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デロイトコンシューマーレビューの最新版では、スマートハウスの最新動向と、
消費者における
「モノのインターネット」
（IoT）の活用についてご紹介致します
英国の消費者はIoTがもたらす潜在的な価値
を理解しているものの、価格の高さやIoT技術
がコネクテッドデバイスを購入するよう仕向け
ているのではという不信感から、コネクテッド
デバイス（インターネット接続機能を有する機
器）の購入には消極的な状況です。コネクテッ
ドデバイスの普及率を上げることこそが、次世
代型のコンシューマー製品・サービスの発展に
おいて重要になって来ます。

現在、過半数（52％）の消費者が自宅において
何らかのコネクテッドデバイスを所有していま
すが、その大部分はスマートテレビなど、娯楽
目的のコネクテッドデバイスです。スマート照明
システムのようなスマート家電の普及率はもっ
と低くなります。さらに、7割の消費者は今後1
年以内でのIoT製品の購入は検討しておらず、
このことはメーカーや小売企業にとってIoT製
品の売り込みが容易ではないことを如実に示
しています。

消費者はコネクテッドデバイスが自分たちの日
常生活をより快適にする可能性を直感的に理
解しているように見受けられます。しかし、消費
者がコネクテッドデバイスを積極的に購入する
にあたっては、まだ多くの障壁が残っています。
多くの業界関係者が想定している以上に消費
者はIoTの可能性を認識していますが、IoT製品
の機能や価格に対する不信感は拭えていませ
ん。小売企業やメーカーは、どのように消費者
にコネクテッドデバイスの価値を伝えられるか、
という大きな課題に直面しています。

自宅向けIoT機器は徐々に普及するものの、急
速に広がることはないであろうことを今回の調
査結果が示しています。普及のきっかけとなる
大きな要因として、買い替えサイクルがありま
す。現在、テレビの新機種の大半はスマートテ
レビで、ほかの家電製品でもネット接続機能が
標準搭載された製品が増えることが予想され
ます。今後、消費者が古くなった電気ケトルや
オーブン、冷蔵庫、照明を買い替えるのに伴い、
IoTの普及は徐々に加速する見込みです。
小売企業はターゲット顧客向けた販売促進や
マーケティング施策、店頭での実演販売を通じ
て、買い替えサイクルを早められる可能性があ
ります。

小売企業にとっての課題はIoT製品の供給と、
不足している需要とのバランスをどう取るか、
という点です。IoT機器への関心の高さから、短
期的にはコネクテッドデバイスへの消費者需
要を過大評価する傾向がある一方、長期的に
は、スマートハウスの実現によって企業が自宅
にいる消費者と直接交流したり商品を直接販
売したりする機会においては、過小評価する恐
れもあります。
本レポートで紹介する知見やデータが、読者の
皆様のビジネスチャンスや課題の理解促進に
役立てられれば幸いです。併せて、皆様からの
忌憚ないご意見もぜひお寄せ頂けましたら幸
いです。

Nick Turner
デロイトLLP
消費財／産業用製品 パートナー

本レポートについて
本レポートで紹介している調査はデロイトの委託により外部の市場調査機関が実施した消費者調査に基づいています。

コンシューマービジネスに関連する他のコンテンツは下記サイトをご参照ください。
http://www.deloitte.com/view/consumerreview
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市場概況
消費者は予想以上に
「モノのインターネット」
（IoT）に好意的

52％

66％

の人がコネクテッド
デバイスによって
自分たちの生活が
快適になる可能性に
期待を寄せている

の人が何らかのコネクテッド
デバイスを所有

30％

18～24歳では
期待する割合が

91％

の人が今後1年以内に
コネクテッドデバイスの
購入を予定

に及ぶ

スマートセキュリティ・照明・エネルギー機器はスマートハウスの
成長が特に期待される分野である

依然としてコネクテッドデバイスの購入には障壁が存在する

価格

認識

買い替えサイクル

48％

26％

21％

の人がコネクテッドデバイス
は値段が高すぎる
と考えている

の人がコネクテッドデバイスの
技術はまだ発展途上だと
考えている

の人が現行機器の寿命が来たら、
コネクテッドデバイスへの買い替えを
検討する意向がある

購入障壁は年齢によって異なるか？

今後1年以内に下記の割合の消費者がそれぞれの機器の購入を検討している

5％

スマート照明

2

6％

セキュリティ機器

7％

サーモスタット

価格

認識

買い替えサイクル

53％

30％

55～64歳

の18～34歳回答者は
価格の高さが障壁だと
考えている

の35～44歳回答者は
の回答者は現行機器の寿命が来た時に、
コネクテッドデバイスの技術が
コネクテッドデバイスに買い替える
発展途上だと考えている
可能性が高い
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IoTに関する消費者意識

ここからは、今回の調査結果を、いくつかの
テーマに分けて紹介する

消費者は「モノのインターネット」
（IoT）の潜在的価値を認識しているが、
高価格と実用性への懸念が購入障壁となっている
今後の成長分野は住宅監視・
セキュリティであり、
ネット接続型のキッチン機器の
普及はその後になると
予想される

小売企業や機器メーカーがIoTに着目するよう
になって久しいが、製品の売上を消費者の関
心と同義とするのであれば、現段階ではコネ
クテッドデバイスは消費者の関心を捉えるに
は至っていないと言える。そうした中、スマート
テレビとウエアラブルフィットネス機器は比較
的良好な成果を上げている数少ない製品群で
ある。

