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デロイトは、2020年にエッジAIチップ（遠隔地のデータセンターではな
く、デバイス上で機械学習タスクを実行または高速化するチップ本体/部
品）が7億5000万個以上販売され、収益ベースでは26億ドルの規模に
達すると予測している＊。
エッジAIチップ市場は、チップ市場全体の成長率を上回るペースで急速
な伸長を続けると考えられる。2024年までにエッジAIチップの売上数は
15億個を超えるとの試算もあり、今後の大幅な増加が見込まれている1。
この場合、エッジAIチップの年間売上数の成長率は少なく見積もっても
20%となり、半導体業界全体の長期予測値であるCAGR 9%2の倍以上
になる。
エッジAIチップの用途としては、消費者向け、企業向けのどちらの市場も
重視する必要がある。ハイエンドのスマートフォン、タブレット、スマートス
ピーカー、ウエアラブル機器など、エッジAIチップを搭載した消費者向け
デバイスは今後ますます増加する可能性が高い。また、ロボット、カメラ、
センサ、IoT（Internet of Things）デバイスなど、複数の企業向け市場で

もエッジAIチップが利用されることになるだろう。消費者向けのエッジAI
チップの市場規模は企業向け市場と比較するとはるかに大きいが、成長
率では下回り、2020年から2024年のCAGRは18%と予測される。一方
の企業向けエッジAIチップ市場ははるかに急速に成長しており、同時期
のCAGRは50%と試算されている。

これまでは、Al演算を実行する場合のプロセッサの負荷が非常に大きく、
さまざまなタイプの何百もの従来型チップを必要とするという理由から、
デバイス上ではなくデータセンター、企業IT環境内のアプライアンス、通
信エッジプロセッサー（基地局に置かれるエッジコンピューティング）等
においてリモートで対応することがほとんどだった。ハードウエアのサイ
ズ、コスト、電力消費の観点から、AIコンピューティング機器を小型トラン
クよりも小さなスペースに設置することは事実上不可能というのがつい
最近までの状況であった。

エッジAI
グローバル版：デバイスに搭載されるAI エッジAIチップが真価を発揮

＊  【2020年4月 COVID-19 の影響を踏まえた予測値アップデート】 
チップ販売数：6億5000万個、収益：22億ドル規模となる。 
グローバルでスマートフォン販売の減少が予想され、特にエッジAIチップが搭載されるハイエンド機種の市場が低迷すると考えられる。
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図表1では、Alコンピューティングが適用可能なさまざまなケースを示す。
これらはすべて近い将来共存する可能性がある。

消費者向けエッジAI
2020年には、販売数と金額において、エッジAIチップ市場全体の90%以
上を消費者向けデバイスが占めることになるだろう。この大部分は、ハイ
エンドのスマートフォンに搭載されると試算されている。現在使用されて
いる消費者向けエッジAIチップの7割以上は、ハイエンドのスマートフォ
ン向けとされている3。2020年以降の数年間は、スマートフォン向けの需
要がAIチップ市場の成長を牽引することになるだろう。スマートフォンの
販売は2019年に前年比で2.5%落ち込んだが、2020年には2.8%の伸
びとなり、その1/3がエッジAIチップを搭載していると予測されている4。

しかし現在、エッジAlチップはこのような課題を解決しつつある。エッジ
AIチップは物理的に小さく、比較的安価で、消費電力がはるかに少なく、
発熱もはるかに少ないため、スマートフォンやロボットなどの機器に組み
込むことができる。エッジAlチップを使用すると、プロセッサを集中的に
使用するAl演算をローカルで実行することができるようになり、リモート
サイトに大量のデータを送信する必要性が軽減・排除されるため、操作
性、速度、データセキュリティ、プライバシーの面でメリットがある。
もちろん、すべてのAl演算が端末上で行われる必要はない。アプリケー
ションによっては、処理されるデータをクラウドに送信することが適切、ま
たは望ましい場合もある。たとえば、デバイス上でエッジAlチップが処理
するにはデータが大きすぎる場合などだ。ほとんどの場合、Alの動作はデ
バイス上の一部とクラウド上の一部のハイブリッド方式で実行されるだろ
う。実際にどのようなAl処理を行う必要があるかによって、使い分けの方
式が異なると想定される。

