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2020年代に入り、ビジネスの在り方は転換点を迎えています。
寡占が進むプラットフォーマーに対する各国の規制強化などの新たな競争ルール作りの動き、既存業界を破壊
するビジネスモデルを掲げる大型ユニコーンの不調、米中貿易戦争に代表される国家間の分断と障壁の顕在
化など、多層的な変化が起こる中で、2010年代に発展してきた世界の延長線上ではビジネスの成功は望めな
くなっています。
また、社会の枠組みにおける企業の在り方についても変化を要求されています。従業員とのパワーバランスの
変化やESG投資の拡大等を受け、いわゆる「社会の公器」への回帰が進んでいるとも言えます。ウェルビーイン
グといった言葉にもある通り、人間の幸福追求という根源的な課題の解決に挑む企業も存在感を高めています。
これらの流れは、COVID-19の影響で不透明さを増す世界の中で更に加速していくものと考えられます。

一方で、技術はとどまることなく進化を続けています。
2020年版のレポートではカスタム半導体やローカル5Gを取り上げていますが、技術の生態系全体としての発
展にも着目してもらいたいと思います。例えば、足元では多くの業界で関心が高まっている5Gですが、5Gの技
術単体で新たに付加できる価値は限定的です。通信に紐づくデータ処理という点ではエッジ／クラウド技術や
AIの各用途に適した半導体が同時に実現でき、また同じ通信という点では陸海空における他の通信技術方式
との間で相互補完の環境が整って初めて、5Gの大きな価値の発揮が可能となります。また、移動体の制御とい
う点では、センチメートル級の高精度位置情報インフラが、地上のセンサ／画像認識技術と衛星を用いた測位
技術の両方面から5Gと共に発展が進んでいくものと捉えられます。このように、新たな価値の実現に必要とな
る複数技術の組み合わせを視野に入れた形で、各技術に対する投資が進み、生態系全体として進化を続けて
います。
結果として、遅咲きの技術が花開いている点も特徴です。今回取り上げた衛星通信は20年前から期待されてい
たものです。
また、衛星や海底ケーブルを含む通信や半導体分野はGoogleやAmazonの投資領域でもあり、企業単位の技
術ポートフォリオ戦略も見過ごせません。

こうしたグローバル動向に対して、日本企業はいかに向き合っているのでしょうか。「どのような価値を生み出す
ビジネスを見据え、どの技術に投資して自社に取り込むか？」という問い自体は普遍的なものですが、近年の日
本では十分な資源配分を行うことができていない状況にあると捉えられます。日本の研究開発費は米国や中国
の約3分の1で1、GAFA合計と比べて2倍強という規模にとどまっています2。高度専門人材を活かせていない点
も特徴と言えます。米国等と比して、博士号取得人材が高い処遇が見込めない環境で、博士の就職先における
企業が占める比率が低く、また博士号の取得者数も伸びていない状況です3。事業開発において、リーンアプ
ローチやオープンイノベーション、ベンチャー出資等のブームを背景に、ハイリスクの大型将来投資への判断を
避けていたケースもあるかもしれません。小さく始めて大きく育てるというアプローチは今後も重要ですが、一
方で、より本質的な課題と技術生態系の発展を視野に、自社にとって必要な技術と人材に対する踏み込んだ投
資を再度検討することも必要ではないでしょうか。例えば、欧州では、Death Techやいじめ・介護などの領域
の企業が米国や中国と比較して大規模な投資を集めています。各国が目指している社会や幸福の在り方と関
連技術をつなげるところには、新たな市場創造が期待されます。

本稿では上述の技術や業界動向に加え、サイバーセキュリティや動画・音声メディアなど幅広いテーマを対象
に、グローバルトレンドの抄訳と併せて、日本のコンサルタントが日本の視点からの考察を加えています。
After COVID-19の世界では、おそらく社会は元の状態には戻らず、企業・個人共に以前とは異なる世界観や
価値観を持つようになると考えられます。現在の技術自体が存在意義を問われ、投資のあり方についても見直
しが求められる分岐点を迎えることになるでしょう。転換期に当たる今、本レポートを一読していただき、日本
企業が採るべき打ち手に関して議論を盛り上げていく契機となれば幸いです。

日本版発刊に寄せて
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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

デバイスごとのエッジAIチップ数　2020年/2024年 （単位：100万）
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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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1. Cision PR Newswire, “The edge AI market in hardware to grow at CAGR of 20.64%,” April 15, 2019.
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3. Cision PR Newswire, “The edge AI market in hardware to grow at CAGR of 20.64%.”
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グローバル版本文
Bringing AI to the device: Edge AI chips come into their own
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2020/ai-chips.html
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本章のテーマであるエッジAIチップは、日本企業にとってはまだどこか遠
い存在のように見えているかもしれない。しかし、日本が追求する
Society5.01の世界を実現するためには、その活用は今後の新しい製品・
サービス開発において必須の検討事項といえる。本稿ではエッジAIチッ
プの必要性と、日本企業が導入にあたって取りうるアプローチを考察し
てみたい。なお半導体メーカーがAIチップを含む新たな半導体ニーズに
今後どのように対応していくべきかについては、TMT Predictions 2020
「多様化する半導体ニーズをつなぐエコシステムの形成」（P53～）で取り
上げており、本稿と合わせて参照されたい。

半導体アプリケーションの多様化とエッジAIチップの進展
まず、なぜエッジAIが必要になるのかという点から考えてみよう。AIの進
展によって、交通渋滞等の都市問題、環境・エネルギー問題、労働人口の
減少といった社会課題を解決しつつ、人々にとって豊かな社会が生み出
されていくことが期待されている。例えば下記のような活用方法が考えら
れる。
 • 都市のスマート化（自動走行等における自律化したシステム、シェアリ
ング等の新たな技術やサービスと、様々なデータを集約した交通動態
や需要予測の精緻化など）によって、交通渋滞・騒音・環境・ごみ問題
等の都市問題に対応していく

 • 地球レベルでのゼロエミッション化に向け、再生可能エネルギーやマイ
クログリッドなどの分散型エネルギーを実現する

 • 世界の各地域で激甚化・広域化する自然災害に対して、AIを活用し防
災・減災システムを強化する

 • ウエアラブルデバイスによる健康状態のモニタリングや、遺伝子解析に
よる潜在的な健康リスクの分析により、従来の医療にはない個々人に
向けた新たな健康サービスの発展や、未病・予防医療による健康寿命
の延伸を期待する

 • バーチャル空間とリアル空間の融合（AR/VRの進化）による移動・働き
方等の従来の生活様式の変革、高齢化・人手不足を背景とした店舗や
工場の無人化・省人化（センシング技術やロボティクスの進展）等

このような豊かな社会の実現に向けては、使用・提供されるデバイスと
サービスが多様化していく必要があり、それぞれの用途に最適化された
エッジAIチップが必要となる。エッジAIチップは図表1のように3段階に
進展していくと予測することができる。

例えば、社会インフラに利用する場合は、長期にわたる継続使用に耐え
られる長寿命化や、特定トリガーでのみ作動するデバイス（例えば自然災
害時にのみ動作するスリーパー化したものなど）、環境負荷の少ないデ
バイス等が求められるであろう。また、人体向けの利用においては、人体
に影響のない素材や超小型化、有用寿命を過ぎると自然分解する等の
特殊環境の実現が必要になると推察される。加えて、短サイクルでの製
品リリースや製品開発のリードタイム短縮に伴い、短納期化の実現や生
産方式・モデルの見直し（分散・現地生産＋小規模化）も必要になってく
ることが想定される。
多様なアプリケーション（自動運転、ロボット、監視カメラ、AR/VR等）に
対して、それぞれ必要とされる処理能力、消費電力、サイズ、コスト、
Time to market等は異なるため、それを「汎用チップ」のみで全て実現
することは難しくなる。より高度なニーズ・要求を実現するために、エッジ
AIチップは特定用途向けに最適化され（DSA：Domain Specific 
Architectureベースの半導体2）、市場はよりセグメント化されていくであ
ろう。
さらにその先には、DSAの概念に留まらず、自社のデバイスやサービス及
びそれらに組み込まれる独自のAIアルゴリズムに対して、最適化された
半導体を開発すること（＝独自のカスタム半導体の開発）で、さらなる豊
かな社会・快適な生活の実現を目指すプレイヤー（デバイスメーカーや
サービスプラットフォーマー）が増加していくことが考えられる。

デバイスメーカーやサービスプラットフォーマーの動き
DSAベースの半導体は、特定用途においては汎用化されているため、独
自のデバイスやサービスを打ち出していくためには制約・限界が生まれ
る可能性が高い。豊かな社会を実現するという目的のもとでは、膨大な

エッジAI
日本の視点：エッジAIチップの将来展望と可能性

図表1　エッジAIチップの進展ステップ

出所：デロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成

AI処理の専用回路を内蔵する
スマートフォン向けのSoC、
NVIDIAが独占するGPUや
Xilinx等がエッジ向けに改良
を進めるFFPGが該当

汎用チップ

特 定 用 途 向 けに P P A C
（Power-Performance-
Area-Cost）のトレードオフが
最適化されているAIチップ（自
動運転、ロボット、監視カメラ、
AR/VR等）

DSA
（Domain Specific 
Architectureベース）

自社のデバイスやサービス及
びそれらに組み込まれる独自
のAIアルゴリズムに対して、最
適化された半導体

独自のカスタム半導体現状

短～中期

長期
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また、ソフトバンクグループは、AIを活用したユニコーン企業のうち特定
分野のトップ企業に対して出資を行い、AIを軸としたファミリー企業群を
形成している5。その分野は、交通（代表例Uber、以下同）、ロジスティッ
クス（Delhivery）、金融（paytm）、医療（ROIVANT）のように多岐にわ
たっている。半導体分野では傘下に半導体IP大手Arm Limited6等の最
先端テクノロジー企業があり、AIアルゴリズムの最適化や事業強化といっ
た観点で今後のAI活用の方向性が注目される。
以上の動きを鑑みると、自社独自のカスタム半導体開発の実現が、デバ
イスメーカーやサービスプラットフォーマーにとっての競争優位性構築に
つながっていくと見ることができる。

独自のカスタム半導体開発に対する国内動向
前述のAlibabaやApple/Huawei等といった大企業は資金力があるた
め、自社での半導体開発に対する投資余力があるが、多くの中小規模の
デバイスメーカーやサービスプラットフォーマーが取り組んでいくには
ハードルが高い。
そのような中、国内では産学官連携の取り組みが始まっている。東京大
学では2019年10月に「d.lab」（ディーラボ：東京大学大学院工学系研究
科付設 システムデザイン研究センター）を開設し、「データ駆動型システ
ムのデザインプラットフォーム」の創出を目指した連携を図っている。
まずd.lab開設直後には、NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産
業技術総合開発機構）、産業技術総合研究所と共同で「AI チップ設計拠
点」の運用を開始した。具体的には、東京大学キャンパス内にAIチップの
設計・開発を実施できる施設を設け、小口需要者・スタートアップ向けに
試験運用を行っている7。日本ではスタートアップを含む多くの企業がAI
チップの開発に取り組んでいるものの、開発に必要なEDAツール、ハード
ウエアシミュレータ、標準IPコア等の利用が構想実現の足枷になる場合
もあり、それを解消するための取り組みとして注目されている。

構造化・非構造化データを収集・処理する能力と、デバイス・サービスの
特性・特徴に応じた仕様（消費電力、サイズ、コスト等）の最適化とトレー
ドオフに関するニーズは、デバイスメーカーやサービスプラットフォーマー
よって異なるはずである。
グローバル版本文でも触れているように、実際にApple、Google、
Huawei、Tesla等は、以前は汎用チップを活用する立場であったが、立
ち位置を変えて、自らカスタム半導体の開発者となっている。特に、セット
メーカー（Apple、Huawei等）はスマートフォンにおけるAI強化に向けて
自社によるチップ開発を拡大している。
他に積極的な動きを見せているのがAlibabaグループである。半導体設
計子会社であるPingtouge Semiconductorを設立し、自社グループの
製品・サービス向けに独自のカスタム半導体の開発を進めている3。その
半導体を活用することで、グループで所有するECや決済のオンライン
データと自社経済圏の消費者データから、消費者の需要ニーズ・行動を
予測し、さらなるビジネス拡大を図ろうとしている。（現行の半導体は汎
用的な“過去”の需要・ニーズを満たすための思想に基づいて作られてお
り、同社が想定する“潜在的”な需要・ニーズを満たす新たなサービスに
最適ではないと考えていることが背景にあると推察する。）加えて将来的
には、自社グループだけでなく、Alibaba経済圏を構成するクライアント
やベンダーに対して、ニーズに合うチップを低コストで提供することによ
り、構成企業のビジネス拡大と、経済圏への新たな企業の参入の誘引
（エコシステム拡大）を加速することを見据えていると考えられる。
他には、セットメーカーであるHP、メガプラットフォーマーであるGoogle、
Amazon、Apple、Microsoft、半導体メーカーであるIntelとSamsung
等は、スマートシティの本格化を見据えて、センサ等で人を感知し、AIに
よって処理・スマート化されたデータに基づき、人の需要・行動を予測し
て自律的にサービス提供を行うというAmbient Computingに既に取り
組んでいる4。
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国内のデバイスメーカーやサービスプラットフォーマーに向けて
ここまでの考察を通じて、カスタム半導体の開発は、デバイスメーカーや
サービスプラットフォーマーにとっても、独自性のあるデバイスやサービス
の追求と競争優位性構築の機会になると考えられる。現状では、自社の
先進的なデバイスやサービスを満たす最適な半導体がないため、スペッ
クやパフォーマンスの引き下げや、デバイスやサービスのローンチタイミ
ングの先延ばしが起こっているケースは多々あると推察される。
グローバルの大手企業のように、自社で半導体技術者を抱え、自前での
AIチップ開発をしていくことも1つの選択肢であるが、今後市場として確
立することが想定されるカスタム半導体向けプラットフォームやエコシス
テムとの連携・参画を通じた実現も有効な手段になりうるであろう。
以下は国内の企業向けに想定されるオプションである。

① 既存の国家プロジェクトへの参画
NEDOや東京大学等の既存プロジェクトに参画し、当該領域の情報
収集や試作品作成等、リスクの少ない形での取り組みから着手する

② 既存プラットフォーマーへの参画
半導体設計・製造をフルターンキーで提供する既存プラットフォー
マーとの連携による、独自半導体の実現を目指す

③ 新たなプラットフォームの形成
他のデバイスメーカーやサービスプラットフォーマー、半導体関連プ
レイヤーと連携し、カスタム半導体向けプラットフォームを新たに形
成・構築していく

④ 自前でのチップ開発
自社で半導体設計技術者を抱え、AIアルゴリズムの要求仕様を物理
設計レベルまで落とし込み、ファウンドリーの生産に関する調整まで
を自前で実行する（難易度は最も高く、投資余力が必要）

エッジAI半導体は、決して遠い世界の話ではない。日本企業が自社の立
ち位置からAIチップにどう取り組んでいくかという方向性や戦略を策定す
る際に、本稿が参考になれば幸いである。

続く同年11月には、様々なシステムのアイデアを持っている会社が短期
間で専用チップを開発・取得できることを目的として、台湾の半導体製造
ファウンドリーTSMCと「先進半導体アライアンス」を締結し、両者が連携
する形で半導体設計プラットフォーム「東京大学・TSMCゲートウェイ構
想」を発表している8。この取り組みは、TSMCがオープンイノベーションプ
ラットフォームとして用意する最先端プロセスに向けた設計環境“Virtual 
Design Environment（VDE）”をクラウド上に構築し、TSMCの先端プ
ロセスを使った半導体チップの試作を可能にする形式である。本取り組
みは、AI等を背景とした汎用からアプリケーション毎の専用デバイスへの
移行というテーマに特化しており、従来TSMCにより提供されているサー
ビス・サポート（大手ファブレスメーカー等に向けた最先端プロセスと量
産サービスの提供）を享受できていない企業をターゲットとしている。
一方海外では、①新規の半導体需要者と半導体プレイヤ（半導体設計・
製造、IP等）をマッチングするGoogleのようなWebサービス（例：
AnySilicon（米国）9）や、②カスタム半導体が必要なプレイヤーに対す
る、システム要求から半導体設計・製造をフルターンキーで提供するサー
ビス（例：VeriSilicon（中国）10/MooreElite（中国）11）等、カスタム半導
体を対象としたプラットフォームビジネスが出現している。
海外の事例と比較すると、国内における上述のNEDOや東京大学の取り
組みは実証レベルに留まる。日本の半導体企業はフラッシュメモリやイ
メージセンサ等の一部の例外を除き、最先端プロセスの開発競争からは
撤退し、事業戦略の再考を余儀なくされている。しかし、エッジAIチップ
の流れは潮目を変える可能性があり、今後国内においても新たなプラッ
トフォームビジネスが生まれてくる可能性がある。
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デロイトは、2020年には約100万台のロボットが企業向けに販売される
と予測している。そのうち半分強がプロフェッショナルサービスロボット
で、収益ベースでは2019年と比較して30%の増加となる160億ドルに
達すると推計している。
さらに、企業の支出という観点では、プロフェッショナルサービスロボット
の市場が、産業用ロボットの市場よりも急速に成長している（図表1）。こ
の傾向が続けば、プロフェッショナルサービスロボットは、2020年には
台数で、2021年には収益で産業用ロボットを追い抜く可能性がある＊。
5G通信サービスや人工知能（AI）チップの新たな技術開発に後押しされ
て、プロフェッショナルサービスロボット市場は今後、猛烈な勢いで拡大
するだろう。

産業用ロボット:成長率は回復基調に
産業用ロボットの市場は成長率ではプロフェッショナルサービスロボット
を下回るものの、貿易戦争や関税問題の影響もあり伸びが鈍化した
2018~2019年と比較すると、2020年は持ち直しの基調にあるといえる
（図表1）。産業用ロボットは自動車業界、電機業界での用途が多く、
2018年のデータではこの2業界合計で、世界の産業用ロボット需要の6
割を占めた1。
これまでの産業用ロボットの成長予想の中には現状を大幅に上回る内
容のものも見られたが、市場に対する期待感、もしくは「ロボットに仕事
を奪われる」といった危機感2 3から過剰に見積もられる傾向にあったと
も指摘できる。
また、販売ベースでの伸びが鈍化しているといっても、産業用ロボットの
稼働台数は増え続けている。業界団体の予測値では、2021年の全世界
での産業用ロボット稼働台数は355万台で、2016年の実績値である
183万台と比較した場合、約2倍に増加している4。

プロフェッショナルサービスロボット
グローバル版：二桁成長を見込む市場

＊  【2020年4月 COVID-19の影響を踏まえた予測値アップデート】 
プロフェッショナルサービスロボットの販売数の伸びが前年比40%に迫る一方、産業用ロボットの販売数は10%以上の減少となる。 
COVID-19の影響で、倉庫、物流、医療関連のニーズが増加し、プロフェッショナルサービスロボットの需要が拡大すると予測される。 
自動車・電機産業での利用が多い産業用ロボットは、産業自体の停滞を反映して市場が縮小すると考えられる。
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プロフェッショナルサービスロボットのネットワーク接続は、従来の大き
な課題の1つだった。移動を要するプロフェッショナルサービスロボットの
ために信頼性の高い接続性を維持するのが難しい場合が多かったので
ある。有線接続では移動性が制限され、Wi-Fiや4Gを使用する場合は、
アクセスポイント接続の不安定さやコスト、接続遅延、同時接続機器数
の制限など様々な課題が生じる。一方5Gを使用すれば、低遅延で大量
の機器を同時に接続できるメリットがある。さらに、ローカル5Gネット
ワークを構築すれば、通信事業者に月額で費用を払う必要がなくなり、
コストを抑えた運用も可能になるだろう5。ロボティクスが5Gのキラーア
プリケーションになるという観点で、5GはエンタープライズIoT市場に大
きく貢献すると考えられている。