しかし、今回の我々の調査結果によれば、消費
者はIoTやコネクテッドデバイスが持つ潜在的
価値を認識しており、自分たちの日常生活をよ
り快適にしてくれるものとして期待を寄せてい
る。コネクテッドデバイスの普及はなかなか進
まない状況ではあるが、それらが生活を快適に
してくれると期待する消費者は調査対象の3分
の2（66％）にのぼり、18～24歳の年齢層では
91％にも及ぶ。また、多くのビジネス実績に反
し、調査データからはホームオートメーション
への関心の高さも読み取れる。

4

ただし、コネクテッドデバイスの普及率は依然
として低く、今後1年以内の急激な変化は見込
めないと思われる。今後数年間においてもIoT
市場の順調な成長は見られない可能性がある
が、様々な分野の製品がIoT市場へ参入して来
ることで次の成長段階へと進んでいくだろう。

住宅の中で最初にインターネット接続が進ん
だのはリビングルームであり、スマートテレビや
ワイヤレススピーカーの売上も伸びている。次
に成長が見込まれるのは住宅監視・セキュリ
ティ分野であり、スマートキッチンの普及はその
後になると予想される。

このような消費者の関心の高まりを受け、企業
側も購買活動に繋げる仕組み作りを積極的に
行う必要があるだろう。具体的な手段としては、
実演や啓発、プロモーションなどが考えられる。

・ますます繋がる世界へ
・

・IoTの認知度と購入意欲
・

・IoTのメリ
・
ットに対する消費者の評価

・消費者側の購入障壁とコミュニケーションや
・
啓発の必要性

本レポートでは、ゲーム機やテレビ、サーモス
タットなど、インターネットや他のデバイスと
Wi-Fi経由で接続可能な電子・家電機器を総じ
て
「コネクテッドデバイス」
と呼ぶ。
こうした機器は一般的にスマートフォン用アプ
リを使っても操作可能である。長期的にはほぼ
あらゆる機器にインターネット接続センサーが
搭載されるであろうことから、この「コネクテッ
ドデバイス」の対象は無限に広がるものと考え
られる。

コネクテッドデバイスの販売が低迷していると
いうのが小売企業の論調であるが、本調査で
は、消費者がIoTの潜在的な可能性に関心を
ますます繋がる世界へ
持っていることが示されており、すでに過半数
インターネットにより、世界はますます繋がりつ （56％）が何らかのコネクテッドデバイスを所有
つある。2015年時点でインターネットに接続し していることが明らかになっている
（図1）。
た「モノ」に触れている消費者は全世界で30億
人だったが、2016年には40億人にまで増加す
ると予想されている1。

ネット接続された世界は
広がり続けている。
世界中でインターネットに
接続した
「モノ」
に触れている
消費者は、2015年の30億人
から2016年には40億人まで
増えると予想されている

・人気の高い購入チャネル
・

ネット接続の拡大には、スマートフォン利用の
拡大に加え、メーカーによるインターネット接
続機能を搭載した家電製品の展開数の増加も
寄与している。2020年には135億の消費者製
品がインターネットに接続することになると予
想されている2。
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消費者のコネクテッドデバイス所有率

60%

48%

50%
40%
30%

28%

4%

4%

2%

2%

該当なし

3%

交流型ロボット

4%

ゲーム機

5%

コネクテッドカーシステム

■ ネット接続型娯楽機器

6%

ウェアラブルフィットネス機器

7%

家電

7%

スマート照明

ただし、大多数の消費者（70％）は今後1年以
内にいずれのコネクテッドデバイスの購入も予
定しておらず、メーカーや小売企業がIoT製品
を売り込むのは容易ではないことを如実に示
している。
本調査のデータからも、消費者がコネクテッド
デバイスのメリットを確信するには至っていな
いことが分かる。

0%

9%

監視防犯システム
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他の分野のコネクテッドデバイスを所有してい
る消費者は少なく、スマートセキュリティシステ
ム、スマートサーモスタット、スマート照明はい
ずれも2～3％の所有率にとどまる。しかし、こ
れらを消費者向けIoT機器の次なる成長分野
と見る向きが多く、デロイトの調査データでも
こうした製品への関心が若干上向いているこ
とが示された。回答者の7％が今後1年以内に
スマートサーモスタットを購入する意向を示し、
セキュリティ機器の6％、スマート照明システム
の5％がそれに続いた。

4割の消費者は照明や
サーモスタットについて、
交換が必要になった時点で
買い替えを予定している

10%

スマートサーモスタット

対象：18歳以上の英国消費者（n = 4,003）
出所：デロイト調査（2016年5月）

IoTの認知度と購入意欲
娯楽機器など一部の分野では、消費者はすで
にコネクテッドデバイスの価値を受け入れ、理
解しているように見受けられる。調査では回答
者の約30％がすでにスマートテレビを所有し、
26％はゲーム機を所有していた。テレビに接続
する動画ストリーミング機器とワイヤレスス
ピーカーは調査対象の消費者の約10％が所有
していた。

50%

ワイヤレススピーカー

■ スマートホーム

加えて、英国小売企業やメーカーはコネクテッ
ドデバイスがどのように機能するのかをもっと
消費者に分かりやすく示す必要があるだろう。
消費者はこうした機器が実際に使われている
状況を見れば、その魅力や使い方を理解しや
すい。