図表1　様々な場所でAIコンピューティングが実行可能に

出所：Deloitte analysis.
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一部のスマートフォンメーカーは、通信端末メーカー向けのチップ製造・
販売を専門とするサードパーティー企業からAP/モデムチップを購入し、
独自の通信端末は製造していない。QualcommとMediaTekはサード
パーティーの代表的な例で、幅広い価格帯で多様な種類のSoCを提供し
ている。両社合わせて、2018年のスマートフォン向け SoCチップ市場で
約60%のシェアを獲得している5。
その対極に位置するのはAppleである。外部からの調達は全く実施せず、
自社内でエッジAIを搭載したSoCプロセッサを設計・製造し、使用して
いる。
一方で、SamsungやHuaweiといった他のデバイスメーカーは、ハイブ
リッド戦略を採用している。一部のSoCについてはシリコンサプライヤー
から購入し、残りは自社製のチップを使用する形式である。

エッジAIチップを使っているのはスマートフォンだけではない。タブレッ
ト、ウエアラブル機器、スマートスピーカーなど、他のデバイスカテゴリに
も含まれている（図表2）。これらのデバイスは市場規模が伸び悩んでい
たり小規模であったりするため、エッジAIチップ市場全体には大きな影
響は及ぼさない。なお、ウエアラブル機器やスマートスピーカーについて
は、機能面での必要性から現時点ですでにエッジAIチップ搭載率が高い。

スマートフォンをはじめとするデバイスを製造するメーカーは、AI以外の
機能も含むSoC（System on a chip)、AP（アプリケーションプロセッサ）
と呼ばれる最先端のチップを調達するために調達するためにさまざまな
アプローチを取ることができる。その場合の意思決定は、通信端末のモ
デルや地理的要因などに左右される。

出所：MarketsandMarkets, Edge AI hardware market by device (smartphones, cameras, robots, automobiles, smart speakers, wearables, and smart mirrors), 
processor (CPU, GPU, ASIC, and others), power consumption, process, end user industry, and region—global forecast to 2024, April 4, 2019; Deloitte analysis. 

図表2　エッジAIチップ市場のデバイス別伸長予測
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企業向けエッジAI
一方、エッジAI機能のみを独立させたチップの開発も進んでいる。Intel
とGoogleは現在、社内で開発した独立型エッジAIチップをデベロッパー
向けに販売しているほか、NVIDIAやQualcomm、Huaweiといった企業
も製品の開発・販売に取り組んでいる。このような安価で小型のチップを
使用することで、エッジAIは特にIoTアプリケーションに関して、企業に多
くの新しい可能性を開くことができる。エッジAIチップを使用することで、
企業はIoT接続されたデバイスからデータを収集するだけでなく、分析し
てその分析結果をアクションに変換する能力を大幅に向上させることが
でき、膨大な量のデータをクラウドに送信する際のコスト、複雑性、セキュ
リティ上の課題を回避できるのである。AIチップは具体的には以下のよう
な問題に対処するのに役立つ。

 • データのセキュリティとプライバシー
エッジAIチップがデータをローカルで処理することで、ネットワーク経
由で個人データや企業データが傍受されたり悪用されたりするリスク
を軽減できる。

 • 低接続性
例えば海上でのドローン操作時にネットワーク接続が途切れる恐れが
あるが、ドローンにエッジAIチップを搭載していればデバイス上のみで
情報の処理が可能となり、クラウドとの通信を行わないためバッテリー
も節約できる。