プロフェッショナルサービスロボット:成長が注目される分野
プロフェッショナルサービスロボットの成長率の高さは、産業が新しく規
模が小さいゆえに際立っているという考え方もあるかもしれないが、
我々が急速な市場成長を予測している理由はその点だけにとどまらな
い。デロイトの予測は、5GとAIチップという2つの技術的進歩がサービス
ロボットに与える影響を基に試算したものである。具体的には、5Gネッ
トワーク技術によって可能になった無線ネットワーク接続性の改善と、ク
ラウド処理ではなくロボットに搭載されたプロセッサでAIタスクを実行で
きるエッジAIチップの価格低下と処理能力の向上が、サービスロボットの
普及に影響を与えると考えている。5GとエッジAIチップを併用すること
で、今日のプロフェッショナルサービスロボットの実用性を制限している
多くの課題は解決され、ユーザー企業にとってより便利で魅力的なもの
に変貌を遂げるだろう。

図表1　2016年~2020年のグローバルにおける企業向けロボット販売台数

プロフェッショナルサービスロボット市場は、規模は小さいものの、産業用ロボット市場よりも急速な成長率で伸びている。

注：棒グラフ上部の数値は年間成長率を示す
出所：IFR press conference presentation, Shanghai, September 18, 2019; Deloitte analysis and prediction for 2020.
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企業向け用途の産業用ロボットとプロフェッショナルサービスロボットに
加えて、成長中の消費者向けロボット市場もある。そのうちの一つは掃除
機をかけたり、芝を刈ったり、窓を洗ったりする業務用途で設計された家
庭用ロボットで、2019年に1760万台（前年比44%増）販売された。ま
た、娯楽用ロボット（主にアジア製の玩具で、中にはかなり精巧なものも
ある）の販売台数は、2019年には450万台（同10%増）となった8。台数
ベースでは消費者向けロボットは市場の大多数を占めるものの、価格が
安いため収益ベースでは市場全体の1/7を占めるに過ぎない。とはいえ、
5GとAIチップが消費者向けロボットにもたらす影響にも注目しておくべ
きである。

時間の経過とともに、さまざまな種類のロボット （産業用とサービス用、
企業用と消費者用）の区別がはっきりしなくなってきていることは確かで
ある。ロボットがどのような名称で呼ばれるか、ということより、そのロ
ボットに何ができるかという機能面が重視される傾向が高まるだろう。

エッジAIチップは、プロフェッショナルサービスロボットのパフォーマンス
と電力消費の2つの観点でメリットをもたらすことになる。バッテリー搭
載型の可動ロボットの場合、電力消費量が多いと動作に制限が出る。だ
がAI演算のために特別に設計されたチップを活用すれば、消費電力抑制
に加えて、より少ないチップ数で処理するような設計が可能となり、AIの
機能を活用しつつ長時間稼働できるようになる。従来型のGPUのように
電力を大量消費するチップでは実現できなかったサービス性の向上が見
込まれるのである。

産業用ロボットとプロフェッショナルサービスロボットいずれについても、
5GとエッジAIチップという新技術を利用して機能が向上し、市場規模の
拡大につながると考えられる。しかし、改善の機会は産業用ロボットより
もプロフェッショナルサービスロボットの方がはるかに大きい。産業用ロ
ボットは通常、有線で工場ネットワークに接続されているため、すでに高
速かつ安定した接続環境にあり、バッテリーがなくなる心配もなく、年間
運用コストも最小限に抑えられている。また、機械学習用途のチップを追
加で搭載できる余地もあり、既存の環境でも一定のレベルの動作が可能
になっている。一方でプロフェッショナルロボットの方が、5GとエッジAI
チップを利用することで進化する機能の幅が広く、市場が急拡大する余
地があると予測できる。

産業別のプロフェッショナルサービスロボット活用状況を見ると、その多
くは物流で占められている。2019年に企業向けに販売された約36万台
のプロフェッショナルサービス用ロボットのうち、半数弱（構成比49%）が
物流企業向けだった。2位は検査（同33%）、3位は防衛（同4%）となって
いる6。なお同年のデータで、医療用ロボットは台数ベースでは全体の
2%に過ぎないが、1台当たりの価格が高額なため、金額ベースでは全体
の30%を占める7という点は考慮する必要がある。

BOTTOM LINE
 • ロボット市場は急激な伸びが見込まれるものの、近い将来に大量の雇用喪失をもたらすほどの規模ではなく、世界中の企業が迅速にロボットを導
入できるといったレベルの変化でもない。

 • 導入企業の目線では、産業用ロボットは用途が想定しやすくユースケースに応じた導入を検討できる一方、プロフェッショナルサービスロボットに
ついては、業務に適しているかどうかを判断するのが難しい場面もあるだろう。ロボットはもはや、モノをより良く、より安く、より速くする生産するた
めだけのものではなくなりつつある。

 • より高性能で柔軟な機能を持つ次世代型ロボットに関してユースケースとROIを正しく予測することは、ロボットの生産側と使用側の両方にとって、
今後の動向を戦略的に見据えるうえで重要なタスクになる可能性が高い。



プロフェッショナルサービスロボット

16

1. International Federation of Robotics （IFR）, “IFR press conference, Shanghai,” presentation, September 18, 2019, p. 9.
2. Larry Elliott, “Robots threaten 15m UK jobs, says Bank of England’s chief economist,” Guardian, November 12, 2015.
3. Archana Khatri Das, “World Bank predicts 600 million job losses worldwide by 2032,” Indvstrvs, June 8, 2017.
4. IFR press conference presentation, Shanghai, September 18, 2019.
5. Please see companion prediction, Private 5G: Enterprise untethered.
6. IFR press conference presentation, Shanghai, September 18, 2019.
7. Ibid.
8. Ibid.

グローバル版本文
Robots on the move: Professional service robots set for double-digit growth
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2020/professional-service-robots.html
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プロフェッショナルサービスロボット
日本の視点：サービスロボへの期待と課題
労働人口不足解消に向けて
高齢化が加速する中、日本をはじめ世界各国で労働人口減少が懸念さ
れている。物流、ビルメンテナンス、清掃、警備等の労働集約型産業を中
心に慢性的な人手不足、人件費上昇、現場の負担増が課題となる中、プ
ロフェッショナルサービスロボットによる「労働力」の確保への期待が高
まっている。
また、現場担当者の業務アシストや自動化による業務負荷軽減に加え、
接客、教育、介護・医療向けに情報発信、対話型課題解決やエンタメ・癒
しを与えるコミュニケーションロボットも登場し、今後の提供価値の広が
りにも期待感が膨らむ。

ヒトが当たり前にできることの難しさ
一方で、RPAやスマートスピーカーと異なり物理的作業を伴うサービス
ロボットは、狭い通路の移動、多種多様な物品の運搬、周辺環境の識別、
ヒトとの対話など、多岐にわたるビジネス要件を満たす必要がある。
ヒトであれば難なくマルチにこなせる各種業務を、ハードウエア、センサ、
ネットワーク、機器制御、アプリケーション、AI等の先端要素技術を組み
合わせて実現することはテクノロジー面で実現難易度が高い。加えて、
品質面（サービス品質の担保）、オペレーション面（現場への受け入れ）、
経済面（利用者にとっての費用対効果、サービス提供者の事業性）、イン
フラ面（社会としての受け入れ）が障壁となる。

サービス品質の担保
従来の産業ロボと違い、ヒトとの協働やヒトに直接サービス提供する
サービスロボットには安全性の担保が必須となる。介護・医療など人命
にかかわる現場であれば要求水準はさらに高まるため、受付案内、情報
提供、広告・プロモーション、バックヤードの簡易業務など不具合・ミスオ
ペレーションに対し一定程度許容できる利用シーンでの活用が先行して
いくと予測される。
カジュアルな利用シーンであっても期待されるサービスレベルは低くない。
不具合なく、ヒトと同等以上の品質・成果を期待される。また、利用環境
が現場により大きく異なり、標準化しづらい中での実現が求められる。

また、故障時の迅速なサポート体制、設計見直しも含めたプロダクト品
質の継続的改善が必要となり、サービス品質追及にかかるコストは膨ら
みやすい。

推進上の課題

現場への受け入れ
導入候補先のオペレーションが既に確立されている中、サービスロボッ
トを導入し即座に成果を上げることは容易ではない。既に現場目線で効
率化が徹底されていたり、長年のノウハウ・職人技が確立されているケー
スが多いからだ。サービスロボット活用を前提とした大規模なオペレー
ションの見直しや現場担当者の方々に対する直接的な提供価値が実現
できなければ、継続的利用につながらない懸念がある。
また、入退室、エレベータ、パーティション、什器等、物理的制約もクリア
していく必要がある。レイアウト変更は容易ではない上に、入退室管理・
エレベータシステムとの連携には技術的互換性や費用面の課題も伴う。

利用者にとっての費用対効果
B2Bの設備投資ではROIが厳しく問われる。サービスロボット導入検討
の際も同様である。
しかし、サービスロボットの普及が限定的なために、成功事例など実績
ベースでの裏付けが少なく、導入前に成果が得られるか確信が持ちづ
らい。
そのため実証実験、トライアルを経て導入判断することが多いが、思うよ
うな結果が得られず本格導入に進まないケースがある。加えて、実証実
験にあたり、検証ポイントが不明確なまま実施してしまうと、投資判断に
至らず先送りになりがちだ。
また、コスト削減に着目されることが多い一方で、現場負荷軽減による
従業員満足度の向上、ロボット活用によるエンターテイメント性の追求、
顧客満足度の向上など、提供価値の視点を広げた効果検証が今後期待
される。
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サービス提供者の事業性
利用シーンや環境が多岐にわたり、サービスロボットに求められる機能
や品質水準も多様である。
各セグメントのニーズを丁寧に理解した上でのプロダクト企画が求めら
れる一方で、個別の要望をくみ取りすぎると他のユースケースに適用しづ
らくなる。適切に顧客セグメンテーションを行った上で、最大公約数とし
ての共通ニーズ・標準機能の見極めが事業性に大きく影響する。
また、未知の領域があまりに多いため、市場ポテンシャルや顧客ニーズ
を正確に把握し、期待される収益と投下可能な予算を踏まえ事業開発を
確実に進めていくことが難しい。需要予測の難しさに加え、想定外の費
用がかさみ収益化に至らないリスクが高く、大型の新規事業投資に踏み
込みづらい。

市場の顕在化に向けて
スマートシティ、5G移行といったインフラレベルでのIoT化が実現された
近未来では、受付・接客、運搬、警備、清掃、設備保全等で多種多様な
サービスロボットの活用が期待されており、ポテンシャルの大きさは計り
知れない。
ここまで見てきたように、サービスロボットに対する期待が高い反面、日
常的に活躍する世界の到来には、各障壁を段階的にクリアしていく必要
がある。
短期的な収益化を見込みづらい中、事業者は他社に先駆けサービスイン
し、サービスロボットへの本質的なニーズの把握やサービス提供方針、
パートナーシップ・エコシステム形成、ビジネスモデルのあり方をブラッ
シュアップしていくことが求められる。事業者はR&Dや実証実験段階の
企画から、もう一段事業開発に踏みこむべきかの投資判断を迫られること
になり、その実行段階では、当初計画からの柔軟な軌道修正やサイクリッ
クな企画推進、柔軟・俊敏な意思決定と実行、なにより経営の投資コミッ
トメントが重要となる。今後の日系企業の投資領域に注視していきたい。

著者

今市 拓郎
Imaichi, Takuro
デロイト トーマツ コンサルティング
合同会社 
シニアマネジャー

主にメディア企業、通信会社、電機
メーカー向けに新規事業企画、
GTM、カスタマーサクセス、組織・
人材マネジメント、組織再編、事業
管理等のプロジェクトに従事。近
年はメディア・エンタメ業界への新
テクノロジー適用、デジタルトランス
フォーメーション等に携わっている。
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デロイトは、2020年末までに世界中で1000社＊以上の企業がローカル
5G導入のテストを開始し、全体で数億ドルが人件費と機器に投資される
と予測している。その後数年間で、ローカル5Gの設備への支出は急激に
増加するだろう1。2024年までに、ローカル5Gネットワークで使用される
モバイル機器およびサービスの額は、年間数百億ドルに達する可能性が
高い。世界の多くの大企業において、特に製造工場、物流センター、港湾
などの環境で、ローカル5Gが導入されるようになるだろう。
5Gの提供価値は、他の無線標準技術よりも優れたパフォーマンスと、有
線ネットワークよりも優れた柔軟性にある。これまでは、金属や無線の干
渉が多い環境でモバイルネットワークを成立させることは簡単ではな
かった。現在内容の検討が進められている5Gの技術標準仕様「3GPP 
Release 16」（訳注1）ではこの技術制約が大幅に緩和されるため、今後十
年のうちに、工場や倉庫などこれまで不便だった場所で5Gを導入できる
ようになるかもしれない。

すべての企業用5Gネットワークがプライベート回線になるわけではない
が、ローカル5Gの導入は多くの組織にとって有用な選択になると考えら
れる。ローカル5Gネットワークはパブリックネットワークとは異なり、場
所ごとの特定のニーズに合わせて構成することができる2。また導入時に
は、スケジュールとカバレッジの品質を企業がそれぞれ自社に合わせた
形で決定できる。自社の設備内でネットワークを敷設して保守するため、
問題が起こった際の迅速な対応も可能になる。ネットワークの保有者が
制御可能な範囲が広がるため、パブリックネットワークでは不可能なレ
ベルの高いセキュリティを実現することもできると想定される3。接続する
ユーザーを限定し、データを組織内部のみにとどめることができ、接続の
遅延も削減できる。プライベートネットワークは専用帯域での運用もでき
るため、第三者による帯域使用に起因するサービスレベルの変動リスク
も軽減される。

ローカル5G
グローバル版：企業ネットワークの無線化

＊ 2020年1Qの実績値を基に、2019年12月発表分の予測値を2020年4月に修正
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 • 金属などの障害物がある環境での動作
5G CoMP（Coordinated Multi-Point）8と呼ばれる技術を使用し、基
地局間の通信経路を冗長化・連携させることで、金属等の障害物を避
けて別のルートからパケットを送受信できる

 • 高密度
4Gでは1㎢あたりの接続可能デバイス数は最大で10万台だったが、
5Gでは最大100万台の接続が可能になる

 • ミリ秒単位の遅延
5Gネットワークの反応速度が1/1000秒になり、低遅延環境でプロセ
スの自動化や機器のリモート制御ができる

もちろん、インターネットに接続する方法は5Gだけには限らない。短期
的には（2023年頃まで）、5Gは現在普及している他の多くのセルラー方
式やWi-Fi方式、有線方式と共存する可能性が高い。実際、中期的（2026
年頃まで）には、ほとんどの企業が既存の有線イーサネット等の回線と併
用する形で5Gを導入するだろう。しかし今後10年以降を長期的にみる
と、5Gの高信頼性・低遅延・大量端末接続といった特性がニーズに合致
する場合、ローカル5Gが標準的に採用されるようになるかもしれない。

ローカル5G実装のユースケース
Release 16の仕様に基づくと、5Gは今後10~20年の間に世界中で主
流のLANおよびWANテクノロジーになる可能性を秘めている。特に未
開発地に新しい工場、港、大学キャンパスなどの施設を建設する場合に
は、有線接続の使用が大幅に減少し、5Gの導入が促進される可能性が
ある。今後5年間は、速度、容量、低遅延といったポイントが重視される
場所で、ローカル5Gの実装が急増すると考えられる。

デロイトでは、2020~2025年のローカル5G市場の投資金額は、大きく
分けて以下3つのユースケースによって構成されると予測している。
まず1つ目は、港湾、空港、および物流ハブにおける利用によるもので、こ
の分野での導入の動きが最も早く起こると想定される。例えば港では
フォークリフトや台車、コンテナなど施設内を動き回る数多くの機材や物
品を管理する必要があるが、大量の端末を無線で接続できる5Gの利点
を生かすことができる。
2つ目は、工場や倉庫における導入である。工場では組立用の工具から
ロボットまで幅広い機器や装置をネットワークでつなぐことで生産の柔軟
性が高まると想定され、ここでも大量端末の接続を実現する5Gが活用
できると考えられる。
3つ目は、未開発地における施設建築である。特に大学キャンパス等の
施設を新規に建てる場合、ローカル5Gを導入すれば従来のように有線・
無線の設備を混在させる必要がなくなる。イベントなどで一時的に設備
を構築する場合も同様で、例えば大規模な音楽祭の会場で放送、スピー
カー接続、緊急事態対応などをサポートするために、ローカル5Gネット
ワークの設備を数日間限定で展開するといった用途も想定される9。同様
に建設現場や映画撮影等でも利用できるだろう。

企業向け5G：有線と同じ品質を無線で実現
企業向けのローカル5Gでは、次フェーズの5G標準仕様「3GPP 
Release 16」に規定される新機能を活用できるようになる。Release 16
では、5Gがプライベート環境における有線LAN、Wi-Fi、LTEネットワー
クの代替となることを目指しており、特に産業向けに設計された複数の
機能が含まれている4。なお、2019年に商用化されたさまざまな5Gネッ
トワークは、ひとつ前の標準仕様であるRelease 15に基づいている。5G
ブロードキャストなどの追加アプリケーションに焦点を当てたRelease 
17については、2020年代半ばのリリースが予定されている。

Release 16では、さまざまな産業環境において5Gを導入するための柱
となる以下の3つの要件が定められている。

 • 高信頼超低遅延（Ultra-reliable low-latency communication：
URLLC）
URLLCでは、産業用のコントローラー、スイッチ、センサ、アクチュエー
タといった機器を接続する際に有線と同等の低遅延・高信頼性が実現
する5

 • 多数同時接続（Massive machine-type communications：
mMTC）
mMTCでは面積当たりの接続端末数が増加し、産業用IoTのカバレッ
ジが広がる。5Gでは1㎢当たり100万デバイスの接続が目標とされて
いる

 • 超高速大容量通信（Enhanced mobile broadband：eMBB）
eMBBでは上り20Gbps以上の超高速接続が可能になる6

この他にもRelease 16ではイーサネットと5Gネットワークの相互連携
を可能とするTime-Sensitive Networking（TSN）7がサポートされてい
るほか、アンライセンスバンド（免許不要周波数帯）利活用のための仕様
も盛り込まれている。

Release 16では以下のような機能を5Gの無線環境で実現するための
仕様が示されている。利用できる機能が広がることで、幅広い場所・ユー
スケースでの産業向け5G導入がより現実味を帯びるだろう。

 • アプリケーションあたり数百Mbps/秒の接続速度
これまでは光ファイバー経由でのみ利用可能だったレベルの接続速度
を実現。高画質映像の伝送が可能になり、遠隔外観検査などの用途に
使用できる

 • 99.9999%の高信頼性
工場で有線イーサネットワークを用いて対応している場合と同等の信
頼性を担保する

 • ミッション・クリティカルなプロセスにおける信頼性向上
用途別にネットワークを仮想的に分割し、高速大容量、高信頼・低遅延
といったアプリケーションごとの要件に応じて使い分ける「ネットワーク
スライシング」を活用できる
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 • 新しいデバイスカテゴリでの活用
AR/VR用ゴーグルなど、新しいデバイスの潜在能力が5Gによって顕在
化する可能性がある。リモートメンテナンス作業用途での使用時に高
速で高精細な画像を伝送できれば、「AR/VR酔い」の症状を防ぎつつ
14、360度映像などを活用した環境で作業を実施できる。

 • 生産性向上
5Gを活用して業務の無駄を省き生産性を向上させる取り組みも進ん
でいる。ヘルシンキにある工場では、5G接続されたカメラが組立スタッ
フにリアルタイムでフィードバックを行い、エラーがある際は即時に警
告される形で運用されている15。