70%

60%

スマートテレビ

該当なし

1%

交流型ロボット

2%

スマート照明

2%

家電機器

2%

ウェアラブルフィットネス機器

3%

スマートサーモスタット

3%

コネクテッドカーシステム

3%

監視・セキュリティシステム

ワイヤレススピーカー

動画ストリーミング機器

■ ネット接続型娯楽機器

ゲーム機

スマートテレビ

0%

10%

70%

今後1年以内の購入意欲

動画ストリーミング機器

11%

10%

図2

4割の消費者は照明やサーモスタットについて、
40%
交換が必要になった時点でコネクテッドデバイ
スに買い替えることを検討している。セキュリ 30%
ティ機器と冷蔵庫も現行の機器が寿命を迎え
20%
る時期に人気が高まると予想される。

26%

20%

家電製品の買い替えサイクルは今後のIoT市場
の成長に大きな影響を及ぼし、コネクテッドデ
バイスの需要の大半は、消費者が使い古した
家電製品を買い替えるに従い、徐々に伸びてく
るだろう。

■ スマートホーム

対象：18歳以上の英国消費者（n = 4,003）
出所：デロイト調査（2016年5月）
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図3
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40%

40%

30%

33%

30%

30%

20%

25%

24%

21%

16%

10%

15%

1%

対象：18歳以上の英国消費者（n = 2,076）
出所：デロイト調査（2016年5月）

IoTのメリットに対する消費者の評価
一部の消費者の間で需要はあるものの、多く
の消費者はまだコネクテッドデバイスを購入し
て使用しようとは考えておらず、それは多くの
メーカーや小売企業はその理由をIoTが消費
者にもたらしうる価値についてまだ十分に理
解していないためだと考えている。

しかし、我々のデータは、多くの小売企業や
メーカーが想定している以上に消費者がIoTの
可能性を理解していることを示している。

65歳以上の年齢層では、コネクテッドデバイス
への関心が薄いであろうという想定に反し、
IoTが生活を快適にすることを期待する人の割
合は37％であった。この割合を引き上げること
は可能であり、メーカーはこの重要な年齢層
に対して消費者向けIoTがもたらす価値を伝え
る取り組みを強化するべきである。

その他

電気ケトル

コーヒーメーカー

電子レンジ

該当なし

防犯用人感センサー

冷蔵庫

防犯アラーム

防犯カメラ

サーモスタット

ランプ・照明

0%

3分の2（66％）の消費者はコネクテッドデバイ
スが自分たちの日常生活をより快適なものに
してくれるものとして期待している。この割合は
18～24歳の消費者の間では91％に及ぶ（図4）。

消費者がコネクテッドデバイスに買い替える可能性が最も高い家電製品

一部の消費者がIoTのもたらす価値とコネク
テッドデバイスを購入する意義をよく理解し、そ
の恩恵を既に受けている一方で、残る大多数
の消費者もIoTの魅力を多少は理解している。
そのため、小売企業はIoTについて消費者にた
だ説明するのではなく、IoTがどう機能するの
か、生活にどのような利便性をもたらすのかを
説明する必要性がある。
例えば英百貨店ジョン・ルイスは、ロンドンの
オックスフォード通りにある店舗の専用スペー
スでスマートホーム関連機器を展示し、それが
どのように機能し、いかに消費者の日常生活を
より快適にするかを積極的に紹介している。

3分の2（66％）の消費者は
コネクテッドデバイスが
自分たちの日常生活を
より快適にしてくれるもの
として期待している

図4 コネクテッドデバイスの実用性に関する期待度
65歳以上
55～64歳
45～54歳

12%

25%

25%

18%

39%
28%

25%

39%

12%

20%

47%
42%

25～34歳

7%
42%

48%

18～24歳

38%
20%

12%
6%

43%

28%
0%

18%

34%

35～44歳

全体

37%

■ コネクテッドデバイスで大いに生活が快適になる可能性がある
■ コネクテッドデバイスでわずかに生活が快適になる可能性がある
■ コネクテッドデバイスで生活が快適になる可能性は低い
■ コネクテッドデバイスで生活が快適になるかは分からない

40%

2%
13%

60%

10%
7%

21%
80%

100%

対象：18歳以上の英国消費者（n = 2,076）
出所：デロイト調査（2016年5月）

過半数（57％）の消費者は
外出時に暖房が自動的に
切れる機能を望み、
また同程度の割合の
消費者が遠隔操作で
暖房をコントロールできる
機能を望んでいる

IoTの価値は消費者にとって分かりやすい領域
でより強く認識される傾向がある。例えば、休
暇中にスマートフォンで家の監視カメラ映像を
確認できる機能は、多くの消費者にとって明ら
かに魅力的な機能となるだろう。

離れた場所から暖房や照明をコントロールで
きる機能も容易にその利便性を理解できる。ス
マート機器が個人の習慣を把握し、家の暖房
を効率的に制御し暖房費の節約につながるな
ら、その魅力はさらに高まるだろう。

他に人気の高い機能として、同じスマートフォ
ンで複数の家電を操作できるアプリ
（38％の消
費者がこの機能を望むと回答）などがあり、
グーグルやアマゾンなどのIT企業がこれを実現
するためのプラットフォームを提供しようと競
い合っている。

