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日本語版発行に寄せて

DeloitteはグローバルTMTインダストリーグループから、TMT Predictionsと題して、テクノロジー・メディアおよび通信の
業界トレンドに関する予見を、毎年発行している。

編纂にあたり、数多くのテーマを議論し、より読者にとって有用なトピックを求めて絞り込んだ結果2015年度版では、テクノロジー
業界で7、メディア業界で3、通信業界で3の計13のトピックスについて予見を取り上げている。

まず、テクノロジー業界のトピック選定においては、インターネット・オブ・シングス（IoT）について、数多くの関連するトピックと
ともに議論を重ねてきた。IoTについて一言で語るのは非常に難しいが、IoTがもたらす世界は誰もが思っている以上に、より深く
広範囲な影響を我々にもたらし、既存のビジネスのあり方を変える勢いがある。さらに、ドローンや3Dプリンティングについては、
本質的に期待すべき点は何か、ということにフォーカスを当てPredictionsに取り上げるべき重要なトピックとして記載している。

次に、メディア業界についてはユーザーの視点からコンテンツのあり方について多くの議論を行い、日本ではネット動画として
馴染み深い短尺のオンライン動画、紙媒体としての書籍、さらにはコンテンツ消費動向そのものについて取り上げている。

そして、通信業界については、インフラ、デバイス、アプリ、サービスなど昨年に引き続き多方面に検討した結果、世界的に普及が
進んできたスマートフォン、ブロードバンド環境に予見されることとして買い替え需要、通信速度という点にフォーカスを当て、
またモバイル決済の動向についてもトピックとして取り上げた。

最後に、日本語版の編纂に留まらず、本年度より日本のTMTインダストリーグループ・コンサルティングリーダーの楠が、
Predictionsアドバイザリーボードに参画し、日本からの発信を高めていく活動を始めている。

2016年度版においては、日本企業とのインタビューやディスカッションを通じた将来の見解も、より広く深く反映し、グローバル
に発信していきたいと考えている。
まずは、本レポートをご一読いただき、私どもにご意見やご感想をいただければ幸いである。
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本調査の目的は、今後12～18カ月における主要市場の動向を分析することであり、その見解は、全世界の業界エグゼクティブ
及びコメンテーターとの数百回におよぶ会議、全世界数万人の消費者に対するデロイト独自の調査プログラムに基づくもので
ある。

ここでは、主要な業界トレンドに関する検討すべき見解を提供するものである。スマートフォンの出荷台数が初めて10億を超
えたことや、非接触型モバイル決済の躍進における分野に対しては、主要な転換点やマイルストーン到達を支える要因を探究
している。

他の分野では、例えば宅配サービスでのドローン活用やスマートフォン・バッテリー・テクノロジー、また小型衛星（ナノサット）
といった分野にて、根本的な変革が起こらない、としている理由を述べる。

本調査では、網羅的な視点も重視しており全体のトレンドを詳しく調査している。例えば、ブロードバンドの平均通信速度は2桁
ペースで向上しているが、これは特定の地域にて超高速インターネット接続が著しく普及したための平均値向上であり、低速接
続の地域では通信速度は停滞している事実がある。

TMT業界ほど「移り変わりの激しい」業界は他に存在せず、常に大きな変化が起きている。数十年間絶え間なく進化しているプ
ロセッサー性能と通信速度の向上は、その好例である。こうした変化は大きな業界再編の一因となる一方、既存産業を強化す
るチャンスでもある。こうした変化予測が本調査における真の価値である。

将来の業界予測にて困難な作業は、TMT業界でどのようなテクノロジーが出現・進化するかではなく、テクノロジーがいかに活
用されるかを予測することである。

音楽はデジタル化された。しかし、紙媒体である書籍への消費者需要は堅調であり、ミレニアルズ（1980年台以降に生まれた
世代）がその牽引役となっている。一部の認識とは異なるが、18～34歳の若年層は、今も実際に紙媒体を大量に消費している。

技術の進歩がeコマースを可能にした。しかし、実店舗への配達を選ぶ消費者が増えている。3Dプリンティングは各家庭を工
場化する、と注目されるが、市場自体を実際に牽引するのは企業である。インターネット・オブ・シングス（IoT）により、個人は
生活家電・機器などの大部分をスマートフォンで遠隔操作できるようになる。しかしデロイトは、2015年時点でIoTの価値の多
くを享受するのは、消費者ではなく企業であると予測している。

本調査における今年度のトレンド予測は、戦略的思考を刺激するような情報を提供しているので、是非とも一読していただき
たい。

序文

ジョリオン・バーカー 

マネージング・ディレクター 

グローバルTMT 

デロイト トウシュ トーマツ リミテッド

ポール・リー 

パートナー 

グローバルTMTリサーチ・ヘッド 

デロイト トウシュ トーマツ リミテッド

本調査では、「デロイト」は、デロイト トウシュ トーマツ リミテッドのメンバーファームTMT（テクノロジー・メディア・通信）プラクティス
を意味する。
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デロイトの予測では、無線IoTデバイス機器数1は2015年に
10億台に達し、2014年比で60%の拡大となる2。またインス
トールベースでも28億台の出荷が見込まれる3。IoT固有の
ハードウェア市場（セルラーモデムよりも高価で、Wi-Fiチッ
プよりはかなり安価）は100億ドル相当4、端末を利用した関
連サービス市場は約700億ドル相当となる見通しである5。こ
うしたサービスには、端末接続に必要なデータプラン、専門
家サービス（コンサルティング、サービス導入、データ分析）、
テレマティクス（自動車等の移動体に通信システムを組み合
わせた情報提供サービス）を活用した自動車保険のディスカ
ウントや、ヘルスケア関連のウェアラブルデバイス等、多様な
市場が含まれる。

IoTハードウェアと接続サービスによる収益は、年間約10～
20％成長で推移している。一方、アプリ、アナリティクス、
サービス分野での成長ペースはさらに速く、年間40～50％
の成長となる6。IoTについては報道などでは、消費者が冷暖
房、照明、家電（洗濯機や湯沸かし器等）を遠隔操作できるこ
とに注目するが、デロイトでは無線IoTデバイス市場の60％
は、企業及び産業界に購入・利用される見通しであると予測
している。また、サービス収益の90％以上は消費者向けサー
ビスではなく、法人向けサービスからである7。

インターネット・オブ・シングスはマシンツーマシン（M2M）
市場と同義と受け止められており、2つの用語は頻繁に区別
なく用いられる（以下「インターネット・オブ・シングス関連用
語の由来」を参照）8。

インターネット・オブ・シングス（IoT）： 
まさにモノが主役の世界

インターネット・オブ・シングス関連用語の由来
多数のデバイス及びセンサーが、有線やSCADA（supervisory control and data acquisition：産業制御システム
の一種であり、コンピュータによりシステム監視とプロセス制御を行う）等のテクノロジーにより9互いに通信可能とな
る環境が実現しつつある。使用頻度は少ないが、特定の放送電波を通じた無線信号で接続する場合もある。1980年
代、携帯電話向けのシステムが様々な周波数帯で導入されたが、当時は、主に音声通話を転送するものであり、マシ
ン向けデータは対象としていなかった。2001年以降に3Gが導入されると、データ活用の利便性が高まったモバイル
ネットワーク上にて、マシンやセンサーを通じた通信が比較的容易となった。通信業界では、2種類のトラフィック（音
声・データ）を分別する必要性が発生したため、音声が含まれる全ての通信を１カテゴリーに分類し、その他全ての
データ通信などをマシンツーマシン（M2M）と分類した。その後、M2Mは幅広い分野を意味するようになった。例え
ば、モバイルネットワークを利用した商業トラック向けのテレマティクス、スマートメーター、電子書籍リーダー、タブ
レット端末、PCモデム等であり、そこにはスマートフォンは含まれない。

現在でも、M2M業界予測に電子書籍リーダー、タブレット端末、PCモデムを含むことも多いが、適切な分類とはいえ
ない。これら3種類の端末はプログラム主導の自動アップデート／ダウンロードによる通信が発生する一方、大半は
ユーザーが主導して通信を利用しているものだ。またモバイルネットワークを用いることは多くなく、大半のトラフィッ
クはWi-Fi（あるいはBluetoothやZigBee等の短距離無線）等の無線テクノロジーである。ついにはVoice-over-IPテ
クノロジー（あるいはVoIP。IPネットワーク上で音声通話を実現する技術）も登場し、3種類の端末をスマートフォンと
異なる製品として分類することは、もはや意味を成さない。一方でテレマティクス、マシン、センサーを同じ分野として
定義することも同様である。よってIoTエコシステムに関する2014年のデロイト調査と同様に、本調査でも「人ではな
くマシンにより着眼している」10。インターネット・オブ・ヒューマンズも重要ではあるが、IoTとは別分野として分類し
ている。

消費者が冷暖房、照明、家電（洗濯機や湯沸かし器等）を遠隔操作できることに
メディアが注目する一方、無線IoTデバイス市場の60％は企業及び 

産業界によって購入・利用される見通しであるとデロイトでは予測している。
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セルラーやWi-Fiといった今日の無線テクノロジーにより、消
費者はスマートフォンを通じて、遠隔から様々なことができる
ようになっている。例えば、家電、ホームセキュリティ、室温、
照明等の遠隔操作である。しかしデロイトの予測では、2015

年はこうした用途に対する消費者需要は企業需要より90％も
少ない。なぜだろうか？

M2Mは消費者の立場からみれば、問題を一部解決するにす
ぎないからだ。例えば、スマートフォンに洗濯機の洗濯が完
了されたことが通知されれば、ベランダの洗濯機をチェック
せずに済むので、やや利便性は向上する。しかし、衣服を選り
分けてベランダに運んだり、汚れ落としの下処理をしたり、洗
濯機に洗剤を投入したり、といった作業は依然必要である。
言い換えれば、M2Mによって改善できるのは、ささいなこと
なのだ11。

電力ピーク時以外に家電を利用すれば、コストは確かに節約
できるが、その効果はごく限定的である。例えばアメリカで
は正午ではなく夕方に衣服乾燥機を使えば、安価な電気料金
を適用できるメリットがある。しかし乾燥機をその時間帯に毎
日利用したとしても、年間50ドル程度の節約に過ぎない12。

コストに全く見合わない場合もある。コネクテッドホーム（家
電製品がシームレスにネット接続されている家）用の照明キッ
ト（リモコン１台と電球2つで構成）は150ドルとなり、バルブ
は１つ60ドルもする13。
6個のIoT電球付きコネクテッドリビングルーム照明は400ド
ル程度であり、6つのハロゲン電球及び1つの減光スイッチは
約50ドルもする。

全ての家電機器をIoTとするのは過剰な場合もある。例え
ば、車庫開閉や自動車の遠隔始動は、オン／オフしかない単
純作業である。ラジオの単純遠隔操作には約40ドルかかる
が14、同じ機能ならIoTでなくても安価で実現できる15。

換言するならば、M2Mデバイスができる作業は「ロータッチ
にする（使用頻度を下げる）」こととなる。住宅所有者の大半
は滅多に室温設定を変更せず、そのオン／オフパターンは、
大半の日常作業のように予測可能である。従来のプログラム
可能な冷暖房機は利便性が高く、既に多数導入され、機能も
習熟されている。加えて、デバイス接続及び制御のエコシス
テムは非常に細分化されているため、汎用性のあるアプリ
ケーションを利用しても、より高い価値を実現する機会は限
られている。

IoTを通じて強化されるカスタマイゼーションやデータ分析と
いった分野は、消費者に直接関係がない。消費者が求めてい
るのは数字ではなく魅力的な将来像であるが、IoT利用の阻
害要因は人間の行動パターン自体である。人間は「システム」
のために行動することを極力避けるため、人間のニーズにシ
ステムが適応することを望んでいる。例えば、ある電力会社
は数百万世帯にスマートメーターを設置し、消費者が月間電
気使用量をオンライン・ダッシュボードで確認できるように
なったことで、節約や環境に配慮した行動パターンが起こる
と期待した。メーター導入から3年後、ダッシュボードを常に
確認している世帯数は約6%に留まり、1度以上確認した世帯
は2%未満という結果に終わったのだ16。

それでは消費者が必要としないのに、M2Mスマートメー
ターをあえて設置すべきか？

答えとして、スマートメーターは設置すべきである。なぜな
ら、それが企業メリットとなるからである。
例えば英国では、スマートメーター導入により世帯当たり年間
40ドル超、英国の世帯全体で20億ドルの節約が実現した17。
電力会社は、IoTによる他の収益と併せ、投資金額の何倍も
のコストが節約できた。自動検針、電気ショートの検知、停電
及び停電箇所のリアルタイム診断改善等により、年間10億ド
ル超の利益を生んだ。これは消費者全体の節約額合計と同
規模である。しかし最大の利益要因は、ピーク電力時におけ
る電力需要にある。
これにより、1～3カ所の電力プラントを新設する必要性がな
くなり、年間数十億ドルのコスト削減となった。電力プラント
を1カ所新設した場合、最大370億ドルもの投資を要する18。
電気事業者のコスト節約総額は、消費者節約分の5倍あるい
は10倍に相当した。

前述したように、多くの消費者にとって、洗濯機の遠隔操作か
ら得られる直接のメリットは微々たるものである。しかし、洗
濯機メーカーにとってのメリットは非常に大きい。信頼性に関
する情報や、障害の事前警告等の情報に加え、実際に製品の
どの機能がどのように利用されているかの情報を、リアルタ
イムで入手できるのだ。こうした一連データから見出された
インサイトは、機械寿命を迎えるまでに、1台当たり数百ドル
の価値をもたらした19。これは、IoTの導入コストの数十倍以
上に相当する。
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実例を挙げると、あるメーカーでは数百万ドル／数カ月の期
間を費やし、消費者による選択が必要な省エネ機能を構築し
た。ユーザーから取得したIoTデータから、実際に当機能を
利用する消費者が1%以下であることが判明したため、この
企業では同機能を自動化された自己学習型のエネルギー管
理機能へと変更し、結果として消費者のコスト低減に寄与す
る形とした。

2015年には、テレマティクスが組み込まれた自動車の販売
台数が、1,600万台を超えると予測されている20。しかし、ど
れだけの消費者が実際にテレマティクスの全機能を利用する
かは不明である。一例として、数百万台の自動車に緊急呼び
出しボタンが搭載されているが、スマートフォンが普及した今
日では、消費者がこのサービスを利用することはないだろう。
一方、保険会社は運転データの収集に関心を持つため、アフ
ターサービス用の機器が搭載された車を持ち、情報収集とそ
れに基づいた提案に同意するドライバーには保険料のディス
カウントの提案を行っている。

2015年には、アフターサービス用機器を搭載した車両の販
売が2,200万台となると予測されており21、上述の保険料
ディスカウントやセーフドライバーの認定を通じて、相応の費
用節約が見込まれる22。

様々なメディアが消費者によるインターネット・オブ・シング
スの利用を煽っているのとは対照的に、多くの消費者向け商
品における、コネクテッドデバイス、コネクテッドセンサー、コ
ネクテッドコントローラーの販売は数十万単位に留まり、数
百万単位の販売が見込まれる商品は極めて稀である。一方、
同時期に企業では数千万単位あるいは数億単位でIoTデバ
イスを購入し、活用している。スマートメーター、スマートグ
リッド、スマートホーム、スマートシティ、スマートハイウェイ
等がその例である。工場、モバイルヘルス（モバイル活用に
よる健康・医療サービス等のシームレスな連携）、輸送手段の
シェアリング（自動車・自転車レンタル等）、リソース業界等
は、いずれもIoTから利益を得ることが可能である。

結論
2014年、IoTアナリティクス市場は現状分析が主流であり（8億USドル）、未来の予測分析は一部（1.8億USドル）、意思決定を促す分析の売上げは最も小
さかった（1,400万USドル）。今後の4年間で、全3分野のIoTアナリティクス収益は500%成長し、意思決定を促す分析アナリティクスは3,000％成長する
見通しである23。

IoTベンダーは、収益及びイノベーションの可能性を追求するにあたり、コスト削減サービスやリスク管理サービスの拡大を目指すものと思われる。IoTは、
CIOが推進すべきテクノロジーであると見なされることが多い。CIOは、概して収益拡大やイノベーションに重点を置かないため、CIOのみをセールス対象
とするプロバイダーは、トランザクション量の削減やメンテコストの話に逆戻りしてしまうことが多い。コスト削減も必要だが、それだけでは十分ではない。
CMO、CFO、主要なラインマネージャ、さらにはCEOにもコンタクトすることで、IoT採用の可能性やビジネス価値を拡大させるチャンスがある24。

IoTの拡大は、製品や顧客のライフサイクルに着目する重要性を示唆している。小売業界が良い例で、企業がリアルタイムデータを活用して、取引だけで
なく顧客や製品をより深く理解し、そのインサイトから利益を生み出す方法を示している。例えば、英国に本拠を置く小売業者は、顧客の来店、購買行動、
支払方法、在庫等を把握するため、ロイヤリティクラブカードを活用した。顧客（顧客ライフサイクル）及び販売製品（製品ライフサイクル）を詳細に観察す
ることで、この小売業者は、現地の嗜好に合わせた商品構成への大胆な調整、顧客へのオファーカスタマイズ、需要／購買データを基にした在庫量の管理、
必要に応じた在庫の刷新等を可能にした。その結果、売上、顧客ロイヤリティ、クーポン引換率全てが向上した25。

多くの企業がIoTを早期に採り入れ、その影響を最大限活用するものと期待している。直感的には感じられないが、実際、接続端末の増加数に応じてIoTの
影響力は指数関数的に拡大している。しかし初期段階においては、企業は最大の弱点、あるいは最大の収益機会を探り出しROIを達成しやすい安価なソ
リューション（例えばセンサーネットワーク等）のための導入から検討することになるかもしれない。

以前には未接続であったデバイスを接続可能にすることで、新たな市場が創造される一方、ビジネスモデルの根幹を変革する必要がある。接続された製品
は、もはや単なる１製品ではない。サービスである。例えば、コネクテッド・コーヒーメーカーはインサイトを得る１つのツールと見なし、在庫補充や利用プロ
ファイリングを行い、コーヒーポッドのサプライチェーンを最適化し、顧客生涯価値を向上させる。しかしながら、コネクテッド製品の導入は新たな情報セキュ
リティ上のリスクを生むため、企業はそのコスト削減と業務効率を向上させるためにも、予防措置、対応を含めた体系的なセキュリティ管理を行う必要がある。

顧客はプライバシーを懸念している。すなわち企業はM2Mを用いてどのようなデータを収集しているのか？そのデータで何をしようとしているのか？
顧客が犠牲にしても良いと思っているプライバシー（コスト）と顧客メリットには合意点が存在するはずであり、情報共有に対する顧客の寛容度は、アプリ
ケーション分野によって異なると予測される。こうしたユーザーの信頼を醸成するため、企業は最大限の透明性を確保することが重要となる。
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ドローン：注目を浴びるが市場はニッチ

デロイトの予測では、2015年には200USドルあるいはそれ
以上の価格の稼動している非軍事用ドローンが、初めて100

万台を超える。2015年における非軍事用ドローン（無人航空
機あるいはUAV（Unmanned Aerial Vehicles）とも呼ばれ
る）の販売台数は約30万機に達し、その大半が消費者かプロ
シューマー（生産消費者）の購入によるものと予測される。
2015年の業界総収益は2～4億USドルと見込んでいる（中
規模旅客機1機分の価格に相当）。要約すると、デロイトの予
測では、UAVは非常に幅広い分野のアプリケーションを搭載
しており、特に企業や政府に活用されるが、2015年はドロー
ン躍進の年にはならないとみている。

本予測においては、価格・性能によって分類されるUAV3種
類の製品分野に焦点をあてている。（玩具分野は、航続距離
の狭さと影響度の小ささから除外した）26。

• 入門レベルの愛好者モデルは、通常1キット300～500ドル
（ドローン本体、追加バッテリー、充電器、GPSモジュールと
そのスペアを含む）。当モデルは4枚の回転翼を備え、最
大50メートルまで遠隔操縦が可能であり、追加バッテリー
を利用した場合には最大約20分間の飛行が可能。ベー
シックモデルは、時速15キロメートルの速度で水平飛行が
可能。重量は0.5キログラム以下で、全長は約0.5メート
ル。基本的なカメラを搭載し、通常スマートフォンやタブ
レットのアプリで操縦できる27。

• プロシューマー向けモデルは、1セット約750ドル28。4～6

枚の回転翼を備え、航続距離は最大1キロメートル。時速
50キロメートル（約秒速15メートル）で飛行可能で、滞空
時間は最大25分間。重量は約1キログラムで、通常別個の
コントローラーが付属されている。

• 企業向けモデルは、1万ドル以上。通常、6枚あるいはそれ
以上の回転翼、大きな回転羽、複数モーターを備え、3キ
ログラム以上のものを持ち上げることが可能。飛行翼とプ
ロペラを備えたモデルもある。このモデルは最大積載量
や飛行範囲を最大化するよう設計でき、1時間飛行可能な
モデルもある。

UAV市場は過去10年間、消費者エレクトロニクス、特に愛好
者の需要急増から利益を得てきた。例えば、ドローンの大き
な魅力の一つは、高解像度（HD）ビデオで撮影できることで
ある。スマートフォン等の端末向けに毎年何十億というセン
サーやレンズが製造され、高品質かつ低コストで様々な応用
が可能となった。その一例がドローンである。

また、ドローンの操縦にはスマートフォンやタブレット端末を
利用でき、リモコンを別途購入する必要がない。飛行ルート
はオンライン地図及びGPS位置情報を用いて設定できる。ド
ローンの加速度計とジャイロスコープは、スマートフォン向け
の大量生産品を利用している。Wi-Fi経由でドローンを操縦
でき、画像中継も可能である29。

消費者にとってUAVは、遠隔操縦の車両、高品位カメラ、凧
揚げ等の魅力が集約されたようなものである。消費者による
最初のドローン利用は、航空写真だったと思われる30。「自撮
り」映像用のUAVもあり、誰かが斜面をスキー滑降している
ところを上空から追跡し撮影するためのプログラムが設定さ
れた31。スマートフォン用カメラの品質が向上するにつれて、
これをドローンに組み入れることで、これまで以上に壮観な
映像撮影が可能になる見通しである。

業務用途におけるUAVの利用も、拡大しつつある。監視用あ
るいは輸送用ドローンの価格は、1機1,000ドルからで、搭乗
操縦士あるいは操縦士を必要としない機器もある。これらド
ローンは以前だと検討対象にもならないほど高コストだった
作業を可能にした。農家では、農場を訪れることなく収穫量
を調べることができる32。家畜のオーナーは、行方不明の家
畜を飛行調査できる上、家畜の世話も可能となる33。警察や
救助隊では、特にドローンの赤外線カメラを利用した捜索や
救助活動が可能となる34。地質学者は、地図にない領域の地
図作成や、石油探索にドローンを利用できる35。UAVを利用
すれば、何十メートルもの高さの風車に人が昇らずに点検す
ることができる36。沖合いにある油田の掘削装置も、同様の
方法で点検可能となる37。考古学者は発掘現場の3D画像作
成や、盗掘者からの警備にドローンを活用している38。さらに
は、災害援助やそれ以外の人道援助の一環として、道路が利
用できない場合の医薬品輸送にもドローンを活用できる39。

空撮でのニュース撮影に、もはやヘリコプターや訓練された
操縦士は必要ない40。ある結婚式写真家は、ドローンを利用
して最高の集合写真を撮影している41。摩天楼のすぐそばか
ら、セレブの裏庭、発電所の最上部等、他の方法では撮影が
困難な場所におけるドローンの能力はニュースとなり、一斉
に注目を浴びることとなった42。

ドローンは企業と個人に魅力的な可能性を提供し、様々な分
野での試験的な応用が一段と進むものと思われる。しかし、
マスマーケット（数百万機単位）のグローバル市場を形成する
規模にUAV需要が急増する可能性は低い。

UAV市場は 

過去10年間、 
消費者エレクトロ
ニクス、 
特に愛好者の 

需要急増から 

利益を得てきた。
例えば、 
ドローンの 

主な魅力は、 
高解像度（HD） 
ビデオで撮影 

できることである。
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3つの大きな要因が、短中期的にドローン需要を抑制する可
能性が高い。

墜落のリスク
第一に、ドローンを常に良好な状態で飛行させるのは困難で
あり、墜落は珍しくない。このため、2015年時点では、愛好
家向け高速ドローンに数百ドルも費やすことを躊躇する消費
者は多いと予測される。

ドローンは個人が数分で組み立て、飛行させることができる。
しかし経験豊富な操縦士でさえ、通常の状況でも時折吹く突
風や深い雲の発生により、突然制御を失う可能性がある43。
時速50キロメートルにも達し、3次元空間を飛行し、自然の
猛威にたやすくもまれるドローンを操縦することは難しい。た
とえ室内飛行さえ容易ではない44。

ドローンの飛行コース設定は簡単で、オンライン地図とGPS

を利用する。しかしGPSは途切れやすい。例えば、ビルによる
信号遮断や、もしくは単に厚い雲によってもGPSは途切れる。
いったんGPSとの通信が途切れると、ドローンはあてもなく
飛行することとなる。こうした迷子のドローンは、人が居住し
ていない地域に安全に着陸するかもしれないが、ビルに激突
する可能性もある。さらに悪い事態では、ローターが回転し
たまま、人に激突する可能性すらある45。

操縦士のミスであれ、機械の故障であれ、ドローンが墜落し
やすいことは、ドローンセットには大抵回転翼のスペア一式が
付属している事からも明らかだ。

数百ドルを自由に使えるならば、通常はそのお金でUAVより
先に、日常的に利用する新たなスマートフォンを購入するだ
ろう。UAVは見事な映像を撮影できるが、バッテリーは15分
間しかもたず、墜落の可能性も高いからだ。

消費者がUAVを利用する際の制約は他にもある。例えば、
UAVの利用が反社会的とみなされる可能性があることだ。
特に、素晴らしい景観の撮影にUAVを利用する場合である46。
ドローン1機の姿や音は、最高のサンセットを鑑賞する数百人
の周辺観光客の妨げとなる47。野生動物の行動に影響を与え
る可能性もある。また、カメラを備えたドローンが頭上を飛
行することを、たとえカメラが回っていなくても、プライバ
シーの侵害と考える人もいる。

規制が曖昧
UAV利用は、規制により制限される可能性が高い。規制が今
にも制定されそうな市場もあれば、リモコン飛行機と同じ
ルールが適用される市場もある。

米国では、アメリカ連邦航空局が無人航空機を米国空域の規
制に組み込む初期計画を公表した48。EUでは、欧州委員会が
「民生用ドローン及び遠隔操縦航空機システム（RPAS）の取
扱い、並びに公共の利益を守りつつ商用ドローン市場の発展
を可能にする欧州レベルの枠組みにおける運用方法」につい
て見解を表明している49。

UAVの活動範囲、例えばドローンの飛行高度、操縦士からの
飛行可能距離、機体が保つべき人間との距離、操縦士の必要
資格等は、規制でカバーできる。例えば英国のイギリス民間
航空局では、UAVが群衆から150メートル、人間あるいはビ
ルから50メートル以上離れていて、かつ視線内（距離にして
500メートル以内、高度にして122メート以下として定義）に
ある限り、一般空域において20キログラム以下のUAV航行
を許可している。ドローンの商用利用には免許が必要とし、
免許取得には、UAVの航行需要に応じたテストを受験する。
理論に関するテストに加え、実技テストでは、UAVの8の字型
飛行や、特定の角度で降下させる技能を、実地で証明する必
要がある50。

米国では、2014年6月から11月までに、数千フィートの高度
でのUAVと操縦航空機とのニアミスが25件報告されてお
り、その中には数機の大型旅客機が含まれている51。ホビー
用のUAVは、衝突防止システムを備えていない場合が多い。
コスト、体積、重量がかさんで、航続距離を狭めるからだ52。
こうした危険が潜むため、多くの市場でドローンの利用が制
限される見通しである。

多くの市場では、UAVが現状の航空管制システムに統合され
る見通しが高い53。かなりのキャパシティ増加に対応できるよ
う、現状のシステムのアップグレードが必要となる可能性が
高い。

規制の影響で、消費者がUAVの利用を躊躇することはあり得
る。ドローン利用に起因する事故に、罰金が課されたケース
もある54。
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ドローンを飛行させることの合法性は既に訴訟対象となって
おり、この傾向は2015年以降も続く可能性がある。これに対
し、何社かのドローン製造業者では、その製品に保証措置を
組み入れている。例えば、あるメーカーは全世界にある数百
の空港周辺の飛行禁止区域をプログラムに設定した55。

企業は、UAVを千単位ではなくダース単位程度で 
導入する見通し
企業と政府によるUAV利用は、規制が許す範囲で更に拡大
すると予測されるが、各組織の利用は、目的ごとに1機あるは
2、3機に留まる見通しである。ドローンが大規模に導入され、
既存の輸送手段にとって代わるとは考えにくい。ドローンは
ヘリコプターより安価だが、多くの企業活動における従来の
地上輸送手段よりも高価である。

ドローンは時に商品輸送にも利用されるが、これは普及しな
いであろう。実際の使用例では、ある配達会社がUAVを利用
して医薬品等の緊急性が高い運搬物を、ドイツの海岸沖8キ
ロにある小島、ユイスト島に配達しているが、そこは高潮のと
きボートでしか着岸できない場所である56。

ドローンによる配達は、価値が高く軽量でコンパクトな荷物を
除き、発展の可能性は低い。10キロメートルまでの配達コス
トが１個あたり8ドルから12ドルと見込まれるためである（「ド
ローンによる配達のコスト見積り」を参照）57。今後5年間で
は、このコストが著しく下落する可能性は低い。中期的予測
においても、価格を大きく押し下げる技術進歩が殆ど見込め
ない。

ドローンによる配達にかかるコスト

荷物配達に適したドローンに必要となる、主な資本コストを以下に挙げる。

• UAVが1機当たり約1万ドル～5万ドル。1万ドルの価格は、大量注文あるいはセルフ組み立てを想定。各ドローンは、
10キロメートルまでの距離を最大5,000回往復することが可能。ドローン数機の盗難、行方不明、損傷も想定58。

