影響 対応策への示唆

➊
国家間・企業間に

おける
5G Ecosystem
競争環境の
変化への対応

5G普及スピードの低下
• 工事遅延に伴うインフラ整備の速度低下
• B2C：景気後退に伴う5Gマイグレーションの
遅れ

• B2B：パートナーの体力低下に伴うサービス開
発遅延

中国に対する5G産業としてのビハインド拡大
• インフラ投資・サービス投資の両面で

COVID-19後も国家としての投資政策を進め
る中国の先行度の高まり（他方、各国での機器
不採用への動きも再浮上）

周辺レイヤ（広義PF）争いにおけるビハインドの 
リスク
• GAM1は依然としてクラウドからエッジ拡張 
（プラス一部通信）
• データ処理／AIに加え、NWオーケストレー
ションもリスク

通信企業による社会／生活インフラの投資強化
• COVID-19以前よりも上位レイヤへ一段踏み
込み（パートナー企業との分担見直しも含む）

• IoT／IoH双方を支えるインフラへのVertical
投資（地図／位置情報、処理基盤、オペレー
ション＆マネジメントなど）

• 固定を含むネットワーク最適化・SW投資

New Normal Servicesへの集中的な投資
※以下②参照
• 平時ではより普及に期間を要したと想定され
る5G組み込みB2C／B2Bサービスの前倒し模
索（遠隔診療、工場等におけるローカル5Gな
ど）

• 5G投資ポートフォリオ管理の見直し

➋
リアル -バーチャル
の関係・価値の
再設計を通じた
サービス開発

（New Normal
Services）

非対面の浸透と対面・接触価値の見直し
• XRを含むバーチャル・ロボティクスの価値発揮
機会

• 生活者／ B2Bシーン双方での感度変化とイン
フラ浸透

従来からの変化に要する負荷やコストの抑制
• 既存の商慣習や権益のハードルを一時的にク
リア

• 生活者／企業ユーザが行動変容済でチェンジ
マネジメント投資の抑制可能性

価値観／生活様式の変化に伴う新たなニーズと
UX環境
• 生活圏・立地や交友関係、移動と滞在の行動モ
デル、家族との時間やワーク＆ライフの捉え方、
社会全体・ウェルビーイングへの意識など

Society 5.0／CPS関連投資の前倒し
• 新しいリアルとバーチャルを跨ったEnd-to-

Endの顧客体験・業務体験の開発
• XR／ロボティクス関連の技術・企業へのより
アーリーステージでの提携・取り込み検討

ルール形成アプローチの強化
• 新たな時代の社会的大義への受容性と浸透の
土壌を活かしたルール形成・コミュニティ作り

• テレコム本来のコミュニケーション・繋がりの
在り方の再定義

With/Post COVID-19：
日本のTMT業界のNew Normal
通信業界

テクノロジー、メディア、通信のそれぞれの業界における、With/Post COVID-19のNew Normalの
在り方について、想定される具体像及び対応方針の示唆を4つのトピックを軸に解説します。
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トピック 想定される影響 対応策への示唆

➌
New Normal
時代のCXと

データ活用モデル
の再定義

近年進行していた顧客体験デジタル化の加速
• SIM・端末双方で、認知・購買からサポートまで、
店舗中心からデジタルファースト・セルフ化へ
のシフトが拡大

• 店舗スタッフ・代理店経営に対するマイナス
影響

• 各種サービス提案、顧客エンゲージメントの形
態も変化

個人データ収集・活用に関する環境変化
• 人流データ（統計）の有効性、社会インフラとし
ての役割の再定義（分野を跨ったスーパーシ
ティ等も含む）

• 一方で、位置情報・経路データ（個人）に関す
るプライバシーや情報の信頼性確保に対する
議論

• デジタルでのコミュニケーション・メディアの低
リテラシー層への裾野拡大

新時代CXと店舗の在り方の再定義
• 本社から各店舗に提供する基盤の充実
• 先進リテールテックの取り込み、デジタルとの
シームレスな繋ぎ（データ・コミュニケーション）

• 店舗スタッフとのエンゲージメント基盤
• 代理店・支店双方の価値・KPI見直しの加速

日本型データ活用モデルによる優位性の再構築
• Post Cookie、Post GAFAを志向する中で、日
本の特性に合った信頼性や双方向性で差異化

• デジタルガバナンス・影響評価の枠組みに応じ
たエコシステム全体での底上げ推進

➍
社会インフラ企業
としてのCSV 

Investmentの
強化

一部の産業や技術ベンチャー／ 
R&Dの停滞・ロス
• 影響が大きな産業ではDX対応遅延により悪循
環へ

• 短期でのマネタイズが困難な先進技術や研究
機関への資金流の悪化に伴う、国家としての将
来技術ポートフォリオへの影響

有事に対応したサービスへの期待・要請 
（各社対応中）

• 生活者向けの料金支払猶予やリモート教育提
供、中小企業・フリーランス向けのリモートワー
ク環境など

• 今後、経済や社会の見通しが不透明な中での
サポート継続・変更への期待や新たな社会課
題への向き合い方

持続的な発展性を伴った技術・産業投資
• 財務リターンよりも、自社の技術・事業と合わ
せた全体の発展に繋げるベンチャー等投資
（有事の体力差に基づく交渉ではなく）
• 地域・産業の特性や新たな課題も踏まえた
ローカル5G推進の枠組み作り（官民双方）

Recover段階・Thrive段階2への効果的な繋ぎ
• レガシーとしてのサービス基盤と顧客エンゲー
ジメント・社会性ブランドの次展開への昇華

• 変化する社会課題へのモニタリング機能の充実

「新型コロナウイルスに対するワークスタイル及び課題対応調査」をTMT業界の視点で分析した「Part1」および
テクノロジー／メディア業界のNew Normalレポートについては下記ウェブサイトをご確認ください
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/tmt-with-
post-covid-19.html

1.　 Google, Amazon, Microsoft
2.　 DeloitteではCOVID-19対応をRespond（対処）→Recover（回復）→Thrive（再成長）の3段階で定義
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