このことはデータが明白に証明している。過半
数（57％）の消費者は外出時に暖房が自動的
に切れる機能を望み、また同程度の消費者は
遠隔操作で暖房をコントロールできる機能を
望んでいる。
照明の遠隔操作も魅力的な機能で、49％の消
費者が同機能を有用と考えている。短期から
中期的には、小売企業やメーカーはこの分野
でコネクテッドデバイスを売り込みたいと考え
ており、より早期の市場拡大も期待できる
（
「補
足資料」参照）。
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消費者側の購入障壁
高価格は多くの消費者にとっての懸念要素で
あり、約半数近く
（48％）がコネクテッドデバイ
スの購入障壁であると捉えている。価格に対す
る消費者意識は明らかに商品カテゴリーごと
に異なっている。例えば、スマート冷蔵庫など
の第一世代のスマート家電の多くは、通常製品
よりも大幅に割高な価格設定がされている。し
かし、メーカーは特定の商品ラインや商品カテ
ゴリーの利便性に焦点を当てたマーケティング
メッセージを発することで、価格に対する消費
者の意識を変えることも可能である。

コネクテッドカーの市場は他の一部
のIoT市場分野よりも先行して立ち上
がっている。自動車メーカーが車への
ネット接続機能搭載を率先して進め
てきたことが一因だ。業界は過去10
年ほど、自動車自体をより安全で操
作性に優れたものにするために新技
術を導入し続けてきた。しかし近年、
自動車を外部の世界と接続できるよ
うにし、乗車中の時間をより快適に過
ごせるようにすることに力を入れ始
めた。

45%
40%

この傾向はこうした年代の一般的な買い物の
動向にも表れており、IoT機器の販売チャネル
においても、どちらかに明確な優位性はない。
特に他の方法を取る動機が無いため、消費者
は通常の購買パターンを踏襲する。

主要な流通チャネル
41%

35%

36%

30%
25%

20%

20%
15%

18%

10%

14%

10%

7%
その他

︵例︑
サムスン︑
ソノスなど︶
メーカー直販

︵例︑アルゴス︶
総合小売店︵ＧＭＳ︶

︵例︑
テスコ︑アズダなど︶
食品スーパー︑
ハイパーマーケット

0%

︵例︑
ジョン・ルイス︑
ハウス・オブ・フレーザー︶
百貨店

5%

︵例︑
カリーズ︑
マプリン︶
家電販売店

消費者はコネクテッドカーを渋滞回
避のために利用したいと考えており、
その内40％が、車内でインターネット
に接続し地図上で渋滞回避のルート
を示してくれる機能があれば、最も役
立つと回答している。
他に要望が高かった機能としては、
自動車のエンジン体系の自動診断・
追跡調査を含む自動メンテナンスや
燃費効率の追跡調査がある3。

図5

︵例︑アマゾン︶
オンライン販売店

もう１つ、誤解を持たれている部分として、コネ
クテッドデバイスの実用性がある。消費者は機
器を実際に試用し、店員の的確なアドバイスを
受けながら店頭で利便性を実際に体験する方
が実用性を納得しやすい。商品を展示する際
は消費者が気軽にIoT製品を試せるようにする
べきであり、説明資料も用意し、使い方や日常
生活を快適にする効果についての紹介が必要
である。小売企業は機器を相互に接続するアド
バイスも提供できるようにするべきである。

コネクテッドデバイスが
高価格であることは
多くの消費者にとって
懸念要素であり、
ほぼ半数近くが
購入障壁だと考えている

コネクテッドカー

人気の高い購入チャネル
スマートホーム製品の購入チャネルとして人気
が高かった上位3チャネルは、オンライン、家電
販売店と百貨店である。データによれば、若い
消費者はオンライン販売の利便性を選ぶ傾向
が強いのに対し、中高年の消費者は対面販売
で専門店の販売員からアドバイスを得られる
付加価値を重視する。

5%

5%
︵例︑ホームベース︑
Ｂ＆Ｑ ︶
ホームセンター

多くの人々は、コネクテッドデバイスの技術を
まだ発展途上だと見ている。実はコネクテッド
デバイスに使われている技術の大部分は何十
年も前から存在しているが、コネクテッドデバ
イス自体が消費者に提案されたのは比較的最
近だった。多くの人は改善を繰り返した結果の
機器の方がより有効に機能し、付加価値が高
いと考えているため、この誤解の解消について
も、小売企業やメーカーは取り組む余地があ
ると思われる。

最後に、デロイトの調査では、IoT機器の需要
がどの程度のスピード感で増加するかは、買い
替えサイクルに左右されることを示している。
現行の機器の交換が必要になった時点で、コ
ネクテッドデバイスを検討しようと考えている
消費者が多い。
これはスマートフォンとスマート
テレビの両市場において顕著に表れている傾
向である。冷蔵庫やオーブンなど寿命が長い一
部の商品では、需要が伸びるまでにより時間が
かかる可能性がある。

︵例︑ブリティッシュ・ガス傘下のハイブ︶
公益サービス会社

一方で、IoTがもたらす価値の一部は消費者に
とってそれほど魅力的と受け止められていない
こともまた事実である。例えば、洗濯機の洗剤
の残量が少なくなった際に洗濯機が自動的に
スーパーに洗剤を注文する機能はあまり人気
がなく、ネット接続された冷蔵庫のメリットが認
識されるのにも時間がかかるかもしれない。
IoTがもたらす価値の中には、消費者がまだ体
験したことがなく、受け入れるようになるまで
に時間を要するものがあるかもしれない。コネ
クテッドデバイスを完備したスマートホームが
浸透するまで、数年かかる可能性が高い。しか
し、自動発注機能に対する消費者の反応はす
ぐに変化する可能性もある。例えば、アマゾン
は1プッシュで商品を発注できる
「ダッシュボタン
（手元にあるスイッチを押すだけで注文が実行
される買い物機器。製品別に存在する。それ自
体がWi-Fi接続機能があるため、パソコンやス
マートフォンを立ち上げずに注文が可能）」の提
供を拡大している。
「ダッシュボタン」の次に自
動発注がくるのは自然の流れであり、ボタン発
注の便利さに慣れ親しんだ消費者にとって自
動発注のメリットは理解しやすくなるだろう。