• 再充電可能なバッテリーが1パック当たり約200ドル～400ドル。この価格帯のバッテリーでは2キログラムを積載し、
10キロメートルの飛行が可能。バッテリー1パックは約100回充電可能で、充電毎に航続距離は短くなる。

• UAVを操縦するシステム制御ユニットは、航空交通管制及び飛行経路記録を行う。当ユニットの価格は3万ドル以上。

運用コストは相当かさむと見込まれるため、上記コストから除外している。衛星航法システムのみで操作される自動
UAVは操縦の必要がない。しかしGPSが機能しない場合、ドローンは基本的にはあてもなく飛行することとなる。い
くつかの市場では自動UAVが合法化されず、操縦士による機体誘導が必須となる見通しである。航空管制員を複数
必要とする可能性もある。他には消耗したバッテリーと新品との交換作業も必須となる59。
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ドローンは荷物を搬送できるが、配達はできない60。荷物の受領サインが必要となる可能性や、近所に再配達しなければならな
い可能性もある。無人UAVといっても周りに多くの有人サポートを必要とする。前述したユイスト島への商品配達の試みは、
受付エリアへの配達に過ぎない61。作業者が荷物を受け取り、それを受付エリアで受取人に渡す仕組みだ。複雑な運用に思え
るかもしれないが、現状では唯一のアプローチである。近い将来においても、この状況は変わらない可能性がある。

結論

人間は長い間、混雑した地上の高速道路を空に建設する可能性に魅了されてきた。多くの個人用、無人飛行機が空を
飛びまわるという概念は、長年SFの特徴となってきた。完全自動化されたUAVが、荷物を家庭まで配達するという未
来は魅惑的ではあるが、2015年にその未来に到達することはない。

ドローンは有用でなく、魅惑的でない、と述べているわけではない。重力に逆らう発明は、どれも驚異である。他の最
新イノベーションと飛行の組み合わせ、例えば、軽量の高品位カメラと加速度計の組み合わせは称賛に値する。

既に実用段階にあるドローンは、産業界や政府機関における様々な用途で利用されると考える。例えば、ドローンに搭
載されたカメラが航空検査に必要な空撮を行い、地上スタッフにリアルタイムで映像を配信するなどの応用だ。

空撮のグローバル市場は、2014年には約10億USドル相当であった62。ハリウッド映画のチェイスシーンが占める割合
は僅かであり、大半は建設や開発に必要な航空撮影、地理空間テクノロジー、天然資源管理である。その多くはヘリコ
プターとドローンによるもので、今後もドローンはこの市場で一定割合を占める見通しである。しかし、ドローンは現在
行われている全ての空撮活動を代替するものではなく、参入できない部分は残る。UAVは、航続距離、悪天候への耐
性、積載能力のいずれにおいても、ヘリコプターに劣る。例えば、最も軽量の固定カメラでも約20キログラムある63。

この事実は、空撮市場向けのドローン販売には限界があることを示唆している。しかし、よりコストの低いドローンが、
航空検査市場を拡大することもあり得る。建築現場の検査で、梯子とロープを持ったチームを派遣するよりもドロー
ンがより効果的であれば、外観検査での用途はかなり拡大すると思われる。

ドローンを既存の空域にどう組み入れるかを検討している規制機関は、ドローンがもたらす多くのプラス部分と、ド
ローンがもたらす明らかなマイナスの部分とのバランスを考慮する必要がある。無責任に操縦されたセミプロフェッ
ショナル用の2キロのドローンが、群衆の頭上で飛行する最中にバッテリー切れを起こし、人に重傷を負わせる可能性
もある。一方で、捜索・救助活動に配備されたドローンが人命を救う可能性もある。

企業はUAVの様々な応用を吟味する一方で、その限界を認識しなければならない。UAVは、軽量バッテリー駆動式デ
バイスであり、その多くは積載能力が低く、航続距離は短い。

既に実用段階にあるドローンは、産業界や政府機関における様々な用途で利用されると考える。 
例えば、ドローンに搭載されたカメラが航空検査に必要な空撮を行い、 
地上スタッフにリアルタイムで映像を配信するなどの応用だ。
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デロイトの予測では2015年、全世界の3Dプリンター64の販
売台数は約22万台、販売額にして16億USドル65と見ており、
産業界における見解と同程度の規模である。2014年比では、
台数ベースで100%、金額ベース66で80%弱の成長となる見
通しである。しかし「全ての家庭が工場に」67といった状況は実
現しないであろう。3Dプリンティングを「次の産業革命」68と
捉えるのは可能だが、それは企業市場においてであり、消費
者市場においてではない。

2017年までには、3Dプリンター出荷台数の約70%が消費者
向けとなる69。2015年時点で過半数を占める見通しだが、その
大半は機能部品を製作するための、比較的機能が限られた小
型プリンターである70。むしろ市場の多くを占めるのは金額・利
用ベースともに、企業向けになる。デロイトの試算では、企業向
け3Dプリンターの割合は（消費者向けと比して）、金額ベースで
全市場の90%を僅かに下回る程度に達し71、利用ベースでは全
プリント製作物のうち、量で95%、金額では99%となる。

また、デロイトの予測では、既存の製作プロセス（例えば、金
型、打ち抜き型、鋳型作成、完成部品の製作に用いるツール
作成等）に組み込まれる3Dプリント製作物のラピッドプロトタ
イピング（試作）と製作が、企業のプリント製作物の90%を占
める。完成部品の製作72は、3Dプリンティングの急速な成長
分野となる可能性を秘めるが、現時点では3Dプリント製作物
の10%未満に過ぎない。

消費者向け3Dプリンティング市場が相対的に小規模である
のにはいくつかの要因がある。１つの要因はプリンター価格
である。1,000ドル未満の家庭用機器は、既に8年前から市場
に投入されているが、それを利用して製作できるのは限定的
な性能の原料で、比較的粗い造りの、かなり小さなグレープフ
ルーツサイズくらいまでの製作物である。ハイエンドの産業
用機器は、より緻密な製作ができ、印刷速度も速く、より大き
な製作物をプリント可能である。しかし最も大型のプリンター
のコストは約100万ドルで、それよりもやや小型の機器でさ
え、平均数十万ドルである73。

しかし、これは消費者向け市場を低迷させている一因に過ぎ
ない。近い将来、安価な家庭用機器はいくつか大きな制約を
受け、検査、保守、利用が極めて難しくなる可能性が高い74。
プラスチック素材を溶かし込むヒーターベッド（変形を防ぐよ
うに温めておく板）は、僅か1、2℃温度が低下しただけで製作
物を正しく造形できず、温度が高すぎればプレートに固着する
可能性がある。このため、多くの消費者はプリンター購入を
躊躇してしまい、購入しても、いくつか製作物を製作しただけ
で3Dプリンターを廃棄している。こうした課題が、すぐに改善
される目途は立っていない。ある予測によれば、2016年まで
に1,000ドル未満の家庭用機器において「プラグ・アンド・プリ
ント」となるのは10％に過ぎない75。

家庭用3Dプリンターは印刷速度が遅く、たった数センチの高
さの製作物をプリントするのに何時間もかかる。プリントされ
た製作物は通常最終仕上げが必要であり、原料は1キログラム
あたり50ドル以上と高価で、3Dプリンター用ソフトウェアの習
得も難易度が高い。製作物は小さく、強度も非常に低いもの
になりがちである。3Dプリンターの普及を阻む最大の制約は、
多くの家庭用3Dプリンターでは、僅か1、2種類のプラスチック
素材しか利用できないことである76。また、低性能のプラスチッ
ク素材では、消費者にとって便利な製作物は製作しにくい77。

こうした制約の多くは、時間とともに改善するものと思われ
る。初期のPCも使いにくかった。3Dプリンターも同様に、使
いやすさが向上し、プリンター、原料ともにコストが下落し、印
刷速度も速くなる見通しである。また現在は企業用機器でし
か利用できない新しい原料（異なる種類のプラスチック素材
や、恐らく金属も）が、家庭用プリンターでも利用できるように
なる可能性もある78。しかし、このような改善は短期間では実
現されないと思われる。2020年までには、家庭用3Dプリン
ターは、PCというより電動ツールに似た存在になる可能性が
高い。10～20%の家庭が3Dプリンターを保有する、あるい
は保有したいと考えるかもしれないが、普及にはほど遠い状況
である。PCとは異なり、多くの消費者は3Dプリンターの使用
頻度が低く、かつ現状では手軽に利用できないため、各家庭
に必ずある電化製品のような存在にならない可能性が高い。

対照的に、2013年のクロスインダストリー調査によれば、先
進国における企業の6分の1が3Dプリンターを保有している
か、あるいは購入を計画していた79。デロイトの見通しでは、
2015年末までにこの比率は4分の1となるが、業界によって大
きな差異があると思われる80。

現在、業種により利用頻度は異なるものの3Dプリンターは企
業で広く利用されている（製造業や医療が牽引している）一方
で、デロイトはなぜ3Dプリント製作物のうち完成部品の割合
が、来年拡大することはないと予測しているのか？

第一に、金属部品を製作できる3Dプリンター数が限られてい
るため、完成部品の製作には限界があること。プラスチック、
ガラス、その他の基板物質を利用するケースはあるものの、
3Dプリンターの材料として、最も利用価値が高いのは金属で
ある。しかし2013年に、金属が利用可能な3Dプリンターの販
売は全世界で348台に留まる81。2014年末でも、全世界での
設置数は1,000台未満である。適切な機械が利用可能で、完
成部品が有用な材質（例えば、強度や破損に対する耐性）を備
えている場合でさえ、3Dプリンティングで製作することが理
に適っているケースは滅多にない。近い将来においても、3D

プリンティングによる部品の製作は、スタンピング（打ち抜き
加工）、キャスティング（鋳造）、その他従来の製作技術による
製作に比べて、10～100倍の時間とコストを要する。

3Dプリンティング：世間のイメージとは異なる 
革命的な技術
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2014年の産業メーカー調査では、回答者の62%が3Dプリ
ンティングテクノロジーを導入していないか、試験的に利用
しているのみであった。実際に3Dプリンターを利用したメー
カーの、3分の2は試作とマーケティング目的として利用。4

分の1は試作と製作に利用し、7%は従来の製作方法ではで
きない製品を製作していた。完成品や完成部品の製作に利
用していたのは、たった2%であった（この場合でさえ、製作
量は非常に少なかった）。82

こうした傾向は2015年も続く見込みである。3Dプリンティ
ングは、完全に機能する部品が求められない試作での利用に
理想的である。従来の試作では、機械工場の熟練した職人
と、数日から数週間の日数が必要であり、各試作に数万ドル
のコストがかかる可能性があった。例えば、プラスチック製の
バックライトの試作のように、設計者が筐体を確認し、再度変
更が必要となる場合である。企業向け3Dプリンターでは、設
計者が使っているCAD (Computer Aided Design)ファイ
ルを取り込み、層を重ねることで物理的サンプルを製作する
ことが可能であり、その所要時間は8時間、原料コストは100

ドルである。その後、設計者は部品を確認し、CADのソフトウ
エアモデルに微調整をかけ、翌朝までに改定版をプリントで
きる。

非常に複雑な部品のいくつかは、3Dプリンティングでさらに
巧みに製作できる可能性がある（例えば、タービン翼のよう
な特定の航空宇宙産業部品）83。機械工場用のスペースが無
いような特殊な環境や、部品倉庫から遠く離れている場合
（例えば、国際宇宙ステーション）にも、3Dプリンティングは
有用である84。しかし多くの製造業者にとって､コスト、スピー
ド、利用可能な原料、一貫した生産量等に関する課題が、3D

プリンター普及の障壁として残ったままであり、「顧客はこの
製品を、まだ完全には信頼していない」85。
 

大量生産品とスペア部品の製作には違いがある。多くの企
業には、数千もしくは数万単位の交換部品の潜在ニーズがあ
り、いずれも非常に重要であると思われる。この量の在庫を
抱えることは不可能であり、海外メーカーからの部品調達は、
空輸でも数時間から数日かかる可能性がある。3Dプリン
ターを保有している企業は、通常なら部品メーカーや流通業
者から調達する、要求仕様を全て満たした部品を製作するこ
とが可能となるが、一方で次に知的財産権や製造者保証に関
わる重大な法的問題に対処する必要がある86。

短期的には、一部の部品メーカーが3Dプリンティングを利用
したビジネスモデルを採用すると予測される。顧客は電子
ファイルの製図を購入し、3Dプリンティングで製造するとい
う選択肢が新たに加わる。合法で認証済みの部品がプリント
でき87、著作権や保証規定を侵害することなく部品製造が可
能となる。

長期的には、3Dプリンティングが完成品の製作に利用される
ケースも増える見通しである。この用途での利用は既に、3D

プリンティング市場において他より急成長しているように思
われる。

一方で、3Dプリンティングの採用は、いくつかの楽観的予測
よりも長期化する可能性がある。例えば、自動車業界は3Dプ
リンティングテクノロジーのアーリーアダプターとして頻繁
に取り上げられている。1988年、フォード社が最初の3Dプリ
ンターを購入した88。自動車業界は唯一の3Dプリンターの
大規模購入者であり、そのシェアは40％超である89。実際、
全グローバル自動車メーカー及び多数の部品メーカー90が、
1台以上の3Dプリンターを購入した。しかし用途の90％以
上は非機能部品の試作が占め、機能部品や従来の製作方法
を支援する鋳型・金型作成への利用は僅か10％程度に留ま
る。2015年1月時点において、北米の大手自動車メーカー
及び部品メーカーでは、自動車部品の１つも3Dプリンティン
グでは製作していない。今後の2年間においても、その計画
はない91。

医療業界は3Dプリンター市場の約15％を占め、完成部品製
作における大規模市場の１つとして頻繁に話題にのぼる。メ
ディアで最もよく取り上げられているのは3Dプリントされた
腰骨や頭蓋骨だが、もっと地味な用途が、量・金額面共に、医
療用3Dプリンターの牽引役と考えられている。耳鼻科と歯科
向け市場における3Dプリンティングの普及である。実際、補
聴器及び歯科コーピングは、全て3Dプリンティングを利用し
て製作されている。事実、補聴器市場では、現在1,500万個
を超える3Dプリント補聴器が流通している可能性が高い92。
しかし歯科向け市場では、コーピング製作プロセスの一部に
3Dプリンティングが利用されているものの、3Dプリンター
のみで製作されたコーピング完成品は多くの場合、全体の
15～20%に過ぎない93。同様に、稀に仮歯製作に3Dプリン
ターが利用されるが、ほぼ全ての差し歯は専用機械での製作
が続いており、速さ、安さ、品質において3Dプリンターを上
回る。
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結論

3Dプリンターは「全ての家庭が工場に」という未来を実現する可能性は低いが、教育機関（学校）においては“工場”と
なる可能性を秘めている。3Dプリンター（及び操作に必要なソフトウェアツール）の使い方を学習することは、昔の学
生が木材工作や金属工作を学ぶのに似ている。将来、仕事で3Dプリンターを利用することになる学生には非常に有
益であり、他の学生にとっても有益な学習経験となる。現在はまだ初期段階に過ぎないが、ある調査によれば、米国
における数百の小中学校では、既に3Dプリンターが年間予算に含まれている94。

短期的には、教育機関（学校）を除いて、3Dプリンティングテクノロジーが最も利用されるのは製作プロセスの一部と
してであろう。3Dプリンティングは、既存の様々な製作技術と上手く組み合わせることが可能である。既存の製作プ
ロセスとの併用が可能な新しいテクノロジーは、多くの場合、全く新しいプロセスを要するテクノロジーよりも急速に
普及する。

3Dプリンティングを活用して試作・ツール製作をすれば、コスト削減及び市場投入までのリードタイムを劇的に短縮
できるため、製造工程における弱点を補うことができる。また、PCの登場がメインフレーム市場を独占していた大手
と新興企業とのギャップを埋めたように、3Dプリンティングは大規模メーカーと新興メーカーの両社に対して公平な
競争環境をもたらす。例えば、従来は大規模な宝石商しか、全サイズの実物大模型を数百単位で保持できなかった
が、今では小さな工房でもカスタマイズしたサンプル商品を数時間以内に低コストで製作できる。

3Dプリンターは、主に非機能部品のラピッドプロトタイピング（試作）に広く利用されている。しかし、研究開発におけ
る原料コスト削減につながる可能性は低い。これまでの試作方法では、通常3Dプリンターを利用するより高コストで
ある一方、試作は研究開発コストの僅か一部に過ぎない。何回も迅速に安いコストで試作できることで、試作品の種
類は豊富になる。よって試作品の品質と製作スピードが改善されるが、劇的なコスト改善につながるものではない。

また、3Dプリンティングは、サプライチェーンをより柔軟かつ俊敏なものにする。製品ライフサイクルは短縮され、市
場投入までのリードタイムは早まる。3Dプリンティングにより、従来の製作方法よりも初期コストを抑えることができ
るため、低価格化（製作物当たり）が可能となり、従来の製作方法に必要なレベル以下の価格帯が実現する95。

デロイトの予測は通常、今後12～18カ月の期間のみを対象としている。同期間の終わり頃には、新しい多彩な原料を
利用できる3Dプリンターが大手メーカーから登場する可能性が高い。これは企業市場向けであり、消費者向けでは
ない。こうした機器の詳細はまだ入手出来ないが、多様な原料が利用でき、速度・正確性が向上するのであれば、完
成部品向け市場を拡大する余地は大きい。

15Technology, Media & Telecommunications Predictions 2015



欧州での「クリック＆コレクト」による受取場所は2015年、50

万カ所に達する見通しであり前年比20％の増加になると、デ
ロイトでは予測している。オンラインで購入した商品を自宅
以外の場所で受け取るクリック＆コレクトは、eコマースに欠
かせない仕組みになる可能性が高く、小売消費におけるシェ
アの継続的な拡大を牽引している。eコマース収益の拡大が
インターネット広告市場やウェブサイト制作投資も同様に活
性化させ、高速ネット接続もより拡大するであろう。

eコマースの魅力は十分に証明されており、最初のオンライン
ショッピングサービスが登場してから20年間、取引量は増加
し続けている97。現在、欧州人口の約半数がオンラインで買
い物をし、年間消費額が2桁成長を続けている市場もある98。
eコマースの主な成長阻害要因は、配達である。毎年欧州だ
けで、数百万件のオンライン購入商品が配達されている99。
配達費用を安く抑えるため、オンライン購入商品の多くは、
大体の配達時間しか指定できず、商品受取人が配達時に在宅
しているとは限らない。こうした課題に対し、様々な応急措置
が取られている。例えば、荷物をドアマンやポーターに預け
たり、在宅と想定される隣人への配達先の変更や、郵便受け
の大きさに合わせて、包装を設計し直すことさえある。

しかし、こうした選択肢が常に取れるとは限らない。結果、受
取人は郵便局まで出向き、荷物受取の列に並ぶことを強いら
れ、オンラインショッピングによる最大の利便性が享受でき
ない。1回で配達できない場合に小売業者が負担する平均コ
ストは、英国だけで年間100万ドルを超える100。消費者が、
柔軟な配達オプションを提供する業者に乗り換えるという間
接的な影響が大きく、ショッピングの繁忙期には、eコマース
の注文量に対する配達能力の欠如が露呈する。このため、ク
リック＆コレクトがロジスティックス分野での欠点を補うこと
を期待されている101。

英国では2015年、宅配件数が横ばいに転ずると予測されて
おり、eコマースの拡大には代替の配達手段が必須であるこ
とを示唆している102。

オンラインで購入した商品を自宅以外の場所で受け取るク
リック＆コレクトは、商品の受取場所に関する豊富な選択肢と
柔軟性を兼ね備えている103。

購入商品の受取場所には、主に以下の3つがある。実店舗内
（店舗内よりも広い場所、駐車場も含む）、サードパーティー
（例えば郵便局、駅構内等）、ロッカー（多くは通勤ルート上に
位置する）である。2015年時点では、受取場所は50万カ所
に及ぶと予測され、その3分の2が個人用ロッカーになるが、
その中には数百のロッカーを備える施設も含まれるだろう。
サードパーティーが4分の1強、そして、残り（約3万7千ヵ所）
が実店舗内になると予測される。サードパーティーは、複数
サービスを提供する場所（例えば、追加受取サービスを提供
する郵便局）と、専用受取場所（更衣室なども含む）になると
考えられる104。

欧州では現在、英国が最も成熟したeコマース市場であり、
2015年の小売売上高の13％がオンラインショッピング、そ
の約3分の1がクリック＆コレクトでの商品の受け渡しになる
見通しである。英国では、2012年から2014年まで、クリック
＆コレクトでの売上が200％超で成長し、売上額は87億ドル、
注文件数1億4千万件に達する105。2014年第4四半期時点
では、オンラインショッピング利用者の約95％が、休日の
ショッピングのどこかでクリック＆コレクトを利用する予定だ
と回答している106。

他の多くの欧州市場でも、小売業でのeコマースのシェアは
拡大し、クリック＆コレクトが普及していくと予測される。

クリック＆コレクトの影響は業種によって異なるが、非食料品
店が売上の大半を占める見込みである。例えば英国では、
2013年の売上額の約95％を非食料品店が占めていたとされ
ている107。その中の大手非食料品店チェーン数社では、クリッ
ク＆コレクトがオンライン販売の半分近くを占めている108。

クリック＆コレクトサービスを提供する小売店にとっての理想
は、ウェブ経由での購入拡大に加えて、商品を受け取りに来
店した際に、実店舗での「ついで買い」が喚起されることであ
る。利便性の高いクリック＆コレクトが、オンライン消費全体
を牽引する可能性もある。英国では過去3年間、小売消費全
体におけるeコマースのシェア拡大に伴い、クリック＆コレクト
のシェアも着実に拡大している。

また、クリック＆コレクトは、実店舗を持つ業者だけが導入し
ている仕組みではない。オンライン専門の小売業者も存在
し、商品配達にサードパーティー・アウトレット、ロッカー、小
売店を利用している。例えば、eBayで購入した商品は、英国
の小売店Argosの650店舗で受取が可能である109。

クリック＆コレクト：ヨーロッパを中心に拡大
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しかし多くの市場では、クリック＆コレクトの提携受取先やロッ
カー数が、実店舗数での受取を大きく上回る。消費者が自社
店舗以外で荷物を受取るということは、来客数の増加機会が
ないことを意味する。またメーカーが実店舗で行う自社ブラ
ンドの浸透は、他の受取場所でのブランドの浸透とは異なる
ため、長期的には全体的な自社ブランドイメージを損なう可
能性がある。

デロイトの予測では、多くの店舗にとってクリック＆コレクト
サービスは、競争力維持のための一つの手段として位置付け
られる。競合他社のサービス開始に反射的な対応をしてし
まった小売業者は、クリック＆コレクトを開始した段階で、まだ
十分な準備が整っていないことに気づくことになるだろう。

例えば、店舗レイアウトが、クリック＆コレクト向けに最適化さ
れていないこともある。商品保管場所を確保するほか、商品
を待つ受取人の行列が従来の店舗利用客の通行を妨げない
ようなスペースづくりをしなければならないが、1件の対応に
数分かかることもあり、ピーク時には、来店客用の通路を塞
ぎ混雑を招く可能性もある。

また、店舗スタッフだけでは、同サービスを提供するためには
十分ではない場合もある。特に日中のピーク時や繁忙期に
は、保管場所から商品を用意する追加の人員を補充する必要
がある。食料品のクリック＆コレクトを取り扱う小売業者では、
腐りやすい食品を安全に保管するため、冷蔵庫付きのスペー
スを準備する必要もある。

POS（Point-of-sales）ソフトウェアは、従来の店舗内での支
払いしか対応しておらず、例えばeコマースの返品を非店舗
内取引として取り扱うことができない場合もある。

クリック＆コレクトでは不要な商品を即座に返品したり、払戻
にも対応しているため、特に服飾分野での過剰な注文を招き
かねない。更衣室で試着するため、衣装ハンガーに並ぶ品揃
えから衣服を選ぶように衣服を幅広く注文し、試着した半
ダースの商品から1着しか購入しない場合もある。店舗内の
売上では不要な商品はレジに計上されないが、クリック＆コレ
クトでは、選択された商品は全て「販売済」となり、全ての払
戻処理が必要となる。このため、売上データが「お試し購入」
数によって変動する可能性がある。オンラインで幅広い商品
を扱う小売業者は、店舗への商品配送や返品数増加に伴うコ
スト急増に直面することになるだろう。

本予測では、eコマースにおけるクリック＆コレクトの躍進の
動きがみられる欧州に焦点を当てている。他の地域でも、ク
リック＆コレクトの導入は進んでいるものの、まだ初期段階で
ある。例えば、カナダでは、最大規模の食料品店110、総合小
売店111、ショッピングモール112等の一部小売業者が、試験的
な受取場所でサービスを試行している。
英国に拠点を置く小売業数はクリック＆コレクトの海外展開
も加速させており、蓄積したノウハウを生かしてタイなど他
の市場でも同サービスを導入している113。南アフリカの小売
業者でも、英国の関連会社の受取サービスでの経験を活用
し、クリック＆コレクトサービスを試行している114。

多くの市場では、クリック＆コレクトの提携受取先やロッカー数が、実店舗数での受取を大きく上回る。 
消費者が自社店舗以外で荷物を受取るということは、来客数の増加機会がないことを意味し、 
ブランドイメージを損なう可能性がある。
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結論

クリック＆コレクトは小売市場に定着しつつある。2015年時点では、欧州各国でのクリック＆コレクトサービス提供業者数は国別で著しく異なる。但し、
将来的には多くの市場でサービス提供業者数がかなり増加すると予測される。

一見、クリック＆コレクトは小売業者、消費者の双方に等しくメリットがあるように思える。消費者は利便性が向上するため、消費に対して更に積極的に
なる。小売業者は宅配コストを削減でき、既存スペースを有効活用できる。

しかし、配達業務には様々なコストが発生する。商品保管スペースが1平方メートル増床すると、その分ディスプレイ用スペースが減る。受取対応中の
スタッフは、来店客の接客ができない。ロッカーであれば一度の配達で終わるが、小売業者にはロッカーレンタル料が発生する。

商品購入がより便利になれば、商品の返品もより簡単になる。不要商品は「実物」を見た上で、その場で簡単に返品できる。「お試し購入」を後押しする
ことで、買い物かごは過剰な商品であふれ、返品件数は急増する。小売業者は、クリック＆コレクトによるサービスコストを注意深く監視し、時にはサー
ビス廃止も決断せざるを得ないだろう。

小売業者は、クリック＆コレクトでの返品に対応した、最善の会計処理を検討する必要がある。売上をオンラインチームにプラス計上し、返品を店舗に
マイナス計上した場合、特定店舗の売上額と利益率評価は歪められる。さらには、店舗内売上高に応じて賃料を課している土地所有者は、商品受取件
数が多く賑わっている場所の賃料下落に直面する。歩合給の販売チームも、小売店アウトレットにマイナス計上された返品のために報酬減となる。

食料品小売店は、クリック＆コレクトの「買物かご」の中身を注意深く監視する必要がある。かさばる低価格の商品（例えば複数パックのキッチンロール）
を購入した顧客が無料ロッカー配達を選択した上で、数日先の受取日を指定する場合は対応が必要だ。クリック＆コレクトを提供している食料品小売
業者は、腐りやすい食品管理に関する規制にも注意を払う必要がある。

クリック＆コレクト商品の最善の配達方法は、小売業者によって異なる。一部の業者では中央倉庫で商品管理を行い、各店舗で受取作業のみを実施す
る。別業界、例えばファッション系のアウトレット店舗では、店舗の閑散日となる週の半ばなどに、週末の来店に備えてフロアスタッフが準備や包装を
行っている。

小売業者は、クリック＆コレクト配達サービス及び返品に対する課金を検討しなければならない。どちらもコストがかかるので、課金しなければ利益率が
下がる115。小売業者は、定期的にクリック＆コレクトのサービス内容を見直す必要がある。閑散期には限定で注文翌日の無料受取を実施し、セールス期
間中、クリスマス、または米国のブラックフライデー（感謝祭翌日の金曜日）等のイベント期間中には、受け取りまでの期間を延長する必要がある116。

小売業者は、顧客の受取行動を誘導する取り組みも必要だ。自動システムを活用し、メールやアプリを通じて顧客に商品到着時期を知らせると同時に、
クーポンを付けるなどのインセンティブを出すことで、ピーク時以外の受取へと誘導する工夫ができる。

NFC（近距離無線通信）搭載電話を顧客のクレジットカード明細にリンクし、受取や返品プロセスを効率化することもできる。固有の取引コードを付与
することで、NFC搭載電話は本人認証にもなる。

クリック＆コレクトに関する法的対策も必要だ。例えば、配送先を自動車に指定する試みがある117。車のトランクで安全に保管できれば成り立つ可能
性がある仕組だが、配達会社に対して債務が生じる様々なリスクは残る。
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デロイトの予測では2015年、スマートフォンで利用される充
電式のリチウムイオン(Li-Ion)の技術進化は緩やかなものと
なる見通しである。2014年の同サイズ・電圧のリチウムイオ
ン・バッテリーと2015年のものを比較すると、充電性能や電
池容量（mAH）の改善は5％に留まる。バッテリー駆動時間の
長さは、消費者がスマートフォンを買替える上で、今後も重
要な要因となるだろう118。

一方で、スマートフォン自体では多くの新しい機種でバッテ
リー駆動時間が15％改善する見込みである。これはバッテ
リー本体以外の要因、具体的にはバッテリーを消費する部品
の効率改善（主にプロセッサー、無線送信機、画面等）やソフ
トウェアの改善などに起因する。また、2015年にスマートフォ
ンに搭載される平均的なバッテリーmAHは最大25％向上す
ることが予測されるが、これも大型スマートフォンの販売が
増加するからである119。バッテリー容量は画面領域よりも速
いペースで増大していく120。（バッテリー駆動時間は25％の
向上が見込めない。大画面は電力をより消費し、スマートフォ
ン新製品は通常、機能が拡充されるため利用頻度が増すから
である）。