 • 業務プロセス改革
製造業における基本的な業務プロセスの再設計に5Gが活用されつつ
ある。自動車産業では、Mercedes-Benzが従来型の生産ラインでは
なくローカル5Gで接続された無人システムを導入した工場を運用して
いるほか16、Boschが中国に建設中の工場にて5G接続された組立機
械が自律的に移動する方式を導入する17などの事例がある。病院にお
ける5G接続を生かした機器間接続や遠隔診断の高度化も、業務プロ
セス改革の一例である18。

企業がローカル5Gネットワークを導入する際のアプローチは複数ある。
大規模な企業では、自前のインフラと専用周波数帯（許諾のある市場に
限られる）を所有し、ネットワーク管理については内製化するかもしくは
通信事業者へのアウトソーシングを通じた導入が進むだろう。中小規模
の企業では、通信事業者によるネットワーク機器のリース、ネットワーク
管理のアウトソーシング、周波数帯のサブリース（エリアを限定した使用）
を利用する可能性が高く、周波数帯については場合によってはアンライセ
ンス帯を使用することもあると考えられる10。この場合、通信事業者、シ
ステムインテグレータ、または機器ベンダーが、ネットワークと周辺設備・
機器等を管理することになるだろう。

5Gが産業にもたらすもの: コスト削減から業務プロセス改革まで
5Gの産業向けの活用シーンのうち代表的なものを以下に挙げる。これ
らはパブリックネットワーク上で展開できるが、最終的にネットワークをプ
ライベート化すれば、企業にもたらされる利益はより増大するかもしれ
ない。

 • 有線ネットワークの代替
固定接続よりも5Gの方が安価な場合がある。シカゴの病院では、古い
建物に5G設備を追加したほか、新規に建設する施設も5Gを中心とし
た設計にしてコストを抑えている11。

 • リモート制御
設備の遠隔制御に5Gを利用できる。英国のある小さな農場では、5G
を活用した完全自動化の計画が進んでいる。トラクターやドローン、地
上のセンサ等を利用して、種まきから収穫までを遠隔操作する想定に
なっている12。日本でも、建設現場の掘削機を数十キロ離れた東京の
オフィスと5Gでつなぎ、操作している事例がある13。

BOTTOM LINE
 • 技術仕様「Release 16」に基づく5Gの機能は、これまでで最も革新的なモバイル技術になる可能性がある。プライベートネットワークへの適用の
拡大は、多くの業種の企業に意味を持つ。

 • 通信事業者にとって、ローカル5Gの導入拡大は新たな収入源になる可能性がある。通信事業者がローカル5Gを展開する個々の企業、特に中小
企業に自社のネットワーク管理スキルを提供するというビジネスチャンスも生まれるだろう。市場によっては、通信事業者が自社の周波数帯をロー
カル5G用にサブリースすることができる可能性もある。

 • このような機会を効果的に活用するには、通信事業者は各産業のケイパビリティを構築するか、各産業固有の知識を持つ企業と提携する必要があ
る。各産業部門（実際には、各用途）には、特有のニーズとアプリケーションが存在し、それぞれに高速通信、低遅延、高信頼性などのパフォーマン
ス属性の異なる組み合わせが必要である。

 • 通信機器ベンダーにとって、ローカル5Gはモバイル通信機器の拡大に適した市場である。ローカル5G導入企業はネットワークを維持するための
サービスとサポートを必要とするため、ベンダーの新たな収益機会になる。ベンダーは、企業に直接販売するか、通信事業者と提携するかといった
展開手法を検討する必要がある。

 • 規制当局は、企業のプライベートネットワークに利用可能な周波数帯をどの程度割り当てるかを決定すべきである。市場によっては、規制当局が周
波数帯を企業に直接割り当てるか、通信電話事業者を通じて配分するかを判断する必要があるかもしれない。規制当局は、どの周波数帯を利用
可能にするかについても考慮すべきである。
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ローカル5Gとは何か？
5Gの商用化が2020年春に始まるなか、工場・物流倉庫・医療機関等の
限定された範囲内で自営の5G環境を構築するローカル5Gが脚光を浴
びている。
グローバルではHuawei・Ericsson・Nokia等の通信機器ベンダー、
Deutsche Telekom等の通信キャリアに加え、Bosch・Mercedes-
Benz等の各産業のキープレイヤーが参入を表明する等事業化に向けた
動きが活性化している。日本では総務省が2019年12月に「ローカル5G
に関わるガイドライン案」を策定する等1、ドイツと並び制度整備で先行し
ており、NTT・KDDI等の通信キャリアに加え、東芝・NEC・富士通・京セ
ラ・パナソニック等大手機器メーカーの新規参入が相次いでいる2 3。
従来は次世代通信技術のメリットを享受するには通信キャリアのエリア
整備を待つ必要があったが、企業・自治体等が主体となり建物・敷地内
といった限定的なエリアで自営5Gネットワークを構築することで、5Gを
利用したアプリケーションの早期立ち上げの実現が期待されている。

通信技術の進化とローカル5Gの提供価値
従来は、通信規格の進化とともに技術的な視点では“非連続な進化”が
起こる一方、大規模な設備投資を伴うため経済合理性が担保しやすい人
口密度が高い都市部から段階的にエリア化されるため、普及は“連続的
変化”になるのが通信サービスの特性であった。つまり、技術は非連続、
普及は連続的変化として展開してきたと言うことができる。これには4G
までの成長ドライバーはB2Cであったことが大きく寄与している。
一方、5Gでは自動運転・遠隔手術・ロボットの自動操縦等のB2B領域が
成長領域として着目されており、通信業界（Horizontal）と各産業セク
ター（Vertical）間での協業によるエコシステム構築やユースケース創出
の取り組みが進んでいる。そのため、従来の“連続的な”普及とは異なる
進展となっている。
グローバル版本編でも着目されている工場・物流倉庫・港湾等の領域
は、人口密度の高い都市部から離れた場所も多く、従来通信キャリアに
とってエリア化の優先順位が低い領域であったが、5Gのユースケースの
早期立ち上げを目的としたローカル5Gの実証実験が活発に進んでいる。

ローカル5G
日本の視点：ネットワークのオープン化時代を見据えた 
ローカル5Gへの向き合い方

起こったこと

キラーアプリ
ケーション

ネットワークの
価値・KPI

 通話の時代

1G

固定電話から携帯電話
へのシフト

“電話”がつながること

 通話の時代

Incident Management

 モバイル
インターネットの時代

急速な普及とモバイル
インターネットの登場

“電話”“ネット”が
つながること

iモード・
写メール

 Network Assurance

 生活インフラの
時代

料金競争と市場の
成熟化、コアネット
ワークのIP化

サービスが確実に
利用できること

ゲーム・SNS・
音楽・Eコマース・

FeliCa・GPS

 Service Assurance
（音声・データ）

 スマホファーストの
時代

スマホファーストへの
転換とApple/Google
への価値移転

スマホのコンテンツを
ストレスなく使えること

スマホ・
YouTube・
Netflix

 Customer based KPI

 産業インフラの
時代

各産業のインフラ化と
IoTによる接続デバイス
の爆発的増大

ネットワーク単体では
なくサービスとして
最適化されていること

？
（AR/VR、動画、

4K/8K？）

 QoS/QoE

2G

3G

4G

5G

QoS = Quality of Service
QoE = Quality of Experience

図表1 モバイルネットワークの進化とキラーアプリケーション

通信技術の高度化に伴いキラーアプリケーションが登場。 
ただし、キラーアプリケーションは後から登場する。

出所：デロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成
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ローカル5Gの代表的なユースケースとしては、グローバル版本編でも言
及されている製造工場のスマート化が挙げられる。製造業では消費者
ニーズの多様化に伴い、多品種少量生産を実現する柔軟な生産モデル
構築が経営課題となっている。こうしたニーズへの対応は、少品種大量
生産向けの産業用ロボットや自動化設備のみでは実現困難であり、人と
の協働作業を可能にする協働ロボットやAGV・AMR4等の自律型移動ロ
ボットを活用した高度な自動化と柔軟性を両立した生産システムの構築
が実現要件となっている。
例えば、Mercedes-BenzはEricssonとパートナーシップを締結し、次
世代型工場の「Factory 56」においてローカル5Gの採用を表明してい
る。Factory 56では単なる自動化のみでなく、製造関連データの統合・
一元化、予兆保全によるダウンタイムの最小化、XR技術を活用したワー
カーへの教育プログラム提供、部品データの統合によるサプライチェー
ン高度化等のバリューチェーン全体の効率化を志向している5。こうした
ユースケースの実現には従来、有線LAN・Wi-Fi等の工場内での複雑な
通信環境が高度な自動化のボトルネックとなっていたが、ローカル5Gの
活用により高速通信に加え、通信インフラの一元化やワイヤレス化が実
現可能となる点がメリットと捉えられている。

ローカル5Gへの向き合い方
実証実験やルール整備が進む一方で、ローカル5Gには事業性の視点で
多くの課題が残っている。ローカル5Gの運営には自前でのネットワーク
構築が必要であり、基地局設置・対応端末の購入・既存システムとの連
携を含むシステム構築等の一定の投資が必要である。またネットワーク
の監視・保守等の体制構築や運用コストも生じるため、非通信事業者に
とって導入のハードルは決して低くない。実際にローカル5Gのコスト目
安として1プロジェクト当たり数千万～数億円の投資規模になるという
見込みが日本の通信機器メーカーからも提示されている6。通信事業者
による4G/5Gの商用サービスはB2B/B2C関わらず不特定多数のユー
ザーからマネタイズ可能であるが、これと比較するとローカル5Gでは基
本的に特定のユースケースの収益増加やコスト削減を原資に投資回収
を行う必要があるため、投資対効果の実証は大きな課題となる。
類似の既存技術としてプライベートLTEが存在するが、海外での事例は
あるものの7、国内では技術制約やコスト課題からブレイクスルーには
至っていないのが実情である。
ローカル5Gは現状では実証実験を通じたユースケース創出を主目的と
して考えるべきで、経済性を厳密に問われるステージではないが、IoTビ
ジネスにおいて数年前より多くのPoCが繰り返されたのち、期待したほ
どの成果が挙げられず現状収益面で苦しんでいるのと同様の構図が繰
り返される可能性があり、技術検証のみでなく投資対効果の実証や新た
な事業モデルの確立に早期に取り組むことが肝要である。
ではどのような展開シナリオを見据えてローカル5Gに取り組むべきであ
ろうか。5Gによるネットワークのソフトウエア化・オープン化時代に向け
たテストベッドとして捉えるべきというのが筆者の見解である。
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5Gによるビジネスモデルの変化
また、5Gのインパクトとして「大容量・高速通信」「超低遅延」「同時多接
続」等の機能面が着目されやすいが、5G時代の本質的な変化は「ネット
ワークのソフトウエア化とオープン化」にあると考える。
ソフトウエア化の観点ではNFV（Network Function Virtualization）や
SDN（Software Defined Network）に代表される仮想化技術の進化と
5Gの技術特性の組み合わせにより、ネットワークのパーソナライズ化が
実現する点が大きな変化となる。従来モバイルネットワークは顧客ニー
ズに関わらず均一的なサービスを提供し、品質に責任を持たない「ベス
トエフォート型」が原則であった。2021年以降に商用化が見込まれる5G
フェーズ2では「大容量・高速通信」「超低遅延」「同時多接続」等の特性を
ソフトウエア制御で組み合わせて提供し、顧客のニーズに最適化したネッ
トワークサービス提供が可能となる8。実現手段として仮想ネットワーク
をソフトウエアで柔軟に構築する技術としてネットワークスライシングが
注目されており、従来取り組み途上であったネットワーク運用自動化やア
ナリティクス等、いわゆる「ネットワーク領域のAI」の普及ドライバーとな
ると想定される。この領域は通信・非通信プレイヤーともに今後の投資
領域として注目すべき領域と考える。
オープン化の観点では、従来通信キャリアや通信機器ベンダーの垂直統
合モデルで提供されていた通信サービスのオープン化が進展し、End-
to-Endでのビジネスモデル構築が進むと想定される。IoTの世界では
ハードウエア・ソフトウエア・サービスをソリューションとしてパッケージ
化し、サブスクリプション型や成果報酬型で収益を得るビジネスモデルが
増加している一方、通信サービスは従来通り通信キャリアから請求する
パターンが主流となっており、通信レイヤーのみ分断されている状況にあ
る。今後は通信業界（Horizontal）と各産業セクター（Vertical）間の協業
を通じてソリューションパッケージに通信サービスを組み込むことで、デ
バイス・通信・サービスまで一貫したEnd-To-Endのサービス提供が増え
ることが想定される。
5G商用化を迎え、5Gのユースケース探索は一巡感があり、夢のような
ユースケースを追い求めるフェーズは終わりに近づいている。これからは
ソリューショントータルでの提供価値の明確化とEnd-to-Endのビジネス
モデル構築等の実用的な価値が求められるフェーズに入り、ローカル5G
をきっかけとして、いかに早期に短期の事業性と中長期の拡張性を両立
した事業モデルを構築するかが競争力を左右することになるであろう。
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1. 総務省,「ローカル5G導入に関するガイドライン」,2019/12/17: https://www.soumu.go.jp/main_content/000659870.pdf
2. 各社HPより
3. 総務省, op.cit.; 総務省ガイドラインではNTTドコモ、ソフトバンク、KDDIなどの全国MNO事業者はローカル5Gの免許を取得することは当分の間できないとされている。
4. AGV（Automated Guided Vehicle）・AMR（Autonomous Mobile Robot）
5. Ericsson and Telefónica to make 5G car manufacturing a reality for Mercedes-Benz, Ericsson, 2019/6/27 : https://www.ericsson.com/en/news/2019/6/

mercedes-benz-ericsson-and-telefonica-5g-car-manufacturing "Factory 56". Mercedes-Benz Cars increases flexibility and efficiency in operation, Daimler, 2020/3/4
アクセス: https://www.daimler.com/innovation/production/factory-56.html

6. ローカル5Gが新たなバズワードに、製造業はその可能性を生かせるのか, MONOist, 2020/1/8: https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/2001/08/news039_2.html
7. プライベートLTE　 空港から工場、防災、スタジアムまで広がる活用シーン　“Wi-Fi超え”の企業無線,『月刊テレコミュニケーション」, 2018年5月号
8. 5Gは3段階で進化する　ポテンシャル発揮は2023年から, 『月刊テレコミュニケーション』, 2020年1月号
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デロイトは、地球規模の衛星ブロードバンドサービスの提供を目的とし
た低軌道＊1上の衛星が、2019年末の約200基から増加し、2020年末ま
でに1000基＊2を超えると予測している。
これに伴い、2020年の終わりもしくは2021年の初頭には一部地域で衛
星ブロードバンドサービスが開始される可能性があり、おそらく当初は地
球上の高緯度地域が対象になるとみられる。

この動向の全体像を数字で見ると、人類が宇宙開発を始めて以来約
8,700の宇宙物体が打ち上げられ、そのうち4,000以上が地球周回軌道
に配置された衛星として現役運用されている1（訳注1）。複数基のブロードバ
ンド通信衛星により構成される「メガコンステレーション＊」のために、後
述する主だった企業が予定している計画のみでも、今後16,000基の衛
星が打ち上げられるようだ。その展開は世界に歴史的な利益をもたらす
かもしれない。

既存の航空宇宙産業の巨大企業と、新興のテクノロジー企業の双方が、
世界に手頃な高速インターネットアクセスをもたらすことを目的として
「メガコンステレーション」に投資し始めている。顕著な動機としては、現
在インターネットアクセスがない地域にそれをもたらすことで、インター
ネットに係る新規顧客を生み出し、新しいビジネスモデルの提供を行うと
いうものである。ITU（International Telecommunication Union： 国
際電気通信連合）によると、2018年末時点でインターネットを利用して
いるのは世界人口の約51%にすぎない2。 

過去に低軌道に限らず衛星コンステレーションを使い商用の低軌道衛星
通信サービスに参入した事業者はいるものの、ビジネス的な成功事例は
見られていない3。一方、現在低軌道衛星通信サービス事業に参入してい
るプレイヤーは、社会的なニーズと技術シーズの双方で現在のますます
の情報化社会進展の追い風を受けながら、高速化、低遅延化、低価格化
したサービスをユーザーに提供することで、先行事例を乗り越えようとして
いる。その取り組みは、主に次の3つのドライバーによって促進されている。

低軌道衛星
グローバル版：衛星コンステレーションによるブロードバンドサービス

＊1 P29 用語集参照
＊2 2020年1Qの実績値を基に、2019年12月発表分の予測値を2020年4月に修正
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対象にしたブロードバンドインターネットサービスの提供を目指してい
る。これにより、世界のより多くの人々が、よりつながりのある社会を通じ
て経済的利益を享受できるようになる。
より特化したアプリケーションを追求している企業もある。例えば、IoTデ
バイスのネットワーク（スマートファクトリー、サプライチェーン、公共イン
フラ、石油プラットフォームなど、M2M（Machine-to-Machine）の通信
を必要とするシステム）構築のための通信サービスを提供することが大き
な事業機会になるかもしれない。さらに災害時対応など向けの、信頼性
の高い専用ネットワークを政府等に販売・提供することも考えられる。

事業開発における課題
衛星ブロードバンド事業に参入しようとしている企業は、宇宙空間を活
用した事業活動を行うということと、新しい事業を立ち上げるということ
の2つの取り組みを同時に行う必要がある。参入に当たって事業者は、計
画の遅れ、また事業頓挫の可能性すらもある技術上・運用上の課題に直
面する。以下、この新しい事業に参入する企業がクリアしなければならな
い課題のうち、最も重要なものをいくつか挙げる。

 • 衛星の信頼性確保
軌道上で寿命まで問題なく動作する衛星を運用するには、信頼性のあ
るシステムを構築することが不可欠であり、開発には相応の投資が必
要になる。衛星に問題が生じた場合は、迅速かつ安全に軌道から離脱
させなければならない。

 • サービスに対する期待の充足
接続スピードや低遅延といった観点で、ユーザーの高い期待値に十分
に応える必要がある。具体的には、大容量の高画質動画通信、高速で
の金融トランザクション、IoTデバイスの大規模ネットワークのリアルタ
イム管理、といったサービスを実現させなければならない。

 • コスト競争力の確保
すでに衛星ブロードバンドビジネスに数十億ドル規模の資金が投入さ
れているが、実現のために必要なコストの全容や、既存のブロードバン
ドサービスに比べて価格面で競争力があるのか等はまだ判然としな
い。また、衛星の多くは5年から7年ほどという比較的短寿命のため、
定期的に新しい衛星を打ち上げ、古い衛星を軌道から離脱させるコス
トが継続的に発生することにも留意する必要がある。

 • スペースデブリへの対処
低軌道に何千もの新しい衛星を打ち上げることで、単に軌道の混雑を
招くだけではなく、衛星間の衝突リスクが指数関数的に高まるという、
危険な環境を作り出す可能性があることが懸念されている。
現在、さまざまな企業や政府機関が、衝突リスクへの対処方法や、寿
命が尽きた衛星を安全に軌道から離脱させる方法を定めるルールの
変更を検討している。また、機械学習アルゴリズムの利用や、地上に設
置したレーダーなどによる追跡技術の改良も検討している。当該課題
に関する国際的な協力の動きも増えており、関連する企業や政府機関
は正面からこの問題に取り組んでいる。

 • 衛星打ち上げコストの低下
衛星製造・打ち上げにかかる費用は、2000年代ごろからのSpaceXを
はじめとした衛星打ち上げベンチャー企業の参入を起爆剤として、従
前と比較し劇的に減少している。衛星自体が軽量化していることも、コ
スト削減につながっている4。