スマートホームへ“スイッチ”する未来 | デロイトコンシューマーレビュー

対象：18歳以上の英国消費者（n = 2,076）
出所：デロイト調査（2016年5月）
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IoTへの投資タイミング
「モノのインターネット」
（IoT）の普及に関する疑問は「実現するかどうか」
ではなく、
「いつ主流になるか」
である。そのスピードは商品カテゴリーごとに異なるだろう。
消費者とテクノロジー産業の双方がIoTのコン
セプトに共感し期待を寄せて久しいが、家庭
にIoT技術が普及するにはまだ時間がかかり
そうだ。
一部のIoT分野では技術発展が急速に進んで
おり、また、近いうちに進展が見込まれる分野
もある。メーカーは特定のカテゴリーについて
需要を喚起する施策を取る必要があり、多くの
企業にとっての課題は、どの時点でリソースを
強化し、どのタイミングでスマートホーム機器
の提供を本格始動すべきかを見極めることで
ある。

この章ではIoT産業の発展状況、成功を収めて
いる領域と一部進展が遅れている領域につい
て、その原因を含めて分析する。

デジタル構造破壊
ウェブにより新しいビジネスモデルや新しい発
想が生まれたのと同様に、IoTは消費者や企業
による技術利用のあり方に新たな変革をもた
らしている。

しかし、ビジネス環境を一変させる可能性を秘
めた他の多くの新技術と同様、IoTをめぐる過
度な期待はIoTの短期的な影響とはかけ離れ
た空騒ぎという印象を受ける。IoTは現在、その
発展に向けた岐路に立っているが、いくつかの
障壁がIoT機器の幅広い普及を妨げている。

ハードウエア対ソフトウエア
スマートホーム実現への一番の課題は、コネク
テッドデバイスを機能させるソフトウエアの発
展が依然として不十分なことだ。

アマゾンの音声アシスタントデバイスEchoや
グーグルが最近発売したHomeなどのコネク
テッドデバイスは、比較的単純なハードウエア
を有効に機能するレベルまで進化させたもの
である。しかし、こうした機器を消費者に
「購入
必須」だと思わせるには優れたハードウエアと
それを稼働させるソフトウエアをうまく組み合
わせることが必要である4。

EchoにはAlexa、HomeにはGoogle Homeと ソフトウエアベースのサービス提供の拡大に
いう制御ソフトウエアが搭載されているため、 よって、業界はさらなる発展を遂げるだろう。例
消費者の関心を引く可能性を秘めている。
えば消費者がすぐにIoTの価値を認識できるよ
搭載された音声認識技術や人工知能により機 うなアプリの形でサービスを組み直せば、世間
器が学習能力を持ち、他の機器やシステムと に新しい観点からIoTのコンセプトを提示する
接続することもできる。つまり、家事を担ったり、 ことができる。
外部のアプリと連携してピザを注文したり、タ
クシーを手配したりできる。
競合するエコシステム
IoTが克服しなければならないもう1つの課題
コネクテッドデバイスに搭載されたソフトウエ は複数の企業が市場で主導権を得ようと競い
ア、もしくはコネクテッドデバイスを制御するソ 合っていることだ。多くのメーカーは各機器を
フトウエアこそ、過去には存在しなかったサー それぞれ異なるアプリで制御する独自のエコ
ビスを生み出し、消費者に訴求する究極的な システム開発に躍起になっている。利用者がこ
魅力となる。今後IoTに期待されることは、ウー れらの異なるアプリを相互接続できないにも
バーのようなスマートフォンアプリの成功と同 関わらず、メーカーは顧客データ確保や優位な
様に、新技術が従来よりも優れたサービスを生 プラットフォームの確立などを狙い、規格の違
み出すことで開発者や起業家の創造性を刺激 う独自商品の開発を続けている。アップルと
することである。
グーグルは共にこうした課題へ対処するため
にプロジェクトを立ち上げている
（次頁）。

標準化の必要性
現行の機器間の互換性の無さと、それに伴う
連携を欠く商品提供は消費者に混乱をもたら
し、IoT技術は発達途上との印象を与えている
可能性がある。
これから必要な議論はスマートハウスにおいて
どこに焦点を定め、どのように機器間の自動連
携を進めるか、という点である。現状、消費者
が完全なホームオートメーションを実現したい
場合、プラットフォームの違いを調べ、どの機器
に互換性があるかを把握し、自宅に導入してか
ら自ら手作業で機器間の接続をしなければな
らない状況であり、消費者にかなりの努力を強
いることになる。

消費者とテクノロジー産業の双方がIoTの
コンセプトに共感し期待を寄せて久しい
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I oTは娯楽消費をどのように
変化させたか