スマートフォンは、ムーアの法則（同じ価格での性能比が一貫
して向上すること）の恩恵を受けてのプロセッサー性能と通
信速度が、最も向上した121。消費者は長い間、バッテリー本
体の飛躍的進歩を待ち望んできたが、リチウムイオン技術の
登場（スマートフォンの登場より早い）以降、落胆を味わい続
けている。

実際、2015年時点あるいは将来においても、リチウムイオン
の技術進化は緩やかなものとなる可能性が高い。最大でも
30％程度の性能向上で、横ばいとなる可能性もある。2017

年までには、何とか20％の改善を達成する程度である122。

よって、バッテリー性能に何らかのブレークスルーが起きるた
めには、違ったテクノロジーが利用される必要がある。リチウ
ムイオン・バッテリーは現在、各種リチウム塩、有機溶媒、電
極を利用した、通常の化学反応を利用している。新たなバッ
テリーでは、ナノ構造体等、従来とは異なる物理構造の負極、
または正極（あるいはいずれも）が利用される可能性が高い。
他の方法としては、電極素材、リチウム塩を形成する陰イオ
ン、電解質の化学反応や素材に、従来とは異なるものを利用
することが考えられる。
あるいは、リチウム化学反応を利用するのではなく、グラフェ
ン（1原子の厚さのsp結合炭素原子のシート）を利用する方法
もある。

こうしたイノベーションの可能性を考慮しても、2015年時点
では、バッテリー技術について、飛躍的進歩がうまれないと予
測される。残念ながら、今後10年でも状況は変わらない見通
しである。

より優れたバッテリーの開発は難題
スマートフォン・バッテリー容量に進歩がみられないのは、取
組不足なのではなく、単純に、何十億個もの電子デバイスが
利用されている中で、非常に多様な利用環境に適した、優れ
たバッテリー化学反応を特定することが極端に困難なためで
ある。民間企業及び公的機関の多くは、より優れたバッテリー
化学反応の開発を目指し続けている。発明者に対する報奨
は莫大だが、「優れた」バッテリーに求められる多様な特性を
最適化する必要があり、発明の難易度は高い（「より優れた
バッテリーの開発」を参照）。

現在、何十億単位で利用されているエンジン車には123、今で
も12ボルトの鉛電池が使用されている。鉛電池の原理的設
計は1世紀も前のことだ。

2015年の商用開発において、バッテリーの特性を大幅改善
するような、バッテリー化学反応の飛躍的進歩を目撃するこ
とはないであろう。しかし、このような技術進歩があったとし
ても、未だ乗り越えるべき障害は残されており、この克服に
は時間がかかる。新しいバッテリーが、既存デバイスに装着
でき、かつフォームファクタ(マザーボード等に関する規格)と
なって現在のリチウムイオン・バッテリーを3年以内に代替す
る可能性は非常に低い。

スマートフォン・バッテリー：革新的な性能向上は
期待薄
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より優れたバッテリーの開発

日常的に利用される消費者向け電気機器に適したバッテリーは、以下の特徴に関してバランスをとる必要がある。

• 比エネルギー。質量当たりの最大エネルギー量（キログラム当たりワットアワー）124。デバイスの軽さは、製造メー
カーにとって重要な競争力の源泉である125。

• エネルギー密度。単位容積当たりの最大エネルギー量（リッター当たりワットアワー）126。最薄のデバイス開発をめ
ぐってメーカー間で過酷な競争が繰り広げられている127。一般的に、大容積のデバイスは、価値が低いとみなされ
ている。

• 比出力。単位質量当たりの最高出力（キログラム当たりワット数）128

• 単位エネルギー当たりのコスト。比出力、あるいはエネルギー密度の点で、素晴らしい性能の新しいテクノロジー
はあるが、現在のところ総コストが高すぎる。例えば、バッテリー開発の非常に有望な分野の１つにグラフェンがあ
るが、このナノ素材の製造コストは、現在グラム当たり100ドルを超える。価格は下落する見通しだが、2015年時
点で、グラフェン・バッテリーをスマートフォンに利用した場合、原材料費だけで約1,500ドル高くなる。対照的に、
20ドルのスマートフォン・バッテリーが搭載しているのは、0.02ドル未満の炭酸リチウムである129。

• 自己放電。電力を使用しなくても、時間経過と共に蓄電量が減少する率。デバイスの待受時間に影響する可能性が
ある。

• 動作温度。デバイスは0～40℃で機能する必要がある。非常に高温でのみ機能するバッテリーもあるが、一般利用
には向かない。但し、大規模エネルギー貯蔵等、産業用途に利用される可能性はある。高温の車中に数分放置され
ただけで、性能が相当劣化するバッテリー・テクノロジーもある。

• 出力電流。バッテリーの容量（ワットアワー）は通常、想定電流（アンペア）に依存している。バッテリーは、端末が必
要とする必要電力を満たし、さらに十分な容量を提供する必要がある。

• 安全性。水素燃料電池など、何年も前から存在するバッテリーに似たテクノロジーもある。水素燃料電池は、公共
輸送機関への電力供給に利用され、乗用車でも実験が続けられている。しかし、安全性と実用的理由からデバイス
には適していない。燃料電池用の燃料は常習的に燃えやすく、時には爆発することもある。従って、航空機での利
用は許可されていない。

• 耐久性。バッテリーの充放電サイクルの可能回数。完全・部分的充放電の双方で、耐久性が求められる。

• 効率性。バッテリー蓄積可能電力に対する、充電時必要電力は重要である。なぜならば「浪費」電力は全て熱に変換
され、その熱が通常はバッテリーにダメージを与える。小型バッテリーは効率性が高くなければならない。さもなけ
れば、特に急速充電の際にオーバーヒートを起こす。

充電システムは複雑である。現在のスマートフォンは充電回路を搭載している（多くの人は、単なる電源アダプターを
充電器と呼んでいる）。複雑な充電システムをバッテリーに搭載するには、より多くの電子機器を要し、コストと容積の
増大を招く。
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電池メーカーは、リチウムイオン・バッテリーの代替を可能と
する様々なバッテリー・テクノロジーを集中的にテストする必
要がある。設計者が予期しない方法で消費者が利用した場
合、バッテリーは予測された期間利用可能なのか？充電が適
切に行われない場合、例えば未承認のサードパーティー製充
電器を利用した場合、火災の危険性はないのか？デバイスを
不適切に取り扱った場合、意図的かどうかを問わず、ユー
ザーに危険をもたらす可能性はないのか？　バッテリー設計
者が集中的な製品テストを実施しても、消費者の利用法を網
羅することは恐らく不可能である。さらに、多くの消費者向け
デバイス利用期間は最低2、3年間と見込まれるため、最低で
も同期間の信頼性テストが必要になる。

新たな種類のバッテリーには、異なった充電テクノロジー、装
着方法、他にシステム設計上の考慮が必要となる可能性が高
い。リチウムイオン・バッテリーの長所の１つは、バッテリー形
状及び規格をシステム設計者のニーズに合わせて大きく変
更できることである。しかし、バッテリーに金属製格納容器が
必要な場合には、こうはいかない。同様に、新たな化学反応
ではリチウムイオン・バッテリーの3.65～3.7ボルトとはかけ
離れた電圧を出力する可能性もあり、スマートフォン向けで
は電圧変換回路の搭載が必要になる。また、半導体テクノロ
ジーの再設計が必要となる可能性もあるが、これは決して小
さな仕様変更ではない。

デバイス搭載部品の技術が進歩し、電力消費を削減
する見通し
2015年には、バッテリー本体には5％以上の改善が見込めな
いが、デバイス設計全体を改善することにより、通常利用の
想定で、充電1回当たりの利用可能時間を延ばすことは可能
である。

通常、スマートフォン用のバッテリー駆動時間を消耗させる3

つの主要因は、画面、プロセッサー、無線となる。プロセッ
サーと無線設計を改善することは、1ミリワット当たりの利用
可能時間の向上に最も寄与する。

画面は、商品差別化にとっての重要な要素であると共に、電
力消費の主要因でもある。2020年までには、画面表示に必
要な電力消費が大幅に改善されると予測される一方、残念な
がら2015年は僅かな改善に留まる見通しである。4インチ画
面のスマートフォンは約0.75ワットを消費し、バッテリー性能
は約5、6ワットアワーである。実生活での利用に置き換えれ
ば、画面、プロセッサー、無線を並行利用すると想定すると、
約4、5時間しか連続利用できない。

2015年、画面の電力消費量が著しく改善する可能性は低い
と予測されている。多くのスマートフォン画面は透過型液晶
で、バックライトが利用されている130。省電力画面のテクノロ
ジーは市場化されており、その最先端はOLED（有機発光ダ
イオード）である131が2015年時点で、OLED普及に対する大
きな制約はコストである。
時間が経てば、OLEDがバックライト型LCD（液晶ディスプレ
イ）を代替すると予測されるが、ハイエンド機種スマートフォ
ン市場でさえ、主流となるのに5年は要する可能性がある132。

過去数年にわたり、スマートフォンの大画面化が進んだこと
が間接的にバッテリー駆動時間の改善につながった。画面が
大型化するほどバッテリー消費は大きくなるが、同時により
大型のバッテリーを搭載できるので、画面サイズよりもバッテ
リー容量の拡大ペースが勝っている。20％大きい画面の同
機種スマートフォン（画面サイズ、バッテリー容量以外は同一
部品）では、最大40％も電力が長持ちする可能性がある133。

2015年版スマートフォンのプロセッサーは、2014年モデル
よりも効率が大きく改善され、ムーアの法則に従ってワット当
たり処理能力にして30-40％向上する。スマートフォン、PC

等各種端末のプロセッサーの多くは過去40年間、処理性能
を毎年向上させている。

ムーアの法則を詳述するならば、例えば1980年代半ばのPC

は約1MIPS（秒当たり1,000万命令単位）の処理性能を持ち、
消費電力が約100ワットであった134。2015年版のハイエン
ドプロセッサーPC、例えばIntel Core i7は、通常10万MIPS

超の処理性能を誇るが、消費電力は過去と同じ100ワットで
ある。（プロセッサー設計が電力消費をどのように削減する
かの詳細は、補足記事「チップ設計と電力効率」を参照。）

プロセッサーは、昨年版の同一機種と比較して、さらにエネ
ルギー効率が改善しているが、スマートフォン向けプロセッ
サーはより高性能化しており、同時にエネルギー消費量も増
大している。3GHzプロセッサーを搭載した初のスマートフォ
ンが今年、発売予定である。ソフトウェア及びハードウェア設
計者は、消費者ニーズを想定すると、高性能プロセッサー向
けアプリケーションを念頭に置いて設計する必要がある。例
えば、現在最先端のスマートフォン向けゲームでは、初期ス
マートフォンで人気だった2Dゲームよりはるかに複雑な、3D

グラフィクス及び動画が売りである。
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データ送受信を可能にする無線通信は、電力消費に影響する
3つ目の要素である136。過去20年間、各データビットを送受
信するのに必要なエネルギーは、年間約30～40％と着実に
減少してきた137。4Gスマートフォンで100KBの写真を送信
する場合でも、3Gスマートフォンに比べると少ない電力消費
で済む。2.5Gスマートフォンと比較すると、さらに少ない。
その理由は、4Gスマートフォンでの送信は高速レート、つま
り無線の利用時間が短いためである。同じ写真を送る際、
4G回線を利用する場合、3G回線に比べて4分の1の時間で
済む138。さらに、4G回線を可能にするテクノロジーでは、
コード化という点で優れた効率化が実現されたため、電力消
費をさらに削減できる。

しかし、高速の送信レートはユーザーの行動様式を変え続け
る可能性が高い。例えば画像の送信が手軽にできるため、よ
り多くの高解像度写真を送信したり、また写真ではなく動画
投稿する頻度が高くなると予想される。

音声通話に関して、初期のアナログ携帯電話では、音声通話
時に1ワット出力の連続信号が必要であった。今日の4Gス
マートフォンは、同一ワット出力で最長数時間の連続通話が
可能である。

音声通話やデータの無線通信に必要なバッテリー消費量が
減少しているもう1つの理由は、送信距離の短縮である。モ
バイルネットワーク基地局数が増加しているため、通信範囲
が小型化している。つまり通信端末と受信基地との距離が短
縮した結果として、通信端末から電波塔までの送信に必要な
電力はかなり低下した。近年は、プライベート・公共Wi-Fi

ルーターも急増し、送信電力の低下がさらに進んでいる。ス
マートフォンでは、より多くWi-Fi接続を利用するため、モバ
イルネットワークしか利用できない他の端末に比べると、バッ
テリーが長持ちする。

スマートフォン（主にデータ利用だが、音声通信も増加している）では、より多くWi-Fi接続を 

利用するため、モバイルネットワークしか利用できない他の端末に比べると、 
バッテリーが長持ちする。

補足記事：チップ設計と電力効率

マイクロチップの設計は、高い効率性を実現するための重要な要素である。スマート
フォンは「system on a chip(SOC)」を利用して、組み立てられている。SOCとは、モ
バイル端末の電子機器の多くを１つの集積回路にまとめて実装する135。この手法の
メリットの１つは、不要なSOC部品の動作を停止できることである。ユーザーがス
マートフォンの画面を切るとき、SOCのグラフィクス及びディスプレイコントローラー
も停止し、プロセッサー自体がスリープ状態に入る。ユーザー入力（タッチスクリーン
やボタン操作）のチェック、無線の送受信、Wi-FiやBluetooth利用時のみ起動する。
スマートフォンにおける、「スリープ状態」のプロセッサー電力消費は、起動時
（100mW）に比べ僅か（約1mW、つまり0.001ワット）となる。高速プロセッサーを
統合すれば、さらに電力消費が削減される。低速プロセッサーが1つのタスクを完了
するのに0.5秒と50mWの電力を消費するのと比べ、高速プロセッサーは同一タス
クを半分の時間で完了するが、電力消費は25mWを僅かに超えるのみとなる。
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結論

デジタル製品を多用する消費者の間では、バッテリー駆動時間に関する関心が高まりつつある。この関心度の高まり
は、ある意味自らが招いた結果でもある。より大型の画面で、より電力を消費するアプリを、より頻繁に利用すること
で、より電力を消費する。端末の利用時間や頻度を減らせば、そもそもバッテリー駆動時間が延びる。しかし、スマー
トフォンの機能は2015年も急速に進歩し続ける可能性が高い。つまり、利用頻度や利用するアプリの種類は増加す
る。より大型のバッテリーや新たな技術による性能向上分は、利用頻度の拡大により帳消しになる可能性が高い。

1990年代半ば、あるいはそれ以前に携帯を利用していたユーザーは、リチウムイオン電池が登場する前に使われて
いたニッケル水素電池の性能をよく覚えているだろう。リチウムイオン電池の登場が著しく性能を向上させたため、
バッテリー性能面の向上では同じような大きな改善を期待しているかもしれない。将来、技術革新がバッテリー性能を
大幅に向上する可能性は高いが、その革新が2015年に起こる可能性は低い。当面は、補足記事にある、「バッテリー
駆動時間を改善する方法」のアドバイスを参照できる。

バッテリー駆動時間への不満が、メーカーに大きなチャンスを提供する。

スマートフォンメーカーはプロセッサー設計、バッテリー容量、急速充電性能において差別化が可能である。

高密度のネットワークや、公共Wi-Fiホットスポットなど大規模なネットワークを運用している通信会社は、バッテリー消
費が少ないネットワークを利用することで、バッテリー駆動時間を伸ばせることを売りにできる。ネットワークが過負荷
の状態になると、スマートフォンは非生産的な動作に多くの電力を消費する。例えば、ファイルのダウンロード待ちや、
パケットダウンロードが可能かのネットワークへの問合せである。通信ネットワークが混雑している状況は、バッテリー
の化学反応を改善や、半導体効率性の改善による稼働時間の伸びを帳消しにしかねない。

部品メーカーは、様々な外部電源を供給することもできる。

公共スペースや輸送施設内では、充電器を提供することで差別化が可能である。空港ラウンジや機内、または電車や
車両にて充電設備が一段と拡充される可能性が高い139。

補足記事：スマートフォン・バッテリー駆動時間を改善する方法

• バッテリーを新品と交換する。新品バッテリーは通常、電力保持能力が高い。時間
の経過とともに、充電する度に、充電能力が低下する。

• 頻繁に充電し、決してバッテリーを完全に空にしない。リチウムイオン・バッテリー
が25％放電された状態で充電すると、50％放電されたバッテリーに比べて2倍長
持ちする140。

• 大画面スマートフォンを利用する。たいてい、より大型バッテリーを搭載している。

• 実用性を損なわない範囲で、画面バックライトを暗くする。

• 比較的混雑の少ないネットワークを利用する。
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デロイトの予測では、2015年末までに500以上のナノサテ
ライト（ナノサットと呼ばれる）が軌道に乗る。ナノサットの重
量は1～10kgで141、これに比べて、商用衛星は平均数百ある
いは数千kgもある。ナノサットは、通常10cm単位の小型サ
イズであり、最も一般的なものは30cm×10cm×10cmであ
る。これに対し、商用衛星の多くは、各寸1m以上である142。
2013年11月前に打ち上げられたナノサットは、僅か75台で
あったが、2013年11月から2014年1月までの3カ月間では
94台が打ち上げられ、合計170台が軌道に乗った143。デロイ
トでは、運用台数（インストールベース）で今後300％近く増
加すると予測している。ナノサットは多くの点で魅力的であ
る。従来の衛星よりも廉価・軽量であり、開発・テスト、打ち
上げが容易である。また、より複雑な計算タスクの実行能力
も向上している（ムーアの法則に沿って、電子機器の機能が
指数関数的に向上）。

テクノロジーの歴史を学ぶ者は、ナノサットを「創造的破壊」
の一例と考えるべきか迷うかもしれない。現状におけるナノ
サットは、従来の小型、中型、大型衛星よりもかなり性能面で
劣っている。しかし、いつかはPC、MP3プレイヤー、カメラ搭
載電話と同様の道をたどり、低価格仕様で市場に参入し、継
続的改善を経て、市場を席巻するようになるのだろうか？

デロイトの予測では、答えは恐らくノーである。PC産業では、
元々は小さな家ほどのサイズであったメインフレームコン
ピュータを、卓上に置けるサイズにしたことで普及が進んだ
が、ナノサットは商用衛星市場の付加的市場を開拓すること
に限定され、商用衛星自体を代替することはない。2015年、
2016年、そして中期的将来を鑑みても、この予測は変わら
ない。大型衛星が主流である市場で、ナノサットが大きなシェ
アを獲得するには、物理法則に関するある制約が妨げとな
る。この場合の制約は「ロケット科学」である。

全世界の商用衛星産業の収入は、年間約2千億USドルであ
る144。最大シェアを占めるのは、サービス（課金衛星TV契約
等）の1千150億USドル145で、地上機器（衛星移動体端末、衛
星テレビ受信用アンテナ、衛星ネットワークゲートウェイ管制
局等）は550億USドルである。衛星打ち上げは「たったの」
70億USドル程度で146、衛星本体は150億USドルである。

2千億ドル規模の市場では、大きな商機が潜在する。これは、
全米のファーストフード飲食店業界の売上とほぼ同規模であ
り、全世界のタブレット端末売上の2倍以上に相当する147。ナ
ノサットが大型衛星市場シェアの大部分を獲得した場合、市
場は一変する。それでは、メディアがナノサットの可能性を大
きく報じているにもかかわらず、なぜ「創造的破壊」が起きる
可能性は低いのだろうか148？

宇宙空間でも地上でも、価格と処理性能は非常に重要とな
る。一方で、衛星が現在提供している商用サービスの90％以
上では、そのサイズにかかわらず特定の基本性能が必要とな
る。それは、軌道上の正確な位置を維持する能力、小型受信
機でも受信可能な強力な電波を送信する能力、そして比較的
小さいサイズで感知性能を維持することである。

軌道上で正確な位置を維持することは、ナノサットの将来的
な課題である。重量10kg未満、幅10cmクラスであるナノ
サットの内部スペースは、非常に限られている。大型衛星は、
ジャイロスコープとリアクションホイール（衛星等の姿勢制御
装置）を利用して、正確な方向を維持していることを常に確認
（姿勢制御）している。また、推進剤（ハイドロジンやキセノン）
駆動である4-12機の軌道修正用小型ロケットエンジンを搭
載することで、重力の摂動効果と希薄な超高層大気の抗力に
より、安定軌道の維持を可能にしている（軌道保持）。

ナノサットの姿勢制御には、ジャイロスコープやリアクション
ホイールの縮小版を利用できるが、通常は、軌道修正用小型
ロケットエンジン149（あるいは、推進剤）を搭載するスペース
がない。つまり、駆動期間が最大12～36カ月である一部のナ
ノサットは、かなり頻繁に代替用の打ち上げが必要となる150。
ナノサットの応用方法として最も有望なのは、2千km未満の
地球低軌道（LEO）利用となる。しかし最大の問題は160～
500kmのLEO利用では、軌道維持能力が著しく劣ることで
ある151。

ナノサット通信の主な優位性の1つとして、レイテンシ（デー
タ要求から実際の送信までの待ち時間）が極端に短いことが
挙げられる。衛星通信では、半径約3万6千km軌道の静止衛
星（GEO）が最も活用されている152。電波は光速で伝達され
るが、衛星との往復時間は約250ミリ秒であり、一部の通信
サービスでは許容範囲を超えている。ナノサット・コンステ
レーションを地球から非常に低い軌道に配置すれば、極めて
低いレイテンシの実現は可能となるが、姿勢制御がより困難
となるデメリットがある。

ナノサット（小型衛星）：広がるが、宇宙産業では
主流化せず
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電力も問題である。データ処理という点では（ムーアの法則
に沿った進歩があるため）大きな課題ではないが、様々な
データ処理結果を地球に電波送信する際に問題が生じる。
TV衛星が番組配信する場合や、GPS衛星コンステレーション
がスマートフォン位置特定用のタイミング信号を送信する場
合、地上の消費者向け端末が受信する信号電力は、僅か数マ
イクロワットか数ナノワットの場合が多い。しかし、様々な無
線電波伝送と同様に実際には逆2乗則が働くため、最も近い
LEO上の衛星からでさえ、多くの家庭や消費者向けに数十、
数百、あるいは数千ワットでの送信出力を行う必要がある。
フットプリント（衛星からの電波を直接受信可能な区域）、アン
テナ、周波数帯域によっては、地上の小型受信機が宇宙から
送信するよりも高出力密度の送信を必要とする。10ワットと
は大量の送信出力となり、この出力量は3Gスマートフォンの
最大出力約40倍に相当する。

幸運なことに、宇宙空間には無償の電源が存在する。太陽で
ある。数メートル四方の非常に高効率のヒ化ガリウム太陽光
パネルは、最大数千ワットの電力を出力する153。大きな電力
を必要とする感知・通信を行うGPS衛星でさえ、必要量以上の
電力が確保できる。太陽が地球に遮られている時間帯は154、
30～50kgのリチウムイオン・バッテリーを稼働させれば、ど
の時間帯でも支障はない。しかしナノサット（最大重量10kg）
には、太陽電池やバッテリーを搭載するスペースがない。太
陽電池やバッテリーのテクノロジーは進歩しているが、その
歩みは遅い。10年後には一部のナノサットでは、通常の消費
者受信機にも検知可能な信号を地球に送信できるようにな
るが、大型衛星と競争するようになる日は遠い。

同様の問題として、同一出力を想定した場合のアンテナサイ
ズがある。アンテナがより大型化すれば、地球への情報送信
や地上基地からの信号受信もより良好となる。
リフレクター式アンテナ、ホーンアンテナ、フェーズドアレイ
型アンテナ等、衛星には様々な種類のアンテナがある。大型
衛星には、最大12mに広がる傘型の展開型メッシュ反射鏡が
利用されている。立体アンテナの最大半径は3.2mである。
音声及びデータ用のLEOイリジウム衛星でさえ、188cm×
86cmのフェーズドアレイ型アンテナを搭載している。各寸
法が最大10cmのナノサットは、このサイズに合った大型衛星
より小さいアンテナ（展開型アンテナにおいても）しか搭載で
きないため、周波数によってはゲイン、テーパ、カバー範囲が
低下する155。現在は、衛星用に半径30cmの連結式アンテナ
の利用が可能だが、ナノサットの定義からは離れてしまう156。

衛星を商用利用する多くのサービスには、高い感知性能が求
められる。どのような観察衛星にも、変化する大気を通して
数百km以上を見下ろし、時に1m以下の物体を（光学的に、
あるいはレーダーを利用して）正確に解像し、画像化する必
要がある。これは非常に難しい。また、こうした衛星は地上か
ら送られる信号を受信する性能も必要となる。地上から送信
される1、2ワットの出力は伝達過程で弱まり、衛星到達時に
は僅か数ピコワットになる。

センサーは10cm以上の幅があるか、通常はセンサー前面に
長さ10～100cmのオプティクスとフィルターを設置する必
要がある。センサーやオプティクスも、ナノサットに適合する
サイズではない。これでは、スマートフォンに従来型カメラを
搭載するようなものである。

半導体テクノロジーの進歩により、メーカーはスマートフォン
に10メガピクセルのセンサーチップを搭載可能となったが、
こうしたチップの大きさは、通常僅か約15～25mm四方であ
る。また、レンズから焦点面までの距離は、通常僅か4mmで
ある157。一方、プロの写真家が使用するカメラでは、最大2

千mm四方（上記のものより100倍以上の大きさ）のセン
サーチップと、最長500mm強（これもスマホ向けの100倍
以上）の望遠レンズを搭載可能である。

同様に、1m以内の解像度で地球画像を撮影する衛星には、
衛星の縦横寸法が10cmに満たない箱には収まりきらない、
大きなデバイス（レンズ、鏡、センサー）が必要となる。

ナノサットにおける最重要課題は、姿勢保持、出力電力、感知
性能だが、他の課題も簡単に明記する。大型衛星の打ち上
げ、配置、サービス提供のプロセス及び手順について、数十
年の経験が蓄積されてきたが、今のところナノサットに関して
は同様の予備知識が全く存在しない。その中でも、現在利用
が模索されている、数十あるいは数百機の大規模ナノサット・
コンステレーションに関する予備知識は皆無の状況である。

また、これは超えられない課題ではないが、小さな課題とい
う訳でもない他の課題がある。地上同様、宇宙空間でも情
報送信に適した電磁スペクトルはいくつかしか存在せず、こ
うした有限なスペクトルを割り当てる事である。これはLEO

上の衛星（ほぼ全てのナノサットが含まれる）、及び低域周波
数を利用する衛星にとって最も厳しい制約となる。最後の課
題は、既にメディアでも報道されている、軌道上にある宇宙
ゴミである。現在、5cm以上の物体が2万近くも確認されて
いる158。将来、数千のナノサットが軌道に打ち上げられ、そ
の一部が配置に失敗したり、一部が時間経過に伴って稼働を
休止した場合、この問題は悪化する。
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とは言え、ナノサットは、衛星テクノロジーにおける重要なイ
ノベーションであるという事実は、強調しなければならない。
低コストかつ柔軟な設計は、多種多様な科学的実験を可能に
する。また解像度は低いものの、より頻繁に地球画像撮影が
可能となる。例えば海上での船舶追跡には特大のセンサー
や高出力送信が必要なくなるので159、ナノサットにとって１つ
の理想的な市場となる。

しかし、2千億USドルの既存衛星市場をみると、市場の約
80％に対しては、いかなる10kg以下の宇宙配置機器も恐ら
く参入できない。現在、あるいは2025年時点でも、その状
況は変わらないであろう。

ナノサットは、衛星テクノロジーにおける重要なイノベーションである。 
低コストかつ柔軟な設計は、多種多様な科学的実験を可能にする。

結論

短・中期的に見ても、現在大型衛星が担う市場セグメントの多くをナノサットが獲得、あるいは代替する可能性は低い。
しかし、コスト低減や宇宙空間から有用な物体を取得してくるという挑戦は可能となる。ナノサットは投資家の関心を
集め、世間は衛星市場により興味を抱く。低コストで「使い捨て可能な」プラットフォーム上で、新たなテクノロジーの
実験が可能となり、その成果を基に新たな応用方法やサービスが登場することはほぼ確実である。

多くのナノサットを改善し実用化したテクノロジー群は、同時に大型衛星に対する性能も改善し、軽量化や低コスト化
を実現している。

衛星本体の価格や、サービス関連コストの価格破壊は起こらないと思われる。ナノサットに関する公表資料では、半数
以上が技術的な試作品か、科学及び教育市場向けである。40％が軍事及び民間の地球観察市場を対象としており、
上述の制約（電力、姿勢維持、感知性能）が伴う。僅か5％のナノサットが、通信衛星セクターへの参入を試みる計画で
ある。当セクターは、年間1千600億USドル規模の衛星サービス及び関連地上機器用市場の80％以上を占める。

打ち上げリスクや配置リスクは、ナノサットも大型衛星も同レベルである。衛星のサイズに関わらず、今後も打ち上げ
ロケット爆発のリスクは存在し、軌道に乗ったナノサットの配置は大型衛星同様のリスクを背負う。

当予測ではナノサットに焦点を当てているが、マイクロサット（重量10～100kg）とミニスタット（小型衛星として知ら
れる。重量100～500kg）は、ナノサットよりも数が多い。それでも、現在配置されている衛星の半数に満たない。将
来、こうした小型衛星分野が市場を一変させる可能性は、ナノサットよりもずっと高い。
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デロイトは2015年に、長期間にわたり消費者が主導してきた
ITテクノロジーの変化を、企業が主導する環境に回帰すると
予測している。

1950年代から約10年前までは、新たなテクノロジーや次世
代型の商品サービスを最初に採用したのは、大半が企業で
あった。その後、消費者市場に普及するには数年、数十年も
の年月を要した。初期のメインフレームコンピュータを有効
利用できたのは大企業だけで、大企業だけがそのコストを担
うことができた。1951年のメインフレームのコストは75万
USドルで（2014年の貨幣価値では7百万USドル）、ビル内に
クレーンで搬入する必要があった160。プッシュフォン電話は、
一般家庭で普及するかなり以前からオフィスで利用されてい
た161。1972年、電卓はビジネスツールだった。数百ドル（現
在の貨幣価値では数千ドル）という価格は、家庭や学生には
あまりにも高価で手が届かなかった162。初期のPCは、テクノ
ロジー愛好家や物好きな富裕層を除けば、多くが企業により
購入されていた。どんな家庭に、ワープロや表計算ソフトを
利用する必要があっただろうか？初期の携帯電話価格は数千
ドルで、小型乗用車1台分、あるいは当時の平均年収の4分
の1に相当した。携帯電話が発売開始となった1984年、ユー
ザーはサービス契約料だけで月間50ドルを支払っていた163。