 • 衛星量産技術の進歩
衛星の設計がモジュール化され、標準化された衛星バス（人工衛星の
基本機能に必要な機器の総称）や小型でより高性能のコンポーネント
を使用し、更に他の製造業と同様の組立ライン設備や在庫管理システ
ム等に備える工場を設立する企業も現れるなど、衛星量産技術が進歩
してきている。このため、コンステレーションを構成する数百から数千
の衛星を短いリードタイムかつ、低コストで製造できる土壌が整いつつ
ある。

 • ネットワークアクセスに対する需要増加
僻地や途上国では、通信環境が整わずネットワークサービスを享受で
きない人が未だ数多くいる。その一方で、次々と出現する新しいテクノ
ロジーに対応する高度な通信環境の需要も高まっている。「いつでもど
こでもつながる」ことへの期待が増している状況にある。

サービス開発の主要プレイヤー
米国、カナダ、中国、ロシア、欧州の多くの企業が衛星ブロードバンド市
場での地位確立を目指している。2018年11月時点で、FCC（US 
Federal Communications Commission：連邦通信委員会）は米国内
で、Telesat、Kepler、LeoSat、SpaceX、OneWeb（訳注2）、SES（O3b）、
Space Norwayなどの企業に対し、ブロードバンドインターネット向け衛
星コンステレーションを対象とした事業認可及び電波使用許可を与えて
いる5。さらに直近では、2019年7月にAmazonが子会社のKuiper 
Systemsを通して”Project Kuiper”の衛星システム配備をFCCに申請し
ている。
いずれの場合も、最終的にコンステレーションを展開する企業の数や、最
終的に配置される衛星の数もまだ明らかではない部分があるが、ここで
まず重要になってくるのは、どの企業がこのコンステレーション構想をい
ち早く実現し、この低軌道衛星ブロードバンド市場という新たな市場を開
発・拡大していくのかということである。

想定されるサービスと市場
衛星ブロードバンド市場に参入する企業の目標やビジネスモデルはさま
ざまで、具体化が不十分な企業も少なくない。
一部のプロバイダは、ケーブルや光ファイバーベースのブロードバンドイ
ンターネットを提供する従来型の地上通信事業者と競合する形で、消費
者に直接サービスを提供する市場を狙っている。また、企業向けに専用
ブロードバンド接続の提供を検討している企業もある。
さらに、多くの企業が、地上通信インフラが脆弱もしくは全くない地域を
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用語集

衛星コンステレーション：全地球規模での観測、通信、科学研究、測位など、特定の目的のため人工衛星を多数基配置したシステムを指す。その
うち、構成する衛星の数が数百・数千に及ぶものがメガコンステレーションと呼ばれる

低軌道（Low Earth Orbit, LEO）：高度2,000kmまでの地球周回軌道。軌道周期が短く（約90－120分）、リモートセンシング 、有人宇宙飛
行、データ通信などに利用されている。この軌道上の衛星は、常に地球表面のごく一部しか見ることができないため、地球全体をカバーするには
より多くの衛星が必要となる。

中地球軌道（Middle Earth Orbit, MEO）：地上2,000kmから36,000kmの軌道。この軌道上の衛星はLEOベースの衛星よりも広く地球を
見ることができ、より高緯度の衛星よりも低遅延である。この軌道は、測位衛星（GPSなど）と通信衛星の両方で使用される。

静止軌道（Geostationary Earth Orbit、GEO）：高度36,000kmの軌道。この軌道上の衛星は、地球の自転と同じ速度で移動するため、地
球上のほぼ同じ場所にとどまる。地球をより広く見渡せるこの軌道では、数基の衛星で地球全体をカバーでき、放送、通信、気象衛星に適してい
る。静止衛星と通信する地上のアンテナは動く衛星を追う必要がなく、方向が固定されている。
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1. United Nations Office for Outer Space Affairs, “Online index of objects launched into outer space,” accessed October 9, 2019; Union of Concerned Scientists, “UCS 
satellite database,” accessed October 9, 2019.

2. ITU News, “New ITU statistics show more than half the world is now using the internet,” December 6, 2018.
3. Caleb Henry, “How OneWeb plans to make sure its first satellites aren’t its last,” SpaceNews, March 18, 2019; Chris Oakes, “Teledesic launches test satellite,” Wired, 

February 27, 1998.
4. Harry W. Jones, “The recent large reduction in space launch cost,” 48th International Conference on Environmental Systems, July 2018.
5. Federal Communications Commission, “FCC boosts satellite broadband connectivity and competition in the United States,” November 15, 2018.

訳注1：人工衛星について, JAXA, 2020/3/5アクセス:https://fanfun.jaxa.jp/faq/detail/57.html
訳注2： OneWeb社は2020年3月27日に米国破産法第11章に基づく破産を申請した。破産の原因は新型コロナウイルス（COVID-19）の影響に伴う市場混乱により、予定していた資金調達を完遂

できなかったこととされており、今後同様の影響が業界全体に広がるかについては引き続き注視が必要である。 
OneWeb Files for Chapter 11 Restructuring to Execute Sale Process, OneWeb, 2020/3/27: https://www.oneweb.world/media-center/oneweb-files-for-chapter-11- 
restructuring-to-execute-sale-process

グローバル版本文
High speed from low orbit: A broadband revolution or a bunch of space junk?
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2020/satellite-broadband-internet.html

BOTTOM LINE
 • 低軌道衛星ブロードバンドコンステレーションの最大の意義は、現在通信ネットワークインフラが十分に整備されていない地域の人々に、低遅延か
つ高速なネットワーク環境を提供できるようになることである。衛星ブロードバンド接続によって世界のつながりが密になることで、世界の隅々まで
現在の情報社会のメリットがもたらされ、人々がより経済的にも社会的にも豊かになる可能性がある。

 • OneWebやSpaceXなどは既にコンステレーション衛星の打ち上げを開始しており、サービスを実際に開始する事業者も近く登場してくるだろう。
そして、現在コンステレーション構想を打ち出している企業は多くあるが、サービス化が進んでいく中で、種々の課題を解決できたもののみに絞られ
ていき、社会をより豊かにする新しいサービスとしての低軌道ブロードバンド市場が確立していく未来も近いだろう。

 • 今後、より多くの衛星が打ち上げられ、事業展開が進んでいくなかで、周波数割当やスペースデブリへの対処、配備基数や軌道等のコンステレーショ
ンデザインなどに係るルールの整備が進んでいくことが予想される。現状、事業者間に意見の相違があり、また各国の規制機関の間での調整も必
要になってくるなか、このようなルール形成活動にうまく対処できる事業者は、競争上の優位性を得ることができるだろう。
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グローバル版本編でも触れられているとおり、低軌道通信衛星コンステ
レーションの登場により、従来の静止軌道を活用した衛星通信と比べ、
「より低コストで」「高速、かつ低遅延（レイテンシ）な衛星通信サービスが」
「より広範囲に」実現する可能性が開かれつつある。低軌道通信衛星コン
ステレーションの概念自体は決して新しいものではないものの、ここにき
てグローバルの各プレイヤーによって競うように計画が発表されている
背景には、小型衛星の開発・製造コスト・打上げコストの低廉化と、IoT
技術の発展等に伴う通信需要の増大化・多様化が相まって、コンステ
レーション構築の費用対効果が民間ビジネスとして妥当な水準と判断さ
れるようになってきたことが挙げられよう。
2019年からはOneWeb＊やSpaceXなどによって実際の衛星打上げが
始まり、コンステレーション計画が構想段階から実行段階へとシフトしつ
つある中、日本ではこれらのプレイヤーのようにコンステレーション構築
そのものに取り組む事業者は未だ現れていない。モバイルサービスを提
供する楽天がAST & Scienceと1、また、従来から静止軌道を活用した衛
星通信事業を展開しているスカパーJSATがLeoSatと2、それぞれ出資及
び戦略的業務提携の関係を構築するなど、同分野への参入の動きは着
実に進んでいる。
このような動きはあるものの、グローバルの新興プレイヤーによって牽引
されているコンステレーション計画が果たして本当に実現するのか、商用
ベースで持続的なサービスは展開され得るのか、といった点において
不確実性は高く、まだ様子見といったスタンスをとっている企業も多いだ
ろう。
本稿では、本格的なメガコンステレーション時代の到来に備え、日本企
業がどのようにこのトレンドをビジネスチャンスに変えていけるのか、
OneWeb、SpaceXなどの先行プレイヤーからみたときのデマンド（需
要）サイド・サプライ（供給）サイドという2つの視点から考察してみたい。

デマンド（需要）サイドからのアプローチ
OneWebやSpaceXといったコンステレーション事業者の観点からデマ
ンド（需要）サイドを見たときに、エンドユーザーに至るまでにどのような
プレイヤーが介在するビジネスモデルとなるのか、またそもそもどのよう
なユースケースでの需要があり得るか、といったところが論点となる。
本編でも触れられているとおり、低軌道コンステレーションを活用した衛
星ブロードバンドにおけるビジネモデルは未だ不透明なところが多い。
しかしこの領域における技術革新が、5Gと同様にこれまでの通信利用
の幅を大幅に拡張し得ると考えた場合、「B2B2X」のビジネスモデルが参
考になると考えられる。これは、通信事業者（B）が、大規模な顧客基盤を
有する異業種企業や自治体等（B）をパートナー企業にしながら、エンド
ユーザーである企業や個人（X）へソリューションを提供するというモデル
である。このモデルの特徴は、通信事業者の提供価値がインフラの提供
に留まらず、パートナー企業を媒介して収集したエンドユーザーのデータ
の解析に基づくサービス開発・マーケティング支援にまで拡張していく点
にある。このビジネスモデルを前提とした場合、頭のBにあたる通信事業
者の役割を直接OneWeb、SpaceXのようなコンステレーション事業者
自身が担うというシナリオも考え得るが、日本では既に成熟した通信
キャリアが全国的なサービス基盤を構築しており、既に一部で衛星通信
サービスも実施していることから3、これらのキャリアがコンステレーショ

ン事業者から通信回線の提供を受ける形で事業展開を実施していくと
いった方向性が自然であろう。つまりは、コンステレーション事業者
（OneWeb, SpaceX等）⇒国内通信キャリア（NTTドコモ、ソフトバンク
等）⇒顧客基盤を有する企業・自治体等のパートナー企業⇒エンドユー
ザーといった形の、いわば「B2B2B2X」のモデルが成立するのではない
か、という仮説である。
実際にこのようなビジネスモデルが構築されていくためには、どの分野
で低軌道衛星通信サービスのユースケースを見出すことができるかが焦
点になる。本編で触れられていたような大規模なデジタル・デバイドが課
題とされているアフリカや北極圏諸国に比べると、高度に有線・無線の
地上通信網が張り巡らされている日本では、衛星通信へのニーズはどう
しても限定的にならざるを得ないだろう。
しかしながら、政府が掲げる「Society 5.0」（人口減少・高齢化、エネル
ギー・環境制約などの社会課題解決のためにデジタル技術が最大限活
用されている社会）の実現に向け、あらゆるモノがインターネットへ接続
されていく“Connected Industries”の考え方が普及する中で、これまで
も衛星通信が広く活用されていた海上通信の分野のみならず、地上通信
網がリーチできていない領域における通信需要が増加していく可能性は
十分にある。例えば、今後ますます活用が広がっていくであろうドローン
や、将来的に新たなモビリティとしての社会実装が期待される「空飛ぶク
ルマ」（自律飛行可能な小型の電動垂直離着陸機）などにおいては、地上
通信が届かない空域での飛行制御を実現するために衛星通信が活用さ
れる可能性があるだろう。またリアルタイム性が増すため、今でも衛星通
信回線の主な用途となっている災害時の音声通話やメール等のデータ
通信のバックアップのみならず、平常時でも5G回線の利用が想定される
自律走行車両や遠隔医療システムのバックアップにまで活用用途を広げ
られる余地はあり得る。実際に、情報通信研究機構（NICT）を中心として
衛星通信と5G/Beyond 5Gの連携に向けた検討が進められている4。
さらには、「課題先進国」と言われる日本において、通信事業者と共に
様々な業種の企業・自治体等がパートナーシップを組み、様々な社会課
題を解決する手段として衛星通信のユースケースが広がっていくこと、ま
た将来的にはこれらの取組から生まれるソリューション・パッケージが他
国へ輸出されることも期待できよう。

サプライ（供給）サイドからのアプローチ
ここまでは低軌道衛星通信の利用側に着目してきたが、もう1つの視点と
して、日本企業が低軌道衛星コンステレーションを構築・運用していく上
でOneWeb, SpaceXといった企業が必要とするモノ・サービスを提供す
るといったビジネスシナリオの可能性についても考えてみよう。
日本は、衛星・ロケット・地上通信設備、及びそのコンポーネントの開発・
製造から衛星打上げ・運用に至るまでフルセットで対応可能な企業群を
擁している世界でも数少ない国であり、従来は官公需依存の色が濃かっ
たものの、近年のグローバルレベルにおける宇宙利用の拡大のトレンド
に対応し、政府方針としてグローバル市場を含む民間市場への進出が強
く推進されている5。特に、2018年からは宇宙産業分野における市場活
性化を目的として5年間で1,000億円規模のリスクマネー供給を行う施
策が実行に移される中6、小型衛星の開発・製造や小型ロケットの開発・
製造・打上げを行うスタートアップが増え始めている。

低軌道衛星
日本の視点：メガコンステレーション時代における日本企業の戦い方

＊ P30 訳注2参照
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また、ソニーがJAXAと共同で小型衛星向けの光通信モジュール開発に
着手する7など、従来は宇宙産業のメインプレイヤーではなかったメー
カーが参入の動きをみせている。これらの新規参入プレイヤーの特徴は、
家電等の民生分野で使用されている技術を宇宙分野へ転用しているこ
とであり、宇宙機器に求められる信頼性をクリアすることができれば、転
用元の製品のものづくりのアセットを活かした大量生産の可能性が開か
れるだろう。
さらに、要素技術面では、NTTがJAXAと連携して地上と宇宙をシームレ
スにつなぐ超高速大容量でセキュアな光・無線通信インフラの実現に向
けた共同研究を開始しており8、これらの成果も今後構築されていくコン
ステレーションへフィードバックされていくことが期待される。
このように、日本においては小型衛星分野における様々な生産・技術基
盤が存在しており、コンステレーション構築のために今後大量の衛星製
造・打上げが必要とされる中で、メガコンステレーションのサプライチェー
ンの中で日本企業が活躍する余地も出てくるだろう。
さらには、本編でも指摘されている通り、今後メガコンステレーションが
広がっていく過程でスペースデブリ問題が更に深刻度を増すと考えられ
る中、JAXAと共同でデブリ除去実験に乗り出しているアストロスケール9

のようなスタートアップの存在感も増していくと考えられる。

おわりに
ここまでの考察にて、低軌道衛星コンステレーションを活用した衛星ブ
ロードバンドサービスが今後実現していく中で、やや楽観的ではあるもの
の、様々な領域にて日本企業が活躍できる可能性を示してきた。他方、
低軌道衛星コンステレーション構築を巡る市場の動きはまだ不確実性を
残しつつも、変化のスピードは目まぐるしい。このような状況において、ビ
ジネスリスクを可能な限り軽減しつつ、将来の果実を得るための種まき
を着実に行っていくためには、個社単独での活動というよりは、他社との
緩やかな業務提携や、政府支援プログラムへの参画などを通じたPoC／
実証実験機会の獲得が現実的と考えられる。
来るべきメガコンステレーション時代において、日本企業が存在感を示
すことができるかは、これから数年以内のアクションにかかっている。
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デロイトは、広告型動画配信サービスの収益＊1が2020年にグローバル
で推定320億ドルに達すると予測している。特にアジア（中国とインドを
含む）が155億ドルで全体の半分近くを占める（図表1）＊2。アジアでは、
手頃な価格の4G接続、低価格のスマートフォン、そして急速に成長した
広告型動画配信サービスを通じて、10億人を超える視聴者が無料（また
は低コスト）でテレビ番組や映画、スポーツを視聴している。

アジアのストリーミングサービスの中には、広告型動画配信を中心に据
えビジネス拡大を目論んでいるプレイヤーがいる。こういったプレイヤー
は、大規模なユーザー基盤を築いた上で、広告型サービスによって一定
規模の収益を獲得した後、オリジナル作品、スポーツ、音楽、ゲームといっ

たコンテンツを打ち出した有料プランも導入し、強力なサブスクリプショ
ンビジネスを展開している。その目的は、料金は支払わずにコンテンツを
視聴する時間だけを使いたい人と、コンテンツ自体に課金することをい
とわない人の両方を満足させることができるエンターテインメントプラッ
トフォームになることだ。
これとは対照的に、米国では消費者に直接提供される配信サービスのほ
とんどが、広告なしのサブスクリプションモデルを採用しており、Netflix
に代表されるような企業が米国市場を支配してきた。消費者は広告を避
けたがる傾向にあり、米国の消費者の44%が、「広告のない視聴体験」が
ストリーミングサービスに登録した最大の理由だと回答している調査結
果もある1。しかし、いわゆる「サブスク疲れ」の兆候も現れており、米国の

広告型動画配信
グローバル版：先行するアジアを米国も追うか？

＊1 広告費のみのサービスと、広告＋サブスクリプション型のサービスの収益の総計。YouTube等のユーザー生成コンテンツ（UGC）型のサービスの広告費は含まれない
＊2  【2020年4月 COVID-19の影響を踏まえた予測値アップデート】 
グローバルの広告型動画配信市場規模は300億ドルを下回る。アジアは140億ドル、米国は85億ドル規模になると推計。 
COVID-19の影響による外出制限・ロックダウンで動画配信の視聴者数と視聴時間は増加したものの、景気低迷に伴い広告費が減少し、オリンピックの延期も決定したため、 
少なくとも2020年中の市場の伸びが見込めない。
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 • 多様なコンテンツを一箇所に集め、消費者に低価格もしくは無料で提
供するモデルで運用できるか？

 • オンライン広告市場を支配しているソーシャルネットワークや検索エン
ジンに代わる手段を探している広告主に対して、ソリューションを提供
できるか？

 • ゲーマー、音楽ファン、スポーツファンといった特定のセグメントに対し
て特化したサービスと、一般的な視聴者を対象とするジェネラルな
サービスを幅広く取りそろえたエンターテインメントプラットフォームの
基盤を提供できるか？

視聴者は契約の管理や支払に煩わしさを感じるようにもなっている2。テ
レビネットワーク、映画会社、IT企業がそれぞれ独自のサブスクリプショ
ンサービスを開始する中、米国の消費者はすでに平均3つのサービスを
契約している3。300以上のサブスクリプションベースのサービスが視聴
者数とウォレットシェアの獲得を巡って競争を繰り広げているが、この状
況を踏まえると、そのうちほんの一握りのプレイヤーしか成功できないの
ではないだろうか？

広告型動画配信のプレイヤーが以下のポイントを実現できるのであれ
ば、アジアから米国へのビジネスモデルの輸入を検討するべきかもしれ
ない。

図表1　世界の広告型動画配信サービス収益（10億ドル）

出所：Digital TV Research, “Global AVOD Forecasts,” June 2019; Deloitte analysis.
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iQIYIは2018年に新規株式公開（IPO）を行ったほか、ゲームデベロッ
パーのSkymoonsを買収するなど8、エンターテインメント事業を意欲的
に発展させている。iQIYIは現在、5.6億のMAUを抱える世界最大規模の
動画配信プラットフォームに成長し、そのうち1億がサブスクリプション
サービスに課金しており9、広告収入とサブスクリプション収入の両輪で
規模を拡大して市場を牽引している。しかしながらiQIYI事業の損失は続
いており10、コンテンツ投資の強化をはじめとした対応策が講じられてい
るところである。
Tencent Video、Youkuもそれぞれ、海外コンテンツへの投資や映画ス
タジオの買収などコンテンツに資金を投入し11 12、競争力強化を狙うと
同時に、各社それぞれが海外への事業拡大も計画している。
中国の大手プレイヤーの強みはリーチできる視聴者の規模であり、ユー
ザー基盤を基にした広告収入が収益を支えているものの、ワンストップ
型のコンテンツプラットフォーム化を見据えた各社のサブスクリプション
への注力が、黒字化を妨げているとの見方もある。
視聴者のメディア接触時間を奪い合う競争は、TikTokに代表される
ショートビデオプラットフォームや従来型のテレビ放送も含む形で激化し
ており、大手プレイヤーは今後の注力ポイントの選択に迫られているとい
える。