新たな統合プラットフォームの出現
アップルは2014年にHomeKitというプラッ
トフォーム を 立 ち上 げ、自 宅 の 機 器 を
iPhoneと接続できるフレームワークを提供
している6。例えば、ネット接続された照明と
ブラインドの所有者は、日暮れを感知して
ブラインドが下ろされると、それに合わせて
照明が点灯されるような、異なる機器が相
互接続された状態にできる。また、機器を
アップルの音声認識サービスSiriで制御す
ることもできる7。

2016年、アップルはソフトウエアを更新、同
社のアプリHomeでHomeKitに対応した
様々な機器を制御できるようにしたことで、
ユーザーは機器ごとに別々のアプリを開か
なくても済むようになった。

サムスンは2016年に、消費者の自宅のあら
ゆる機器をつなげることを目指した白い箱
型のハブ端末SmartThingsを使ったサービ
スを開始した。すべての機器がこのハブ端
末に対応しているわけではないが、サムス
ンはSmartThingsプラットフォームを外部
の開発者に開放しており、対応機種でない
機器の大部分についても接続の手立てが
ある状況にした。しかし、残念ながらこの対
応は技術に明るくない人には難しい。

現状のような企業間の連携を欠いた状態では、 IoTのビジネス領域では連携はすでに始まって
消費者はスマートハウスの可能性を十分に理 おり、IBMとシスコシステムズはIBMのデータア
解したり、実感したりすることができない。一度 ナリティクス技術Watsonとシスコの機器・ネッ
機器を設定すれば、ほぼあらゆる機能が連携 トワークの知見を組み合わせるために業務提
できるようになる。他の機器の動作、時間帯、 携をした5。この提携は、特定の企業がエコシス
気温、部屋に人がいるかどうかなどの条件に テム全体を担うのは困難だと企業が認識し始
応じて様々な連携ができるシームレスな連動 めたことを示唆している。
により、消費者は自宅における日常の様々な
作業を機器に任せることができる。

14

グーグルもAndroidを使った統合プラット
フォームを立ち上げる可能性があるが、ま
だ発表に至っていない。同社は最近まで、
サーモスタット端末Nestをホームハブにし
ようとする取り組みに力を注いできた。同
社は開発者向けプログラムWorks with
Nestを推進し、メーカー各社にNestに対応
した機器の開発を促してきた。だが、グーグ
ルは近年方針を変え、Google Homeを中
核に据える姿勢を打ち出している8。

スマートハウス産業の形成に貢献している
サムスンやグーグルを含むいくつかの企業
が、標準化の推進を提唱している9。しかし、
現状では協力よりも競争の業界となってし
まっている10。

ネットフリックスは1997年にDVD宅配レン
タル会社として創業し、オンラインでのスト
リーミング配信を開始したのは2007年に
なってからである14 。その後、同社のスト
リーミング配信事業は急激に伸び、契約者
数は2010年には2,000万人、2016年には
8,000万人に達した15。

不透明な状況
IoTに対してはかなり冷淡な見方もあり、コネク
テッドデバイスが消費者に大々的に普及するこ
とはないと予想する人もいる11 。プライバシー
やセキュリティをめぐる議論も、消費者がコネ
クテッドデバイスを敬遠する一因になっている12。

その間、スマートテレビの所有台数も大幅
に伸びた。デロイトの調査では、消費者の
28％がスマートテレビを所有している。
ここ数年、急成長を遂げているストリーミン
グ配信事業者はネットフリックスだけでは
ない。

アマゾンの会員制サービスPrimeやスカイ
のネット動画配信サービスNow TVもスマー
トテレビの普及促進に一役買っている。こう
したストリーミング配信サービスにより、ス
マートテレビは人々の日常生活に新たな役
割を担うようになった。他のネット接続家電
でも近く同様の変化が起こる可能性がある。

スマートテレビは3年前には比較的珍しかった また、需要の伸びは緩やかなものの、供給は依
が、今やインターネット接続機能を持たないテ 然として増加傾向にあり、市場のコネクテッド
レビを市場で見つけることは逆に難しくなった。 デバイスの数は拡大し続けているということは
その背景には、ネットフリックスやその他の 見逃せない事実である13 。結局のところIoTの
サービスの登場により、我々のメディア利用の 成功は市場の全ての機器が何らかの形で接続
あり方が変わったことが挙げられる
（本頁上）。 できるようになるかどうか、すなわち各機器が
これもまたソフトウエアベースのサービスが、 接続されやすいように開発されるかにかかって
消費者行動に大きな変革を引き起こした事例 いるのかもしれない。
である。
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今後の展望
コンシューマービジネスにおけるIoT戦略の策定に向けた重点課題
コンシューマービジネスを展開し、市場で優位
な立場を確保したいと考えている企業はおそら
く既にIoTへの投資を実施しており、どんな成
果が得られるかを明確に認識していることだろ
う。一方、これから計画を策定しなければなら
ない企業はIoT市場を理解し、その上でIoT市
場においてどのような位置に立ちたいのかを
考える必要がある。また、IoTがもたらす可能性
についても認識しておく必要があるだろう。
IoTに本腰を入れて取り組むタイミングを見計
らっている企業は、顧客の声に耳を傾け、需要
や関心が高まる兆しを早めに感知し、より広範
なIoT市場の動向にも目を向けるべきだ。
新しいイノベーションや提携、戦略が頻繁に発
表される等、大手テクノロジー企業が巧みに市
場での地位確立を狙う中、消費者向けのIoT市
場でシェア獲得を目指す企業はIoT市場全体の
発展を注視する必要がある。