PCメーカーが、ハードドライブ、RAM、CPUの性能向上を宣
伝して新機種を発売する場合、「プロフェッショナル向け」、「オ
フィス向け」、「企業向け」と銘打ってマーケティングやブラン
ディングを実施した。時代遅れのテクノロジーは「家庭用」と
して販売された。消費者がかさばる携帯電話を初めて購入す
る頃には、ビジネスパーソンはスマートな折り畳み式携帯電
話を利用し、その後にフルサイズのキーボードと「巨大な」
2.0インチ白黒画面を搭載した初期型のスマートフォンに乗
り換えた。

しかし最近の10年では、正反対の消費者が主導した市場や
製品事例が数多く見られた。

大型タッチスクリーンのスマートフォンは、消費者がいち早く
利用した。企業は、今や普及したスマートフォン導入に踏み切
れないばかりか、ビジネス用途での利用を禁止あるいは制限
することも多かった。タブレット端末でも、状況は全く同じで
ある。企業は、初期のタブレット端末の利用を制限した。今で
こそタブレット端末は職場でも普通に利用されているが、そ
れは消費者が数百万台も購入した後のことである。

コンシューマライゼーション（消費者向け市場が主導し、企業
向け市場が追随する）傾向は、テクノロジーに限ったことでは
ない。通信も影響を受けた分野の１つである。スマートフォ
ンのビジネス機能や電子メールは、3G無線通信速度でも比
較的良好に動作する。しかし消費者は、高品位画面でビデオ
鑑賞やゲームを楽しむため、先進的な4G LTEネットワークを
求めた。高ビットレートのOTT動画を数十時間鑑賞している
消費者がFTTHサービスの利用を検討している時に、多くの
企業は、有線ISPの利用を段階的にアップグレードするに留
まっている。

コンシューマライゼーションの影響を受けたテクノロジーは
他にも数多くある。VoIP電話は、現在多くの大企業で普及し
ている。しかし導入初期には、消費者が大きく主導した。ビデ
オ会議も消費者ニーズが牽引したものだ。

多くのIT部門が、企業向けノート型パソコンのカメラ機能を
利用不可とした。電子メールのウェブ保管サービスは、消費
者向け人気サービスだが、企業は専用メールサーバーを利用
し続けた。

ITの発展：企業が技術を再び牽引

1950年代から約10年前までは、新たなテクノロジーや次世代型の商品サービスを 

最初に採用したのは、大半が企業であった。 
その後、消費者市場に普及するには数年、数十年もの年月を要した。
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将来を予測する場合、数年以内に起こったトレンドをベースに
する場合が多いが、これは「親近性バイアス」と呼ばれる捉え
方である164。テクノロジー採用の最近の事例が「消費者主
導、企業追随」（ITのコンシューマライゼーションとも言われ
る）165であったため、今後もこうした傾向がテクノロジー及び
テレコミュニケーション分野で主流であると、多くの人が信じ
るのも当然である。

しかし、IT利用を企業が主導する環境、少なくとも消費者主
導だけではない環境へと回帰しつつあることを示す強力な証
拠がある。

デロイトは、2014年版予測でウェアラブル市場について調
査を行った。Google Glass、Samsung Gear等のスマート
ヘッドセットや、スマートウォッチ、様々なメーカーによる数百
のモデルを調査対象とした。2014年1月時点のメディア論調
は、ウェアラブルデバイスが完全に消費者主導で普及するこ
とを示唆し166、デロイトの予測も同様であった。「スマートグ
ラスの利用は2014年、消費者向け製品が中心となり、製品
仕様が向上するまでは企業向けの普及がかなり遅れる」167。
ウェアラブルデバイスの消費者利用は、デロイトが予測した4

百万ユニットをかなり下回った。ヘッドマウント型デバイスの
多くについて正確な数値は公表されていないが、ウェアラブ
ルデバイス全体の販売台数が50万を下回ることは、ほぼ確
実である168。

しかし2014年を通じて、デロイトメンバーファームがクライ
アントを支援する過程で得た示唆は、ウェアラブルデバイス
が企業の利用に最適であるということだ。ハンズフリーでの
利用や拡張現実用ディスプレイ、または手軽なビデオカメラ
機能が利用できるデバイスに対するニーズは、セキュリティ
業界、医療産業、素材加工、倉庫業界に強く存在する。

2015年予測では、3つのテクノロジーを特集している。3Dプ
リント（付加製造としても知られる）、ドローン（無人飛行機あ
るいはUAVとしても知られる）、インターネット・オブ・シング
ス（IoT、マシンツーマシン通信としても知られる）を、牽引し
ているのは、主に企業向けであると思われる（詳細及び注釈
については、本調査における各分野の予測を参照）。消費者
市場は、売上台数という点では大半を占めるかもしれない
が、短期的には、用途及び売上面での重要性は低い。

3Dプリントは1988年の登場以来、現在も利用され続けてい
る。しかしメディアの関心は3Dプリントがもつ「全ての家庭を
工場に」という考え方に集約されている。1千ドル未満のマシ
ンが急増し、家庭で広く利用されるという考えは、概念として
はもっともだ。多くの家庭がレーザープリンターを所有して
いるならば、3Dプリンターも同様ではないか？

現実的には家庭用端末としては使いづらく、使うとしてもプ
ラスチック素材から小型の作品を製作する程度である。「メー
カー」のコミュニティは増加しているものの、家庭利用は
0.007％を下回り169、全消費者向け3Dプリンターの売上額
は、スマートフォンが4時間で達成する売上にも満たない170。
3Dプリントマシンの企業の需要は消費者向けの10倍以上の
金額であるという重要な事実を、メディアの誇大宣伝が見え
にくくしている。企業は3Dプリンターを購入した後も、頻繁
に利用している。デロイトの見積りでは、企業が製作した商
品の経済価値は、消費者が製作した物の10万倍以上である。
プラスチック素材しか扱うことのできない消費者向けプリン
ターとは対照的に、設計に習熟した専門家が操作する企業向
けプリンターは、金属等、より用途が広い原料を使った製作
を可能にしている。また、マシンは金型、型枠、ジグ、打ち抜
き型の製造等、既存の製造ワークフローやプロセスに適合し
ている。話題となっている大手メーカー製の新3Dプリンター
は、家庭利用ではなく企業の利用を対象にしている。

2014年を通じて、デロイトメンバーファームがクライアントを支援する過程で得た示唆は、 
ウェアラブルデバイスがエンタープライズ利用に最適であるということだ。 
ハンズフリーでの利用や拡張現実用ディスプレイ、または手軽なビデオカメラ機能が利用できる 

デバイスに対するニーズは、セキュリティ業界、医療産業、素材加工、倉庫業界に強く存在する。
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ドローン（UAV）は2001年以降、軍事用途に広く利用されて
いるが、ここ数年、消費者及び企業向け市場でも躍進してい
る。2015年に販売される30万機のドローンの大半は消費者
が購入するが、大きな用途の広がりはないと予測される。消
費者やプロシューマー向け価格帯のドローンは、積載能力、
航続距離ともに性能が低く、少しの風でも飛行できない。ま
た、ドローンは、実験や限られた範囲での航空写真にしか適し
ていない。
ドローンに対する規制が厳しさを増しており、安全に飛行さ
せることが難しい。

より重く高価な企業向けドローンは対照的に、訓練経験、免
許、保険等を有する操縦士が誘導し、新たな規制にも容易に
対応することができる。ドローンは、配達あるいは他の様々
な消費者利用としては用途が広がらないが、ニッチな企業の
利用が増加する見通しである。例えば、収穫高調査、行方不
明者や家畜の捜索、災害援助における軽量の医薬品配達、風
力発電タービンの検査、各種専門写真及びビデオ撮影等で
ある。

メディアはまた、インターネット・オブ・シングス（IoT）の消費
者利用にも注目している。しかし、その多くは些末な利用法
であり、コストに見合わない。技術的には可能であっても、実
際の消費者ニーズを満たすものではない場合も多い。消費
者は、洗濯の完了をスマートフォンに通知する洗濯機を欲し
ていない。大音量ブザーで通知する洗濯機が既にあるから
である。

しかし洗濯機メーカーは、コネクテッドデバイスを利用したい
と考えている。実際の利用状況を収集できるからである。将
来、コネクテッドマシンの分析による予測を活用し、差し迫っ
た故障や、修理サービス用部品の在庫補充を事前に通知で
きるようになる。消費者も、最終的にはコネクテッドデバイス
の恩恵を受けるが、消費者がコスト負担をして機能付加を主
導するのではなく、企業が主導するであろう。

デロイトでは、将来のあらゆる技術トレンドを企業が主導する
とは予測していない。しかし、2015年以降、コンシューマラ
イゼーション・モデルが唯一の牽引要因でなくなる可能性は
高い。

メディアはまた、インターネット・オブ・シングス（IoT）の消費者利用にも注目している。 
しかし、その多くは些末な利用法であり、コストに見合わない。 
技術的には可能であっても、実際の消費者ニーズを満たすものではない場合も多い。 
消費者は、洗濯の完了をスマートフォンに通知する洗濯機を欲していない。 
大音量ブザーで通知する洗濯機が既にあるからである。
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結論

「企業がIT利用を再び牽引」という概念自体は古いものかもしれないが、コンシューマライゼーションが主導してきたト
レンドに追随するために大きな課題を感じていた経営陣にとっては朗報かもしれない。コンシューマライゼーションと
「BYOD（個人端末の業務利用）」という関連したトレンドは、企業に一定の恩恵をもたらした。しかし、数千万あるいは
数億台の消費者向け端末を購入し、利用管理する試みは、多くの企業のIT部門にとっては悪夢でもあった。オペレー
ティングシステムやフォームファクタが多岐におよぶため様々な課題に直面したからで、もしまたウェアラブルデバイ
ス、3Ｄプリンター、ドローン、インターネット・オブ・シングスが消費者主導で進むとなれば、IT部門にとって頭痛の種
が増えることだろう。

一例が、主に消費者市場を対象とするヘッドマウント型ウェアラブルデバイスである。多くの企業にとって、これは知
的財産の観点で、安全であるとは言えない。従業員は、意図的にあるいは不用意に、営業秘密やその他の機密情報を
容易に記録できてしまう。一方、企業向けの端末には、予め「計画的な知的財産保全」が組み込まれている。医薬品業
界も消費者向けテクノロジーではなく、安全な企業向けウェアラブルデバイスに関心を寄せることはほぼ間違いな
い。同様に消費者向けウェアラブルデバイスは、必ずしも石油掘削リグ上で利用するための十分な耐久性・安全性を
備えてはいない。企業向け端末はMIL規格の安全性テストに合格しなければならず、危険をもたらす可能性は低い。

インターネット・オブ・シングスはかなり有望であるが、数十億も拡散したセンサーや様々な通信規格が、セキュリティ
上の危険をもたらす可能性は、PCや携帯電話よりも高い。IoTを消費者が主導する場合、セキュリティ機能が最も重
要な訳ではない。企業向けグレードのIoTは、企業ネットワーク及びデータ保護やプライバシー確保面で、より優れた
ものとなる可能性は高い。

新たなテクノロジーが、消費者市場向けか企業向け市場のどちらで最初に普及するかに関わらず、テクノロジー単独
では機能しないため、新たなエコシステムが形成される必要がある。消費者が主に利用する端末向けでは、消費者向
けネットワーク、ソフトウェア、接続、サービスが相互運用されるエコシステムが形成されている。一方で同じテクノロ
ジーが企業向けソフトウェア、サプライチェーン、ネットワークと協調して動作する場合もある。しかし一例を挙げると、
スマートフォンやタブレット端末において、音楽ライブラリーの同期やソーシャルネットワーク上での写真共有などは、
ほぼ完璧にエコシステムとして機能しているが、ERPワークフローやエクセルのバージョン管理の同期には、そもそも
適していない場合がある。
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デロイトの予測では2015年、短尺オンライン動画（20分以下）の
閲覧時間は、全世界のビデオ総視聴時間の3％に満たない。オン
ライン動画の収入は約50億USドルである一方、長時間のTV番
組は広告及び有料放送収入だけで4千億USドル以上である。

短尺オンライン動画は、テレビを代替するメディアとして度々
喧伝されている事実を鑑みると、この数字は驚くべきものか
もしれない。インターネット上には、短尺オンライン動画が既
に長時間コンテンツ（その多くが従来型TV番組）を代替し、メ
ディアの主流になりつつあると主張する多くの記事で溢れ、
多くの論調もこれに追随している172。

統計の一部のみ見ると、短尺オンライン動画が長時間の従来
型TV番組を代替する可能性を示唆しているように思える。最
も成功した米国のTV番組の１つ「Big Bang Theory」は、1話
30分枠で構成される最新シーズンで、平均1千750万人の視
聴者を獲得した173。これに対して、最も視聴されたYouTube

動画の称号を持つ174韓国のポップスターであるPSYの
「Gangnam Style」は、2012年のリリース以来20億ビュー
超を獲得している175。PSYの公式チャンネルもまた、ほぼ40

億ビューを獲得している176。

10億ビュークラスのヒットを飛ばせるのは、プロミュージシャ
ンの音楽ビデオだけではない。低コストの自作動画クリップ
でも、さらに大きな成功を収めることができる。英国を活動
拠点とするスウェーデン人PewDiePie（YouTube上のコメ
ディアン）は、2014年12月までに70億ビュー、3千250万人
のチャンネル登録者を獲得し177、その後も月間3億5千万
ビューを獲得し続けている178。

彼が投稿する多くの動画は、ビデオゲームのプレイ動画にコ
メントを吹き込むだけだが、通常1本当たり数百万ビューを獲
得する。2010年以降2千本を超える動画クリップを投稿し、数
十億ビューを獲得した179。この数字を他のコンテンツと比較
すると、現在も放映されているアメリカの最長寿アニメ番組
the Simpsonsにおいてすら「たった」560話にしかならない。

子供用おもちゃの開封動画も、数十億ビューを獲得するコン
テンツである。DisneyCollectorBRは、Disneyとは提携して
いない非公式チャンネル（同じテーマの動画を集めたチャン
ネル）で、主な内容は子供が新しいDisneyのおもちゃを開封
して遊ぶシーンを、コメント付きで撮影している動画で構成
されている180。ひと月に約50本の新着動画が投稿される。

YouTubeチャンネルのトップ100は全世界で月間100億超
のビューを獲得する。

数多くの成功例があるにもかかわらず、短尺オンライン動画
の視聴時間はテレビなどを含めた全動画コンテンツ視聴時
間の一部を占めるに過ぎず、収入面ではさらに低迷してい
る。オンライン動画の視聴数字が突出している半面、収入面
で苦戦している理由は何故だろうか？

その答えは、測定単位の違いである。短尺オンライン動画と
長時間コンテンツを比較している数値の多くは、同じようで実
際には異なる単位で計測している。オンライン動画は視聴回
数（ビュー）で測定されるが、長時間コンテンツは視聴者数（補
足記事「視聴回数と視聴者数」参照）によって測定される。い
ずれのコンテンツにも加入者がいる。しかし、オンライン動画
の収入単位は1クリックに基づく一方、長時間コンテンツにお
ける収入は最低１カ月、または数年の有料放送契約である。

短尺オンライン動画：テレビの「一つの未来の形」
だが、「未来の姿そのもの」ではない

補足記事：視聴回数と視聴者数

TV視聴は通常、視聴者数によって測定され（ライブ視聴であれ、７日間以内の視聴であれ）、オンライン動画はオールタイム（過去全期間）ビュー数で測定さ
れる。この2つの測定単位は根本的に異なっており、この違いは従来型TV番組とオンライン動画を比較する際に度々見過ごされている。

成熟したTV産業ではサンプル視聴者の視聴状況を調査する費用に、全世界で毎年20億ドル以上が投下されている。サンプル視聴者がTVを視聴している
全時間の視聴傾向が記録され、集計される。この方法は、全ての主要な業界関係者間で一般的な合意を得ており、全世界2千億USドル規模のTV広告業界
を支配する「通貨」のような役割を果たしている。

オンライン動画における視聴回数の定義は、通常サーバーに対する動画再生リクエスト数を測定する。何が視聴回数「1回」なのかを明確に合意した測定基
準は存在せず、視聴回数「１」は1ミリ秒の視聴、あるいは動画クリップ全体の視聴等、様々な基準が存在する。comScoreのデータによれば、「１視聴」の平
均時間は約4分である181。オンライン動画の測定に関して、業界全体あるいは各国内での基準は全く存在しないと思われる。

動画が再生されても、その動画が実際視聴可能かどうかの確実性はない。「Below the fold」（ファーストビューで不可視のエリア）で再生されているだけか
もしれない。視聴回数１回当たりの視聴人数に関するデータはなく、オンライン動画がどのように利用されているかを確実に知る手段もない。音楽動画に関
しては、視聴されずに音楽として流している回数が多いかもしれない。視聴者が多くの時間を実際に視聴する、従来のレンタルビデオ型の利用方法とは全
くの別物である182。YouTubeのオールタイム視聴回数トップ10の動画は合計で数十億視聴回数を獲得しているが、このうちの9本は音楽動画である183。
オンライン動画の視聴回数全体では、最大40％が音楽動画で占められている可能性もある184。
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様々な測定単位を一律に比較することは、決して容易ではな
い。しかし、似たような基準をベースに比較することで、明確
な消費傾向が浮き彫りになる。

2015年には、短尺オンライン動画全体の月間再生時間は、
数100億時間程度と見込んでいるが、その数値は必ずしも視
聴時間を意味しているわけではない185。10年前にはほぼ存
在しなかったオンライン動画というメディアの急伸は見事な
数字だが、全世界の長時間コンテンツ（TV番組及び映画）20

時間分相当の再生時間の価値に過ぎない。デロイトの見積り
では、長時間ビデオの平均的な月間視聴時間は3千6百億時
間で186、主にTVでライブ視聴によって構成されている187。
2015年も、この数字に大きな変化は見られないと予測して
いる。

短尺オンライン動画は2015年、約50億ドルの広告収入があ
る見通しであるのに対し188、TV広告は約2千100億ドルの収
入がある189。短尺オンライン動画への課金は2015年では未
だ実験段階にあるとはいえ、僅かな収入しかないと予測され
る一方、有料放送の総収入額は2千億ドルに達する見通しで
ある190。

短尺オンライン動画の映像品質、商業化、ジャンル、端末、消
費パターンは、長時間ビデオとは著しく異なっていると考えら
れる。

2015年のTV番組制作費は1時間あたり最大数百万ドル、シ
リーズ版の制作全体では数千万ドルとなる見通しである191。
短尺オンライン動画の製作費は通常、1クリップあたり数千か
ら数万ドルであり、これ以上の製作費はかけられないと思わ
れる。仮に短尺オンライン動画が10億ビューを2ドルのCPM

（1千インプレッション当たりの料金）で運用したら、プラット
フォーム使用料を差し引くと、百万ドル強の収入しか残らな
い192。2015年に視聴回数10億を超える可能性のあるオン
ライン動画スターは、数十人に満たない193。オンライン動画
で視聴回数10億を獲得するには殆どの場合、数十、数百の動
画を制作する必要がある。

短尺オンライン動画制作の予算規模制約は、この分野での人
気ジャンルの決定要素ともなっており、音楽、ハウツー（多く
が化粧やゲーム攻略法）、ゲームのプレイ動画、従来型TV番
組のクリップ（短いお笑い番組、スポーツハイライト等）、箱の
開封（多くが子供用おもちゃの開封）、映画予告編、娯楽
ニュース等がオンライン動画のキュレーションサイトで最も
人気のあるジャンルとなる194。たいていのオリジナルコンテ
ンツは、長時間コンテンツと比べて低予算で制作される。通
常は特殊照明無しで1台の廉価なビデオカメラで撮影され、
自ら撮影することが多い。これに当てはまらないのは、音楽、
映画予告編、TV番組の抜粋となる195。

2015年の短尺オンライン動画の人気ジャンルは、TV番組で
最も視聴されているジャンルとは全く異なる。TVで視聴され
るのは、ドラマ、昼メロ、家族向け娯楽番組（アニメ、クイズ、
バラエティ等）、スポーツ、リアリティ番組などである。オンラ
イン動画で、これらのジャンルが決して大ヒットしない理由は
制作予算である。世界的な規模の高額なスポーツ放映権（五
輪やサッカーワールドカップなど）だけで、2015年のオンラ
イン動画収入（50億ドル）の5倍以上（280億ドル）となる見通
しである。

TVと短尺オンライン動画が、お互いの市場を浸食する可能
性は低い。短尺オンライン動画は、たいていノート型パソコ
ン、スマートフォン、タブレット端末で視聴される。短時間に
一気に視聴されることが多く、日中の暇つぶし、友人を待って
いる間の「つまみ視聴」となり、気が散っている時などに視聴
される。短尺オンライン動画の視聴時間の短さは、商業化に
おける課題の１つである。視聴者は2分間の動画を視聴する
前に、短いビデオ広告1本を我慢するのが限界である。

対照的に、TVは主に夜に視聴され、「視聴を予定している」（番
組の視聴時間を予約している）場合が多い。TV番組は、たい
てい1回に数時間視聴される。多くの家庭では、毎晩決まっ
た時間にTVが点けられ、3～4時間は点けっぱなしとなる。
TV番組の視聴者は、番組の15～20分間隔なら複数のコマー
シャルが流れても、それほど気にしない。

多くの視聴者は、視聴番組を選ぶ必要性が減るという理由
で、長時間番組を好む。オンライン動画では対照的に、1時
間の間に何回も視聴番組を自分で選ぶ必要がある。

短尺オンライン動画がTV画面で視聴されることは、ほぼ無い
と思われる（短尺オンライン動画視聴時間全体の5％以下）。
その理由の１つは、短尺オンライン動画を最も視聴する年齢
層は30代以下であり、ノート型パソコンで動画を視聴し、TV

セットを所有していない可能性が高い層でもである。もう1

つの理由は、オンライン動画は通常、小型画面での視聴に最
適化されているため、映像品質が低いく、小型画面で見栄え
は良いが、大型画面に耐えられる品質ではない196。

オンライン動画は
2015年、 
約50億ドルの 

広告収入がある
見通しである 

のに対し、 
TV広告は 

約2千100億ドル
の収入がある。
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結論

デロイトの予測では、短尺オンライン動画が長時間の従来型TV番組を代替することはない197。未来的なサービスで
はあるが、視聴時間・収入面ともに、動画が視聴される最大プラットフォームとなる可能性は低い。短尺オンライン動
画の躍進は評価すべきだが、その位置づけを整理する必要がある。短尺オンライン動画が伝統的な長時間コンテン
ツを代替すると主張するには、比較可能な測定単位を用い、慎重に分析する必要がある（補足記事「Big Bang 

TheoryとGangnam Styleの比較」参照）。

短尺オンライン動画を、「伝統的」長時間コンテンツの直接競合として捉えるべきではない。むしろ、以前にはなかった
ニーズや、雑誌、ビデオゲームガイド、料理本等にて他メディアが提供していたサービスニーズを画面を通じて実現す
る、付加的なメディアとして捉えるべきである198。

短尺オンライン動画からスターが登場する可能性は高いが、収入を増加させるには、その名声を様々な形で宣伝する
必要がある。例えば、英国を活動拠点とするビデオブロガー（vlogger：ビデオブログ作成者）であるZoellaは、オンラ
インでの幅広い知名度を利用して、化粧品や書籍販売の契約を獲得した199。Zoellaの処女作は、発売第1週の売上が
7万8千部と、英国記録を達成した。収入増加を目指すビデオブロガーは、プロダクトプレイスメント（特定の企業名・
商品を番組内で表示する広告手法）に係る規制にも注意を払う必要がある。短尺オンライン動画が注目を集めるにつ
れ、より規制が強化される可能性が高いためである200。

ビデオブロガーをキュレートする、多チャンネルネットワークも、新たな収入源に目を向ける必要がある。例えば、ビデ
オブロガーの影響力を活用したいブランドとの付帯ビジネスからの収入等が考えられる。

伝統的なTV広告に対する批判としてしばしば見られるのは、広告が無視されたりスキップされたりして視聴されない
という懸念が存在するためである。一方、デジタル広告では、広告効果のより正確な測定が可能である。しかし、短尺
オンライン動画の広告もスキップされ、無視され、音声を消され、「Below the fold」すなわちファーストビューで不可
視のエリアで再生されているだけかもしれない。

短尺オンライン動画上の広告が全編視聴されるかどうかに関わらず、人気の高い短尺オンライン動画の本編自体が
広告の役割を果たしていることも多い。おもちゃ箱の開封動画では、おもちゃ自体への関心を呼び寄せ、ゲームのプ
レイ動画の視聴者はそのゲームを購入する可能性が高い。音楽動画は、有料ダウンロードやコンサートチケットの需
要を喚起する。

補足記事：Big Bang TheoryとGangnam Styleとの比較

短尺オンライン動画での億単位の視聴回数を比較すると、TVの数百万という視聴者数は一見、非常に少なくみえる。
米国のTV番組「Big Bang Theory」は2013～2014年のシーズンで、平均1千7百50万人の視聴者数を獲得した201。
これに対して、韓国スターであるPSYのヒット曲「Gangnam Style」202は2012年以降21億ビューを獲得している203。

視聴者数（Big Bang Theory）と視聴回数（Gangnam Style）を合計視聴時間に換算すると、米国居住者は2012年
以降、合計で3千8百万時間「Gangnam Style」を視聴している見積りになるが、これは、米国市場での「Big Bang 

Theory」の4.5話分の総視聴時間、つまり24話からなるシリーズの5分の1に相当する数字である。この換算は、
「Gangnam Style」の１視聴回数あたりの平均視聴時間を200秒（動画全編の80％）、米国でのビュー数が全世界の
ビュー数の3分の1を占めると仮定した試算である204。
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デロイトの予測では、米国及びカナダ（以下、北米）のミレニ
アル世代（ミレニアルズと呼ばれる18-34歳世代）205は2015

年に、620億USドル超のメディアコンテンツを消費する。これ
は両国におけるインターネット広告の総支出額より多い206。
18-34歳世代は無料コンテンツばかりを消費しているとよく
批判されるが、この世代がメディアセクターの消費に大いに
貢献していることを示している207。北米のミレニアル世代は
8千300万人、メディアコンテンツ消費額は620億USドルで
ある。つまり、ミレニアル世代1人当たりの消費額は750ドル
である。

ミレニアル世代の他分野での傾向や考え方を考慮すれば、こ
の数字は驚きかもしれない。ミレニアル世代はCDの購入、
新聞の購読、ケーブルTVとの契約を放棄したのではなかっ
たか？
それではどうやって、北米の18-34歳世代が2015年に、平均
750ドルもメディアに支出しているのか？

実際、ミレニアル世代が従来メディアに支出する額は過去に
比べ減少しており、また高年齢者層世代よりも少ないが、現
在も消費はしている（図表1参照）。

北米の多くの家計では、最大のメディア支出は有料放送であ
る。ミレニアル世代についても同様で、年間メディア総支出額
のほぼ半分（予想支出額750ドルの内、316ドル）を、従来の
有料放送に支出している。18-34歳世代の約70％は、実家か
ら離れて暮らしており、その内約80％が2015年に有料放送
と契約する。18歳以上の1.7人に対し1加入契約の割合であ
り、約316ドルの支出額となる208、209。18-34歳世代の約5分
の4が有料放送のバンドルサービス（複数サービスのセット購
入）に加入しており、月間平均支出額は80ドルである210、211。

米国の18-34歳世代の残り30％は実家に住んでいる212。こ
の場合、両親が子供のためにプレミアムサービスを契約して
いたとしても213、ミレニアル世代が加入費を支出していな
い、あるいは一部負担していないと仮定している。

音楽に目を転じると、ミレニアル世代はCDなどの物理的な媒
体をほぼ購入しないが、2015年では音楽への支出は125ド
ルと、メディア支出額の多くを占める。デロイトの見積りで
は、ミレニアル世代の80％がライブイベントに参加する予定
で、またその多くが前年よりもライブを聴くための支出を増
やしたいと考えている214。これは、全年齢層における長期的
トレンドとも合致する。1990-2010年の期間、音楽コンサー
ト、舞台芸術、スポーツイベントに関する支出は倍増した（メ
ディア支出額の4分の1から、2分の1まで拡大）215。デロイト
の見積りでは、18-34歳世代においてもライブを聴くための
平均支出額は倍増し、約100ドルに達する（米国2014年8月
での、1人当たり平均48ドルから倍以上に拡大）216。また
2015年のデジタル音楽のダウンロード及び動画に対する支
出は平均25ドルである。若年層消費者は、動画視聴サービ
ス加入者の多くを占める。Spotifyでは、5千万人の月間アク
ティブユーザー、1千250万人217のプレミアムユーザーの約
40％が18-24歳である218。

北米のミレニアル世代は2015年、ビデオゲームに1人当たり
約100ドル（合計で80億USドル）支出する。この世代はビデ
オゲームで遊ぶ割合が高い。16-34歳の3分の2が自らを「普
通」あるいは「熱心な」ゲームプレーヤーと考えている。この
割合は、ミレニアル世代以外では3分の1である。米国のミレ
ニアル世代は2015年、コンピュータゲーム消費額220億US

ドルの、約3分の1を占める219。

コンテンツ消費：「消費しない世代」も多額の出費

図表1：2015年、ミレニアル世代はメディアコンテンツに750ドルを支出

出所：デロイト、2014年、複数出所から
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2015年、ミレニアル世代は映画に平均75ドル強を支出す
る。ミレニアル世代は、様々な端末で映画を視聴する層だと
考えられているが220、映画館の人気は今でも強い。ミレニア
ル世代の最若年層18-24歳（ミレニアル世代の10分の1を占
める）は2015年、北米での全映画館入場料における約5分の
1を支出する見通しで、これは一人当たり映画8本を鑑賞する
計算になる221。18-34歳世代のミレニアル世代全体では年
平均6.5本の映画を鑑賞し、1本当たり12ドルの映画チケット
を購入する。混雑した金曜日、土曜日の夜222に映画館に行
き、米国での平均映画チケット価格8ドル（子供、老人、学生向
けのディスカウント額が平均を押し下げている）以上を支出
する223。