 • 大きすぎるデータ
IoTデバイスが生成した大量のデータをすべてクラウドに送信するには
コストがかかり、プロセスも複雑になる。エンドポイントのデバイスに機
械学習プロセッサが搭載されていれば、デバイス上でデータをリアルタ
イムで分析し、クラウドに必要な部分のみ送信した後削除できるため、
ストレージと帯域幅を節約できる。

 • 電力の制約
低消費電力の機械学習チップを使用すると、小さなバッテリーを搭載し
たデバイスでも、過度の電力消費なしにAI演算を実行できるようにな
る。すでに医療分野等で実用化されている。

 • 低遅延要件
エッジAIチップを使ってデバイス上でAIを実行することで、遅延をナノ
秒単位に短縮することができる。これは自動運転やロボットには不可
欠な要素である。
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BOTTOM LINE
 • エッジAlチップ市場の成長の恩恵を受けるのは、まずエッジAlチップを製造する企業である。数年前には実質ゼロだった市場が急拡大しているが、
2020年の世界の半導体産業全体の収益は4250億ドルと予測されており6、業界全体や大企業からすると、規模的にはほんの一部にすぎない。

 • より大きな利益を得るのは、自社のデバイスにエッジAlを搭載する企業だろう。エッジAlチップは、既存のデバイスの能力を大幅に向上させるだけ
でなく、これまでにない能力を持つまったく新しい種類のデバイスを生み出し、市場を拡大する可能性があるからだ。

 • AI処理の一部（当初は主に推論）がコアからエッジに移行することで、データセンター向けのAlチップを製造する企業が損害を被るかという点につ
いては、答えははっきりしない。データセンター向けのAlチップを製造している企業はすべて、これらのチップのエッジバージョンも製造しているた
め、実質的な影響はほとんど、もしくは全くないかもしれない。また、Al処理の急速な需要増を追い風に、業界全体の利益が拡大することも考えら
れる。懸念点としては、より安価で小型、低消費電力のエッジAlチップの出現によってデータセンターのAlチップ価格が下押しされる可能性があるこ
とが挙げられる。

 • Al処理のコアからエッジへの移行が、Alクラウド事業を行う企業にも打撃を与える可能性は低い。AlやAl-as-a-Serviceクラウド市場の最近の予測
では、2018年の20億ドルから2024年には120億ドル近くに成長し、CAGR は34%になると試算されている7。エッジAlチップが存在しなければAI
クラウド市場の成長率はさらに大きくなるという見方もできるが、クラウド市場全体（2023年までのCAGR18%と予測8）と比較すると約2倍の速さ
での成長が見込まれている。

 • 同様に、エッジデバイスがローカルでAl推論を実施できても、クラウドに接続する必要性がなくなることはない。これらのエッジデバイスは、Alトレー
ニング用のデータを送信したり、推論のための最新のAlアルゴリズムを受信したり、その他多くの理由でネットワークコアと通信する必要がある。そ
のため、ほとんどすべてのエッジAlデバイスがネットワークに接続されることが予想される。

 • エッジAlチップの普及は、消費者にとっても企業にとっても大きな変化をもたらす可能性が高い。エッジAlチップは、これまではインターネットに接
続することでしか使えなかった機能を、デバイス上で消費者に提供することができる。そして長期的に見れば、エッジAlチップの大きな影響力は企
業分野での利用にあらわれると考えられる。Alチップを搭載したスマートマシンは、既存の市場を拡大し、既存プレイヤーを脅かし、製造、建設、物
流、農業、エネルギーなどの産業における利益の配分を変化させる可能性がある。膨大な量のデータを収集し、解釈し、即座に処理するエッジAI
チップの能力は、動画モニタリング、バーチャルリアリティ、自律ドローンや自動運転車など、データ量の多いアプリケーションにとって重要である。
予測されうる未来の大部分は、Alチップによってどのようなエッジデバイスが実用化されるのかにかかっているとも言えるかもしれない。
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