インド：広告型動画配信がテレビ視聴者層を拡大
インドでは有料放送の加入料が安価であり、州によっては90%近くの世
帯がテレビを保有している。しかし、国全体のテレビ端末普及率は70%
を下回っている13。インドの広告型動画配信サービスは、モバイルユー
ザー向けのサービス提供に注力することで、何億人もの人々の手元に
「テレビ」をもたらし、それが一部の視聴者にとっては初めてとなる映像
エンターテインメントへの接点になっている。
インドの消費者はコスト意識が高く、無料または低価格のサービスの利
用のための広告視聴は受け入れられやすい14。また近年、手頃な価格の
スマートフォンが登場したことに加え、通信事業者の新規参入によって
データ通信量が値下がりしている15こととも相まって、動画配信サービス
の普及が進んでいる。
2012年には9社だった配信事業者は2019年には35社に増加し16、ス
マートフォン所有者の80%が1つ以上のストリーミング動画アプリを使用
している17。
MAUが3億に達するHotstarは、インド市場のトッププレイヤーである。
2015年にディズニー傘下の大手衛星メディア企業Starによって設立され
たサービスで、インドのスマートフォンの半数がHotstarのアプリを搭載し
ている18。
Hotstarはインドの消費者の1/3へのリーチを基盤とし、若いスポーツ
ファン層へのアクセスや、ゲーミフィケーションを取り入れた広告コンテ
ンツといった強みを生かした広告戦略を採用して、従来型のテレビ広告
からのシフトを狙っている。ゲーミフィケーションについては、例えばクリ
ケットの試合中に関連するクイズを出題し、画面にバナーや動画広告枠
を付けるといった形式を採用している。
この他にも放送局や通信事業者、Netfixなどの海外事業者もインドの動
画配信市場に参入している。インドの大手放送局は、Hotstarの方式を
踏襲し、無料広告モデルで見逃し配信コンテンツを提供している。一方、
AirtelやVodafoneといった通信事業者は、複数のプラットフォームから
コンテンツを集約する形で決済インターフェースを運用している。

広告型動画配信の「アジアモデル」
アジアで運用されている広告型動画配信事業はそのほとんどが2010年
以降にサービスを開始したもので、短期間で大きく規模を拡大している。
広告型動画配信の「アジアモデル」には、以下の様な特徴がある。
 • コアサービスは広告モデル
ユーザーは広告を視聴することで、番組や映画などの映像コンテンツ
にアクセスできる。コンテンツの多くは様々な映画会社や放送事業者か
らライセンスされている。

 • プレミアムコンテンツへの課金
スポーツ、海外作品、国内オリジナル作品といったプレミアムコンテン
ツについては、サブスクリプション形式で課金する。この収益を人気コ
ンテンツの放送権を調達する資金源にする。

 • モバイル戦略
アジアのストリーミングサービスは特にスマートフォンユーザー向け
サービスに注力することで規模を拡大している。インドやインドネシア
では、従来型の有料放送にアクセスできない消費者がストリーミング
サービスを利用している。中国など有料放送が普及している国や地域
でも、スマートフォン向けにコンテンツを配信するストリーミングサービ
スも提供されている。いずれの場合も簡単にアプリをデバイスにダウン
ロードして、視聴を開始できる。

 • マルチサービスのバンドル
動画配信と音楽配信やゲームといった複数のサービスを組み合わせ
て、デジタルエンターテインメントをワンストップで提供するプラット
フォームの構築を目指している。

 • 広告のイノベーション
新しい形式のフォーマットやゲーミフィケーションを取りいれた広告展
開を試みている。

こうした「アジアモデル」の要素の実例は、世界最大の広告型動画配信の
市場である、中国とインドに見ることができる。

中国：iQIYIの野心的な拡大
中国における広告型動画配信サービスは2018年に世界の約35%に相
当する78億ドルの収益を上げた4。中国ではモバイルインターネット利用
が主流で、全インターネットユーザーの98%を占める約8億1600万人の
消費者がモバイル機器を使ってオンラインアクセスしており、モバイル戦
略の重要性が見て取れる5。2019年には中国の成人のスマートフォンの
利用時間がテレビを上回ったとのデータもある。モバイル向け広告型動
画配信の人気も伸びの一因と考えられる6。
世界の主要な広告型動画配信サービスの5つのうち3つが中国のもの
で、BATとして知られるBaidu、Alibaba、Tencentの三大テクノロジー
企業によって運営されている。iQIYI（Baidu）、Youku（Alibaba）、
Tencent Videoはそれぞれ約5億のMAU（Monthly Active Users：月
内にサービスを利用したユーザーの数）を獲得している7。

中国最大の検索エンジンを運営するBaiduが2010年に立ち上げたiQIYI
は、前述の「アジアモデル」の好例である。広告型のコンテンツ配信を行
うほか、2014年には自社内に映像制作部門を立ち上げてオリジナルコ
ンテンツの制作に乗り出し、課金型のサブスクリプションサービスも提供
している。その際、ドラマや映画などのオリジナルシリーズに加えて、
Netflixを含む海外プレイヤーのコンテンツや、スペインサッカーリーグの
リーガエスパニョーラの独占放映権等に投資して、ユーザー層の拡大を
試みている。
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広告主の視点では、広告型動画配信サービスが定着することが期待され
ている。有料放送の契約数は急速に減少しており、デジタル広告への支
出は増加しているものの、その60%はFacebookとGoogleによるもので
ある（YouTubeを含む）20。数百万人規模の月間ユーザーを抱える広告
型動画配信サービスが現れれば、広告出稿先の選択肢の幅が広がる。
また、ほとんどのストリーミングサービスはIPベースであるため、よりター
ゲットに適した広告をそれぞれの視聴者に配信することが容易になる。
さらに、ストリーミングビデオとデータドリブン型の広告を組み合わせた
プラットフォームを利用することで、個人データの提供によってコンテンツ
を視聴するような仕組みを実現できるかもしれない。このような点で、広
告型動画配信プラットフォームは広告主にとって有益なものになりうるだ
ろう。

米国での展開可能性
これまで課金型のサービスが市場を席巻していた米国の状況にも少しず
つ変化が訪れつつあるようだ。デロイトが最近米国で実施した調査では、
消費者の広告に対する見方に変化が起こりつつあり、コンテンツ視聴の
ために広告を視聴するというアジア型の消費傾向に近づいていることが
結果に表れていた19。その証拠として、広告型動画配信サービスの数が
米国でも最近増加していることに注目したい。中国やインドのサービスの
ような目を見張るほどの規模感ではないが、Roku、Tubi、Pluto TVと
いった広告型サービスや、Huluのような有料課金と広告型を組み合わせ
たサービスの利用者が増加傾向にあり、今後のビジネス展開に大きな可
能性を秘めている。

1. Kevin Westcott et al., Digital media trends survey, 13th edition, Deloitte Insights, March 2019.
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Digital TV Research, “Global AVOD forecasts,” June 2019.
5. Deloitte, Semiconductors—The next wave, April 29, 2019.
6. Chinese adults spend two hours and 39 minutes viewing their smartphones, eclipsing the time they spend watching TV by seven minutes. See Ryan Browne, 
“Chinese consumers forecast to spend more time on their phones than watching TV this year,” CNBC, April 19, 2018.

7. QuestMobile, 2019; China Internet Watch, 2019.
8. Keith Noonan, “iQiyi just made a major move into video games,” Motley Fool, August 5, 2018.
9. China Internet Watch, “Top mobile apps, app stores in China in H1 2019,” August 20, 2019.

10. Yue Wang, “iQiyi is no longer content with being the Netflix of China,” Forbes, May 29, 2019.
11. Verdict, “Chinese streaming platforms may unseat Netflix,” September 2, 2019.
12. Natalie Walters, “Alibaba building Youku to be the Netflix of China,” Motley Fool, April 11, 2019.
13. Gaurav Laghate, “Television remains the choice of the masses even in digital times,” Economic Times, July 23, 2018.
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16. Gaurav Laghate, “Partnership is name of the game in burgeoning video streaming segment,” Economic Times,August 6, 2019.
17. Indian Express, “Hotstar, MX Player lead in OTT Entertainment apps for smartphones users in India: Study,” July 19, 2019.
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19. This section features original research from Deloitte’s report: Kevin Westcott et al., Digital media trends: Are ads the prescription for subscription fatigue?, Deloitte 
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20. Kurt Wagner, “Digital advertising in the US is finally bigger than print and television,” Vox, February 20, 2019.

グローバル版本文
Ad-supported video: Will the United States follow Asia’s lead?
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2020/ad-supported-video.html

BOTTOM LINE
 • アジアでは、広告型が今後も動画配信サービスの柱となる可能性が高い。サブスクリプション型の課金は、スポーツやオリジナル番組などのプレミ
アムコンテンツを対象として運用され、広告と併用する形での収益源となるだろう。広告型動画配信は、可処分所得の少ない消費者や、開催後のス
ポーツイベントを含めた「キャッチアップTV」だけで十分だという消費者にとっては、特に重視されると考えられる。

 • 米国では、広告型動画配信サービスが急速に成長する可能性がある。現在はサブスクリプションモデルのみを採用している米国の大手ストリーミン
グ企業も、市場の状況に応じて広告主導型モデルを選択する場合があるかもしれない。

 • アジアでも米国でも、広告主が多くの予算を広告型動画配信に投入するようになる可能性が高い。何百万の視聴者基盤を持ち、個別の消費者に
ターゲットを絞った広告が可能になると同時に、プロが制作した番組や映画に自社ブランドが付随することに魅力が感じられるからだ。この点は
ユーザー投稿型のコンテンツプラットフォームとの大きな違いである。
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動画配信サービスの分類と近年の日本での動き
グローバル版本文において、動画配信サービスの収益モデルは「アジア
モデル」の「広告型」および「広告＋サブスクリプション型」と、「米国モデ
ル」の「サブスクリプション型」とで対比がなされているが、日本の動画配
信サービスは現在どのような状況にあるだろうか。日本の動画配信サー
ビスについて、サービスの提供主体となる事業者は誰か、という観点で
分類を行うと、以下の3パターンとなる。

 • 放送事業者：テレビで放送した番組もしくはインターネット独自コンテ
ンツを自社運営の動画配信サービスで配信

 • コンテンツホルダー：自社が制作したコンテンツを、自社運営の動画配
信サービスで配信

 • デジタルプラットフォーマー：他社からの調達もしくは自社オリジナル
制作でコンテンツを揃え、一定の視聴者層を持つプレイヤー

これらの事業者のタイプを縦軸、上記収益モデルを横軸として、日本の
主な動画配信サービスをマッピングすると図表1のようになる1。

これらの動画配信サービスの日本での利用状況はどうなっているのだろ
うか。結論から言うと、いずれのサービスも現時点で広く日本に普及して
いるとは言えない状況である。収益モデルごとに見てみよう。
「サブスクリプション」については、日本における全体の契約率は他国の
半分程度であり2、広く普及しているとは言えない。「広告＋サブスクリプ
ション」に関しては、AbemaTVの利用率は動画サービス全体における
トップのYouTubeに比べて1/4強程度である3。「広告」モデルのGYAO!
およびTVerについても、AbemaTVと状況は同様である4。
他方で、インターネットで映像コンテンツ5を視聴する習慣自体は、日本
でも徐々に広がりつつある。総務省の情報通信白書によれば、「インター
ネットの利用目的」で「オンデマンド配信サービスの利用」と回答する人の
割合は増加している6。また、AbemaTV7、TVer8もユーザー数自体は増
加傾向にある9。

広告型動画配信
日本の視点：放送事業者による動画配信プラットフォーム

図表1　日本の主な動画配信サービス＊

広告 広告＋サブスクリプション サブスクリプション

放送事業者 TVer AbemaTV（テレビ朝日）
NHKオンデマンド
Hulu（日本テレビ）
フジテレビオンデマンド

コンテンツホルダー （現状なし） （現状なし） バンダイチャンネル
ディズニーデラックス

デジタルプラットフォーマー GYAO! （現状なし）

Netflix
Amazon Prime
ｄTV
DAZN

＊ YouTube、ニコニコ動画などのユーザー生成コンテンツ(UGC)型サービスは本分類では取り上げていない
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型の放送アーカイブの提供を行ってきた。見逃しサービスについては、視
聴者への認知度向上などを狙いとして、上述した民放局共同で配信プ
ラットフォームTVerのリリースを行っている14。見逃し配信については特
に、できるだけ様々な入り口を設けることを企図してきたと言える。
これらの状況をまとめると、放送事業者の動画配信サービスの整備状況
の現状は図表2のように分類できる。

このように、日本の放送事業者は動画配信サービスを様々な形で整備し
てきた。しかし、海外と比較すると、この放送事業者による動画配信サー
ビスの取り組みも、まだ始まったばかりである。インターネット利用時間
そのものはテレビ視聴時間に迫る状況とはなっているものの、いわゆる
VODの視聴時間は1日5分弱程度と生活習慣として根付いているところ
までは普及しておらず15、これからの各社サービスの一層の広がりが期
待される状況である。このような事業環境の中、各放送事業者は、将来
的なメディア環境に関して想定される様々なシナリオを想定しつつ、一定
の視聴者を確保し、収益源の一つとしていく必要がある。では、どのよう
なシナリオが想定され、収益源としていくためには、何が必要であろうか。

放送局主体の動画配信の現状
直近特に放送業界では、この視聴習慣の変化を認識し、各事業者が様々
な動きを起こしている。まず公共放送NHKについては、従来から見逃し
配信・放送アーカイブを有料で提供しつつ、放送の常時同時配信を「視聴
機会の拡大」にあたるものであり、自らが「情報の社会的基盤」としての
役割を果たす上で必要不可欠なものと位置づけ10、放送法改正により24
時間の同時配信を実施できるようにしたい旨を要望してきた。こうした経
緯もあり、NHKの地上波放送をインターネット上で24時間配信すること
を認める改正放送法11に基づき、受信料を財源とする同時配信・見逃し
配信サービスである「NHKプラス」を2020年3月から試行的運用、4月か
ら本格スタートした。
他方、民放はこれまで、NHKのインターネットサービスの強化の動きに対
して「民業圧迫」に当たるのではないかとの懸念をたびたび表明し、抑制
的な事業運営を求めている12。その中で、民放連携による独自の動画配
信サービスプラットフォームTVer等の整備に注力しており、2020年1月に
は、TVerにおいて同時配信の技術実証実験を行う意向も表明している。
民放はもともと、採算性などの面から同時配信の実施には必ずしも前向
きではなかったが13、各社独自に見逃しサービスや、サブスクリプション

図表2　日本における放送事業者主体の動画配信サービスの整備状況(代表例)

広告 広告＋サブスクリプション サブスクリプション

放送同時配信 TVer（※実証実験実施段階） （現状なし） NHKプラス 
（※受信料によるサービス）

放送見逃し配信 TVer
民放各局のサービス 等 AbemaTV＊（テレビ朝日）

NHKプラス 
（※受信料によるサービス）
NHKオンデマンド

放送アーカイブ/
ネット独自コンテンツ （現状なし） AbemaTV＊ 

（テレビ朝日：主に独自コンテンツ）

NHKオンデマンド
Hulu（日本テレビ）
フジテレビオンデマンド
Paravi
TELASA

＊  サイバーエージェントとテレビ朝日が出資して設立した株式会社AbemaTVによる運営。 
株主構成：サイバーエージェント55.2%、テレビ朝日36.8%； Cyber Agent, ”株式会社AbemaTV", 2020/4/10アクセス:https://www.cyberagent.co.jp/corporate/
overview/abematv/
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 • シナリオB　「コンテンツが真の王者」：大規模なグローバルコンテンツ
ホルダーが市場変化の勝者となり、バリューチェーン全体を垂直統合
し顧客との直接的な関係を構築している状態。デジタルプラットフォー
マーに対抗して、コンテンツホルダーが自ら動画配信サービスを提供
し、コンテンツ量の潤沢さよりも質の高さで、成功を収めるシナリオ

 • シナリオC　「放送事業者による巻き返し」：国内の放送事業者がデジ
タル変革を成功させ、テレビ・動画のエコシステムにおいて強固な地位
を確保している状態。放送事業者のコンテンツの集約・配信を担うデジ
タルプラットフォーマーとしての成功と、国レベルでの強力なメディア規
制の恩恵を受けることで実現するシナリオ

 • シナリオD　「多様性に迷う」：テレビ・動画市場には支配的なプレイ
ヤーが存在せず、多様性に富んだエコシステムに進化した状態

レポートにも記載のある通り、いずれのシナリオの場合も、放送事業者に
とってデジタルプラットフォーマーが脅威となるという点は変わらない。

未来のメディア環境において予想されるシナリオ
デロイト トーマツ グループで2019年に発行したグローバルレポート
『The future of the TV and video landscape by 2030』では、テレビ
と動画を取り巻く未来像を分析するという目的のもと、プレイヤーの構造
（国内・グローバルなプレイヤーのどちらが牽引するのか）および、消費者
にアクセスする主体は誰となっていくか（プラットフォーム所有者かコンテ
ンツ所有者か）の2軸を基に、以下4つのパターンでシナリオを策定した16

（図表3）。

 • シナリオA　「ユニバーサル・スーパーマーケット」：いくつかのデジタル
プラットフォーム企業が、コンテンツの集約と配信に関する国内の放送
事業者の主導的な役割を引き継ぐ状態。多くの視聴者がNetflixや
Amazon Primeに代表されるようなプラットフォーム経由でコンテン
ツの視聴を行うようになるシナリオ。Amazon Prime Videoのように
動画配信以外のサービスと統合された事業形態も想定される。

図表3　2軸から構成する4つのシナリオ

プラットフォーム所有者

プレイヤーの構造はどうなるのか？

誰
が
消
費
者
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
の
か
？

多様性に迷う

放送事業者による
巻き返し

ユニバーサル・
スーパーマーケット

コンテンツが
真の王者

国内の
プレイヤーが牽引

グローバルな
プレイヤーが牽引

コンテンツ所有者
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なお、BritBoxのようなサブスクリプションサービスが提供される前提と
して、英国ではPay TVの利用率が日本よりも高い23ことには留意してお
く必要がある。
また、英国ではこうした動画配信サービスの視聴者の確保に向けては、
従来のテレビの視聴率と異なる、テレビ・スマートフォン・タブレットといっ
た、視聴者が複数の端末で番組を視聴することを前提とした視聴率測定
方法の開発が重要であると考えられている。英国では10年以上にわたっ
て、各放送事業者が様々な形で放送の同時配信や見逃し配信サービス
を展開しており、生活の一部となるまでに浸透してきている。こうした歴
史を経て、視聴者そのものの理解の深化、すなわち、各々のライフステー
ジの中のどのような場面でどのようなコンテンツを視聴しているのかを
しっかり理解することが、コンテンツのリーチやコンテンツへのロイヤリ
ティを形成する上で重要であると考えられてきている。そうした結果、英
国では、公共放送・民放が共同で所有している視聴率調査機関BARBが、
放送・ネットのコンテンツを統合したID基盤により、テレビ・タブレット・PC
（スマートフォンも含む）の3つのスクリーンの視聴率を測定する方法を開
発、2020年よりその新たな指標でのレポートが行われるようになってき
ている24点も重要な参照事例である25。