IoT市場を攻めるには繰り返しのアプローチが
最も効果的だと考えられる。小規模なプロジェ
クトや投資を手始めに進めながら、将来に向
けて力強い野心的な構想を練り上げることが
重要である。IoT戦略は時間をかけて成長、実
行していく必要があり、企業は自社の縦割り主
義を排除し、IoTが長期に亘ってもたらす恩恵
を念頭に柔軟に対応できるようにしなければ
ならない。
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早い段階でIoTに関連するマーケティング活動
に投資するのは有益だと見込まれる。消費者
は信頼するブランドになびく傾向があるため、
ブランド認知はIoT市場での成功を左右する重
要な役割を果たす。アマゾンはすでに他のブラ
ンドよりも優位な立場を築いており、55％の消
費者がコネクテッドデバイスと聞いて同社を連
想すると答えている。今から基盤をつくり、消費
者のブランド認知が高まれば、コネクテッドデ
バイスに対する消費者の需要が高まり始めた
際に実を結ぶだろう。
消費者向けに商品を提供する企業も技術系
メーカーも、商品の仕様やハードウエア性能だ
けを考慮するのではなく、消費者の日常生活で
商品やサービスがどのように使用されるかま
で考えを広げる必要がある。一部の企業にとっ
ては社内文化の変革が求められ、他社との提
携の必要が生じる可能性もある。企業はモノを
売る企業からサービスを売る企業への意識改
革が求められている。商品を売る企業からの情
報発信がなければ、消費者は商品の持つ潜在
的価値を理解できないだろう。

IoT機器メーカーにとって共通の基準がないこ
とは、IoT市場が成功するために克服しなけれ
ばならない重大な障壁の1つである。グーグル
が2016年1月に開催したIoT開発者会議で、同
社のチーフインターネットエバンジェリスト、ビ
ント・サーフ氏はIoT業界に対し、互換性問題は
IoTの成功を阻む障害になる恐れがあると警告
した。サーフ氏は膨大な数のセンサー間の相互
接続が難しければ、IoTシステムを効率的に構
築するのは不可能だと述べ、協力して技術標
準化を推進するよう、業界へ呼びかけた。
標準化されたOSがない問題はIoTの発展の足
かせとなっているが、商品メーカーがテクノロ
ジー企業に圧力をかけるか、彼らと連携するこ
とで、発展を早められる可能性がある。

プライバシーとセキュリティの問題にも対策が
必要である。デロイトの調査では、13％の消費
者がハッキングされる危険性を警戒して、コネ
クテッドデバイスを買い控えていると回答した。
また、11％の消費者は企業が自身の利用デー
タにアクセスすることに対して否定的だった。
商品メーカーやソフトウェア企業はアプリやOS
の更新と運用における安全性を確実に確保す
るとともに、データ保護の対策を講じる必要が
ある。
今後は企業と消費者のコミュニケーションにつ
いても改善し、コネクテッドデバイスについて
消費者が十分に理解できる環境を整備する必
要がある。消費者はスマートサーモスタットが
電気代の節約に役立つことは認識していても、
200ポンドの機器が年平均100ポンドの節約に
つながるとは認識していない可能性がある。

IoT市場はまだ発展の初期段階であるが、伸び
悩むコネクテッドデバイスの販売が示している
以上に消費者はスマートハウスに関心を寄せ
ている。より大きな市場の成長を実現するため
には、市場の統一性を高めることが重要であ
る。市場を明確にリードする存在はまだ現れて
いないが、IoT市場の中で変化が起きれば急速
に進む可能性が高い。コンシューマービジネス
を展開する企業は、どのような成果を望んでお
り、またどのように実現するかをあらかじめ把
握しておく必要があるだろう。

IoTが直面する課題
費用対効果の
伝達

スマート機器で住まいのコストを節約できる。低所得者にとって暖房費を年
100ポンド節減できるのは非常に大きいものの、値札が200ポンドのサーモス
タットには手を出そうとしない可能性がある。

購買行動を
喚起する材料

IoT技術を活用し、高齢の親の様子を人感センサーで確認したり、近くで遊んで
いる子供の安全を確保したりすることも可能である。コネクテッドデバイスを
購入する理由はただ単に家事の処理を簡易にするのにとどまらず、幅広い活
用が前提となる。

機器の過剰な
論理性

コネクテッドデバイスとその関連アプリは、
「日が暮れたら照明を点灯する」な
ど、所有者が定めたルールに沿って動作する。しかし、条件によってはそうした
ルールを変更する必要がある。現行のコネクテッドデバイスは、人々の生活上
の複雑な条件に対応できていない。

携帯性

消費者向けIoTは現状、引っ越しや別の家に泊まる等、場所の移動に容易に対
応できない。

互換性

現在、同一企業によって開発されたコネクテッドデバイスは相互接続できるが、
新商品も同一企業内から選ばなければならない。まだどの企業も、市場で優
位に立つ互換性の高いハブを生み出すことに成功していない。

不確実性

2014年、グーグルはスマートホームハブ製造会社のレボルブ
（Revolv）を買収し
たが、その1年半後、レボルブ製品のサポートを停止すると発表した。IoT機器
の購入者は数百ポンドした使用できなくなる機器を抱える可能性がある。

データセキュリティ

IoTシステムを適切に設定しない場合、消費者はハッキング被害に遭う危険に
さらされる。スマートデバイスが生み出すデータの所有権は誰に帰属するのか、
デバイスやデータにアクセスする権利を誰が持つのかといった問題も存在する。