北米でのミレニアル世代のメディアコンテンツ年間支出額
750ドルのうち書籍への支出は約60ドルとなる。通常、ミレ
ニアル世代は紙媒体、デジタル媒体の双方を読み、米国にお
ける中央値と同じ、年間5冊の読書量である。18-34歳世代
は、本1冊当たり平均12ドル支出224すると仮定している（教
科書への支出額数十ドルを含む）。

2015年の定額制動画オンデマンドサービス（SVOD）への支
出額は増加し、40ドルとなる。米国で43％、カナダで35％の
北米のミレニアル世代がNetflix 等のSVODサービスを利用
している225。1サービス当たり月間9-10ドル、年間110ドル
以上の支出であり、SVODサービスへの全支出額は少なくと
も平均40ドルの計算となる。

スポーツ動画配信に対し、ミレニアル世代は平均25ドル支出
する。北米でのスポーツ観戦の入場料収入は2014年226で約
178億USドルであり、1人当たり50ドル近くである。ミレニア
ル世代は、高年齢者層ほどの熱心なメジャーリーグファンで
はないが、その差はごく僅かである。北米全体の93％がTV

でスポーツ観戦をするが、18-34歳世代でも86％がTVで観
戦する227。

2015年、米国のミレニアル世代の6分の1（1千200万人以
上にあたる）が紙媒体の新聞購読をし年間約120ドル支出す
る。つまりミレニアル世代1人当たりでは平均20ドル近くの
支出となる。米国の18-34歳世代での紙媒体の新聞購読者
の割合は、全米平均の約半分である228。新聞への支出は減
少しているが、無くなるわけではない。新聞読者1人当たり月
間10ドルの支出と仮定し、時々の新聞購入や定期購読（電子
媒体での購読は含めない229）に対する支出は、若年層1人当
たり年間120ドルとしている（米国全体で年間14億ドル、ある
いは全刊行物収入の約10％）230。

北米でのミレニアル世代のメディア支出額620億ドルは相当
大きな額であるが、メディア以外の総支出額である1兆4千
500億ドルの5％にも満たない231。現代の18-34歳世代は、

昔の同世代よりも、コンテンツに支出を寄せていないように
思われる。。ニュース、動画、音楽を無料で消費するには、高
価なハードウェアや高速の有線・無線ネット接続が必要であ
る。ミレニアル世代は通常、1台かそれ以上のスマートフォン
を所有し、大容量の月間データプランを契約している。無線
経由で動画を視聴するには、高速接続サービス（高品位動画
には少なくとも5メガビット/秒）232が必要であり、データ通信
容量無制限、または大容量プランの利用が必要となる。ミレ
ニアル世代は、PCやタブレット端末を4年毎に、ゲーム用モニ
ターを5年毎に買替え、テクノロジーハードウェアやインター
ネット接続に年間約3千ドル支出する。

北米でのミレニアル世代のメディアコンテンツ年間
支出額は順調に推移しているが、他の先進国である
西ヨーロッパや日本と比較した場合、この数字はど
うだろうか？

北米では、メディア支出額が最も大きいセグメント
は有料放送であり、年間約100ドルの見通しであ
る。しかしこの支出傾向は、非常に変化しやすい数
値である。
日本は、世界で3番目に大きい有料放送市場である。
しかし2013年は、80億ドルの収入であり233、北米
のほぼ900億ドルの収入10分の1にも満たない234。
英国での有料放送支出は欧州大陸よりも高いが、
利用者は57％、月間支出は約60ドルとなり、いずれ
も北米より低い。

他の主要なコンテンツ支出に対しても同様の比率
で、北米には及ばない試算となる。その他の国の
18-34歳世代もコンサートに行き、音楽を聴き、ス
ポーツイベントに参加し、映画鑑賞に出かけ、読書
もする。その割合は様々であり、支出額も相当異な
る可能性がある。TV以外のコンテンツ支出額は、他
の先進諸国では少なくとも200-250ドルであるが
北米では400ドルを超え、先進国全体の合計支出額
は年間300-350ドルとの予測である。他の先進諸
国1億1千万人超のミレニアル世代全体の235、コン
テンツ支出額は330-380億ドル、先進国全体のコ
ンテンツ支出額は1千億ドルとなる。

ミレニアル世代は、
様々な端末で 

映画を視聴する 

層だと 

考えられているが、 
映画館の人気は
今でも強い。
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結論

北米でのミレニアル世代はメディアコンテンツに年間平均750ドルを直接支出する見通しである。加えて、間接的、
付随的な支出についても考慮する必要がある。

例えば北米の18-34歳世代は、米国で週間24時間超236、カナダで17時間のTV鑑賞をする237。この数字は、18歳以
上の全年齢における全国平均よりも低い。しかし、ミレニアル世代は魅力的な世代で、北米のTV広告750億ドルの内、
数十億ドルがその世代向けに占められている238。

またミレニアル世代は、映画チケット、ライブスポーツイベント、コンサートへの年間直接支出200ドルの他、会場内
売店での飲食やイベントグッズ、またはスポーツグッズも購入するので、同セクター全体の収入向上に貢献している。
北米のスポーツアパレル業界での2013年度売上は130億USドルであり239、スポーツ観戦入場料収入の70％に相当
する。

ミレニアル世代のコンテンツ消費を喚起するには、メディア事業者従来のサービス領域とは異なる新たなサービスを
提供する工夫も必要だ。一例を挙げるならば、米国の大学アメフトを観戦する大学生ファンは、ハーフタイムになった
らスタジアムを出てしまうことが多い。ゲーム内容に失望したからではなく、スタジアムでのネット接続ができないた
め、写真の投稿ができないからである240。この課題を解消するため、大学及びプロ競技スタジアムではネット接続環
境をアップグレードしている。同様に、3人に1人がインターネット接続を空気、水、食料、住まいと同様に重要だと考え
るニーズに応えるため、映画館、コンサートホール、野外音楽祭でも、インターネット接続に対する投資が続くと思わ
れる241。

ミレニアル世代の多くは、TV関連のサービスやスポーツ観戦等に対する支出をしているが、この傾向が変わらないよ
うに各スポーツリーグやクラブチームでは、どのような継続投資が必要かに強い関心を寄せている。デロイトが2014

年版で予測した通り、スポーツ放映権からの収入は急拡大している242。スポーツイベントに参加する今日の18-34歳
世代は将来、TVでのスポーツ観戦に移行する可能性が高いため、すなわちスポーツ放映権からの収入を下支えする
のだ。スポーツリーグとそのリーグ加盟チームは将来のコアファン層を形成するためにも、若年層向けの手ごろな値
段の観戦席を十分提供する継続的な取り組みが必要である。米国の13-29歳の70％が、スポーツ観戦の回数を増や
す妨げとなる要因として、観戦チケットの値段が一番であると回答している243。

一昔前の社会的ステータスが車であったように、現代の新たなステータスはデバイスである。ただ高速ネットワーク
に接続できなければ機能しないため、18-34歳世代はハード面だけでなく、通信サービスにも相当額を支出し続ける
可能性が高い。この結果、メディア及びコンテンツ支出は減少する見通しである。18-34歳世代は今後もコンテンツ
を消費する見通しだが、昔の若年層よりも消費対象を選別し、価格にも敏感だと思われる。

逆説的な話ではあるが、「従来型メディアを消費しない」ミレニアル世代が、他のコンテンツは進んで消費するという
事実は、従来型メディア業界にとって悪い知らせではない。仮にミレニアル世代が全く消費しないならば、望みは全く
ない。しかし、書籍、コンピュータゲーム、OTTプロバイダー、映画、音楽業界での消費傾向からも、ミレニアル世代は
特定のメディアは消費することが実証されている。
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デロイトは2015年に、全世界の書籍売上額（ドルベース）の
80％以上が紙の書籍になると予測している244。世界一の書
籍市場である米国では、紙の書籍の割合は80%を僅かに下
回るが245、他の先進国ではまだ米国以上に紙の書籍の割合
が高く、発展途上国はさらに高い246。

電子書籍リーダーの登場から10年経過するが247、電子端末
がかなり浸透した書籍市場でさえ紙の書籍売上が大半を占
める。米国人の30%超は電子書籍リーダーを所有し、40%

超がタブレットを所有している248。スマートフォン所有は
2015年初めまでに60%を超える可能性が高い。
図表2で見られるように、電子書籍リーダーは米国以外の国
ではまだ一般的でない。また、ミレニアル世代の電子端末所
有率は他世代と異なる点があることが分かる。

暫くは紙媒体が書籍売上の大半を占める可能性が高い。電
子書籍の主要市場である米国、英国、カナダにおいては、売
上規模は横ばいか、成長が鈍化している249。これは過去1年
に渡ってだけ起こったことだが、2014年12月初め時点では、
米国での紙の書籍売上は前年比2%増となった250。しかし、
このトレンドは長期的には続かないだろう。電子書籍は書籍
市場の大半を占めることはないが、かなりのシェアを獲得し
つつある。2008~2013年の期間、米国の書籍売上額全体は
8%増加し150億USドルとなり、そのうち電子書籍の売上額
は30億USドルに達した。このとき紙の書籍の売上額は8%

の下落となった251。

新聞のような紙媒体市場では、紙媒体しかなかった時代に
育った高年齢者が消費を牽引している。しかし同じことは書
籍市場には当てはまらない。
ミレニアル世代はCD、DVD、紙媒体の新聞・雑誌などの購
入を避ける傾向はあるが、紙の書籍は購入する。

若年層は現在も紙の書籍を読んでいる252。2013年には、
18-29歳の米国人読者の92%は紙の書籍を読んでいた。こ
れは全年齢層の平均を超える253。ミレニアル世代の75%は
紙の書籍を読み、37%のみが電子書籍を読む。米国におけ
る18-29歳の80%が少なくとも1冊の紙の書籍を読んでお
り、中央値は、他の年齢者層と同数の5冊であった。

ミレニアル世代はただ本を読んでいるのでなく、読書に夢中
になっているといえる。ある米国調査では、16-34歳のうち
25%が書籍を「夢中になるもの」と考えており、全世代の平
均と一致している254。ミレニアル世代は音楽にはさらに夢中
になるし（38%）、映画も同様だが、ビデオゲームについては
少し熱が冷めている（16%）。また、雑誌に興味があると回答
しているのは3%のみに留まる。若年層の回答者は、書籍を
好むだけでなく、特に紙の書籍を好む。16-34歳の半数近く
が「自分にとって、電子書籍が紙書籍を代替することは決して
ない」と回答している。高年齢者層の読者と同様の割合であ
る。興味深いことには、16-24歳の女性のうち44%が、紙の
書籍に強い愛着を持つが、同じ年代の男性では、この割合は
20%に過ぎない255。

印刷媒体：紙の書籍はなくならない

出所：デロイト「グローバルモバイル消費者調査：先進国版、2014年5月-6月実施」
加重ベース：
全回答者数/18-34歳の回答者数：オーストラリア（2,015人/659人）、フィンランド（1,000人/294人）、フランス（2,000人/595人）、ドイツ（2,000人/587人）、
イタリア（2,000人/599人）、日本（2,000人/497人）、オランダ（2,000人/587人）、ノルウェー（1,000人/330人）、シンガポール（2,000人/700人）、 
韓国（2,000人/670人）、スペイン（2,000人/576人）、スウェーデン（2,000人/614人）、英国（4,000人/1,280人）
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質問：現在、どの端末を所有または利用できる状況にありますか？

図表2：ミレニアル世代と他の世代におけるデバイス所有について
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なぜミレニアル世代は紙の書籍を好むのか？英国の調査で
は、16-24歳の62%が電子書籍256より紙書籍の購入を好む。
「匂いが好き」「本棚を一杯にしたい」等、収集したいというの
がその理由である257。この傾向を最も明確にした最近の事
例では、若年層向けの書籍に占める紙と電子書籍の売上比
率である。多くの10代ファン層を持つビデオブロガーZoella

のデビュー小説「Girl Online」では、紙書籍と電子書籍の売
上比率は20対1であったのだ258。

紙書籍の重要な価値は、その表紙だと思われる。本の表紙
は売上を左右することが知られている259。表紙は自分が何
を読んでいて、どのような人間かを周りに発信する意思表示
なのだ。
既に知られている表現であるが、「人前で読書することは、他
の読者に重要な情報を伝達する」260とも言われる。電子書籍
には他人から見える表紙がない。
ある米国の調査では、16-34歳の世代は高年齢者世代よりも
自分の書籍コレクションに誇りを持っており、読まない本でも
購入する傾向が高い。読んでいない書籍でさえ、時には持ち
歩く。電子書籍ではこうした行動は見られないか、少なくとも
同じ頻度では見られない。

本から情報を吸収するという面でも、紙の書籍が優れている
かもしれない261。初期の研究によれば、短い文章を画面で読
む場合と、紙で読むのとでは、記憶力に大きな違いは見られ
なかった。しかし長文では（通常の書籍より短い数十ページ
でも）、紙とデジタルでは記憶力に大きな違いがあることが
その後の研究で判った262。この研究のサンプル数は少数（72

回答者のみ）だったが、他の研究もこの結果を支持している
263。若年層読者は余暇として、あるいは時代遅れにならない
ように読書するが、このような目的で読書する人は高年齢者
層に比べ少ない264。一方、若年層読者が仕事や学業での必
要性、あるいは興味ある話題を調べるために読書する傾向
は、高年齢者層読者に比べかなり多い。テストに出題される、
または仕事で役立つかもしれないので本の内容を記憶する
必要があり、その意味では若年層が紙媒体を好むのは理に
適っている。

さらに若年層読者に関する、ある米国での調査によれば
13-17歳は高年齢者層と比べても、電子書籍を紙書籍よりも
読まないことが判った265。子供向け絵本の売上の95%超は
紙媒体であり、電子媒体ではない。ここ数年その数字に変化
は現れていない266。従来型のTV番組を見たり、紙の新聞を
読んだりする子供は、大人になってからも同様のメディアを
消費する傾向が高いことは重要な事実である。紙媒体の絵
本を読むよちよち歩きの子供は、紙媒体の読みやすい児童
書を読み始め、その後紙媒体の10代向け小説に進む傾向が
高いことが判っている。

書籍市場の将来を見通すことは難しい。2013年の年初では、
英国の繁華街の書店数が過去7年で半分以下に減少した267。
電子書籍が紙書籍よりも主流になった場合には同傾向が続く
か、もしくは加速するだろう。しかし、その兆しはまだ観測さ
れていない。米国では減少が続いていた個人書店数は増加
傾向に転じ、2009年-2013年の間10%超となった268。一方
で紙書籍への変わらぬ愛着だけが実店舗書店にとって解決
策になるとも思えない。英国では2012年時点で既に、書籍
全体の40%近く（紙媒体と電子書籍の合計）がオンライン専
門書店で購入された269。
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結論

当予測の重要なポイントは、他の電子媒体メディアとは異なり、電子書籍が紙媒体を大きく代替しないことである。し
かし、電子書籍は主流とはならないものの、大規模な成長市場である。スマートフォンは書籍のような長文を読むには
小さすぎるが、いくつかの調査によれば、スマートフォンで読まれる書籍数はタブレット端末での利用数よりも多い（こ
れは主に、スマートフォン所有者の方がはるかに多いためである。）270 そして、スマートフォンはファブレット（タブレッ
トに近いサイズのスマホ）登場と共に、サイズが拡大している271。書籍に対する出費額を測ることは難しい。書籍の購
入データは利用可能だが、多くの本はギフト向けであり272、テレビ視聴やインターネット利用の測定方法が紙書籍で
は利用できない。さらに多くの書籍売上のデータには個人出版の書籍（紙媒体より電子媒体の売上が多い）が含まれ
ていない。しかし調査データによれば、若年層読者は現在も紙の書籍を好むことを示唆している。

実店舗の書店は、紙書籍への回帰が書店の売上に貢献すると考えるべきではない。なぜならば、紙書籍のオンライン
販売が好調を維持する可能性が高いからである。
しかし実店舗の書店では、直接店舗に足を運んで本を買うという行為に価値を訴求すべきである。パラパラと本をめ
くり、デザインの美しさに見惚れ、紙の感触を手で味わう。本が届くまで数日待つことなく、本屋から本を持って帰れ
る楽しさである。

米国の場合、小・中学生の40%は学校の授業でタブレット端末を使用しているため273、より紙媒体と電子媒体の違い
を調査する必要がある。違いがあるとすれば、数年あるいは数十年間も記憶する必要がある内容かどうかということ
と関連性が高いと思われる。高等教育やスキルトレーニング市場においても、同じことが当てはまる。新聞や雑誌等、
他の紙媒体を出版している企業は、紙書籍の成功から教訓を得る必要がある。それは、どうすればミレニアル世代が
好む紙書籍のような価値を提供できるか、ということである。 

紙書籍への愛着は、ペーパーレスオフィスのトレンドにはほぼ影響を与えない見通しである。世界的には非塗工上質紙
（プリンターや写真複写機に利用されている）の需要が拡大しているが、主に発展途上国が牽引したものだ。北米と欧
州では、それぞれ年間2.6％、3.4%で需要が減速している274。個人企業ではオフィスでの印刷をかなり速いペースで
削減している。2011年から2014年の間、デロイトのカナダ支社では従業員数の増加にもかかわらず、印刷枚数を
22%削減した275。企業が印刷する資料は、多くが長期的に記憶する必要が無い、短期間な用途であるためである。
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2015年には、スマートフォン買い替え需要が初めて全世界
で10億台に達し、3千億USドル超の売上となる。
デロイトの予測では2015年に、スマートフォン買い替え需要
が初めて10億台に達し、3千億USドル超の売上となる276。
2018年まで、あるいはそれ以降もスマートフォン買い替え需
要が拡大し続けることが予測される。

スマートフォン買い替え台数は、消費者向けの電子機器とし
て他の追随を許さない規模である。2015年のスマートフォ
ン販売台数や収入は、PC、テレビ、タブレット端末、据置型
ゲーム機の合計（図表3及び4参照）を超える277。スマートフォ
ン台数及び収入のシェアは、2018年まで拡大を続ける見通
しである。

スマートフォンの一人勝ちは、主に買い替え需要により牽引
されている。スマートフォンの累計台数は、2014年の18億
台から拡大し、今年22億台に達すると予測されている278。
スマートフォン販売台数は2015年に約14億台に達し、その内
10億台強（全体の3/4）が買替え需要であると予測されている。
2014年の5月から6月に実施されたデロイトの調査では、先
進国14カ国において、スマートフォン所有者の10人に7人は
直近18か月間に買い替えを行った279。この数値は消費者向
け電子機器として、買替頻度が最も高く、驚くべきことであ
る。何故ならば、2015年時点で多くのスマートフォン所有者
はスマートフォンよりテレビ視聴時間が長く、情報産業の従
事者や学生は、スマートフォンよりPCを使う時間が多いとい
うデータがあるからである280。

スマートフォン：買い替え需要が10億台を超える

図表3：2013-2018年における、全世界のPC、スマートフォン、タブレット端末、テレビ、据置型ゲーム機の合計販売収入

図表4：2013-2018年における、全世界のPC、スマートフォン、タブレット端末、テレビ、据置型ゲーム機の合計販売台数

出所：デロイト、2014年、複数出所から

出所：デロイト、2014年、各業界出所から
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一般的にスマートフォンは消費者向け電子機器の中で、最も
個人的なもの、肌身離さないもの、個人的嗜好が強いもの、
カスタマイズされたもの、所有者を映し出すもの、他のユー
ザーと共有することが最も少ないもの、最も頻繁に閲覧する
ものとされている281。

実際にデロイトの調査では、各国の多くの回答者が、今後12

カ月間で購入する可能性が最も高い端末はスマートフォンで
あると回答した。回答者の3分の1がスマートフォン購入、
21％がノート型パソコン購入、19％がタブレット端末購入を
予定していた（図表5参照）。

スマートフォン市場での生産台数は巨大であるため、競争環
境も最も激しい市場となっており、毎年かなりの改善が行わ
れている。デロイトの調査結果では、スマートフォンの買い替
えサイクルは他の端末と比べて最も短い（図表6参照）。

図表5：今後12か月間で、購買意志のある端末

図表6：端末種類別の買い替えサイクル（年数）

出所：デロイトグローバルモバイル消費者調査*：先進国版、2014年5月-6月実施
加重ベース：全回答者数：オーストラリア2,015人、フィンランド1,000人、フランス2,000人、ドイツ2,000人、イタリア2,000人、日本2,000人、 
オランダ2,000人、ノルウェー2,000人、シンガポール2,000人、韓国2,000人、スペイン2,000人、スウェーデン2,000人、英国4,000人、米国2,001人

出所：デロイト、2014年
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高価で小型の長方形板に過ぎないスマートフォンを、新品に
買い替える必要はないと疑問に思うかもしれない282。クアッ
ドコア（4コア）プロセッサーからオクタコア（8コア）にアップ
グレードしても、目につくメリットはほぼ無い283。3G回線で
十分であり、4G（LTE）回線は必要ない。12MP（メガピクセ
ル）と20MPの写真で気づくような違いはほぼ無い。高品位
（HD）画面と4K画面の違いも同様だ284。より綺麗に自撮り
（自分での撮影）をする広角レンズも必要ない。角ばったフォ
ルムは、丸みを帯びたフォルムより優れているわけではない
（逆も言える）。

純粋に技術面からスマートフォン買い替え市場を評価するな
らば、既にスマートフォンを所有しているユーザーは新たな
端末が「不要」という結論になる。しかし、この評価は見方が
狭すぎる。
スマートフォンの実用性や衝動買いなど、様々な買い替え動
機が2015年の10億台、2016年の11億5千万台という需要
を後押ししている。

短期的には、スマートフォンはより多彩な機能（指紋センサー
等）を実装し、既存の機能（カメラ性能の向上等）も改善が進
む見通しである。

一見、指紋リーダーは余分な機能に見える。この機能はパス
ワードとPIN入力で可能だったことを実現するだけである285。
（例えば、電話のロック解除、アプリ内課金の認証、エンター
プライズ電子メールへのアクセス、非接触型端末による店舗
内購入等）。

しかし指紋リーダーは各動作をより速く、スムーズにする鍵と
なる機能である。指紋リーダーへのタッチ1回は、スクリーン
へのタッチ数回よりも、よりエレガントだと考えるユーザーも
いる。他人より一歩先に行きたい気持ちが刺激され、その羨
望が買い替えを後押しする。指紋リーダーは実用的に優れて
いるだけでなく、リーダーなしのスマートフォンを持つ他人よ
りも、少しだけ違うことを可能にする286。

以前のフィーチャーフォン同様、カメラはスマートフォンの重
要機能である。
スマートフォン買い替えの共通の（稀に唯一な理由の場合も
ある）理由は、より高品質の写真を撮影し世界中のどこからで
も共有できることである287。

毎年スマートフォンの写真機能は進歩している。4G回線はよ
り高速な共有を可能にし288、より優れたセンサーが弱光での
撮影能力を向上させ、より広角なレンズが採光能力を改善
し、スローモーションビデオ撮影も可能にした。高速プロセッ
サーとマイクロアクチュエーター（作動装置）がブレによるピ
ンボケを減らした。最新のフラッシュはより自然に近い光を
使い、顔の「白飛び」を減らしている。素敵な料理にかかった
バルサミコ酢の光沢を自然な色合いにすることもできる。
フィルターはムードを変える。

カメラの機能が強化されたため、写真を共有する価値が高
まっている。またネットとの高速通信が可能になったため、よ
り高解像度の写真が頻繁にアップロードされている289。パノ
ラマ写真のサイズは約8メガバイトもあるが、4G（LTE）スピー
ドでアップロードすれば僅か数秒で共有できる。一昔前、休
暇の写真を友人や家族に見せびらかすのは、休暇が終わった
後であった。

高性能カメラ機能は、スマートフォンのメモリーを増量するた
めの買い替え需要を後押しする。これは合理的に見えるかも
しれないが、メモリーを使い果たした理由が、不要な写真を
削除したくないという理由であるならば、全く不合理な判断
と言わざるを得ない。64ギガバイト（GB）のスマートフォン
は、3万枚超の高画質写真を格納できる。しかし、多くの写真
は1度しか見ない。

標準的なアンケート形式の市場調査では、実際の買い替え動
機について特定できない場合がある。2015年における共通
の買い替え動機は、「より大きな画面にしたい」となる。表向
きの理由は「もっと大きく閲覧したい」、あるいは、「もっと動
画を見たいため」であり、「老眼鏡を使いたくないため」と認
める人は多くないと思われる290。

今年、スマートフォンユーザーに共通する不満は、「動作が遅
く感じる」という項目である。これは感覚値の問題だけでな
く、アプリに頻繁にアクセスするスマートフォンは、4年ほど利
用していると動作がかなり遅くなる291。スマートフォンのハー
ドウェアは通常アップグレードできないが、オペレーティング
システム（OS）を含むソフトウェアは少なくとも1年毎にアッ
プグレードされる。新しいソフトウェア（OSやアプリ）は、それ
を利用したり、購入したりすると思われる多くの端末向けにデ
ザインされている。
毎年、最新のスマートフォンはより高速化したプロセッサーと
大容量RAM（ランダムアクセスメモリー）が搭載される。一
方で、年々ソフトウェアの複雑性が増しているため、プロセッ
サーとメモリーは既存機能や新機能を処理することが難しく
なっている。

スマートフォンの
実用性や 

衝動買いなど、
様々な 

買い替え動機が
2015年の 

10億台、 
2016年の 

11億5千万台 

という需要を 

後押ししている。
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一種のステータスとしてスマートフォンを買い替えることは、
思慮の浅い行動に思えるが、この判断は合理的に説明可能
だ。金属、プラスチック、竹であれ、現在ではより高品質の素
材が使用されている。端末の耐久性を向上させれば、人目
をひく。新たなスクリーン画面は強度が向上し、視野角や、
太陽光でまぶしくても可視性が向上している292。現在の多
くのスマートフォンは、ほこりや水に対しても耐久性を備えて
いる293。

周りとの人間関係も、主な買い替え理由の一つである。友人
や家族が新機能を備えた、ぴかぴかの新機種を使っていれば
羨ましく思えるであろう。テクノロジー関連サイトを賑わす新
しいスマートフォン発売のニュースや、国内で話題となる最
新ニュースなど、世間の流行にも影響される。

また親のおさがりのスマートフォン欲しさに、子供が親にス
マートフォンの買い替えをせがむ場合もある。

スマートフォン買い替えは多くの場合、契約期間満了、値下
げ、キャンペーン等のプロモーション関連がきっかけとなる。
しかし、スマートフォン買い替えの最終的な決断やモデル選
択には前述した要因に加え、その他多くの衝動（図表7参照）
に後押しされている。端末メーカーと通信キャリアは、こうし
た買い替え要因を全て理解しておく必要がある。

図表7：スマートフォン買い替えの動機

出所：デロイト、2014年
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結論

スマートフォンとは、今まで最も成功した消費者向けの電子端末といっても過言ではない。単年度で10億台の買替え
という顕著な数字はこの証である。

しかし、スマートフォン業界に身を置くだけで成功するという保証はなく、市場の競争は激化している。スマートフォン
メーカーの課題は、ロイヤルティの維持、成熟化する市場でのシェア獲得、利益率の確保、顧客が求める機能を追求す
る等、迅速な対応の重要性は高まるばかりである。

端末メーカーはハードウェアの最適化に加え、端末自体の魅力を向上させる様々な付加価値を提供する必要がある。
テクニカルサポートの提供、新旧端末間での容易なデータ転送、端末データのセキュリティ確保、アプリストアに関連
するサポート（ダウンロードサポート等）である。

端末メーカーは、全ての機能でユーザーの既存ニーズを満たしつつ、同時に潜在的なニーズも想定する必要がある。
余分な機能や利便性の悪いテクノロジーを採用すれば、収益性は低下する。

史上最高解像度のカメラ機能を提供しても、その品質を見分けられる者は多くないかもしれない294。一方、弱光での
撮影能力の改善はすぐにでも認知され、幅広い支持を得る可能性がある。

端末メーカーは、キャリアと密接な関係を維持すべきである。販売奨励金や2年契約の縛りがある市場では、買い換
え需要にはメリットとデメリットの双方がキャリアにあるからだ。キャリアは端末費をメーカー側に前払いし、顧客には
分割払いのプランを提供する必要があるが、一方で買い替え需要を取り込めれば顧客を囲い込み、解約率が減り、さ
らにサービスレベルを向上させる機会が増える。
販売奨励金のない市場では、端末メーカーは販売店と顧客に対してアピールするために、価格や機能を最適化する必
要がある。

法人が数百万台単位でスマートフォンを購入する場合、機種を選択する基準は消費者向けより多様化する。休日のス
ナップ写真を共有するのに最適なスマートフォンかを、CIOが注視する可能性は低いのだが、人事部ならスタッフを会
社に引き留めるために、そうした機能を持った端末を社員に支給したい、と考える可能性がある。より頑丈で防水性の
高いスマートフォンは、屋外で働く人のニーズに合致する場合もある。また高度なセキュリティを求める企業では、指
紋リーダーとNFCチップに高い関心を寄せるだろう。

スマートフォンメーカーは、キャリアと密接な関係を維持すべきである。 
また販売奨励金や2年契約の縛りがある市場では、 
買い替え需要には利点とデメリットの双方がキャリアにある。
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2015年末までに、全世界のブロードバンド接続が可能な世
帯数は約2％増加し、7億1千500万世帯に達し295、多くの国
では平均通信速度は15-25％向上する296。しかし、この数字
は世帯間における通信速度の格差を非常に見えにくくしてい
る。多くの国で上位10％の世帯は、下位10％の世帯に比べ
平均10倍以上の通信速度を享受している。またFTTPが普及
している国では、通信速度の格差が最も小さいという調査結
果だ。