日本の放送事業者の動画配信サービスが今後目指すべきこと
前述のシナリオや英国の事例を踏まえたとき、日本の放送事業者は今
後、動画配信サービスにおいてどのような方向を目指すべきだろうか。
まず民放については以下2点の問いを立てることができる。

A）  民放各社は「放送同時配信」「放送見逃し配信」「放送アーカイブ/ネッ
ト独自コンテンツ」においてどのような収益モデルを採用するべきか

B）  1社でやるべきか、複数社で連携すべきか

まずAの論点について考えてみたい。「放送同時配信」「放送見逃し配信」
については、民放が元来広告を収益源としたビジネスモデルであり、すで
にTVerや民放各社の見逃し配信サービスで放送同様の広告モデルで
サービスの整備を行っていること、日本においてインターネットでコンテ
ンツを視聴する習慣が普及の途上であること、Pay TVの利用率が低いた
め既存利用されている何らかのサービスの代替戦略が効きにくいことな
どから、広告型のビジネスモデルをベースとして視聴者の確保を図ってい

事業環境として消費者の行動も競争相手の状況も変わっていく中で、放
送事業者が追求すべきことは、シナリオBあるいはCの実現によって自ら
もデジタルプラットフォーマーとして成功するべく、事業変革を推進する
ことであろう。この点において、海外の放送事業者の取り組みはどのよう
になっているのであろうか。英国を例に見てみよう。

英国の事例
英国における放送事業者は、日本の受信料に近い受信許可料を財源と
する公共放送BBCと、広告を財源とする公共放送のChannel4、主要な
民放であるITV、Channel5とが併存しており、各社が動画配信サービス
を提供している。ただし、日本といくつかの点で異なっている。
まず、放送同時・見逃し配信については、2007年にBBCがiPlayerをリ
リースして以降、公共放送・民放各社とも、独自の動画配信サービスを運
用している。放送アーカイブについては、Netflixが英国でサービスを開
始17する以前の2008年に、BBC、ITV、Channel4の3社で動画配信サー
ビスを立ち上げようとした（Project Kangaroo）経緯があったものの、市
場競争を侵害するとして英国競争委員会（Competition Commission）
18がプロジェクト停止を命じた経緯もあり、各社が独自に展開している。
なお、BBCは営利事業として「BBC Store」を展開し、サブスクリプション
ではなく単品販売でコンテンツを提供していたが、2017年に終了した。
放送アーカイブについては、2017年にBBCとITVが共同でサブスクリプ
ション型サービスであるBritBoxを提供開始した（2017年にアメリカで
サービス開始、2019年に英国でもサービス開始）。価格面ではNetflixと
競合する姿勢を見せつつも19、あくまで英国のコンテンツに特化したニッ
チなサービスとして差別化する意図が明らかにされている20。
また、収益モデルの観点で言えば、広告放送のうち、ITV/Channel4はサ
ブスクリプション（ITV Hub+/All4+）も導入しており、加入者は広告のな
いコンテンツなどの特典を受けられる21。
これらの現状をマッピングすると、図表4の通りとなる。

BritBoxでは今後、Channel4/5の放送アーカイブも視聴可能となる予
定であり22、最終的には公共放送・民放の動画配信サービスがBritBox
に集約されることも想定されうる。いずれにせよ、前述のシナリオを踏ま
えると、放送事業者が、デジタルプラットフォーマーとしての変革の追求
を目指していることがうかがえる。

図表4　英国における放送事業者主体の動画配信サービスの整備状況

広告 広告＋サブスクリプション サブスクリプション

放送同時配信 （現状なし） ITV Hub
All4（Channel4）

BBC iPlayer
（※受信許可料によるサービス）

放送見逃し配信 My5（Channel5） ITV Hub
All4（Channel4）

BBC iPlayer
（※受信許可料によるサービス）

放送アーカイブ/
ネット独自コンテンツ My5（Channel5） ITV Hub

All4（Channel4） BritBox（BBC&ITV）
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信」「放送アーカイブ/ネット独自コンテンツ」を通貫したサービスの整備
を進めていくことが必要だろう。
なおNHKは「NHKプラス」で「放送同時配信」「見逃し配信」を開始してお
り、このサービスが受信料支払者向けであることから、民放側とのID基
盤の統一を含めたサービスの統合・連携は難しいと考えられる。しかし、
「NHKオンデマンド」については民放との統合・連携の可能性はありうる。
英国におけるBritBoxのように、日本のコンテンツに特化したニッチな
サービスとして、Netflixと差別化する方向を模索すること、また、日本独
自のコンテンツが集約された動画配信サービスとして海外への展開を目
指すことは選択肢としてありうるだろう。
放送業界全体としては、特に民放が「放送同時配信」「放送見逃し配信」
も含めて動画配信サービスで収益を上げていくためには、いかに広告収
入を確保していくかが課題となる。広告収入の観点では、視聴者の拡大
と広告単価の向上が課題となる。
視聴者の拡大という点では、前述の通りインターネットでコンテンツを視
聴する習慣は徐々に広まっており、「NHKプラス」等のサービスを利用し
た世界的スポーツイベントの配信などを契機に一層広まる27ことも想定
される。また、民放／NHKによる放送同時配信や各動画配信サービスの
競争が激しくなっていく中では、コンテンツ面だけではなくレコメンドな
どを含めたUI・機能面など、プラットフォーマーとして一層の機能各自拡
充を図っていくことも、視聴者の拡大に寄与するだろう。
広告単価の向上という点では、視聴者の拡大と併せ、前述の英国におけ
るBARBの取り組み同様、複数の端末での視聴を前提として、新たな指
標の設計を行い、広告単価の設定に活用していく必要がある。この点、英
国ではどのような取り組みが行われており、日本ではどのように指標を
設計していくべきか、という点の詳細は、別項の「メディアメジャメントの
トレンド」（P43～）で触れることにする。

く必要がある。特に「放送同時配信」に関しては、既存の放送でのビジネ
スモデルとの整合性を考えると、これまで「広告付きで無料」で視聴され
ていたものが、加入料を支払って視聴するというモデルに、ただちに転換
していくことは考えにくい。
他方、グローバル版で言及された「アジアモデル」同様、サブスクリプショ
ンによる付加サービスを組み合わせて追加の収益源を模索することもで
きる。各社が「放送アーカイブ/ネット独自コンテンツ」でサブスクリプショ
ンによるサービスをすでに提供していることから、そのID基盤を活用して
サービス設計を行っていく方向が考えられる。その場合、例えばITV 
Hub+等のように、コンテンツの内容よりも視聴環境の面で特典を提供
する方向もありうるが、プレミアムコンテンツでの課金とする方が、課金
単価の向上が見込みやすくなると考えられる。
動画配信サービスでプレミアムコンテンツによる課金を導入するとなる
と、その動画配信サービスでしか見られないコンテンツを質・量ともに揃
えることが必要となる。例えばすでにHulu等で行われているような放送
補足型コンテンツの拡充のほか、動画配信サービス独自で、スポーツや
海外作品等を提供していく方向も想定される。また、すでにNetflixがア
ニメ制作会社と行っているように26、民放側はコンテンツの配信以外の権
利・ビジネスに関与せず、制作会社の制作面での裁量をより高めていく
などの方法で、より魅力あるコンテンツの提供可能性を広げるといった、
現行の制作体制を変革していく施策の採用も方向性の一つとして考えら
れるだろう。
続けてBに関しては、現在のサービスを与件とした場合、前提として重要
なのは、いかにユーザーがストレスなく様々なコンテンツを視聴できるよ
うにするか、ということである。その点、民放全体でID基盤を統一する、
各サービスで共通のUIにする、といった取り組みは少なくとも必要になっ
てくる。そのようにして、まずは業界として「放送同時配信」「放送見逃し配

1. 株式会社インプレスの調査等を参考に作成。同調査において利用率が上位のプレイヤーなどをピックアップしている。また、YouTubeやTwitterも「無料動画、LIVE動画」のカテゴリーでの利
用率が高いが、これらのサービスは動画の制作主体が事業者と一般ユーザーの双方であることから本稿の対象外として除外し、制作主体が事業者のみであるGYAO!とAbemaTV、TVer等
をマッピングした；有料の動画配信サービス利用率は17.2%、利用者の半数以上がマルチデバイスで視聴 『動画配信ビジネス調査報告書2019』, 株式会社インプレス, 2019/6/18:https://
www.impress.co.jp/newsrelease/2019/06/20190618-01.html

2. デロイトの調査によれば、NetflixやAmazon Primeといった動画のサブスクリプションサービスの契約率は他国で40%を超えている一方、日本では21%に留まっている；デロイトトーマツ,
「世界モバイル利用動向調査」,2019/12:https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/com/mobile-consumer-survey-2019.
html

3. YouTube利用率:97.0%、AbemaTV利用率:26.8%; 株式会社インプレス, op.cit.
4. GYAO!利用率:27.1%、TVer利用率:25.0%; 株式会社インプレス, op.cit.
5. ここでいう「映像コンテンツ」は事業者が制作したものに絞っており、一般ユーザーが制作・配信するものは含まない。以後「コンテンツ」と言う時は同じ意味で用いる
6. 平成26年度の調査では家庭内でのインターネット利用で17.9%、家庭外でのインターネット利用で9.8%となっている一方、平成30年度の調査では22.6%となっている（平成30年度の調査
では家庭内外の区分けはなされていない; 総務省, “インターネットの利用目的”, 「情報通信白書」 , 平成26年版:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h26/html/
nc253130.html ;平成30年版:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/html/nd142120.html

7. 2019年12月時点のAbemaTVのWAU（一週間あたりの利用者数）は1,000万を超えており、2016年のサービス開始以降右肩上がりの傾向になっている; 1Q FY2020 Presentation 
Material,株式会社サイバーエージェント,2020/1/29,P.24:https://pdf.cyberagent.co.jp/C4751/xFFN/VNEH/lvQS.pdf?_ga=2.109197312.465933544.1583042509-
1385942695.1582878634

8. 2019年11月の動画再生数は8587万回、MAU（マンスリーアクティブユーザー）は947万となり、ともに月間での記録を更新している;【TVer】2019年10-12月期 ユーザー利用状況&番組
再生数ランキング, Tver,2020/1/31:https://tver.jp/pdf/TVer_release_20200131.pdf?target=blank

9. なお、GYAO!は2018年2月までサブスクリプション型サービスを提供していた経緯があり、ユーザー数の長期的な推移を見ることが困難なことから記載していない。
10. 2018年4月の規制改革推進会議 第28回投資等ワーキング・グループにおける説明参照; 日本放送協会, 「規制改革推進会議 投資等WG ヒアリングご説明資料」, 内閣府, 

2018/4/26:https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/toushi/20180426/180426toushi01.pdf
11. 総務省の立案担当者による解説として以下参照;放送法の一部を改正する法律, 総務省 学術雑誌『情報通信政策研究』 第3巻第1号, 2019/8/9:https://www.soumu.go.jp/

main_content/000638440.pdf
12. NHK常時同時配信の実施に関する考え方について,日本民間放送連盟,2018/10/24:https://j-ba.or.jp/category/topics/jba102681
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おわりに
日本の放送事業者がデジタルプラットフォーマーへと進化していくために
は、動画配信サービスはテレビ放送よりも視聴者が比較対象とするサー
ビスが圧倒的に多いという点を改めて今一度念頭に置いたうえで、検討
を進める必要がある。従来型のテレビ放送の場合に、他の地上波放送と
の比較を前提として検討・運用していた仕組み自体を変革するべきタイ
ミングが訪れているとも言えるのではないだろうか。

現時点では日本ではインターネットでコンテンツを視聴する習慣が十分
には普及しておらず、圧倒的なシェアを獲得している動画配信サービス
が依然として存在しない状況であるものの、今後そのような動画配信
サービスが出現する可能性は否定できない。日本の放送事業者がデジタ
ルプラットフォーマーに進化するには、メディア環境の変化に受け身で対
応するのではなく、これを機会として放送事業者主体の動画配信サービ
スの更なる整備を進め、インターネットでコンテンツを視聴する習慣の浸
透および、視聴者の獲得に努めていかなければならない。
また、放送事業者が動画配信サービスでマネタイズを行っていくためは、
広告代理店など関係する他事業者とも連携し、業界基準となるような、
複数の端末での視聴を前提とした新しい視聴指標を設定していくことも
重要であろう。

13. 例えば2016年11月の定例会見において、日本民間放送連盟の井上会長（当時）は、同時配信について「マネタイズすることは容易ではない」と述べている; 井上会長会見, 日本民間放送連盟, 
2016/11/18:https://j-ba.or.jp/category/interview/jba102025

14. TVerリリース時、TBSの河合俊明常務取締役（当時）は、「5局でやることで、多くの方の注目を集めることができる。それに一つのサービスで展開した方が視聴者にわかりやすい」とコメントし
ている; 公式テレビ動画『TVer』今、なぜ民放5局が共同サービスをスタートさせるのか？, テレビドガッチ, 2015/10/26:https://dogatch.jp/news/etc/35892/detail/

15. 総務省, 「平成30年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」,2019:https://www.soumu.go.jp/main_content/000644168.pdf
16. デロイトトーマツ, 「The future of the TV and video landscape by 2030：2030年までのテレビと動画の未来」, 2019/3:https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/

technology-media-and-telecommunications/articles/md/future-of-the-tv-and-video.html
17. サービス開始は2012年
18. 現在の競争・市場庁（Competition and Markets Authority）の前身
19. 例えば、英国ではNetflixの最も安い料金プランが5.99ポンドであるのに対し、BritBoxも同じ価格でリリースした。
20. 米英いずれにおいても、英国のコンテンツに特化してNetflixなどと差別化するという点で共通している。以下記事のBBC、ITV幹部の発言を参照;  

BBC Studios CEO: 'Big money' in niche streaming TV; BritBox hits 400,000 US subs, S&P Global Market Intelligence,2018/9/13:https://www.spglobal.com/
marketintelligence/en/news-insights/trending/rtvysfq6ks8kzbyngmza4q2 
英BritBox,国内サービスを開始, NHK放送文化研究所『放送研究と調査』,2020/1: https://www.nhk.or.jp/bunken/book/monthly/europe/202001.html

21. ITV, “ITV Hub+”, 2020/3/19アクセス: https://www.itv.com/hub/plus 
Channel4, “All4+”, 2020/3/19アクセス:https://www.channel4.com/plus 
（いずれも月3.99ポンドで提供）

22. Channel 4 to join new UK streaming platform BritBox, Guardian, 2019/11/6: https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2019/nov/06/
channel-4-to-join-new-uk-streaming-platform-britbox

23. 英国の情報通信庁（Ofcom）が発行したレポート”The International Communications Market 2017”によると、2016年末時点で、英国では31%の回答者がPay TVを通じてテレビ番組
や映画を見たと回答している一方、日本では7%にとどまっている; Ofcom, 「The International Communications Market 2017 TV and audio-visual」, 2017, p.89:https://www.
ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0027/108909/icmr-2017-tv-audio-visual.pdf

24. BARB, “Weekly viewing summary （from Jan 2020）“, 2020/3/19アクセス:https://www.barb.co.uk/viewing-data/weekly-viewing-summary-new/
25. 詳細は「メディアメジャメントのトレンド」（P43～）参照
26. ネットフリックスは、アニメ制作を根底から変えようとしている, BUSINESS INSIDER, 2018/2/2:https://www.businessinsider.jp/post-160917
27. ピョンチャンオリンピックの際にNHKは同時配信の実験を実施し、フィギュアスケート男子シングルフリーで60.5万の視聴者数を確保するなどしている; 日本放送協会,op.cit,p.19
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動画メディアにおける広告効果指標再設計の必要性
前項「放送事業者による動画配信プラットフォーム」での考察の通り、動
画視聴形態が多様化する中で、国内で動画配信事業を実施するメディア
事業者には、インターネット配信事業におけるマネタイズの強化によって
事業モデルを確立させ、プラットフォーマーとしての事業基盤を盤石なも
のに進化させていくことが求められている。
一方で、新たな動画配信のモデルに合わせて、媒体価値を適正に評価す
る手法をはじめとした視聴計測指標を業界全体で確立する動きはまだ
発展途上の段階にある。特にサブスクリプション収入によらない放送事
業者などにおいては、番組のインターネット配信における広告モデルの
確立は、新たな産業を確立させる意味で欠かせないものであり、媒体価
値を高めるためにも適正な評価指標の確立が急務と言える。
従来、テレビ放送におけるコンテンツおよび広告効果の評価は、世帯／
個人視聴率やGRP1といった「どれだけの世帯数／人数にどれだけの回
数接触できたか」という考え方を指標として運用されてきた。一方イン
ターネットメディアでは、通信のインタラクティブ性によりユーザーの行動
を捉えることが可能となり、クリック数やページのスクロールといった、
従来のメディアとは異なる指標が用いられるようになった。こうした流れ
はインターネット配信においても同様で、動画の再生と停止、再生完了
率とスキップ率のように、視聴時の利用者の行動そのものを計測し、分析
することができる。さらにオンラインでは、コンバージョンの計測によって
広告から購買行動までの動きのトラッキングや、ビッグデータをもとにし
た利用者の属性分析が可能になっている。つまり、単に「接触した人数／
回数」にとどまらず、広告出稿した際の直接的な効果の計測や、ターゲッ
ト消費者の分析など、様々なデータをもとにしたキャンペーン設計の可
能性が広がり、それが媒体価値の向上につながっているのである。
広告モデルによってインターネット配信を事業化して進める上では、こう
した背景を理解しつつ、媒体価値を広告クライアントに説明できる指標を
確立させていく必要があろう。
日本においても、2020年は放送とインターネット配信の一体化＝放送・
通信の融合が加速する年となることが見込まれる。これまでは、放送・イ
ンターネットといった伝送路ごとに基本的には別個のメディアとして異な
るコンテンツが配信されており、広告効果の指標を統合する必要性はそ
れほど高くなかった。放送と通信が融合し、放送と通信で番組の同時再
送信が行われるようになる中では、媒体価値を計測する指標のあり方に
ついての課題はこれまでとは違ったものになってくる。そこで本稿では、
世界的に見ても高まりつつあるこうした課題について、その対応事例と
ともに考察していきたい。

動画メディアの視聴環境の変化と課題
テクノロジーの発達による通信の高速化やデバイスの高性能化により、
消費者はオンライン上の多様な動画コンテンツを様々なシーン・デバイ
スで視聴することが可能になっている。放送局もテレビ放送向けのコン
テンツをオンラインでも視聴できるサービスの提供を段階的に進めてい
る。かつては「テレビ放送を受信・視聴するためのモノ」であった「テレビ」
も、OTTセットトップボックスやスマートテレビの普及によって、各種ネット
コンテンツを容易に視聴することができるディスプレイへと変化しつつあ
る。こうしたサービス・デバイス両面の進化により、視聴者はメディアやデ
バイスに縛られることなく、シームレスに動画コンテンツを視聴すること
が可能となっている。
複数のメディアとデバイスで動画コンテンツが視聴可能となったことで、
動画コンテンツの視聴機会は広がっている一方で、コンテンツの視聴人
数の把握は困難になりつつある。例えば、テレビでコンテンツを視聴して
いた視聴者が同じコンテンツの続きをスマートフォンで視聴をするという
場面を考えてみよう。サブスクリプション型の事業であればログインIDに
紐付けることで、一貫した計測が可能である。一方広告型の事業でログ
インIDなどによる個人の識別を行わずに計測すると、デバイスを横断し
た視聴者の視聴数は、実際には一人の視聴であってもデバイスごとに複
数回カウントされてしまう。広告モデルで展開する事業者にとっては「1コ
ンテンツあたりの正確な視聴者人数の計測」は案外難しいのである。この
ように、デバイスをまたがる視聴者に関して、ユーザーごとの視聴行動・
履歴を正確に捕捉できていないということは、「接触した人数／回数」＝
視聴率がわからないにも等しく、大きな課題となってくる。
この状況について広告を出稿する側の視点で見てみると、クロスデバイ
スでの視聴者の視聴実態を加味した統合的なプランニングが困難であ
る、ということを意味する。この点は、広告プランニングの観点で重要な
課題として顕在化しつつある。同一の動画コンテンツがテレビ放送とイン
ターネット配信の双方で提供され、消費者がメディアやデバイスの垣根を
超えて視聴できる実態を踏まえると、従来型の認知＝テレビ、刈り取り＝
ネットといった、視聴デバイスとメディア種別に縛られたメディアプランニ
ング手法では不十分になってきているのである。
このようにメディアごとに異なる指標により評価が行われ、消費者がどの
ようにデバイス横断で視聴しているかの実態を把握することが難しい状
況においては、クロスデバイスでの広告効果の把握やPDCAサイクルの
実現は困難だ。こうした課題を克服する形での統合的な計測の実現は、
世界的にも課題であると捉えられており、様々な取り組みが行われている。