マルチユーザー

コネクテッドデバイスは世帯あたり人数が多い住居にとって使いやすい設計に
なっていない。

消費者がIoTを
主導するかどうか

IoTは家庭よりも、オフィス、重工業や製造業などの職場で先に普及が進む可
能性が高い。

安定性

扉の施錠など、スマートホームのセキュリティをインターネット接続に依存する
場合、消費者は機器自体とインターネットサービスの安定稼働に強い安心感
を求める。
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補足資料：
消費者調査結果

調査方法
「モノのインターネット」
（IoT）に対する消費者
の態度をより良く理解するため、デロイトは外
部の市場調査会社にオンライン消費者調査を
委託した。調査は英国全体の国民サンプルとな
るイングランド、スコットランド、ウェールズに住
む18歳以上の成人2,076人を対象に実施した。

50%
40%

23%

18%

23%

12%

23%

24%

19%

22%

電話でコーヒーメーカーにコーヒーを
用意するよう指示できる機能がほしい

11%

洗剤の残り在庫が少なくなったら、
洗濯機が洗剤を注文する機能がほしい

20%

9%

16%

洗濯物を洗濯機に入れ、
そのままにしておくと、
洗濯機が洗濯物をスキャンする機能がほしい

16%

自宅の防犯カメラや人感センサーなどの
監視システムを遠隔操作できる機能がほしい

16%

防犯警報が作動したら、外出先から
自宅の防犯カメラを確認できる機能がほしい

24%
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80%

■ 大いにそう思う ■ そう思う ■ どちらでもない ■ そう思わない ■ 全くそう思わない
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18%
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5%
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14%

12%
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該当なし

50%

20%

20%

最新気象情報

40%

16%

25%

ストリーミング配信

30%

17%

15%

30%

自動運転

20%

25%

14%

13%

35%

燃費効率の追跡記録

10%

20%

次に人気が高い機能は自動メンテナンス機能
である。コネクテッドカーは自車の部品を監視
し、問題解決に必要な手段を自ら講じるか、所
有者に何が必要かを知らせる。18％の消費者
がこの機能を魅力的と答えている
（図3）。

12%

40%

離れた場所からの施錠と開錠

32%

14%

13%

40%

自動メンテナンス

0%

11%

21%

26%

9%

21%

30%

12%

単一のアプリで自宅の家電を操作できる機能がほしい

22%

35%

17%

12%

13%

図3 コネクテッドカーでの望ましい機能

ルート最適化と渋滞対応

スマートフォンで照明を点けたり消したりできる
遠隔操作機能がほしい

10%

29%
35%

12%

17%

24%

29%

コネクテッドカー
コネクテッドカーに関して消費者が最も魅力を
感じるのは、一番混雑が少ない最適なルート
を選択できる機能があることである。コネク
テッドカーは市街のどの地域が最も混雑する
かを解析でき、渋滞を回避するルートを提示で
きる。40％の消費者がこの機能を望むと回答し
ている。

26%
18%

31%

19%

時間帯で照明の明度や種類を変えられる機能がほしい

27%

3%

対象：18歳以上の英国消費者（n = 2,076）
出所：デロイト調査（2016年5月）

24%

25%

22%

暖房を遠隔操作で制御できる機能がほしい

21%

23%

22%

自身が移動した場合に自動的に暖房装置のスイッチを切ったり、
エネルギー効率を最適化する機能がほしい

対象：18歳以上の英国消費者（n = 2,076）
出所：デロイト調査（2016年5月）
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該当なし

24%

11%

分からない

0%

13%

自分のデータを共有したくない

12%

17%

10%

24%

スマートフォンやタブレット端末で
冷蔵庫の中身を確認できる機能がほしい

21%

ハッキング被害を懸念している

21%

23%

20%

機器が十分役立つか確信がない

26%

27%

現行機器の買い替えを検討する

19%

31%

30%

関心のある機器がない

10%

48%

技術はまだ発展途上

自身の日記とECアカウントとをリンクさせ、
冷蔵庫からアクセスできる機能がほしい

購入障壁

ほしい機器はすべて揃っている

より早い進展が見込まれる分野は、ホームセキュ
リティやスマート暖房、スマート照明である
（図1）。

他の購入障壁として、消費者にはコネクテッド
デバイスが技術的に発展途上という認識があ
ることが理由として挙げられる。これは小売企
業がIoT機器を店頭で実演販売することで打開
策を打つことができる
（図2）。

60%

実用性に対する消費者意識

冷蔵庫の扉のタッチパネルで
必要な買い物リストを用意できる機能がほしい
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実用性に対する消費者意識
消費者は一部のIoT分野については他のIoT分
野よりも魅力的だと判断していた。また、一部
の分野のIoT機器がもたらす価値は消費者に
とって明確だったが、一方であまり価値が実感
できていない分野もあった。こうした分野はま
だ発展に時間を要することが予想される。

購入に際し、価格は多くの消費者にとって重要
な判断材料で、半数近く
（48％）が高価格であ
ることがコネクテッドデバイスの購入を妨げて
いるとしている。

図2

値段が高すぎる

図1

購入障壁
消費者がコネクテッドデバイスの購入に踏み切
らない背景にはいくつかの要因が潜んでいる。

対象：18歳以上の英国消費者（n = 2,076）
出所：デロイト調査（2016年5月）
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