つまり、「ブロードバンド」という言葉は今や、数メガビット/秒
（Mbit/s）から数百Mbit/sまでの広範囲にわたる通信速度を、
漠然と指し示す呼称になっている。1990代後半にブロード
バンドが初めて家庭に導入された当時、通信速度は
512Kbit/sであった297。

さらに、各家庭の設置環境によっても、ブロードバンドの通信
速度が異なると予想される。自宅の壁の厚さ、ルーターの年
式、時間帯、家族や隣人のネット閲覧習慣など、多様な要因に
よって実際に機器を利用する際の通信速度が決まってくる。

利用している端末が得られる通信速度は、ユーザーが利用す
るオンラインサービスにも大きな影響を与えることとなる。

ブロードバンド通信速度を決定づける要因は、大きく2つ考え
られる。

1つ目は場所である。通常、各地に設置された交換機から自
宅が遠いほど、通信速度は低下する。地方では家庭が散在し
ていることが多いため、交換機の設置場所と自宅が遠くなり、
ブロードバンド通信速度も低下する。例えばドイツでは、
2013年半ば時点で都市部世帯の約80％が50Mbit/sサービ
スを利用していたが、地方で同様の通信速度を享受できたの
は全世帯の5分の1に過ぎなかった298。

2つ目の要因は通信技術である。ブロードバンドの通信技術
は主に４種類に分類され、それぞれ通信速度の幅が異なる。

• スタンダードADSL

最初のブロードバンド技術であり、通信速度は最大
8Mbits/s。次世代技術であるADSL+はADSLの3倍の通
信速度となる。デロイトの予測では2015年初時点で、2億
8千万世帯がADSLに加入（全体の40％）299。ADSLは従来
型銅線を利用するが、電話交換機のアップグレードが必要
となる。

• FTTC（fiber to the cabinet）
ADSLの次世代標準規格として最も広く普及しており、デ
ロイトの予測では2015年初時点で、約1億7千500万世帯
（ブロードバンド加入世帯の25％）がFTTCに加入300。FTTC

では屋外キャビネット（交換機を収容）と呼ばれる部分まで
光ファイバーを敷設し、キャビネットからは従来型銅線を通
じ家庭に接続する。FTTCは通常、ダウンストリーム（下り回
線）で30-40Mbit /sとなり、追加費用を負担すれば
70Mbit/s以上のサービスも利用可能である。通信速度は
交換器から800-1000m圏内で約50％、1.6-1.8km圏内
で75％低下する301。2020年までには、FTTCでも現在の
オンラインサービスの大半を利用するのに十分な通信速
度である100Mbit/sに到達する見通しとなっている302。

• FTTP（fiber to the premise）303

デロイトの予測では、2015年第1四半期時点で1億1千世
帯（ブロードバンド加入全世帯の16％）がFTTPに加入304。
FTTPは光ファイバーを家庭敷地内まで敷設する305。通信
速度は現在のところ最大1Gbit/s。

• ケーブル
約1億3千500万世帯に導入されている（ブロードバンド加
入全世帯の19％）。ケーブルブロードバンドのプロバイ
ダーはDOCSIS 3.0ネットワークにて、50Mbit/sのサービ
スを提供する。最高スピードは数百Mbit/s。この技術を使
えば、さらに高速スピードも提供可能だが、現在のウェブ
サイトでそのスピードに対応しているものはほぼ無い。
ケーブルブロードバンドの約80％は、DOCSIS 3.0となる。
これと比べると、他のネットワークはかなり低速となる。
DOCSIS 3.0を利用したケーブルブロードバンドの通信速
度は、近年かなり向上しており、英国では2010年10月－
2014年5月の期間に、通信速度が11.7Mbit/sから
43.3Mbit/sまで向上している306。

各種テクノロジーは現在、様々なアプリケーションをサポート
している。ADSLは通常のウェブサイト閲覧やメール送受信
には十分な速度だが、交換機からの距離によってはTV画面で
動画ストリーミングを視聴するにはスピードが不足する可能
性がある。FTTCの通信速度は、ゴールデンタイムに40イン
チのTV画面で動画ストリーミングを視聴するのに十分だが、
交換機からの距離やサービスプランによって速度が異なる。
DOCSIS 3.0ケーブルとFTTPは、たいていのブロードバンド
用アプリケーションに対応でき、HD動画のストリーミングも
視聴可能となる。

グローバルレベルでは、このようなテクノロジーを通じて通信
速度は年々向上している。ケーブルや光ファイバーを通じたブ
ロードバンドテクノロジーはさらに高速化している一方、ADSL

の通信速度はほぼ以前と変わらず停滞している（図表8参照）。

通信環境：ブロードバンド通信速度の 
ギャップが拡大
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テクノロジーに起因する通信速度の格差は、短期的には拡大
する可能性がある。例えばFTTCの次世代標準規格である
G.Fastは、従来型銅線接続を利用し、ブロードバンド信号の
周波数帯域を拡大することで最大1Gbit/sのサービスが提供
できる307。この方式の欠点は、非常に短い距離、理想的には
100メートル以内でしか利用できないことである。屋外キャ
ビネットの100m以内に、数十世帯が密集している地区では
利用可能だ。しかし地方では、住宅は道路から100m超、交
換機から何kmも離れていることも多い。

DOCSIS 3.1と呼ばれる、ケーブルブロードバンド標準の次
世代規格もある。この技術は、FTTC及びFTTHネットワーク
を通じた通信速度高速化に対応し、導入が進んでおり、最高
下りスピード10Gbit/s、上りスピード1Gbit/sの通信速度を
実現する。このサービスが広まることで、世帯間のブロード
バンド通信速度の格差はさらに拡大する308。

ブロードバンドプロバイダーが、高速スピードを求める全世
帯の近傍に屋外キャビネットを設置することも可能性である。
しかし、ブロードバンドサービスは補助金のない民間ビジネ
スであり、プロバイダーが最も収益化の可能性が高い、都市
部での接続サービスに注力するのは当然である。

通信速度を改善する他の方法は、各家庭に光ファイバーを敷
設するか、ケーブルネットワークの範囲を拡大させることが
考えられるが、いずれも大規模な投資を要する。

FTTCは、従来型銅線ネットワークが広く普及して入る地域に
おいて、施設内まで光ファイバーを延伸させるのと比べ、投
資規模は大きく低減されるため、利用される可能性が高い。
しかし、交換機からの距離によって、通信速度が著しく影響を
受ける。このため、全世帯の通信速度を平均的に向上する解
決策とはならない。低速ブロードバンドの世帯の通信速度を
平均まで上げるというよりも、既に高速ブロードバンドに接続
している世帯のスピードを向上させる結果となる309。

交換機からの距離と通信技術は、ブロードバンドの通信速度
に影響を与える2つの主要因ではあるが、各家庭が負担でき
る利用料金は別の課題だ。大多数の国ではブロードバンドの
利用料金は、利用する通信技術で異なり、通信速度が速いほ
ど、値段も高い。高速ブロードバンドの申し込みがあまり伸
びていない主な原因は、この出費である。月額20ドルを追加
出費できる世帯もあれば、平均収入を下回る世帯ではこの費
用を負担できない。英国では2014年3月時点で、FTTCある
いはFTTPの加入世帯数が、ブロードバンド利用可能世帯数
の14％に留まった310。

利用料金の問題は、都市、郊外、地方世帯間で通信速度が異
なるのと同様に、たとえ同じ地域の住民であっても所得水準
により通信速度が異なることを意味する。

交換機からの 

距離と 

通信技術は、 
各家庭の 

ブロードバンド 

通信速度に影響を
与える 

2つの主要因 

ではあるが、 
更なる課題として、 
料金の問題がある。

図表8：テクノロジー別、戸建て住宅向けブロードバンド通信速度の推移（Mbit/s）（全世界）

出所：Point Topic、2014年
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これまで、自宅までブロードバンド通信速度に焦点を当てて
きたが、家庭内を見てみると、実際の通信速度を低下させる
要因が多数ある。１つは無線、有線のどちらを利用している
かである。無線ルーターは使いやすく設置も楽だ。しかし
Wi-Fiを利用した場合、有線と比べて通信速度は50％低下す
る。有線接続は多くの家庭にとって設置が複雑である。技術
に精通しているユーザーであれば、電力線通信アダプター
（電源コンセント）を利用するだろう。このブロードバンド通信
方式は、家庭内の配電方式が最新であり、電力線アダプター
がISPの提供するルーターと互換性がある場合でないと機能
しない。また、ルーターの年式もスピードに影響する。ルー
ターが旧式であるほど、処理能力は低下する。建築素材も性
能に影響する。築年数が古く壁の厚い家では無線信号が遮
断される。新しくリフォームされた家で、何層もの金属膜が
融着された石膏ボードが使われている場合も同様である311。
温水コイルによる床下暖房も金属性物質と同様に、信号を遮
る性質がある。家庭内Wi-Fiで最もスピードが出るのは、一
般的にはルーターの近くである。しかし最もスピードを必要
とする端末（たいていはTV）などが、ルーターの近くに設置さ
れていないケースも多い。

実際のブロードバンド通信速度は、家族構成によっても影響
を受ける。ブロードバンドは共有リソースであり、ネットの利
用頻度が高い家族がいる場合、高速接続であっても、実際の
利用時には中程度の通信速度に低下する。

実際の通信速度については、多くの実証研究がある。コンテ
ンツ配信ネットワーク大手のデータによれば、世界中の自社
ネットワークのブロードバンド接続の約半分が4Mbit/s強で
あり、5分の1は10Mbit/s強、10分の1のみが15Mbit/s強の
通信速度であった312。

当レポートでは、特定の国におけるブロードバンド通信速度
のバラツキに焦点を当てている。地域別でブロードバンドの
通信速度には著しい差があり、この差は2015年やそれ以降
も、拡大し続ける可能性が高い。図表9では世界の地域別・
通信技術別のブロードバンド接続世帯数を示している。

図表9：地域別、通信技術別、ブロードバンド接続世帯数

出所：Point Topic、2014年
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ビデオオンデマンド（VOD）、オンライン確定申告などのOTT（over the top）サービスを提供している民間事業者・公共機関は、各家庭がどれくらい
のブロードバンド通信速度で接続できるかを考慮する必要がある。

特に動画配信については、接続状況による影響が大きい。
独立系のVOD事業者でも、TV番組のオンライン再放送を提供する放送局でも、サービス事業者は各家庭が利用できる通信速度を注意深く見守る必
要がある。VODを利用したいが、高速ブロードバンド接続を利用できない家庭にはブロードバンド以外の方法、例えば衛星を利用したキャッシング（コ
ンテンツが衛星経由でデジタルビデオレコーダーに配信される）でサービスを提供する必要がある。

オンラインショッピングを提供する事業者は可能な限り、リッチなコンテンツによる顧客体験を提供したいと考えている。しかし、そのために必要な高
速ブロードバンド接続は、全世帯で利用可能なわけではない。

当レポートは2015年、及び2015年中に実現される可能性が高いトレンドに焦点を当てている。長期的には、ブロードバンドサービスの状況を一変さ
せるようなイノベーションが起こる可能性は十分にある。例えば、熱気球を利用して地方に高速接続サービスを提供することが検討されている。この
通信方法では、地上のインターネット接続基地と通信せずに、空に浮かぶ気球間で通信が中継され、3G程度の通信速度が実現される見通しである313。

結論

ブロードバンド接続格差について語るとき、「持てる者」と「持たざる者」が話題になることが多い。このギャップは重要であるが、しかし「持てる者」の間
でも生じる格差を認識することも重要である。ここ数年、最高速のブロードバンド通信速度で接続する者と、通常速度との隔たりが拡大しており、短期
的にはこの格差は今後も拡大する見通しである。

規制当局にとっての課題は明白である。ブロードバンドを、多くの国での固定電話と同様にユニバーサルなインフラサービスとして啓発するだけでは
不十分かもしれない。何をブロードバンドと呼ぶのか、定義についても定期的な見直しが必要である。通信速度は重要な要素であり、過去、ブロード
バンドはダウンストリーム（下り回線）の速度に注目してきた。しかし将来、ブロードバンドの利用方法が進化し、ユーザーがアップロードするコンテンツ
が増加するにつれ、アップストリーム（上り回線）が重要性を増すだろう。

規制当局は、普及する通信技術によるメガビット当たりの価格への影響を検討する必要がある。ADSLブロードバンドにしか接続できない世帯は、通信
速度が遅いだけでなく、Mbit/s当たりの費用負担もかなり大きい（図表10参照）。

図表10：メガビット当たりの、戸建て住宅における平均費用の推移（USドル、PPPレート）（全世界）

出所：Point Topic、2014年
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デロイトの予測では2015年末までに、6億-6億5,000万台の
近距離無線通信（NFC314）搭載端末の5%が小売り実店舗315

での非接触型決済に、少なくとも月に1度利用される。2014年
半ば時点316では、4億-4億5,000万のNFC搭載端末所有者
の0.5%未満が月に1度の利用であった。2015年末では、非
接触型モバイル決済が主流の決済方法とならない見通しで
あるが、ニッチ分野での利用は前年度のほぼゼロから大きく
拡大する。

さらにデロイトの将来予測では、中期的にNFC搭載端末によ
る店頭決済がより普及し、この決済方式を受け付ける銀行や
店舗が増加すると共に、NFCを搭載する端末数も着実に増加
する317。今後、NFC搭載スマートフォンによる決済件数及び
決済額は着実に増加すると予測されている。

非接触型端末による決済は年々増加すると予測される一方、
ある一定期間は非接触型のICクレジットカード、現金等、その
他の決済方法と併用される見通しである。大半の人にとって
は、財布が不要になるまでしばらく時間がかかるだろう。

実店舗での決済にモバイル端末を利用するという考えは、以
前からあった。近距離の無線通信は以前からその可能性が
認識されており、1990年代後半には携帯電話とモバイルネッ
トワークを利用して決済できる自動販売機がトレードショーで
も展示された。最初の非接触型決済端末Speedpass（ガソリ
ンスタンドで利用されるキーホルダー型の決済端末）は
1997年318に導入された。同年、香港の地下鉄では、非接触
型のプリペイド運賃収納システムが導入された319。

実際、非接触型決済とモバイル端末の融合は10年以上前か
ら始まっている。2004年に、非接触テクノロジーを搭載した
最初の携帯電話がサービスを開始し、2006年、最初のNFC

搭載型電話が発売された320。長年にわたりスマートフォンは
残高確認、送金、オンライン取引等の金融分野で利用されて
いる。

しかし2015年以前は、他の技術（例えばQRコードや他の近
距離無線テクノロジー）を利用した、モバイル端末による店頭
決済は非常に限定され、その内でもスマートフォン利用は僅
か一部（10%かそれ以下）を占めるに過ぎなかった321。

デロイトの予測では、2015年がNFC搭載モバイル端末決済
における転換点となる。モバイル決済に向けた主要な外部環
境が整うため、金融機関、小売店、消費者、テクノロジー企業、
通信キャリアを満足させる要件が満たされる年になる。

2015年末までには、大半の主要先進国の大手クレジットカー
ド会社がNFC搭載スマートフォン決済との連携を進めると予
測される。しかし経済状況や技術モデル（決済処理モデル等）
が各国で異なるため、国別で導入される決済方式が多様化す
る可能性が高い。

NFC搭載端末での店頭決済が進むと、金融機関（カード発行
会社及び銀行）のビジネスモデルに継続性と改善をもたら
す。金融機関は決済処理からの手数料を得る。また手数料
収入を端末メーカーや他の企業と分配するケースも考えら
れる322。金融機関は決済リスクの引受を行う。口座所有者は
どの決済方法を利用しても、銀行が発行するデビットやクレ
ジットカードと同様の支払期限や制限が課されるだろう。

非接触型スマートフォン決済の主な利点は、組込み機能（ソフ
トウェアやハードウェア）やSIMベースのトークン化機能を利
用すれば、より高いセキュリティが確保できることである323。
NFC搭載端末のトークン化機能は独自コード（トークンとして
知られる）を生成した上で、店舗のNFC搭載レジに決済情報
を送信する。クレジットカード番号は送信されず、決済システ
ムに侵入されたとしても、従来取引用のカード情報しか漏洩
しない 324。カード情報はカード発行会社のネットワーク
（Visa、MasterCard等）、クラウド（HCE）、スマートフォン内
のセキュアースペース内のいずれかに保管される。トークン
は1回の決済処理のみ有効であるため、他の決済処理には利
用できない。決済処理に侵入した不正侵入者は1度しか利用
できないトークンのみアクセスでき、カードの詳細情報にはア
クセスできない325。

指紋認証、アイスキャン、心拍計など他の認証方法と組み合
わせれば決済がより安全になる326。バイオメトリクス、組込
み型セキュリティ機能、トークン化機能を組み合わせれば、
カード読取機、チップ、PINよりも堅牢なセキュリティ機能を
提供できる。

非接触型モバイル決済：ついに普及段階へ

51Technology, Media & Telecommunications Predictions 2015



店舗でNFC搭載型スマートフォンでの決済が進むと、より迅
速な決済処理や、他システムと組み合わせた高価値の処理が
実現可能になる327。どのような決済方式にも、利用を阻害す
る要因は存在する。現金には釣り銭が、クレジットカードには
PINや署名が必要である。しかし非接触型決済では、カードや
モバイル端末を読取機に乗せるだけでよい。非接触型スマー
トフォン決済システムの根本的メリットの1つは、口座所有者
のクレジット及びデビットカードの上限額を同じに設定できる
ことである328。非接触型のICカードではカード盗難による被
害を低減させるため、利用上限額（通常50USドル以下）329及
び取引回数制限（非接触型決済の件数）が設定されてあり、
これを超えた場合は本人確認が必要となる。英国では2014

年6月時点で、非接触型のICカード決済件数は2,380万件で
あり、平均決済額は11.03ドルであった330。英国で同月に利
用されたクレジット及びデビットカード平均決済額の約7分の
1に留まっている331。

NFC決済を利用するためには互換性のあるPOS端末を導入
する必要があり、導入コストは数百ドルとなる。2015年初で
は、全世界に設置されている数千万台の決済用端末で数
百万台が既にNFC決済に対応する端末であった。2015年中
には特に米国にて、この台数が大きく増加する可能性が高
い。米国の店舗ではEMV（Europay,MasterCard,VISA）仕
様に準拠した端末への刷新が進んでおり、こうした端末の多
くがNFC対応であると思われる332。

2015年末には、非接触型スマートフォン決済に対応している
店舗はまだ少数に留まる見通しである。新たな決済に対応を
進める店舗の多くでは既にPOSシステム刷新に投資している
ファーストフードチェーンなど、大量の小額決済処理が必要
な事業者となる。

NFCモバイル決済を採用する多くの事業者にとって、導入を
進める主な理由は経済的なものが多い。一方消費者にとって
は、行動を正当化する理由が必要である。NFC搭載スマート
フォン決済を利用することで、決済がより簡単で迅速化され、
またデジタルクーポンやディスカウントが使えるなど、利用者
にとってのメリットが無い限り普及しない。

過去数年では、NFC搭載スマートフォンが実店舗で利用され
るためのいくつかの条件が、まだ整っていなかった。数億台
のスマートフォン所有者は既に、アプリ購入、楽曲ダウンロー
ド、クラウドストレージ増量のためにクレジットカード情報（1

枚かそれ以上のカード）をサービス事業者に提供している333。
数千万人の消費者は、既に何年間もクレジット及びデビット
カード、また交通機関向けの非接触ICカードに慣れ親しんで
いる334。多くの人にとって、指紋リーダーが必要な場合は稀
であり、特定国の入国管理を通過するときぐらいである。しか
し、2015年の早い時期に指紋認証機能を備えるスマートフォ
ン台数が1億近くに達することを考えれば、指紋リーダーが
普及するのは時間の問題である335。

一部のスマートフォンユーザーは既にクレジットカード情報を
端末に登録し、非接触型決済を利用している。また端末ロッ
ク解除や、アプリ購入のために、指紋認証を日常的に行って
いる。こうしたユーザーにとっては、非接触型の決済で指紋
認証する行為自体は真新しいことではない336。

既に数億枚の非接触型のICクレジットやデビットカードが存
在することは、NFC搭載スマートフォン決済の普及を阻害す
るものではない。非接触型のICカードと比べ、非接触型ス
マートフォン決済を好む消費者は約3千万人に上ると想定さ
れている。

一部の消費者にとって理由はシンプルで、財布よりも携帯電
話を持ち歩く頻度が高いからである。またアーリーアダプ
ターと見られたいため、スマートフォン決済を利用する可能
性もある。スマートフォンの利用限度額が、通常の非接触型
ICカードよりも高い場合も普及が進むであろう。

NFC搭載スマートフォン決済の一部では、プリペイド方式が
必要となる337。プリペイド方式も、デビット及びクレジットカー
ド方式と共に、今後も併用されると予測される。このプリペイ
ド方式は、低所得者層で普及するものと思われる。

非接触型の 

ICカードと比べ、
非接触型スマート
フォン決済を好む
消費者は 

約3千万人に上る
と想定されている。
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結論

非接触型決済とは当初、ある１事業者の決済にしか利用できないクローズドなシステムとして何十年前から利用可能
ではあった。しかし、非接触型のICカード決済が普及し始めたのは、ここ数年である。2015年は、非接触型ICカードと
モバイル決済の利用が力強く拡大するものの、元々少なかった件数がやや改善する程度に留まる。モバイル決済の
認知度を向上させるためには、消費者への情報提供やマーケティング活動が不可欠である338。

2015年、非接触型スマートフォン決済は前年に比べかなり拡大すると予測されるが、先進国でも主流の決済方法とな
るには多くの課題が残されている。

金融機関にとって、非接触型スマートフォン決済は新たな決済手段となり、既存の決済エコシステム維持に貢献する
一方、手数料収入が減少する可能性もある。

小売業者にとっては、非接触型決済の4つの主要メリットを検討する必要がある。顧客データ保護の必要性が低下し、
他の決済手段に比べ迅速な決済を可能とし、高可処分所得の消費者を惹きつける。また、例えば特典プログラムを統
合できれば、より個別にカスタム化された顧客体験を提供する機会が増える339。

端末メーカーとしては、非接触型決済向けに指紋リーダー、トークン化エンジン等の機能を搭載することで自社端末
の差別化が可能となる。こうした機能は決済エコシステムを実現するために提供され、また利便性が高くないと利用
されない。

今後は非接触型の機能を活用して、施設入退館などでもモバイルの用途が広がる。非接触型決済は、特典プログラ
ムのポイント付与や払い戻しなど、他の決済プロセスと融合して利用される可能性が高い340。

非接触型スマートフォン決済の安全性を向上させる施策については、全ての関係者が検討を進める必要がある。考え
られる一つの施策は、スマートフォンで常時収集されている位置情報を、セキュリティチェックとして活用することであ
る341。通常の行動範囲外で利用された場合はPINを入力するなど、追加認証を課す案である。

中期的には、非接触型モバイルの影響は広範囲に及ぶ。非接触型モバイルは新たな顧客体験提供の機会を拡大す
る。例えば、店舗内の特別キャンペーン情報をNFC搭載端末にプッシュ表示したり、そもそも全ての商品が非接触型
で決済されれば店舗にPOSシステムを設置する必要が無くなる。またNFCは、モバイル端末以外のあらゆる端末に導
入される可能性を秘めている。
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注釈

1. Deloitte is not including the Information and Entertainment sector in this analysis. We have categorized Smart TVs, game consoles, set top boxes and the like as 
being part of the Internet of Humans, rather than the Internet of Things. See: Internet of Everything Market Tracker, ABI Research, as accessed on 16 December 
2014: https://www.abiresearch.com/market-research/product/1017637-internet-of-everything-market-tracker/ 

2. Source: Gartner, who estimate device unit sales (excluding Information and Entertainment) for 2014 at 636 million  and forecast 2015 sales of 1.015 billion 
units. See: Gartner Forecast: Internet of Things, Endpoints and Associated Services, Worldwide, spreadsheet download, Gartner, 20 October 2014: http://www.
gartner.com/document/2880717 [Registration required]

3. Gartner Forecast: Internet of Things, Endpoints and Associated Services, Worldwide, Gartner, spreadsheet download, 20 October 2014: http://www.gartner.
com/document/2880717 [Registration required]

4. We calculate the value of a $10 IoT module within a $40,000 car as worth $10, and not as a $40,000 IoT-enabled device. Deloitte estimates that the average 
cost of an IoT modules will be about $10, so a billion units are about $10 billion in IoT specific subsystem hardware revenues, although embedded in larger 
devices worth collectively hundreds of billions of dollars.

5. Gartner has excluded most of the Internet of Humans Information and Entertainment services revenue from their $69.5 billion services forecast: “Video media 
service revenue and video game ecosystem revenue are excluded from the information and entertainment category, but the revenue from both segments is 
available in “Forecast Analysis: Consumer Video Media Services, Worldwide, 3Q14, 5 December 2014” (G00269649), and “Forecast: Video Game Ecosystem, 
Worldwide, 4Q13” (G00246826).”  See: Gartner Forecast: Internet of Things, Endpoints and Associated Services, Worldwide, spreadsheet download, Gartner, 20 
October 2014: http://www.gartner.com/document/2880717 [Registration required] 

6. IoE, Enterprise & M2M, ABI Research, as accessed on 9 December 2014: https://www.abiresearch.com/market-research/practice/ioe-enterprise-m2m/ 
[Registration required]

7. Gartner total service revenues for 2015 are $69.5 billion, while consumer services revenues excluding Information and Entertainment will be $5.2 billion, or 
7.5 percent. See: Gartner Forecast: Internet of Things, Endpoints and Associated Services, Worldwide, spreadsheet download, 20 October 2014: http://www.
gartner.com/document/2880717 [Registration required] 

8. Internet of Things vs. Internet of Everything – What’s the Difference?, ABI Research, 7 May 2014: https://www.abiresearch.com/whitepapers/internet-of-things-
vs-internet-of-everything/ [Registration required]

9. SCADA, Wikipedia, as accessed on 9 December 2014: http://en.wikipedia.org/wiki/SCADA 

10. The Internet of Things Ecosystem: Unlocking the Business Value of Connected Devices (page 5), Deloitte Development LLC, 15 August 2014: http://www2.
deloitte.com/xe/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/internet-of-things-ecosystem.html 

11. Based on experimental data, five laundry loads were washed and dried. Total time of doing all tasks (not counting the machine time of doing the washing and 
drying) averaged 180 seconds per load, of which turning the machines on was under five seconds.

12. This obviously varies by appliance power usage and local electricity rates and off-peak discounts. In Ontario Canada, off-peak rates are 7.7 cents per kilowatt 
hour (kWh), versus 11.4 cents during mid-peak periods. The average dryer load takes about an hour at 3500 watts, or 3.5 kWh; or 27 cents off peak and 40 
cents mid-peak. The difference of 13 cents means that even at one dryer load per day, only $47.45 would be saved annually. See: Smart Meters and Time-of-
Use Prices, Ontario Ministry of Energy, 30 October 2014: http://www.energy.gov.on.ca/en/smart-meters-and-tou-prices/ 

13. This is a pretty cool lighting project: The Alba, by Stack Lighting, Gigaom, 11 September 2014: https://gigaom.com/2014/09/11/this-is-a-pretty-cool-lighting-
project-the-alba-by-stack-lighting/ 

14. Avital 4103LX Remote Start System with Two 4-Button Remote, Amazon, as accessed on 9 December 2014: http://www.amazon.com/Avital-4103LX-Remote-
System-4-Button/dp/B002P4P1G2/ref=lp_15736151_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1417807933&sr=1-1 

15. A fully connected car offers many potential applications, ranging from self-diagnosis for repairs, telematics for insurance, and even autonomous driving. Once 
vehicles are connected for those purposes, features such as remote start will also be possible, but for most cars remote starting on its own is unlikely to be a 
common reason for investing in a M2M link.