広告型動画配信
日本の視点：メディアメジャメントのトレンド
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評価指標の整備・新たな評価指標整備の必要性
市場の過渡期である現在、各社が競い合い評価指標の計測手法や推計
ロジックを高度化させていくことは有用である一方で、指標の基準が個
社ごとにバラバラである状況が継続すると、広告取引等におけるメディ
ア、広告主、広告会社の3者の取引の公平性や正確性、ビジネスの効率
が低下することが懸念される。ネット広告で話題となったアドフラウドの
問題の覆轍に陥らないことを前提に置きつつ、特に以下3つの観点での
対応が求められることになるだろう。
①中立性と公平性を保つ環境整備
評価指標の定義の統一をはじめ、数値の計測方法やレポーティングに際
するテクノロジー活用による正確性の担保、改ざんへの対策を進めてい
くことが必要である。業界内に閉じず他業界の指標設計や技術活用、監
査等のノウハウも取り入れ、中立性と公平性を兼ね備えた市場環境整備
に取り組むことこそが、指標の信頼性の向上につながり、業界の発展に
寄与すると考えられる。
②視聴質の評価
視聴環境の違いをとらえ視聴評価に加味する形での、視聴質の評価も今
後重要となる。これまでも視聴質測定の必要性については議論されてき
たが、視聴デバイスの多様化と、それにともなう視聴環境の多様化によっ
てより一層必要性が増している。
現在の視聴評価では、コンテンツがテレビやスマートフォンで表示されて
いれば、すべて同価値の「視聴数＝1」としてカウントしているが、例えば、
同一のコンテンツであってもテレビの大きな画面での視聴と、スマート
フォンの小さな画面での視聴では、視聴者のコンテンツに対する注視の
度合いや、コンテンツの与えるインパクトは大きく異なると考えられる。ま
た、同じスマートフォンでの視聴であっても、自宅でリラックスしながら見
ている時と、移動中の隙間時間に寸暇を惜しんで見ているときでは、視
聴者の集中度は大きく異なることは明らかである。こういった視聴環境や
シーンの違いによって生じるコンテンツの影響度の違いは、広告訴求等
の観点で非常に大きな差異として現れると考えられる。
すでにテレビ視聴においては、センサ等を用いた視聴態度の計測の取り
組みが進められている。例えば、TVISION INSIGHTS社8はTV前にセン
サデバイスを設置して視聴者の状態をモニタリングし、何人で視聴してい
るか、視線はTVに向けられているか等を計測しレポーティングを行ってい
る。センサデバイスの設置世帯数等はまだ少なく発展途上であるものの、
TV前の視聴者の状況を計測するには正確性の高い手法であると考えら
れ、今後指標の一つとしてこのような形式で測定されたデータが利用さ
れる機会は増えていくだろう。また、こうしたデータ取得においてはプライ
バシーへの十分な配慮が必要であり、モニター対象者との手続きやデー
タの管理のあり方の確立を図っていくことが必要である。

クロスメディアメジャメントの取り組み
ここで、欧米で進みつつある、動画コンテンツのクロスメディア化に対応
した視聴計測の例を見ておきたい。
英国のTV視聴動向調査団体であるBARB2では、デバイスを横断した視
聴数計測を行う「Project Dovetail3」を2015年に発足させた。Project 
Dovetailでは、通信ログをもとに各デバイスの動画視聴状況を計測する
ルーターメーターと呼ばれる機器をモニター対象世帯に設置し、テレビ、
PC、タブレット、スマートフォンそれぞれでの動画視聴計測を行っている。
2020年1月にはそのデータをもとに推計し算出した、デバイス間重複無
しの視聴者数と視聴時間のレポートの提供を開始した4。今後さらに、英
国の調査会社Kantarと連携し、ルーターメーターの設置世帯を増やし計
測精度の向上を目指す計画を発表している5。2022年以降はこれまでの
調査方法から、ルーターメーターのデータをもとにしたレポーティングへ
の完全移行を目指しており6、ベンチマークしていくべき先行した取り組
みの一つといえる。
米国のメディア調査会社の監査等を行う業界団体MRC（Media Rating 
Council）7においても、クロスメディアでの計測手法の検討を進めてい
る。現状ではまだ、各評価指標の用語の定義や、調査手法のガイドライン
等の検討段階であるが、今後はメディアや広告会社とともに、調査・検証
を進め、評価指標の設計が進んでいくと考えられる。
このように英国、米国では中立的な立場の団体が指標の整備を進めてい
るのに対して、日本国内では、広告代理店や調査会社が各社独自に、ク
ロスメディアでの視聴計測や評価指標を設計しているのが現状である。
つまり各社それぞれが、独自に自社の調査パネルや会員制サービスの
データをもとにした推計や個人の視聴データの紐づけ等に取り組んでい
る段階にある。一方で、指標設計の確立や計測の適正性確保といった業
界を横断する標準化に向けて、計測手法、推計ロジック、指標の評価の
あり方などの論点を詰めるといったところにまでは至っていない。
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最後に
2020年は放送・通信の融合が加速する節目の年となるだろう。これは、
各事業者のビジネス戦略の転換と再定義が必要となってきている、とい
うことを意味している。
日本の2019年の媒体別広告費ではインターネット広告費がテレビ広告
費を超えるなど9、市場規模の面から見てもテレビ放送からインターネッ
トへのメディア消費の逆転が進みつつある。とはいえ、当然テレビ広告の
価値がなくなったわけではない。
広告モデルのメディア事業には、サービスやコンテンツの充実だけでは
マネタイズを図ることができず、集めたリーチを何らかの「指標」として提
示し、それを通じて総合的に収益を獲得するという二面市場の構造を持
つという大きな特徴がある。これまで既存のメディア事業者は、テクノロ
ジーの進化や視聴者のデジタル化へ追従するかたちで配信の伝送路を
拡張させる、という方法でビジネスモデルを対応させてきたが、通信・放
送の融合が本格始動する中で、この二面市場に対応する形での指標運
用がより明確に求められることになるだろう。
本稿で見てきた放送・ネットのクロスメジャメントの取り組みは、放送・
ネット双方に事業・コンテンツ展開するからこそ高められる媒体やコンテ
ンツの価値を指標値化しようとする試みであると言える。確かにサービス
面でのデジタルへの対応は急務である。だがそれは単に、コンテンツ配
信方法のデジタル対応や、指標計測ツールのデジタル化だけを指してい
るわけではない。これまでの考察のとおり、データやテクノロジーの活用
を通じ、事業環境や技術変化に対応し、媒体価値と訴求力を高めビジネ
スの成長につなげていく検討が必要である。
放送・通信融合時代のメディア産業を形成する際には、変化を続ける市
場環境の中においても、媒体価値を訴求できる指標設計を行うこと、媒
体価値を高めるためのデータ分析を行うこと、さらにはそれらを活用し
たビジネスモデルの再設計が今まさに求められているのである。

③視聴行動ログなどのデータ利活用
5Gの普及に伴って大容量かつ低遅延のコンテンツ配信が可能になるこ
とで、AR/VRのような新たなコンテンツ形態の普及や、より双方向性の強
いコンテンツ配信も可能となり、これまで以上に視聴者の視聴時の行動
をデジタルデータとしてメディアが取得できる機会は増加する。例えば、
AR/VR視聴時の視点の移動ログや、5G回線を利用した多視点動画の配
信時の視点の切り替えといった動作ログ、低遅延性を利用した視聴者参
加型コンテンツによる視聴者のインタラクション等、視聴者から能動的に
行われる様々な行動ログデータがコンテンツ配信と同時に蓄積されてい
くことになる。
膨大なデータを単に蓄積し数値化すること自体が目的化してしまわない
よう、各メディアにとっては、データ分析の手法を具体的に検討し、事業
運営につなげていくことが今後ますます重要になっていく。インターネッ
トメディアにおける広告ビジネスでは、こうしたデータ利活用による広告
効果の測定と運用が媒体価値の向上に寄与し、市場規模の拡大につな
がってきた。新たに動画配信の領域にも事業を広げつつある放送事業者
などが、インターネットにおいても媒体価値を向上させ、事業成長につな
げていくためには、従来までのビジネスとは違う観点でのデータ分析が
求められるであろう。例えば広告効果の評価においては、広告主や広告
会社が何を求めているのかという具体的なニーズを踏まえ、データを分
析、加工することで目的に合ったレポートを提示できる体制を整える必要
がある。自社内でのコンテンツ開発・制作においても同様に、KPIとして
設定する指標を検討し、データをもとに計測・反映する仕組みの設計が
求められるようになるだろう。これまで以上にメディア事業においてデー
タの活用が重視されるようになり、データを活用した指標設計とそのた
めに必要な分析基盤等の整備も必須になると想定される。
こうした分析を通じて、高度化する広告クライアントのマーケティングキャ
ンペーンマネジメントに貢献することが、広告型で行われる動画配信の
価値を高めることにつながっていくはずである。
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1. GRP=Gross Rating Point（延べ視聴率）; ひとつの広告に接した視聴者の割合と接触した回数を表す指標であり、接触率（リーチ）×平均接触回数によって算定される。例えば毎分視聴率
が1%の番組に1本のテレビ広告を出稿した場合、1GRPとなる

2. BARB（Broadcasters Audience Research Board）, 2020/3/19アクセス:https://www.barb.co.uk/
3. BARB, “Project Dovetail”, 2020/3/19アクセス:https://www.barb.co.uk/project-dovetail/
4. BARB, “Weekly viewing summary (from Jan 2020)” , 2020/3/19アクセス: https://www.barb.co.uk/viewing-data/weekly-viewing-summary-new/
5. BARB commissions Kantar to install router meters into panel, BARB, 2019/6/11: https://www.barb.co.uk/news/

barb-commissions-kantar-to-install-router-meters-into-panel/
6. Ibid.
7. MRC（Media Rating Council）: http://mediaratingcouncil.org/
8. TV INSIGHTS株式会社, 2020/3/19アクセス: https://tvisioninsights.co.jp/
9. 2019年 日本の広告費,株式会社電通, 2020/3/11: https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/0311-010027.html
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デロイトは、2020年には世界のオーディオブック市場は前年比25%増
の35億ドル規模に成長すると予測している。オーディオブックだけではな
く、ポッドキャストも音声フォーマットとして人気が高まっている。2020年
の世界のポッドキャスト市場は30%増の11億ドルに達し、初めて10億ド
ルを上回ると試算される1＊。オーディオブックやポッドキャストがニッチな
位置づけを超えて成長し、独自の市場としての地位を確立しつつあるこ
とは明らかだ。

オーディオブックとそのリスナー:継続的な成長
米国のオーディオブック市場は世界最大の市場で、2020年には15億ド
ルに達すると予測され、今後数年間は毎年20%から25%のペースで成
長すると見られている。それに続くのは中国の市場で、2017年の4億
5000万ドル規模から2020年には約10億ドルに拡大すると推計されて
いる2。

この2カ国以外では、市場はより初期の段階にあると考えられる。様々な
情報源から集められたデータによると、北欧4カ国におけるオーディオ
ブックの年間売上は約1億ドルである3。イギリスのオーディオブック市場
は2018年に約8500万ドル4、イギリスを含むヨーロッパ全体の規模は約
5億ドルとの数値もある5。これらの市場推計値に基づくと、世界のオー
ディオブック市場における35億ドルの試算規模は妥当であり、その7割以
上を米国と中国が占めていると考えられる。
長期的にみると、オーディオブック市場の二桁成長は、2020年の25%増
という急激なペースからやや減速したとしても、今後も続くと予測され
る。その際にはスマートスピーカーの普及と、毎月の定額課金でサービス
を提供するストリーミング・ブック・オンデマンド（SBOD）モデルが牽引役
となる可能性が高い。世界的に見た場合、米国や中国の水準に他の国や
地域が追いつくにつれて、市場の成長が加速することが想定される。
オーディオブックの消費傾向は、地域やデモグラフィックによって異なる

音声コンテンツ
グローバル版：オーディオブックとポッドキャストの隆盛

＊  【2020年4月 COVID-19の影響を踏まえた予測値アップデート】 
オーディオブック市場は40億ドル規模に拡大する一方、ポッドキャストは10億ドルを下回る。 
 COVID-19の影響による外出制限・ロックダウンに伴い、特に子ども向けのオーディオブックなどの需要が拡大している。一方、通勤者が減少することにより、移動中の車等での
ポッドキャスト聴取が減少している。ポッドキャストの収益源である広告費も全体として落ち込んでいる。



音声コンテンツ

48

だろう。たとえば2019年には、米国のオーディオブック聴取者の74%が
車の中でオーディオブックを聴いていたという調査結果がある6。通勤・移
動時間が長い国ほど、オーディオブックによる収益、市場成長率、事業機
会が大きくなる可能性がある。また、各国で子供向けのオーディオブック
が市場の一定割合を占めているとのデータもあり7、規模拡大のポイント
になるかもしれない。現在の成長率ベースでみると、オーディオブックの
収益は2023年頃までに電子書籍を追い越すほどの軌道に乗っている。

ポッドキャストと収益化の問題
2020年のポッドキャスト市場規模の予想値は10億ドル強であるため、
現時点では他の既存メディアと比較できるほどの規模には達していな
い。しかし、もし過去数年の高い市場成長率が将来的に続けば、ポッド
キャストは2025年までに33億ドル規模のビジネスになる可能性がある8。
しかし、その実現のためには、ポッドキャスト産業が世界的にさらに拡大
し、新しいリスナーを獲得し、そして最も重要なこととして、その広いリス
ナー基盤をもとに収益を生む必要がある。
ポッドキャストのビジネスモデルでは、広告とスポンサーシップ、サブスク
リプション、イベント・商品との連動、コンテンツマーケティング、ブランド
コンテンツの契約、そして個々のリスナーからの寄付など、複数の収入源
がある9。こうしたさまざまな収入の可能性を考えると、ポッドキャストの
収益化に問題はないように見えるかもしれないが、しかしそこには未だ
様々な課題がある。具体的には、ポッドキャストの広告費がラジオと比較
して低い点や、無料で提供されるポッドキャストのコンテンツの質が高い
中でどのように有料課金するリスナーを獲得するか、といった点の解決
策が求められている。

企業のポッドキャスト戦略
ポッドキャストをマーケティング、ブランド構築、トレーニング、およびリク
ルートのための手段として有用であると捉えるなら、あらゆる種類の企
業において、その顧客や現在および将来の従業員のためにも価値を創造
する、ひとつの産業として見ることができるかもしれない。
2019年の時点で、企業によるポッドキャストはすでに主流になっている。
Fortune 500（フォーチュン誌が選ぶ収益上位500社）の上位25社のう
ち、17社（68%）が自社のウェブサイトでポッドキャストを提供している10。
企業が主体的に制作するポッドキャストには、主に3つの用途がある。1
つ目はマーケティング目的で、自社の有する知識を示し、専門知識を披露
し、対外的に自社ブランドを構築することに主眼を置いている。2つ目は
社内教育のサポートで、eラーニングのコンテンツを配信する方法のひと
つとしてポッドキャストを採用している。最後に、多くの企業がポッドキャ
ストを採用ツールとして使用している。
一般的にポッドキャストの制作費が安いことを考えると、企業主体のポッ
ドキャストの投資収益率（ROI）は、かなり高くなると考えられる。オーディ
オ録音機器や技術は一般的に安価で、ビデオやオーディオブックに比べ
るとポッドキャストの編集は比較的簡単なため、一つの企業につき毎年
何百ものエピソードを録音できる。
ポッドキャスト聴取者全体のデモグラフィックを考慮した際、企業ポッド
キャストの成長率は、企業コンテンツではないポッドキャストの成長率を
はるかに上回ると予想される。ポッドキャストをよく聞くタイプの人々
（キャリアに就いている高学歴の若年層）は、企業が自社の見込み顧客と
しても、将来的な従業員候補としても望ましいと考える層でもある。ポッ
ドキャストの聴取者層は多くの事業者にとって魅力的なオーディエンスと
なりうる。

1. A podcast is an episodic series of digital audio files that a user can download or stream. The term “podcast” may also refer to an individual component of such a 
series.

2. Xinhua, “Audiobooks, e-books lift China’s book industry,” Straits Times, August 7, 2018.
3. Ed Nawotka, “Sweden’s Storytel continues its global expansion,” Publishers Weekly, May 17, 2019.
4. Mark Sweney, “New chapter? UK print book sales fall while audiobooks surge 43%,” Guardian, June 25, 2019.
5. Porter Anderson, “Books heard ‘round the world: A new survey of international audiobook markets,” Publishing Perspectives, April 11, 2019.
6. Audio Publishers Association “New survey shows 50% of Americans have listened to an audiobook,” press release, April 24, 2019.
7. Ed Nawotka, “Bologna 2019: Audiobook sales show global growth,” Publishers Weekly, April 11, 2019.
8. Assuming 25 percent annual growth.
9. Wenbin Fang, “How do podcasts make money in 2019? Here are 8 intriguing ways,” Listen Notes, August 9, 2019.