16. According to a large North American electrical utility that wishes to remain un-named.

17. Smart meters will save only 2% on energy bills, say MPs, BBC News, 9 September 2014: http://www.bbc.com/news/business-29125809 

18. First nuclear power station in a generation given go-ahead... but costs soar £8 BILLION before construction even starts, Daily Mail, 8 October 2014: http://www.
dailymail.co.uk/news/article-2784913/First-nuclear-power-station-generation-given-ahead-costs-soar-8-BILLION-construction-starts.html 

19. All data in this paragraph is from an Internet of Things data analytics company in Canada. Thanks to Mnubo co-founder Aditya Pendyala. See: Home page, 
Mnubo, as accessed on 9 December 2014: http://mnubo.com/ 

20. Connected car forecast: Global connected car market to grow threefold within five years (page 5), GSMA, June 2013: 
http://www.gsma.com/connectedliving/wp-content/uploads/2013/06/cl_ma_forecast_06_13.pdf 

21. 89 million insurance telematics subscribers globally by 2017, ABI Research, 10 February 2012: https://www.abiresearch.com/press/89-million-insurance-
telematics-subscribers-global 

22. Consumers buy telematics for the cost saving, keep it for safety, Telematics.com, 27 August 2014 : http://www.telematics.com/telematics-blog/consumers-buy-
telematics-cost-saving-keep-safety/ 

23. Internet of Things vs. Internet of Everything – What’s the Difference? (Page 6), ABI Research, 7 May 2014: https://www.abiresearch.com/whitepapers/internet-
of-things-vs-internet-of-everything/ [Registration required]

24. The Internet of Things Ecosystem: Unlocking the Business Value of Connected Devices, Deloitte Development LLC, 15 August 2014: http://www2.deloitte.com/
content/dam/Deloitte/global/Documents/Technology-Media-Telecommunications/gx-tmt-Iotecosystem.pdf 

25. Based on Tesco case studies presented in the following sources: Customer Analytics and the Next Best Offer: Improving Your Timeliness and Relevancy,  
Deloitte Dbriefs, Deloitte US, 14 June 2012; Philip Kotler et al., Chapter 5: Creating Customer Value, Satisfaction, and Loyalty, Marketing Management  
(Pearson, 2009)  

54



26. An in-depth view on UAVs is available here, see: Unmanned aerial vehicle in logistics, DHL, 2014: http://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/about_us/
logistics_insights/DHL_TrendReport_UAV.pdf 

27. The caliber of the camera depends on the price paid. See: Parrot’s Bebop drone is a speed demon, Mashable, 19 November 2014: http://mashable.
com/2014/11/18/parrot-bebop-drone-2/ 

28. The new BeBop drone from Parrot, one of the three largest consumer drone manufacturers, costs about $900 as part of a kit including three batteries. See: 
Parrot’s Bebop drone is a speed demon, Mashable, 19 November 2014: http://mashable.com/2014/11/18/parrot-bebop-drone-2/ 

29. As well as smartphones, other devices can be used to control drones, including smart glasses and virtual reality glasses. Currently our view is that the installed 
base of such devices is minimal. For more information on alternative controllers, see: Parrot AR.Drone 2.0: Even more piloting possibilities!, Parrot, 6 January 
2014: http://blog.parrot.com/2014/01/06/parrot-ar-drone-2-0-even-more-piloting-possibilities/ 

30. To see some compilations of drone footage, see: The 7 most viral drone videos in the world, Business Insider, 27 September 2014: http://www.businessinsider.
com/7-best-viral-drone-videos-in-the-world-2014-9?IR=T; The best drone videos from around the web, Time, 8 July 2014: http://time.com/2967209/best-drone-
videos/; Killer whales caught in stunning drone footage, Livescience, 21 October 2014: http://www.livescience.com/48371-drone-photographs-killer-whales.html 

31. This system combines a drone with a third-party camera, and uses long-range Bluetooth to follow the individual. For more information, see: AirDog: World’s 
First Auto-follow Drone for GoPro Camera, Kickstarter, as accessed on 8 December 2014: https://www.kickstarter.com/projects/airdog/airdog-worlds-first-auto-
follow-action-sports-dron  

32. For example see: Farming takes flight drones save IL farmers time and money / public news service, Farming Drones, 21 July 2014: http://farmingdrones.com/
farming-takes-flight-drones-save-il-farmers-time-money-public-news-service/ 

33. To see footage of cows being herded by drone, see: Cow drone herding, YouTube, 28 December 2012: https://www.youtube.com/watch?v=kK9gVzSYjJM#t=21 

34. For example, see: FAA allows drone use in missing person search, The Hill, 9 November 2014: http://thehill.com/policy/transportation/217393-faa-allows-police-
to-use-drone-in-missing-person-search. Also see: Model drone finds elderly man, missing for three days, alive, ArsTechnica, 23 July 2014: http://arstechnica.com/
tech-policy/2014/07/model-drone-finds-elderly-man-alive-after-going-missing-for-three-days/ 

35. UAVs can be used to provide additional aerial surveys between bore holes. See: Drones offer 360° vision for oil-hunting geologists, The Conversation, 15 
January 2014: http://theconversation.com/drones-offer-360-vision-for-oil-hunting-geologists-22022 

36. For an example of a company providing such a services, see: Wind Turbine Blade Inspections, Atmoscam, as accessed on 8 December 2014: http://www.
atmoscam.com/uav-industrial-services/wind-turbine-blade-inspections 

37. Cyberhawk UAV inspection cuts cost of decommissioning North Sea oil rig in IMechE PE magazine, Cyberhawk, as accessed on 8 December 2014: http://www.
thecyberhawk.com/2013/02/cyberhawk-uav-inspection-cuts-cost-of-decommissioning-north-sea-oil-rig-in-imeche-pe-magazine/ 

38. For more information on how drones are being used by archaeologists around the world, see: New to the Archaeologist’s Tool Kit: The Drone, The New York 
Times, 13 August 2014: http://www.nytimes.com/2014/08/14/arts/design/drones-are-used-to-patrol-endangered-archaeological-sites.html?_r=0 

39. Low-income countries might get drone deliveries before the U.S. Here’s why., The Washington Post, 3 December 2013:  
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-switch/wp/2013/12/03/low-income-countries-might-get-drone-deliveries-before-the-u-s-heres-why/ 

40. For example see: Behind the mind-boggling shots captured by BBC drones, Wired.co.uk, 12 February 2014: http://www.wired.co.uk/news/archive/2014-02/12/
bbc-drone-journalism. Also see: Hundreds of Thousands Evacuated as Typhoon Nears Philippines, NBC News, 5 December 2014: http://www.nbcnews.com/
watch/nbc-news/suburban-buffalo-snow-day-captured-by-drone-361764419988 

41. For example, see: Drone cameras take wedding photography to new heights, CBS News, 5 August 2014: http://www.cbsnews.com/videos/drone-cameras-take-
wedding-photography-to-new-heights/ 

42. For example, see: France probes fresh drone flights over nuclear power plants, Euronews, 1 November 2014: http://www.euronews.com/2014/11/01/france-
probes-fresh-drone-flights-over-nuclear-power-plants/. Also see: Attack of the drones: Hollywood celebrities are besieged by paparazzi spies in the sky. Worried? 
You should be… because they’ll soon be a regular fixture over YOUR home. Mail Online, 8 September 2014:  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2746231/
Attack-drones-Hollywood-celebrities-besieged-paparazzi-spies-sky-Worried-You-ll-soon-regular-fixture-YOUR-home.html 

43. The majority of reviews of drones read as research for this chapter mentioned crashes during testing. In all the following reviews or other articles, the product 
reviewers experienced a major crash. See: Review: Using the DJI Phantom 2 Vision+ camera drone with Apple’s iPhone, Apple Insider, 3 August 2014: http://
appleinsider.com/articles/14/08/03/review-using-the-dji-phantom-2-vision-camera-drone-with-apples-iphone. Also see: I almost killed someone with a drone, 
The Verge, 13 November 2014: http://www.theverge.com/2014/11/13/7205741/i-almost-killed-someone-with-a-drone. There are also multiple examples of 
drones crashing, even when controlled by professionals, see:  Drone crashes into spectators at Virginia bull run, The Verge, 26 August 2014: http://www.
theverge.com/2013/8/26/4659698/drone-crashes-into-spectators-at-virginia-bull-run;  A tourist who crashed a drone into Yellowstone has been banned from 
the park for a year, The Verge, 24 September 2014: http://www.theverge.com/2014/9/24/6838561/drone-pilot-banned-from-yellowstone-after-crash 

44. Parrot AR.Drone 2.0 Quadricopter: A Drone Anyone Can Fly, Livescience, 15 February 2014: http://www.livescience.com/43426-parrot-ar-drone-2-0-
quadricopter-guide.html 

45. Drones can be hard to pilot precisely. For an example of this, see: Drone Quadcopter hits groom in the head // Epic Fail, YouTube, 4 August 2013: http://www.
youtube.com/watch?v=ocqB6_y71xE; one drone being used in the Grand Canyon failed while over the canyon, the owners the descended into the canyon to 
retrieve it, despite the lack of any trails. See: New docs show drone landed on Lincoln head at Mount Rushmore in 2013, ArsTechnica, 27 September 2014: 
http://arstechnica.com/tech-policy/2014/09/new-docs-show-drone-landed-on-lincoln-head-at-mount-rushmore-in-2013/ 

46. One drone was stranded on the top of a national monument in the US. See: New docs show drone landed on Lincoln head at Mount Rushmore in 2013, 
ArsTechnica, 27 September 2014: http://arstechnica.com/tech-policy/2014/09/new-docs-show-drone-landed-on-lincoln-head-at-mount-rushmore-in-2013/ 

47. In the US, the Director of the National Parks has directed all parks to prohibit drones on grounds of nuisance and safety. See: NPS bans drones over safety, 
nuisance concerns, EE News, 20 june 2014: http://www.eenews.net/stories/1060001697 

48. FAA unveils plan for integrating drones into U.S. airspace, Reuters, 7 November 2013: http://www.reuters.com/article/2013/11/07/us-faa-drones-
idUSBRE9A61H220131107 
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49. This communication is available in a range of languages. See: Access to European Union law, EUR-Lex, as accessed on  
8 December 2014: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0207 

50. Behind the mind-boggling shots captured by BBC drones, Wired.co.uk, 12 February, 2014: http://www.wired.co.uk/news/
archive/2014-02/12/bbc-drone-journalism 

51. Near mid-air collisions with drones, The Washington Post, 26 November 2014: http://www.washingtonpost.com/wp-srv/
special/national/faa-drones/ 

52. One approach to prevent collisions among UAVs is by using radar, but this can be inaccurate. See: Collision-free flying for 
UAVs in crowded skies, Robotics Business Review, 31 July 2012: http://www.roboticsbusinessreview.com/article/collision_free_
flying_for_uavs_in_crowded_skies 

53. For example see: Communication from the commission to the European Parliament and the council, European Commission, 8 
April 2014: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0207&from=EN 

54. One person in the US was fined $2,200 for flying a drone in New York City: the drone landed twenty feet from a pedestrian 
having hit two buildings before its unplanned landing. See: Drone operator fined after almost hitting nyc pedestrian, 
Bloomberg, 3 May 2014: http://www.bloomberg.com/news/2014-05-02/drone-operator-fined-after-almost-hitting-nyc-
pedestrian.html. One person in the UK was fine £800 for flying his drone within 50 meters of a bridge and over a nuclear 
power installation. See: UK’s first drone conviction will bankrupt me, says Cumbrian man, The Guardian, 2 April 2014: http://
www.theguardian.com/world/2014/apr/02/uk-first-drone-conviction 

55. Chinese manufacturer programs Phantom drones with no-fly zones to protect Australian airports, ABC News, 14 April 2014: 
http://www.abc.net.au/news/2014-04-14/chinese-made-drones-programmed-with-no-fly-zones/5388356 

56. DHL launches first commercial drone ‘parcelcopter’ delivery service, The Guardian, 25 September 2014: http://www.
theguardian.com/technology/2014/sep/25/german-dhl-launches-first-commercial-drone-delivery-service 

57. The major costs of drones large enough to carry packages are in the parts of which the drones are made of. Motors, 
propellers, and carbon fiber frames are made in low volumes and require high mechanical precision. Radio control elements, 
ESC speed controllers, accelerometers, gyroscopes and other components most likely to benefit from the deprecation 
delivered by Moore’s Law are a relatively small part of a UAV’s costs and have already benefited from Moore’s Law. Large 
scale manufacturing of parts would enable unit costs to fall significantly (in the region of 30 percent), but this is not likely to 
happen in 2015.

58. Some consumer drones have been destroyed in flight, for example, see: The future of drones: Getting them shot out of the 
sky by neighbors with shotguns, Esquire, 2 October 2014: http://www.esquire.com/blogs/news/quadcopticide-100214 

59. There are some examples of working battery-swapping stations, however every so often the inspection of a drone health 
state would still be needed.

60. One approach to addressing the issue of delivery to the recipient is to lower the package using a string. See: Inside Google’s 
Secret Drone-Delivery Program, The Atlantic, 28 August 2014: http://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/08/
inside-googles-secret-drone-delivery-program/379306/?single_page=true 

61. DHL launches first commercial drone ‘parcelcopter’ delivery service, The Guardian, 25 September 2014: http://www.
theguardian.com/technology/2014/sep/25/german-dhl-launches-first-commercial-drone-delivery-service 

62. The market was worth $869 million in 2012, and is growing over 12 percent per annum, suggesting revenues in excess of $1 
billion in 2014. See: Growth and factor of Aerial Imaging Market 2013 – 2019, LinkedIn, 13 July 2014: https://www.linkedin.
com/pulse/article/20140613105811-340063519-growth-and-factor-of-aerial-imaging-market-2013-2019 

63. Aerial Filming, Hello Air, as accessed on 8 December 2014: http://www.heloair.com/aerial-tyler_mount.php 

64. Also known as Additive Manufacturing, AM, and/or 3DP. For sake of consistency, we will use the term 3D printing 
throughout.

65. Gartner Says Worldwide Shipments of 3D Printers to Reach More Than 217,000 in 2015, Gartner, 27 October 2014: http://
www.gartner.com/newsroom/id/2887417 

66. Deloitte estimate: low cost consumer printers will represent much of the 2015 growth, meaning total dollar growth will be 
lower than unit growth.

67. What Lies Ahead for 3-D Printing?, Smithsonian, May 2013: http://www.smithsonianmag.com/science-nature/what-lies-
ahead-for-3-d-printing-37498558/?no-ist 

68. 3D Printing: The Next Industrial Revolution, ExplainingTheFuture.com, as accessed on 9 December 2014: http://www.
explainingthefuture.com/3dp_book.html 

69. Beyond 2014: Evolving Opportunities in Technology. Wells Fargo, February 2014: https://www.wealthmanagementinsights.
com/userdocs/pubs/Beyond_2014_Evolving_Opportunities_in_Technology_ADA.pdf 

70. Having an object that looks like an automotive connecting rod but is made of light plastic with the strength of a mediocre 
child’s toy is not the same as having an object with the strength to function as a connecting rod.

71. It was estimated to be 87 percent of the market in 2013, according to Stifel research report from October 29, 2014.  
See Roundup Of 3D Printing Market Forecasts And Estimates, 2014, Forbes, 9 August 2014: http://www.forbes.com/sites/
louiscolumbus/2014/08/09/roundup-of-3d-printing-market-forecasts-and-estimates-2014/ 

72. Also known as End Product Production.
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73. 3D Printer Price, MCAD, as accessed on 9 December 2014: http://www.mcad.com/3d-printing/3d-printer-price/ 

74. Home 3D printers take us on a maddening journey into another dimension, ArsTechnica, 28 August 2013: http://arstechnica.
com/gadgets/2013/08/home-3d-printers-take-us-on-a-maddening-journey-into-another-dimension/ 

75. Gartner Says Worldwide Shipments of 3D Printers to Reach More Than 217,000 in 2015, Gartner, 27 October 2014: http://
www.gartner.com/newsroom/id/2887417 

76. Either ABS or PLA using Fused Deposition Modelling, or FDM. See: Fused deposition modeling, Wikipedia, as accessed on  
9 December 2014: http://en.wikipedia.org/wiki/Fused_deposition_modeling 

77. Why 3D Printing Is Overhyped (I Should Know, I Do It For a Living), Gizmodo, 17 May 2013: http://gizmodo.com/why-3d-
printing-is-overhyped-i-should-know-i-do-it-fo-508176750 

78. This may be decades away or even further: metal printers emit unsafe fumes and run at dangerously high temperatures.

79. 3D Printing: The Hype, Reality and Opportunities — Today, Gartner, 8 October 2013: http://www.gartner.com/it/
content/2589000/2589023/october_1_3d_printing.pbasiliere.pdf?userId=13498280 

80. Manufacturing or retailing are likely to be higher than average, while it is difficult to imagine what a bank or software 
company would need a 3D printer for.

81. The Golden Age of 3D Metal Printing: 75.8 % Growth, 3D Printing.com, 22 May 2014: http://3dprinting.com/materials/metal/
golden-age-3d-metal-printing-75-8-growth/

82. 3D printing and the new shape of industrial manufacturing, The Manufacturing Institute, June 2014: http://www.
themanufacturinginstitute.org/~/media/2D80B8EDCCB648BCB4B53BBAB26BED4B/3D_Printing.pdf

83. Advanced manufacturing is reinventing the way we work, GE, as accessed on 9 December 2014: http://www.ge.com/stories/
advanced-manufacturing 

84. SpaceX rocket carries the first ever zero-g 3D printer to the Space Station, ExtremeTech, 22 September 2014: http://www.
extremetech.com/extreme/190629-spacex-rocket-launches-to-the-space-station-carrying-the-first-ever-zero-g-3d-printer. It is 
important to note that due to the danger, size and weight of a 3D printer that can make metal parts, the ISS printer is plastic 
only. In NASA’s words: the 3D printer being used in October 2014 is only “the first step towards establishing an on-demand 
machine shop in space.” See: 3D Printing In Zero-G Technology Demonstration (3D Printing In Zero-G), NASA, 25 November 
2014: http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/1115.html; NASA is 3D printing objects in space, 
Engadget, 25 November 2014: http://www.engadget.com/2014/11/25/nasa-is-3d-printing-in-space/?ncid=rss_truncated 

85. 3D Printing: Cutting through the hype, LinkedIn, 21 June 2014: https://www.linkedin.com/pulse/article/20140721200509-
22092049-3d-printing-cutting-through-the-hype?trk=prof-post 

86. The lead author on this Prediction was a speaker at the Interlog 2013 conference on spare parts in San Diego. In a room of 
large enterprise users, about 30 had metal 3D printers, none of whom of had yet used the machine (or at least admitted to 
using the machine) to manufacture one spare part. See: How 3D-printed Spare Parts Could Save Manufacturers from any 
Production Interruptions, Interlog, as accessed on 9 December 2014: http://interlog.wbresearch.com/interlog-3d-printing-ml 
[Registration required.]

87. There is an entire fascinating area around watermarking (or otherwise identifying) a specific 3D-printed object. See: Secretly 
Tag 3-D-Printed Objects With InfraStructs, IEEE Spectrum, 20 August 2013: http://spectrum.ieee.org/video/consumer-
electronics/gadgets/secretly-tag-3dprinted-objects-with-infrastructs 

88. Ford’s 3D-printed auto parts save millions, boost quality, Ford, 12 December 2013: https://media.ford.com/content/
fordmedia/fna/us/en/news/2013/12/12/ford_s-3d-printed-auto-parts-save-millions--boost-quality.html 

89. 3D Printing Market Analysis By Application (Automotive, Aerospace, Aerospace, Medical ), By Raw Material (Polymers, Metals, 
Ceramic) And Segment Forecasts To 2020, Grand View Research, December 2013: http://www.grandviewresearch.com/
industry-analysis/3d-printing-industry-analysis 

90. The auto companies themselves only produce about 20-30 percent of parts in any given vehicle. The parts makers of various 
levels in the supply chain produce the remainder.

91. We are indebted to Dr. Peter Frise for these insights. He is a Professor at the University of Windsor, consultant to many of the 
leading manufacturers and ODMs, and CEO of AUTO21, Canada’s national automotive research program.

92. 3D Printing Revolutionizes the Hearing Aid Business, Forbes, 15 October 2013: http://www.forbes.com/sites/
stevebanker/2013/10/15/3d-printing-revolutionizes-the-hearing-aid-business/ It was ten million units as of October 2013, and 
15 million seems a reasonable assumption for January 2015.

93. Interview with European company in the 3D medical printing business.

94. This Year Educational 3D Printing Contracts Averaged almost $32,000, 3D Printing Industry, 21 October 2014: 
http://3dprintingindustry.com/2014/10/21/educational-3d-printing-onvia/ 

95. 3D Printing: Cutting through the hype, LinkedIn, 21 July 2014: https://www.linkedin.com/pulse/article/20140721200509-
22092049-3d-printing-cutting-through-the-hype?trk=prof-post 

96. 
97. Amazon launched in 1994. 
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98. As of 2013, the proportion was 45 percent. In some markets the ratio was far higher, for example 60 percent in Germany.  
See: The impact of e-commerce on final deliveries: alternative parcel delivery services in France and Germany (Page 2), mobil.TUM, 2014: http://www.mobil-tum.
vt.bgu.tum.de/fileadmin/w00bqi/www/Session_4b/Morganti_et_al.pdf 

99. There are over one billion parcels delivered in Germany and France alone. In the UK the volume of deliveries and returns is estimated at two billion in 2017.  
See: Paketmarkt: Alles hat seinen Preis, DVZ, 24 January 2013: http://www.dvz.de/rubriken/kep/single-view/nachricht/paketmarkt-alles-hat-seinen-preis.html.  
See: Observatoire annuel des activités postales en France, ARCEP, 25 October 2012: http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/activ-poste/2011/obs-
postal-annee-2011-fr.pdf; UK e-commerce home delivery volumes heading for “plateau”?, Post & Parcel, 8 February 2013: http://postandparcel.info/53743/in-
depth/uk-e-commerce-home-delivery-volumes-heading-for-plateau/ 

100. The Annual Cost of Failed Deliveries, The Delivery Magazine,23 May 2013: http://courier-direct.co.uk/news/index.php/the-annual-cost-of-failed-deliveries/ 

101. For the months of November and December in the UK, there were an anticipated 3.4 million home deliveries per day, and a shortfall of 60,000 drivers.  
See: Christmas demand shines light on driver shortage, Financial Times, 5 December 2014: http://www.ft.com/cms/s/0/b99df890-7bc2-11e4-a695-
00144feabdc0.html#axzz3LuTWuIBF   

102. UK e-commerce home delivery volumes heading for “plateau”?, Post & Parcel, 8 February 2013: http://postandparcel.info/53743/in-depth/uk-e-commerce-
home-delivery-volumes-heading-for-plateau/ 

103. This is likely to become an increasingly fierce battleground. Same-day delivery is being offered in some markets. See: Amazon launches same-day delivery 
service in the UK, Financial Times, 15 October 2014: http://www.ft.com/cms/s/0/43878128-5433-11e4-84c6-00144feab7de.html 

104. Westfield London launches click-and-collect hub with fitting rooms, Retail Week, 27 January, 2014: http://www.retail-week.com/multichannel/westfield-london-
launches-click-and-collect-hub-with-fitting-rooms/5056881.article 

105. Click-and-collect – UK, Mintel, September 2014 

106. Ninety five percent of UK consumers plan to use click and collect this Christmas, PostcodeAnywhere, 29 October 2014: http://www.postcodeanywhere.co.uk/
press-centre/news/consumers-choose-click-and-collect 

107. Click-and-collect – UK, Mintel, September 2014 

108. Analysis: Will click-and-collect be retail’s next Christmas battleground?, RetailWeek, 30 September 2014: http://www.retail-week.com/multichannel/analysis-will-
click-and-collect-be-retails-next-christmas-battleground/5064683.article [Registration required]

109. Argos extends eBay tie-up to bring click-and-collect service to 650 stores, The Guardian, 3 July 2014: http://www.theguardian.com/business/2014/jul/03/argos-
ebay-click-and-collect-service-650-stores 

110. Loblaw gears up for online grocery orders, Global News, 25 September 2014: http://globalnews.ca/news/1582574/loblaw-gears-up-for-online-grocery-orders/ 

111. Retailers Invest in ‘Grab and Go’ Lockers and Cages in Stores, USA Today, 3 December 2014: http://www.aol.co.uk/video/retailers-invest-in-grab-and-go-lockers-
and-cages-in-stores/518543183/ 

112. Malls launch pick-up depots to lure online shoppers, The Globe and Mail, 10 September 2014: http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/shopping-
malls-play-catch-up-to-web/article20524681/ 

113. Tesco expands click-and-collect in Asia, The Telegraph, 26 October 2013: http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/retailandconsumer/10406960/
Tesco-expands-click-and-collect-in-Asia.html 

114. Retail & consumer goods industry news, Retail Analysis, 14 November 2014: http://retailanalysis.igd.com/Hub.aspx?id=23&tid=3&nid=13236 

115. For a discussion on the costs of click and collect, see: Analysis: Will click-and-collect be retail’s next Christmas battleground?, Retail Analysis, 30 September 
2014: http://www.retail-week.com/multichannel/analysis-will-click-and-collect-be-retails-next-christmas-battleground/5064683.article [Registration required]

116. In the UK’s most recent Black Friday, online spending was 50 percent higher than anticipated. See: Parcels surge hits Christmas deliveries in UK, Financial Times, 
11 December 2014: http://www.ft.com/cms/s/0/e9086648-815c-11e4-b956-00144feabdc0.html?siteedition=uk#axzz3LuTWuIBF 

117. Volvo has demonstrated click and collect delivery to a car. With this service, the delivery company would be assigned a single-use digital key to open the trunk 
of the car. Once the delivery is completed, the key expires. See: Volvo transforms the car into a pick up and drop off zone, Evigo, 24 February 2014: http://evigo.
com/11491-volvo-transforms-car-pick-drop-zone/ 

118. In a Deloitte survey fielded in 14 developed countries in May to July 2014, ‘battery life’ ranked, on average, as the second most important factor when choosing 
a next smartphone, following the option ‘To be a smartphone’. In Germany, Singapore and Spain, ‘battery life’ ranked number one. 

119. Deloitte estimate, based on over 40 percent of smartphones sold in 2015 having a five inch or larger screen, and of significant numbers of iPhone mobile digital 
device users moving from a four inch screen to a 4.7 inch or larger screen. iPhone, Apple Pay, Touch ID are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and 
other countries. Deloitte TMT Predictions is an independent publication and has not been authorised, sponsored or otherwise approved Apple Inc..

120. Screen area is a single diagonal dimension; batteries occupy volume in three dimensions. Assuming bezel size and device thickness remain constant, a phone 
with a five inch screen has 20 percent greater screen area than a four-inch device, but its volume is about 50 percent greater, a proportion of which is likely to 
be allocated to accommodating a larger battery. 

121. Not all the improvements are driven by Moore’s Law: some are driven by non-Moore’s Law effects such as new standards, software, radio technology, 
antennas. 

122. The rechargeable revolution: A better battery, Nature, 5 March 2014: http://www.nature.com/news/the-rechargeable-revolution-a-better-battery-1.14815#/
batt2 

123. World Vehicle Population Tops 1 Billion Units, Wards Auto, 15 August 2011: http://wardsauto.com/ar/world_vehicle_population_110815 

124. Specific energy, Wikipedia, As accessed on 4 December: http://en.wikipedia.org/wiki/Specific_energy 

58



125. All energy storage is normally expressed in watt hours, but since all smartphone batteries work at the same voltage (3.8 volts) 
most smartphone battery capacity is described in mAh.

126. Energy density, Wikipedia, As accessed on 4 December: http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_density 

127. The market demand for ever thinner phones is one of the reasons why the user-swappable battery has disappeared on a 
growing range of phones. User-replaceable batteries require a battery compartment and a door to be incorporated into the 
housing to accommodate fool-proof replacement without exposing sensitive electronic components to static discharge, dirt, 
and so on. Batteries have to be encased in a tough plastic housing to mitigate the risk of puncture by careless users which 
would result in the destruction of phone as a consequence of leaking electrolyte.

128. Power-to-weight ratio, Wikipedia, as accessed on 4 December 2014: http://en.wikipedia.org/wiki/Power-to-weight_ratio 

129. Spot lithium carbonate prices are around $7,000 per tonne, or $7 per kilogram, or $0.007 per gram. A 2000 mAh battery 
weighs 32 grams, and 2-3 grams of lithium, so roughly 2 cents of lithium.

130. This technology places a heavy draw on the battery as the entire screen has to be lit, even if a significant number of pixels 
may be dark or “OFF”

131. This is an emissive screen, which combines the display and backlight function. 

132. Our current view is that OLED may become the default on high-end phones as of 2020. 

133. The iPhone 6 and iPhone 6 Plus mobile digital devices share most components, including the same processor and motion 
co-processor. The larger model has a larger screen and a larger battery, but can support significantly longer Internet use and 
video playback. See: Apple Inc., as accessed on 4 December 2014: https://www.apple.com/uk/iphone/compare/ 

134. A 2015 PC would require about 10 megawatts if performance per watt had remained as it was in the 1980s. 

135. An SOC might special purpose processors to handle things like graphics and radio communications or these might remain 
separate devices for design reasons. Some even include rudimentary processors which exclusively handle a single I/O port, 
ensuring extremely rapid response time to events, well beyond what would be possible from the “main” CPU running the 
operating system.

136. For a detailed analysis of power efficiency in LTE smartphones, see: An empirical LTE smartphone power model with a 
view to energy efficiency evolution, Intel Technology Journal, 2014: http://vbn.aau.dk/files/176790997/An_Empirical_LTE_
Smartphone_Power_Model_with_a_View_to_Energy_Efficiency_Evolution.pdf  

137. This is in line with Moore’s Law 

138. Second generation (2G) mobile technology, launched in 1991 is capable of up to 64 Kbit/s transmission; fourth generation 
(4G), launched in 2009, can deliver speeds of up to 75 Mbit/s. This represents about a 50 percent increase in speeds per year

139. A growing range of taxi cabs in major cities are expected to incorporate USB chargers. See: Next-Gen NYC Taxis to Have USB 
Ports for Phone Charging, Tested, 5 April 2012: http://www.tested.com/tech/43768-next_gen-nyc-taxis-to-have-usb-ports-for-
phone-charging/; London’s new Metrocab electric taxi could save cabbies £40 a day, Auto Express, 16 January 2014: http://
www.autoexpress.co.uk/car-news/85276/londons-new-metrocab-electric-taxi-could-save-cabbies-ps40-a-day. New fleets of 
trains incorporate USB chargers, see: On board the new Eurostar, the sleekest under-sea train, CNet, 13 November 2014: 
http://www.cnet.com/uk/pictures/on-board-the-new-eurostar-the-sleekest-under-sea-train-around-pictures/ 

140. Note also that the charging circuit, which is in the smartphone and not in the charging unit, will typically power the phone off 
the charger while the battery is being charged and stop charging the battery once it is fully charged. Therefore there is some 
advantage in terms of battery life to leave the charger plugged in provided the battery is not overheated, which is unlikely to 
happen with a smartphone. For more information on how to prolong the life of a Li-Ion battery, see: BU-808: How to Prolong 
Lithium-based Batteries, battery University, as accessed on 4 December 2014: http://batteryuniversity.com/learn/article/how_
to_prolong_lithium_based_batteries    

141. Miniaturized satellite, Wikipedia, as accessed on 11 December 2014: http://en.wikipedia.org/wiki/Miniaturized_satellite 

142. Satellites are classified strictly by weight, rather than size. However, assuming similar densities, the average 10 kilogram 
satellite will be not much larger than 3-4 10 cm by 10 cm by 10 cm modules, or less than 5 liters in volume. This is before any 
components may be unfolded or unfurled: there are three meter satellites that have antennas or solar panels that can extend 
more than ten meters.

143. Nanosats are go!, The Economist, 7 June 2014: http://www.economist.com/news/technology-quarterly/21603240-small-
satellites-taking-advantage-smartphones-and-other-consumer-technologies 

144. Report cites gains by U.S. industry in commercial market, Space News, 17 June 2013: http://www.spacenews.com/article/
satellite-telecom/35827report-cites-gains-by-us-industry-in-commercial-market 

145. The various Direct-to-Home satellite TV services are the majority, at $90 billion or almost 80 percent of services. Ibid

146. Terrestrial GPS receivers are the lion’s share, at $32 billion or almost 60 percent of ground equipment. Ibid

147. Revenue of the United States fast food restaurant industry from 2002 to 2018 (in billion U.S. dollars)*, Statista, 2014: http://
www.statista.com/statistics/196614/revenue-of-the-us-fast-food-restaurant-industry-since-2002/; The tablet sales revenue are 
estimated at $80 billion for 2015.

148. Nanosats are go!, The Economist, 7 June 2014: http://www.economist.com/news/technology-quarterly/21603240-small-
satellites-taking-advantage-smartphones-and-other-consumer-technologies

149. Although some work is being done on electric thrusters for nanosats.
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150. That being said, most nanosats are expected to have relatively short design lives anyway: a few years in most cases, not the 
10-15 years that larger satellites are designed for. So orbital stabilization won’t be the limiting factor in some cases.

151. Low Earth orbit, Wikipedia, as accessed on 11 December 2014: http://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit 

152. Geostationary orbit, Wikipedia, as accessed on 11 December 2014: http://en.wikipedia.org/wiki/Geostationary_orbit 

153. Some future satellites are expected to have even higher power requirements. The Alphabus platform will provide 22 kW.  
See: High-throughput satellite market still expanding, Aviation Week: 30 December 2013: http://aviationweek.com/awin/high-
throughput-satellite-market-still-expanding 

154. Depending on the orbit, the Sun may not be visible for some hours out of 24.

155. For those who are interested, the following website has a discussion of the various antenna types, as well as the optimization 
of characteristics like gain and taper. See: Antennas for satellite communications, Geosats, as accessed on 11 December 2014: 
http://www.geosats.com/antennas.html 

156. Opening up the sensor suite beyond GNSS (slide 22), University of Graz, 2013: http://www.uni-graz.at/opacirowg2013/data/
public/files/opac2013_Chris_McCormick_presentation_824.pdf 

157. Oppo’s latest smartphone may feature a gut-busting 50MP camera, Techradar, 3 March 2014: http://www.techradar.com/
news/phone-and-communications/mobile-phones/oppo-find-7-snaps-a-new-image-reveals-a-50-megapixel-sensor-1230579 

158. Space debris, Wikipedia, as accessed on 11 December 2014: http://en.wikipedia.org/wiki/Space_debris 

159. Automatic Identification System (AIS) is a mandatory navigation safety communications system under the provisions of the 
Safety of Life at Sea (SOLAS) Conventions., exactEarth, as accessed on 11 December 2014: http://www.exactearth.com/
technology/satellite-ais 

160. UNIVAC: the first mass-produced commercial computer (infographic), Pingdom, 30 March 2012: http://royal.pingdom.
com/2012/03/30/univac-computer-infographic/ 
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253. A Snapshot of Reading in America in 2013, Pew Research, 16 January 2014: http://www.pewinternet.org/2014/01/16/a-
snapshot-of-reading-in-america-in-2013/  79 percent of all 18-29 year-olds read a book of any kind and 73 percent read a 
print book; therefore 92 percent of the 18-29 year-old book-reading population (excluding those who did not read a book) 
read a print book.

254. Harper Collins USA book survey from September 2013. All numbers in the next two paragraphs are from the same survey. No 
link available.

255. Interestingly, the attachment to print varies by gender, but not very much by type of literature, with one notable exception:  
55-63 percent of respondents who read various genres said they agreed that eBooks would never replace print books. 
However only 50 percent of those who said they read Erotica agreed.

256. 62% of 16-24s prefer books as physical products, Voxburner, 25 November 2013: http://www.voxburner.com/
publications/347-62-of-16-24s-prefer-books-as-physical-products 

257. Young people prefer printed books to e-books, survey finds, Los Angeles Times, 26 November 2013: http://articles.latimes.
com/2013/nov/26/entertainment/la-et-jc-young-people-prefer-printed-books-survey-20131126 

258. YouTube star shakes up bestseller lists, Financial Times, 5 December 2014: http://www.ft.com/cms/s/0/2881766c-7c70-11e4-
aa9c-00144feabdc0.html?siteedition=uk#axzz3LXNVeRHV 
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259. Cover matters: the survey results, The Book Smugglers, 27 April 2010: http://thebooksmugglers.com/2010/04/cover-matters-
the-survey-results.html 

260. What will happen to book covers in a digital world?, Meanjin, April 2008: http://meanjin.com.au/blog/post/what-will-happen-
to-book-covers-in-a-digital-world/ 

261. Younger Americans’ Reading and Library Habits, Pew Internet, 23 October 2012: http://libraries.pewinternet.org/2012/10/23/
part-1-younger-americans-changing-reading-habits/ 

262. Readers absorb less on Kindles than on paper, study finds, The Guardian, 19 August 2014:  

263. The reading brain in the digital age: the science of paper versus screens, Scientific American, 11 April 2013: http://www.
scientificamerican.com/article/reading-paper-screens/ 

264. Younger Americans’ Reading and Library Habits, Pew Internet, 23 October 2012: http://libraries.pewinternet.org/2012/10/23/
part-1-younger-americans-changing-reading-habits/ 

265. Don’t judge a book by its cover: tech-savvy teens remain fans of print books, Nielsen, 9 December 2014: http://www.nielsen.
com/us/en/insights/news/2014/dont-judge-a-book-by-its-cover-tech-savvy-teens-remain-fans-of-print-books.html 

266. Green eggs and E-books? Thank you, Sam-I-Am, the New York Times, 4 September 2013: http://www.nytimes.
com/2013/09/05/books/green-eggs-and-e-books-thank-you-sam-i-am.html?_r=0 

267. Bookshop numbers halve in just seven years, The Telegraph, 26 December 2012: http://www.telegraph.co.uk/culture/
books/9741974/Bookshop-numbers-halve-in-just-seven-years.html Although there is data on the number of UK independent 
bookshops, an updated number of total high street bookshops has not been published…but is likely to be lower still.

268. It’s time to kill the idea that Amazon is killing independent bookstores, Quartz, 24 September 2013: http://qz.com/127861/
its-time-to-kill-the-idea-that-amazon-is-killing-independent-bookstores/ 

269. E-Retailers now accounting for nearly half of book purchases by volume, overtake physical retail, Digital Book World,  
18 March 2013: http://www.digitalbookworld.com/2013/e-retailers-now-accounting-for-nearly-half-of-book-purchases-by-
volume/ As of late 2012. More recent data is unavailable.

270. Surprisingly, people spend more time reading books on smartphones than tablets, Venture Beat, 21 August 2013: http://
venturebeat.com/2013/08/21/surprisingly-people-spend-more-time-reading-books-on-smartphones-than-tablets/ 

271. Phablets are not a phad, Deloitte TMT Predictions 2014, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, January 2014: http://www2.
deloitte.com/global/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/2014prediction-wearable-technology.
htmlwww.deloitte.com/tmtpredictions  

272. Nielsen Book: Total book market declined 4% in 2013, The Bookseller, 28 July 2014: http://www.thebookseller.com/news/
nielsen-book-total-book-market-declined-4-2013 

273. Schools shift from textbooks to tablets, Yahoo!, 6 March 2013: http://news.yahoo.com/schools-shift-textbooks-
tablets-081047398.html 

274. Data is for the uncoated free sheet (UFS) segment of the Pulp & Paper Market. Uncoated freesheet includes copy paper, 
envelopes, carbon, cover & text and other similar types of paper. See: Pulp & Paper Forecasts & Analysis, RISI, as accessed on 
29 December 2014: http://www.risiinfo.com/pages/product/pulp-paper/forecast-analysis.jsp [Subscription required]

275. Data provided by Xerox and Ricoh for Deloitte Canada’s printing consumption and spend.

276. The replacement market represents approximately three-quarters of the overall smartphone forecast for 2015. The estimated 
replacement volume is based on Deloitte consumer surveys and publicly-available information. Sources used include, but 
are not restricted to: The Mobile Economy 2014 (Page 17), GSMA, 2014: http://www.gsmamobileeconomy.com/GSMA_
ME_Report_2014_R2_WEB.pdf; Worldwide smartphone usage to grow 25% in 2014 , eMarketer, 11 June 2014:  http://
www.emarketer.com/Article/Worldwide-Smartphone-Usage-Grow-25-2014/1010920; Share of mobile phone users that use 
a smartphone in China** from 2010 to 2017, Statista, 2014: http://www.statista.com/statistics/257045/smartphone-user-
penetration-in-china/; 

277. The 2013-2018 estimates are a combination of published industry forecasts and Deloitte estimates for actual and forecast 
numbers. Sources used include, but are not restricted to, IDC, Gartner, Canalys, IHS.

278. The Mobile Economy 2014 (Page 17), GSMA, 2014: http://www.gsmamobileeconomy.com/GSMA_ME_Report_2014_R2_WEB.
pdf 

279. The question asked was: “When did you buy or get given your current phone?”. The base for this question was smartphone 
owners: Australia 1,525; Finland 652; France 1,309; Germany 1,364; Italy 1,515; Japan 887; Netherlands 1,423; Norway 
875; Singapore 1,773; South Korea 1,759; Spain 1,703; Sweden 1,641; UK 2,802; US 1,167. This survey is part of the Global 
Mobile Consumer Survey, a study conducted online by Ipsos MORI on behalf of Deloitte between May-July 2014 

280. For more information on time spent with devices in the US, see: The total audience report, Nielsen, 3 December 2014: http://
www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2014/the-total-audience-report.html 

281. According to Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey, respondents in 14 developed countries look at their phone, on 
average, 37 times a day.

282. Why you shouldn’t fall for the upgrade trap phone makers set for you, Digital Trends, 30 July 2012: http://www.digitaltrends.
com/mobile/why-you-shouldnt-fall-for-the-upgrade-trap-phone-makers-set-for-you/ 
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283. As of December 2014, there were just a few octa-core phones on the market. For a review of some of the models, see: 10 of 
the best octa-core smartphones available now, Phone arena, 17 August 2014: http://www.phonearena.com/news/10-of-the-
best-octa-core-smartphones-available-now_id59431 

284. Also known as Ultra High Definition or 2160p

285. Fingerprint readers are likely to become more common in phones in 2015. See: Synaptics: Get ready for more smartphones 
with fingerprint readers, CNet, 31 August 2014: http://www.cnet.com/uk/news/synaptics-ceo-get-ready-for-more-
smartphones-with-fingerprint-readers/ 

286. With in-store payments, a further practical benefit is that the payment should be more secure (see Prediction: Contactless 
mobile payments (finally) gain momentum

287. The combination of cameras and phones is, at first glance, counter-logical. The smartphone is the most compromised of the 
three main digital camera form factors. (The other two are the digital SLR and the compact). It has the smallest optical lens, 
usually no optical zoom, the smallest sensor, the weakest flash (if one at all) and the least user control. It takes the worst 
photos of all the form factors, yet is the most popular digital camera form factor, despite its many compromises. While the 
smartphone is technically inferior, it has two key strengths: proximity and connectivity. Smartphones are always with us and 
enable spontaneous sharing.

288. There are multiple ways in which phone cameras (lenses, sensors and software) can be increased. See for example: Camera 
megapixels: Why more isn’t always better (Smartphones Unlocked), CNet, 6 May 2012: http://www.cnet.com/news/camera-
megapixels-why-more-isnt-always-better-smartphones-unlocked/; Best camera phones of 2014, CNet, 26 November 2014: 
http://www.cnet.com/topics/phones/best-phones/camera/; Understanding Camera Optics & Smartphone Camera Trends, A 
Presentation by Brian Klug, AnandTech, 22 February 2013: http://www.anandtech.com/show/6777/understanding-camera-
optics-smartphone-camera-trends; iPhone 6 Already A Fuzzy Memory? Putting A Possible Huge Camera Upgrade For Apple’s 
Next Smartphone Into Focus, Forbes, 19 November 2014: http://www.forbes.com/sites/markrogowsky/2014/11/19/iphone-6-
already-a-fuzzy-memory-putting-a-possible-huge-camera-upgrade-for-apples-next-smartphone-into-focus/ 

289. A photo taken with a 13 megapixel camera generates a 5 megabyte photo: see: Understanding Camera Optics & Smartphone 
Camera Trends, A Presentation by Brian Klug, AnandTech, 22 February 2013: http://www.anandtech.com/show/6777/
understanding-camera-optics-smartphone-camera-trends/6 

290. Bigger IPhones Entice Seniors Seeking More Screen Area, Bloomberg, 10 September 2014: http://www.bloomberg.com/
news/2014-09-09/bigger-iphones-entice-seniors-seeking-more-screen-area.html 

291. For a discussion on the natural life cycle of devices, see: Why your iPhone or iPad feels like it’s getting slower, ZDNet, 2 
September 2014: http://www.zdnet.com/article/why-your-iphone-or-ipad-feels-like-its-getting-slower/ 

292. For discussion on screen quality, see: These smartphones have the best screens you can find, CNet, 25 September 2012: 
http://www.cnet.com/news/smartphones-with-killer-screens-roundup/ 

293. Some smartphone models have achieved IP67/68 certification, that is dust-proof and capable of for immersion up to one 
meter for 30 minutes: IP Code, Wikipedia, as accessed on 12 December 2014: http://en.wikipedia.org/wiki/IP_Code 

294. Camera megapixels: Why more isn’t always better (Smartphones Unlocked), CNet, 6 May 2012: http://www.cnet.com/news/
camera-megapixels-why-more-isnt-always-better-smartphones-unlocked/ 

295. See: The State of Broadband 2014: broadband for all (Chapter 2.2), Broadband Commission, September 2014: http://www.
broadbandcommission.org/Documents/reports/bb-annualreport2014.pdf 

296. Global average connection speeds increased by speed grew 21 percent to 4.6 Mbit/s as of Q1 2014, and the global average 
peak connection speed grew 20 percent, to 25.4 Mbit/s. See: Akamai’s [state of the internet], Akamai, 30 September 2014: 
http://www.akamai.com/dl/akamai/akamai-soti-q214-exec-summary-a4.pdf    

297. In the UK the first broadband services started at 512 Kbit/s. As of now there is no official definition of broadband, but 
it typically refers to services that are between five to 1,000 times faster than dial-up. See: Broadband: The first decade, 
The Independent, 28 March 2010: http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/broadband-the-first-
decade-1929515.html#; Media Fact Sheet, International Telecommunication Union, September 2003: https://www.itu.int/osg/
spu/publications/birthofbroadband/faq.html  

298. Szenarien und Kosten für eine kosteneffiziente flächendeckende Versorgung der bislang noch nicht mindestens mit 50 Mbit/s 
versorgten Regionen, TÜV Rheinland, 8 December 2014: http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Studien/
kostenstudie-zum-breitbandausbau,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf 

299. Point Topic estimated ADSL share at 47 percent as of Q2 2014. See: Point Topic, Global Broadband Statistics. The State of 
Broadband 2014: broadband for all (Also see these data charted at Figure 4), Broadband Commission, September 2014:  
http://www.broadbandcommission.org/Documents/reports/bb-annualreport2014.pdf 

300. FTTC is the commonly known term for this technology; the more precise, but less used term is FTTC VDSL (very high speeds 
digital subscriber line); for share data see: The State of Broadband 2014: broadband for all (Figure 4), Broadband Commission, 
September 2014: http://www.broadbandcommission.org/Documents/reports/bb-annualreport2014.pdf.  

301. Chart of BT Fibre Broadband FTTC (VDSL2) Speed Against Distance From the Cabinet, Increase Broadband Speed, 2 April 
2013: http://www.increasebroadbandspeed.co.uk/2013/chart-bt-fttc-vdsl2-speed-against-distance 

302. Higher speeds will be enabled partly via an approach known as vectoring, which doubles the speed available 

303. FTTP is also sometimes referred to as FTTH (fiber to the home). In conurbations with apartments blocks, FTTP is the more 
commonly used term
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304. The State of Broadband 2014: broadband for all (Figure 4), Broadband Commission, September 2014: http://www.
broadbandcommission.org/Documents/reports/bb-annualreport2014.pdf 

305. New build homes in developed countries often have FTTH connections as it is cheaper to install a fiber than copper. 

306. UK fixed-line broadband performance, May 2014, Ofcom, 3 October 2014: http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-
research/other/telecoms-research/broadband-speeds/broadband-speeds-may2014/ 

307. G.fast: The Dawn of Gigabit Copper?, LightReading, 1 September 2014: http://www.lightreading.com/huawei-ultra-
broadband-forum/gfast-the-dawn-of-gigabit-copper/a/d-id/710565 

308. Trials of DOCSIS 3.1 are expected to start in the second half of 2015. See: Cable Preps for DOCSIS 3.1 Debut, LightReading, 
30 September 2014: http://www.lightreading.com/cable-video/docsis/cable-preps-for-docsis-31-debut/d/d-id/711156 

309. For more information, see: VDSL broadband – delivering superfast broadband to Europe, Point Topic, 19 August 2013: http://
point-topic.com/free-analysis/vdsl-broadband-in-superfast-europe/ 

310. Sluggish Take-up of Superfast Broadband Emphasises the Need For Demand Stimulation, Increase Broadband Speed, 14 May 
2014: http://www.increasebroadbandspeed.co.uk/2014/superfast-demand-stimulation 

311. What’s killing your Wi-Fi? Wrapping your house in tin foil, PC Pro, 14 April 2011: http://www.pcpro.co.uk/blogs/2011/04/14/
whats-killing-your-wi-fi-wrapping-your-house-in-tin-foil 

312. See: Akamai’s state of the Internet, Q1 2014, Akamai: http://www.akamai.com/dl/akamai/akamai-soti-q214-exec-
summary-a4.pdf 

313. For more information, see: Google’s Balloon Internet Experiment, One Year Later, Wired, 16 June 2014: http://www.wired.
com/2014/06/google-balloons-year-later/; http://www.google.com/loon/ 

314. NFC is a technology standard for very-short-range wireless connectivity that enables quick, secure two-way interactions 
among electronic devices. NFC technology typically takes the form of a small chip embedded in a phone or a plastic card (like 
a credit card). The phone or card is simply placed on or very near a reader device (such as a pad on a debit card terminal, 
kiosk machine) or another portable NFC device to initiate a transaction.

315. Our prediction assumes that the Apple Pay mobile payments solution will launch in other markets during the course of 2015, 
and the existence of the Apple Pay mobile payments solution will also encourage usage of existing NFC systems from other 
technology vendors and network operators. See: Google Wallet use grows after Apple Pay launch, ArsTechnica, 5 November 
2014: http://arstechnica.com/business/2014/11/google-wallet-grows-after-apple-pay-launch/. iPhone, Apple Pay, Touch ID are 
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Deloitte TMT Predictions is an independent publication 
and has not been authorised, sponsored or otherwise approved by Apple Inc..

316. The base of NFC phones in use was forecast to exceed 500 million during 2014. See: NFC Installed Base to Exceed 500m 
Devices Within 12 Months; OEMs Credited for NFC Leadership as MNOs Slow to Act, ABI Research, 26 march 2013: https://
www.abiresearch.com/press/nfc-installed-base-to-exceed-500m-devices-within-1 

317. Visa has announced it will launch the Apple Pay mobile payments solution in Europe in 2015. See: Visa to roll out Apple Pay 
across Europe in 2015, V3, 10 September 2014: http://www.v3.co.uk/v3-uk/news/2364539/visa-to-roll-out-apple-pay-across-
europe-in-2015 

318. Speedpass, Wikipedia, as accessed on 3 December 2014: http://en.wikipedia.org/wiki/Speedpass 

319. For background, see: Octopus card, Wikipedia, as accessed on 3 December 2014: http://en.wikipedia.org/wiki/Octopus_card 

320. The Nokia 6131 was the first mobile phone to incorporate NFC. Other phones prior to this supported other contactless 
technology standards. 

321. According to Deloitte’s research, a significant proportion of smartphone owners in developed countries (between 30 and 
60 percent in markets surveyed) used their phones to check their bank account balance in mid-2014, but only three to 13 
percent reported using their phones to make any type of in-store payment, including NFC stickers and non-NFC alternatives 
(such as FeliCa, which is used in Japan, and QR code services, which requires users to download barcodes which are then 
read by scanners at tills). For more information on FeliCa, see: FeliCa, Wikipedia, as accessed on 23 December 2014: http://
en.wikipedia.org/wiki/FeliCa. Deloitte’s research is from the Deloitte Global Mobile Survey, with fieldwork undertaken 
between May-July 2014. Respondents were all smartphone owners. The base sizes in each country are as follows: Australia 
(1,525); Finland (652); France (1,309); Germany (1,364); Italy (1,515); Japan (887); Netherlands (1,423); Norway (875); 
Singapore (1,773); South Korea (1,759); Spain (1,703); Sweden (1,641); UK (2,802); US (1,167).  

322. Banks working with Apple Pay mobile payments solution in the US provide 0.15 percent of their commission to Apple 
Inc.. See: Apple could be the one, Techradar, 23 September 2014: http://www.techradar.com/news/world-of-tech/why-
apple-pay-is-a-really-really-big-deal-for-well-everyone-1266384/2. Note however that this commission varies by region, as 
does the ratio of credit to debit card usage. For more information on planned interchange fees, see: European Parliament 
Reverses Interchange Fee Proposal By Including Commercial Cards, Business Travel News, 25 March 2014: http://www.
businesstravelnews.com/Expense-Management/European-Parliament-Reverses-Interchange-Fee-Proposal-By-Including-
Commercial-Cards/?a=btn  

323. The handset can have a dedicated hardware tokenization element, or it can be software-based, with each approach offering 
pros and cons. The latter is the approach used with Host Card Emulation (HCE). For more information on this, see: HCE and 
NFC: threat or opportunity?, Banking Technology, 17 July 2014: http://www.bankingtech.com/232262/hce-and-nfc-threat-or-
opportunity/   
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324. Dabbling in the future of payment: A week of Apple Pay and Google Wallet, Engadget, 29 October 2014: http://www.
engadget.com/2014/10/29/week-apple-pay-google-wallet/. See also: Apple Pay and security: Could tokenization be the tool 
that curbs data breaches?, ZD Net, 11 September 2014: http://www.zdnet.com/apple-pay-and-security-could-tokenization-be-
the-tool-that-curbs-data-breaches-7000033585/   

325. Tokenization allows for a unique code to change hands between the customer and the merchant – not the actual card 
number. The unique code, or ‘token’, is only good for that transaction; so if a fraudster were to intercept the transaction, 
he/she would only get access to the token, not the card number. The token is useless outside of that one transaction. The 
Apple Pay mobile payments solution keeps only the tokens on the phone, not the card number, further securing the payment 
system.  

326. Fingerprint readers, as with all forms of identification are fallible: prints can be taken and replicated. But it requires far 
more effort and cost to compromise a fingerprint than to catch sight of a PIN or fake a signature. The quality of fingerprint 
technology is likely to improve over time, as fingerprint readers become more difficult to fool. See: iPhone 6 fingerprint 
scanner found accurate enough for Apple Pay, CSO Online, 23 September 2014: http://www.csoonline.com/article/2687372/
data-protection/iphone-6-fingerprint-scanner-found-accurate-enough-for-apple-pay.html. Also see:  Why I hacked TouchID 
(again) and still think it’s awesome, Lookout, 23 September 2014: https://blog.lookout.com/blog/2014/09/23/iphone-6-
touchid-hack/ 

327. As of November 2014, some payments made using the Apple Pay mobile payments solution and Google Wallet were 
requiring additional security, such as a signature, for transactions beyond a relatively low value (typically US$25). However we 
expect these limits to be lifted for Apple Pay mobile payments solution transactions. See: Dabbling in the future of payment: 
A week of Apple Pay and Google Wallet, Engadget, 29 October 2014: http://www.engadget.com/2014/10/29/week-apple-
pay-google-wallet/ 

328. As at present, the maximum transaction value on Google Wallet across all devices is US$10,000 per day; additional spend 
can be authorized once identity has been verified. See: Daily spending limit & fees, Google, as accessed on 3 December 2014: 
https://support.google.com/wallet/answer/2857409?hl=en 

329. In the UK, the current limit is £20 ($31.3), in the European Union is €25 (US$30.8) and in Australia is A$100 (US$83.6). See: 
Are Contactless Payments Flawed?, TopGateways.com, 4 November 2014: http://topgateways.com/contactless-payments-
flawed/; In the US, Visa has set the limit for contactless purchases at US$25. See: Visa changes contactless rules, Mobile 
Payments World, as accessed on 5 December 2014: http://www.mobilepaymentsworld.com/visa-changes-contactless-rules/; 
In Canada, the limit can be up to CAD$100 (US$87.6) See: MasterCard Paypass™ Your Wallet, Gone Digital, MasterCard, as 
accessed on 5 December 2014: http://www.mastercard.ca/paypass.html  

330. Contactless Statistics, The UK Cards Association, as accessed on 3 December 2014: http://www.theukcardsassociation.org.uk/
contactless_contactless_statistics/index.asp 

331. Total transaction value in June 2014 was £47 billion ($73 billion); total volume was 993 million purchases. See: Card 
Expenditure Statistics, The UK Cards Association, June 2014: http://www.theukcardsassociation.org.uk/wm_documents/
June%202014%20Full%20Report.pdf 

332. As of October 2015, any merchants in the US that do not support EMV credit cards with integrated circuits that enable 
point of sale authentication, typically via the entry of a PIN, will become liable for fraudulent use. This is likely to catalyze 
wide-scale upgrades of point of sale terminals by millions of merchants in the US market. New terminals are very likely 
to support NFC. As of mid-2014, about a quarter of a million merchants supported EMV; by mid-2015, there is likely to 
have been a massive spike in terminals capable of handling NFC transactions. See: 3 Trends in EMV Adoption in the U.S., 
BankTech, 21 January 2014: http://www.banktech.com/payments/3-trends-in-emv-adoption-in-the-us/a/d-id/1296794? As 
for other markets, Visa had 1.5 million contactless terminals in Europe as of mid-2014. In Canada, 75 percent of all major 
retailers accept contactless payment as of mid-2014. Looking ahead, Mastercard expects all new point of sales terminals to 
be NFC-ready as of 1 January 2016. See: Visa works on Apple Pay for Europe, Mastercard eyes NFC as standard by 2020, 
ZD Net, 11 September 2014: http://www.zdnet.com/visa-works-on-apple-pay-for-europe-mastercard-eyes-nfc-as-standard-
by-2020-7000033564/. Also see:  Why Apple Pay Should Have Launched in Canada First, TechVibes, 14 October 2014: http://
www.techvibes.com/blog/why-apple-pay-should-have-launched-in-canada-first-2014-10-14 

333. See: iTunes Has 800 Million Accounts…. and 800 Million Credit Card Numbers…, Digital Music News, 24 April 2014: http://
www.digitalmusicnews.com/permalink/2014/04/24/itunes800m. Also see: Google touts 1 billion active Android users per 
month, The Verge, 25 June 2014: http://www.theverge.com/2014/6/25/5841924/google-android-users-1-billion-stats 

334. In the UK, contactless credit cards have been in circulation since 2008. But even as of mid-2013, transaction volume over 
contactless cards was still under 50 million per month, or an average of little over one payment per card in circulation. It took 
till 2014, or six years since first introduced, for usage to take off, with transaction volumes increasing 238 percent year-on-
year to £158.5 million (US$262.95 million). See: Contactless Statistics, The UK Cards Association, as accessed on 3 December 
2014: http://www.theukcardsassociation.org.uk/contactless_contactless_statistics/index.asp. In London, payments on buses 
went cashless in July 2014. As of this point, 99 percent of all journeys were paid for or authorized (in the case of season 
tickets) via contactless card. See: London buses go cashless, The Guardian, 6 July 2014: http://www.theguardian.com/uk-
news/2014/jul/06/london-buses-cashless 

335. Deloitte estimates that as of the start of 2015, the installed base of smartphones with a built-in fingerprint reader consisting 
of Apple iPhone 5S and iPhone 6 mobile digital devices, Samsung Galaxy S5, Motorola Atrix 4G and HTC One Max is likely to 
be over 180 million. We expect at least half of these will be used regularly. 
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336. For more detail on how fingerprint scanners work, and also for views on their ease of use, see: Galaxy S5 Fingerprint Scanner 
vs iPhone 5S Touch ID, Trusted reviews, 7 April 2014: http://www.trustedreviews.com/opinions/galaxy-s5-fingerprint-scanner-
vs-iphone-5s-touch-id. We would expect that the availability of fingerprint-reading APIs to third party developers to increase 
further the usage of fingerprints in lieu of, or in addition to, passwords. For more information on APIs for Apple Touch ID 
fingerprint identity sensor, see:  App developers are already doing amazing things with iOS 8., Apple, as accessed on 3 
December 2014: https://www.apple.com/uk/ios/developer/  

337. As examples, Rogers in Canada and EE in the UK offer this option. See: Rogers customers can change the way they pay with 
the launch of the suretap™ wallet, Newswire, 11 April 2014: http://www.newswire.ca/en/story/1337875/rogers-customers-
can-change-the-way-they-pay-with-the-launch-of-the-suretap-tm-wallet; Also see: About cash on tap from EE, EE, as accessed 
on 3 December 2014: http://ee.co.uk/help/add-ons-benefits-and-plans/contactless-payment/cash-on-tap/about-cash-on-tap 

338. For more information see: Apple Pay’s Black Friday, By The Numbers, InfoScoutBlog, 1 December 2014: http://blog.infoscout.
co/apple-pays-black-friday-by-the-numbers/ 

339. One of the launch retailers for Apple Pay mobile payments solution is the premium grocer Whole foods. See: Apple’s Wallet 
Killer Is Already Making An Impact At Whole Foods, Business insider, 8 November 2014: http://uk.businessinsider.com/apple-
pay-already-making-an-impact-at-whole-foods-2014-11 

340. For example, the Rogers suretap solution plans to integrate loyalty cards into its payment app. See: Rogers customers can 
change the way they pay with the launch of the suretap™ wallet, Newswire, 11 April 2014. http://www.newswire.ca/en/
story/1337875/rogers-customers-can-change-the-way-they-pay-with-the-launch-of-the-suretap-tm-wallet  

341. Most smartphones use GPS, GLONASS, Wi-Fi hot-spots to identify where the phone is, and could log where the device’s 
owner normally goes, and also where purchases are made.
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