10. Deloitte analysis of the Fortune 500 list.
11. Nielsen, Q1 Nielsen total audience report, July 1, 2019, p. 13.

グローバル版本文
The ears have it: The rise of audiobooks and podcasting
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2020/rise-of-audiobooks-podcast-industry.html

BOTTOM LINE
 • オーディオブックを出版している企業にとって、2020年以降のオーディオブック市場の成長見通しは、間違いなく良いニュースだろう。しかし、リス
ナーと収益を効果的に獲得するためには、どのタイトルをオーディオブックとしてリリースするかだけでなく、ターゲットとする聴取者層の特性を考
慮した形で何本、何回リリースするかについても決める必要がある。オーディオブック化されるタイトルの割合は今後さらに増加すると予想される。

 • ポッドキャスト市場では、過密化する市場でコンテンツを差別化するためにキュレーションが本格化する可能性がある。その結果、市場全体でのポッ
ドキャストの数は少なくなるものの、質は高くなる可能性が高い。また、質が担保できず聴取者や広告を獲得できないといった観点で、ユーザー生
成型ポッドキャストが減少する可能性も指摘されている。

 • オーディオブックもポッドキャストも、スマートスピーカーの普及が伸びていることの恩恵を受ける可能性がある。スマートスピーカーは、オーディオ
ブックおよびポッドキャストのリスナーとの親和性が高く、米国のスマートスピーカー所有者の66%が、毎週スマートスピーカーで少なくとも一つの
オーディオブックまたはポッドキャストを聞いているとの調査結果もある11。

 • ポッドキャストとオーディオブックが通勤中にラジオのような機能を提供していることを考慮した場合、ラジオ事業者は、オーディオブックやポッド
キャストの市場拡大傾向を注視する必要があるかもしれない。
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音声コンテンツの強み
グローバル版ではポッドキャストやオーディオブックに代表される音声コ
ンテンツ市場の拡大について取り上げられているが、日本で「いまポッド
キャストが流行っている」と聞いて、ピンとくる人は少ないかもしれない。
本稿では、特に日本で現在業界の動きが活発なポッドキャストを中心に、
音声コンテンツ市場について考察する。
グローバル版によると、スマートスピーカーの普及や、ワイヤレスイヤホ
ン／ヘッドフォンの利用者数増加、オーディオブックのサブスクリプション
サービスの普及といった音声コンテンツを消費する環境が整ったことで、
ポッドキャスト市場は30%の成長率で伸長すると予測されている1。消費
環境が整う中で、なぜ音声コンテンツが注目されているのだろうか。動画
やテキストとは異なる音声コンテンツの強みには、以下の点が挙げられる。
まず、音声のみで情報を届けるため、マルチタスクで情報を仕入れること
ができる。ワイヤレスイヤホンで通勤・通学中にコンテンツを聴取する人
が増えたり、スマートスピーカーで家事をしながら聴く人が増えたりと、デ
バイスやサービスの普及とともに、これまでリーチできていなかった隙間
時間に音声コンテンツを楽しむ人が増えていると考えられる。
また、聞き手と話し手のつながりが強くなる点が音声メディアの特徴であ
る。例えば、The New York Timesなどの海外の新聞社が配信するポッ
ドキャストコンテンツでは、実際に記事を執筆した記者が登場して内容を
解説するため、リスナーは直接記者の話を聞いたような感覚になり、リス
ナー・読者とのエンゲージメント強化につながっている2。
最後に、制作コストが安価な点も特徴である。音声コンテンツはマイク一
本で収録でき編集も容易なため、動画に比べると圧倒的に制作コストが
安い。いわばスマートフォンひとつあればポッドキャストを始めることがで
きる状況のため、素人からプロまで幅広いクリエイターによって様々なコ
ンテンツが制作・配信されている。

海外における音声コンテンツを取り巻く動き
これらの音声コンテンツの強みを背景に、特に欧米では玉石混交のコン
テンツがポッドキャストで配信される中で、ここ数年の盛り上がりの契機
となった事例が、2014年に米国でリリースされた番組「Serial」の大ヒッ
トである。この事例によってポッドキャストが何百万～何千万ものユー
ザーを集めることができ、広告市場が成立することが証明された。これが
きっかけとなり、多くの品質の高いポッドキャストが制作され、リスナーを
集める循環ができたと言える。
今では、欧米を中心に様々な企業が独自のポッドキャスト番組を配信し
ており、特に新聞社や出版社などのメディア企業が、独自の音声コンテン
ツの配信によって広告収入やサブスクリプション会員の獲得に成功して
いる。

2006年に立ち上がったThe New York Timesのポッドキャスト「The 
Daily」は他社に先駆けた事例で、一日に200万人の聴取者を獲得してい
る3。The New York Timesでは、特定のポッドキャスト番組を有料会員
のみ先行で聞けるようにするなど、メリットを提示することでサブスクリプ
ション契約数の拡大を試みている。また英国では、Guardianがポッド
キャストで配信するニュース番組「Today in Focus」が人気を博してお
り、新たな広告収入の確保と、本紙の有料会員契約数の増加につながっ
ている4。この事例は、ポッドキャスト番組のファンになったリスナーを、番
組内で流す有料会員登録の案内によってサブスクリプション契約に誘導
している形式である。
新聞社が主にニュースやドキュメンタリー番組を配信している一方、ポッ
ドキャスト専門の制作会社が制作するフィクション・オーディオドラマも人
気が高い。さらにポッドキャストの人気作品が映像化されるなど、IPを活
用してマルチメディア展開されるケースも増えてきている。例えば、ポッド
キャスト制作会社のGimlet Mediaが制作したオーディオドラマ
「Homecoming」のJulia Roberts主演によるAmazon Prime Videoで
のドラマ化5、ポッドキャスト制作会社Wondery制作の「Dirty John」の有
料TVチャンネルのBravo（米NBCUniversal傘下）でのドラマ化6など、事
例については枚挙にいとまがない。
また、大手コンテンツホルダーもポッドキャスト強化を進めている。米
Sony Musicはポッドキャスト事業の新会社を立ち上げて人材を集めて
いる7。米Marvelは、自社作品のキャラクターのWolverineやBlack 
Widowが出演するオリジナルのポッドキャスト番組を制作し、インター
ネットラジオサービスのPandora（衛星ラジオSiriusXM傘下）で独占配
信している8。今後もこのような形で、制作費がかからない音声メディアで
試験的にコンテンツを配信し、人気が出たものを映像へと展開するテス
トマーケティング的な使い方も増えていくだろう。
Spotifyによるポッドキャスト制作会社のGimlet Mediaの買収9が昨年
注目を集めたように、音声コンテンツの人気と相まって、大手配信プラッ
トフォームによるコンテンツの囲い込みも進んでいる。ポッドキャストに注
力しているSpotifyは、2020年2月にはスポーツ関連のポッドキャスト制
作に強いThe Ringerも買収した10。Appleも独占契約を結ぶ目的で複
数のポッドキャスト制作会社へ接触していると一部メディアで報道されて
いる11。実際、Gimlet Media CEOのAlex Blumberg氏へのインタ
ビューによると、ポッドキャストにおいてIPの取り合いが始まっているとい
う12。今後、大手プラットフォーマーを中心とした品質の高いコンテンツの
取り合いはさらに激しくなると考えられる。特に音楽配信プラットフォー
マーにおいては、既存の楽曲の配信だけではサービス間の差別化が難し
いため、ポッドキャスト等を利用したオリジナルコンテンツのラインナップ
を揃え、顧客を獲得するという動画配信プラットフォームと同様の試みが
加速していくだろう。

音声コンテンツ
日本の視点：海外の音声コンテンツの盛り上がりは日本にも訪れるのか
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市場規模に目を向けると、ネットオリジナルの音声コンテンツ市場は
2017年で82億円と推計されており22、今後も拡大すると考えられる。ま
た、AmazonのAudibleなどのオーディオブックサービスも聴取できるコン
テンツが充実してきたことで、日本ではなじみが薄かったオーディオブッ
ク市場も2024年には260億円規模まで拡大すると予測されている23。

今後の展望
日本でも従来のラジオ事業者だけでなく様々なプレイヤーが音声コンテ
ンツの開発・制作や配信に関与するようになり、市場開拓を狙う動きがみ
られる中で、今後具体的にどのような変化が起きていくのだろうか。欧米
と比較して極端にラジオ聴取の比率が低い日本において24、海外の音声
コンテンツの人気の高まりを受け、日本での普及を促すドライバーとして
は以下の3つがあると考える。
まずは、プロによる品質の高い音声コンテンツが制作されることである。
今後日本でも起きうる流れとしてはまず、大手配信プラットフォーマーに
よる日本向けコンテンツの制作・配信事例が増加することが想定される。
例えば、海外でヒットしたオーディオドラマや、長尺ドキュメンタリーの邦
訳版が制作・配信されるかもしれない。ドキュメンタリーを日本語訳し、
どのように音声で表現するかはひと工夫必要であるが、コンテンツの下
地があるため一から作品を制作するよりもプロセスが容易になる場合も
多いと考えられ、事例が増加する可能性がある。もちろん日本のオリジ
ナルコンテンツのリリースにも期待したい。
加えて、The New York TimesやGuardianの成功を参考に、日本にお
いても出版社や新聞社による多様なポッドキャストコンテンツ配信が増
加する可能性がある。通勤や家事の隙間時間に情報を得ることができ、
時間の制約が無く深い内容が伝えられる音声コンテンツのメリットは、
ニュースコンテンツとの親和性が高い。すでに新聞社等が取り組んでい
る記事を読み上げる形式のポッドキャストだけではなく、実際に取材を担
当した記者がニュースを解説したり、臨場感のある取材の音声を利用し
たりと、独自性のある内容にコンテンツを拡充することで、聴取層拡大の
きっかけになるかもしれない。
もちろん、音声領域を主戦場とするラジオ局や音声ベンチャーによる音
声コンテンツの制作・配信も引き続き拡大していくと考えられる。既存の
制作力を生かし、さらに新しい発想でのヒットコンテンツが生まれること
にも期待したい。

これらの例からは、ポッドキャストがユーザーと投資を集めつつあること
が見て取れる。しかし現状では未だ、マネタイズの方法は十分には確立
されていない。書籍などの活字メディアを音声化したオーディオブックの
場合は、作品の単品販売やサブスクリプションによる収益化が基本となっ
ているが、無料で品質の高いコンテンツがあふれているポッドキャストに
おいては、広告・サブスクリプション・イベント・マーチャンダイジング・寄
付など、多様な方法での収益化が試されている段階にある。米国では、
サブスクリプションによるユーザー課金形式でポッドキャストを配信する
Luminary13やStitcher14といったベンチャー企業が事業を展開してお
り、投資家からの資金を集めている。Spotify等の大手プラットフォーマー
が音声コンテンツを囲い込もうとする中、ポッドキャストに特化した配信
プラットフォームのビジネスが成立するかにも注目が集まっている。

日本における音声コンテンツを取り巻く動き
海外での音声コンテンツ市場の盛り上がりを受けて、日本でも関連した
ニュースが一部のテクノロジーやマーケティング関連のソースで話題にな
ることはあるものの、現状ではまだプレイヤーの大きな動きは見られない。
日本の配信プラットフォームの動向を見てみると、Spotify等のグローバ
ル大手プラットフォーマーが、日本でも徐々に独自のポッドキャストコン
テンツをリリースしている。日本の事業者ではradikoが音声コンテンツの
プラットフォーマーとして存在しているが、ラジオ放送のサイマル・タイム
フリー配信を進めているのみで、現状では大きな変化は見られない。
Voicy15やRadiotalk16といった新興の音声コンテンツ配信プラットフォー
ムにおいては、資金調達や大手企業との提携などが進み成長傾向にあ
るものの、リスナーは一部のアーリーアダプターにとどまり、マスへの浸
透はこれからの状況にある。
とはいえ、音声を扱うコンテンツサービスは広がりを見せている。ピース
オブケイク社が運営するコンテンツプラットフォーム「note」でも音声コン
テンツの有料販売の仕組みを導入17したほか、「audiobook.jp」でもオー
ディオブックだけでなくポッドキャストを有料配信できるようになった18。
ECサイト「Stores.jp」で音声コンテンツを販売するクリエイターも存在し
ており19、楽曲の利用環境は未だに整っていないものの、音声コンテンツ
を配信する土壌は出来つつあると言える。
一方、コンテンツ制作側の動きとしては、TBSラジオがAudioMovie®と
いう新たなブランドを掲げ、映画原作の「The Guilty」や人気ドラマ「半沢
直樹」を原作にした音声コンテンツを投入し、品質の高いコンテンツの配
信に取り組んでいる20。業界を盛り上げる動きとして、ニッポン放送が企
画し、Spotifyが協賛する「Japan Podcast Award」も立ち上がった21。
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2つ目は、音声コンテンツの特性をマーケティングやブランディングに活
用するプレイヤーの出現である。ポッドキャストは、マスに対して刺激を
与えて認知を得るような大規模・瞬間的なマーケティングというよりも、
ブランドのストーリーを語り掛けて共感を得るタイプの企業にとって有用
である。例えば、主にミレニアル世代をターゲットにしたD2C（Direct to 
Consumer）ブランドは、ブランドコミュニケーションにポッドキャストを
活用している。スーツケースのD2Cブランド「Away」は、彼らが提示する
「旅」をコンセプトにしたブランドの世界観をポッドキャストで提示してい
る。伝統的なブランドでも、例えばCOACHが若者をエンパワーメントす
ることをテーマにしたポッドキャスト「Dream It Real」を配信している25。
日本においても、ブランドのビジョンや世界観を伝えて共感を得るような
マーケティングが普及するなか、ポッドキャストを上手く活用する企業が
出現するだろう。
最後は、人々が音声コンテンツを聴取できる環境整備が進むことである。
日本でもスマートスピーカー、ワイヤレスイヤホンといった端末が更に普
及し、Googleが検索結果にポッドキャストを表示するようになったよう
に、コンテンツにたどり着きやすい導線が整備されることで、ユーザーの
“耳”に触れる機会が増えるだろう。
大手プラットフォーマーやコンテンツ企業によって質の高いコンテンツが
提供され、日本でも「Serial」のような爆発的なヒットが発生すると、日本
における音声コンテンツ市場が活性化するだろう。音声コンテンツ自体
への課金による市場拡大はもちろんのこと、企業が自社のブランディング
や宣伝に音声コンテンツを利用する傾向が活発化し、音声市場がさらに
拡大する可能性がある。市場に資金が流入することで、さらに多くの良質
なコンテンツが作られる、というプラスのサイクルで市場が発展していく
という期待も高まる。日本において2020年が音声コンテンツ元年にな
り、このような新しい経済圏とビジネスチャンスが生まれるのか、大手プ
ラットフォーマー、音声ベンチャー、新聞社やラジオ局といったメディア企
業の動向を注視したい。
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「ムーアの法則」は一部の大手のみが享受できる世界へ
1965年、米Intel社の創業者の一人であるゴードン・ムーアによって、半
導体の集積度は18～24カ月に一度の周期で倍増するという「ムーアの
法則」が提唱された1。半導体の集積度を向上させるためには多岐の分
野にわたる製造プロセス技術への投資が必要だが、1990年代に入ると
巨額化した技術投資を分散するために設計と製造の水平分業化が進展
し、製造に特化したファウンドリー企業が微細化への投資を牽引する構
造が定着した。その結果「ムーアの法則」は半世紀以上にわたって機能し
続け、パソコンやスマートフォン等、デジタル社会を支える多様なデバイ
スの革新的な性能向上を下支えしてきた。

しかし近年、このムーアの法則に対して限界が囁かれるようになってき
た。背景には、供給サイド、需要サイドが直面している課題がある。供給
サイドの課題には、7nm以降の微細化で必須とされるEUV露光2の技術
的ハードルの高さが挙げられる。EUV露光には現在の主流であるArF光
源3よりも一桁出力の大きい電源の確保や高度なプロセスチューニング
が求められ、対応する露光装置を実用化できているメーカーはASML一
社しかない4。また2019年現在、EUV技術を利用した微細化への継続的

投資を表明している企業はIntel、Samsung、TSMCの3社の大手プレイ
ヤーのみだ5。

他方で、半導体の設計・開発を専業とするファブレス企業に代表される
需要サイドの立場からも、最先端の製造プロセスは利用しづらいものに
なっている。最先端のプロセス技術は初期開発費やファウンドリーに発注
する際のロット単価が高額になるため、Intelのパソコン等向けx86系
CPUやQualcommのスマホ用SoC6のように単一デザインで大量の出荷
が見込まれるチップ以外では投資回収ができなくなってしまう。結果とし
て、一部の大手半導体企業以外は、微細化による製造コスト低減の恩恵
を享受することが難しくなってきている。

微細化に依存しない半導体の新しい潮流
このように微細化の追求に限界が見える中で、微細化に依存せずに半導
体の処理性能を高めるための突破口として注目を集めているのが「DSA
（Domain Specific Architecture）」という考え方だ。簡単にいえば、特定
アプリケーション向けの専用（カスタム）設計により、大手プレイヤーの提
供する汎用プロセッサを超える性能を実現するという設計思想である7。

半導体エコシステム
日本の視点：多様化する半導体ニーズをつなぐエコシステムの形成
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にくい。結果として、自社半導体の設計・製造のニーズを持ちながら断念
せざるを得ない事業者が今後も増加することが想定される。

2つ目は、“開発スキルの断絶”だ。半導体の開発と最終セット・サービス
の開発では全く異なるスキルセットが必要とされる。ファウンドリーに製造
委託をするためには委託が可能なレベルの設計データの提示が求めら
れるが、こうした設計データの作成は新規半導体需要者にとって壁となっ
ており、設計スキルを持つ人材の確保・育成も必ずしも容易ではない。

3つ目は、“需給タイミングの断絶”である。今後の増加が予想される多様
な用途向けの半導体需要は、ファウンドリーとマッチングすることで新た
な市場を創出し得る反面、需要者と供給者が一対一の相対で商談をし
た場合には、ファウンドリー側と需要者側でキャパシティ、リードタイム、
価格などのビジネス条件がなかなか合わず、必要なタイミングで取引が
成立しない状況に直面することが懸念される。

断絶をつなぐエコシステム形成の動き
以上のような需要者・供給者の間に横たわる3つの断絶を解消するため
に、両者をつなぐ機能を新たに持つことで市場のエコシステムを形成す
る動きがあり、新潮流における半導体エコシステムの覇権を狙う次世代
企業は既にポジションの確立に向け動き出している。

まず、市場接点の断絶に対応した事例では、“半導体業界のGoogle”を
標榜する米AnySiliconが半導体需要者に対しIPベンダーやデザインハウ
スとのマッチングを行うサービスをWEB上で展開し、新規に自社用半導
体の立ち上げを構想するスタートアップにとっての敷居を下げている13。
ユーザーはオンライン上で自らが望む半導体の仕様に合致するIPコアや
ファウンドリーの組み合わせを比較検討し、見積もりを取得することが可
能だ。旧来、半導体メーカーの多くは相対による大口顧客相手の営業に
依存してきたが、こうした営業スタイルでは新規スタートアップ企業との
接点確保は難しいため、デジタルを活用した効率的な市場接点の構築
が重要となる。そういった意味で、AnySiliconが提供しているようなマッ
チングサービスには一定の需要が見込まれる。
次に、開発スキルの断絶に関しては、エンドユーザーの要求仕様に基づ
いて半導体の設計を代行し、ファウンドリーとのマッチングや生産のリ
モート監視、ロジスティクスまでをフルターンキーで支援する企業が中国
で多数サービス展開を始めており、VeriSilicon14、MooreElite15等の企
業がこれに含まれる。また、従来半導体の設計をしたことがないエンジニ
アに対して半導体設計を容易化する技術やツールも開発されており16 17 18、
こうしたツールが次世代の半導体エコシステムの形成を加速させる可能
性を秘めている。

最後に需給タイミングの断絶に関しては、日本においては特に東日本大
震災以降、事業継続管理（BCM）の観点からその重要性が再認識され始
めた領域であり、自社のビジネス状況に応じて外部のファウンドリーと連
携するビジネスモデルは大手半導体企業の中では既に萌芽が見られる19。
今後、新規の半導体需要者に対してフレキシブルかつ経済合理性のある
供給体制を提供するためには、一部の大手ファウンドリーだけではなく、
複数のファウンドリーを巻き込んだエコシステムを形成することが有効だ。

セットメーカーやサービス事業者にとって、微細化による汎用半導体の性
能向上は困難になっているため、自社セットやサービスに最適化された
半導体を持つことが競争力強化の有力な戦略オプションになってきたの
だ。Apple、Google、Teslaなどのように、従来は汎用チップのユーザー
だった企業が立ち位置を変え、自らカスタム半導体の開発者となるケー
スは枚挙に暇がない。

こうしたカスタム半導体の事業機会を拡大させているアプリケーション
がML（Machine Learning）/AI（Artificial intelligence）である。こうし
たアプリケーションで求められるビッグデータの高速な並列演算処理は、
汎用計算を得意とするCPUではパフォーマンスが出しづらく、特にAI専用
チップには今後の需要拡大が期待される。実際に、将来の本格的な需要
の立ち上がりを見据え、AI専用チップを企画・設計する半導体ベンチャー
企業は既に多数誕生しており、米国における半導体ベンチャーに対する
投資額は2018年第2四半期に前年同期比13.5倍の約17億ドルへと爆
発的に拡大した8。

今後の需要拡大が期待されるAI専用チップは、サーバー側・エッジデバ
イス側の二種類に大別される。サーバー側のチップは多様なエッジデバ
イスから収集されたビッグデータによる機械学習に使用され、Google、
Amazon、Alibaba、Huaweiなどを筆頭とするクラウドベースのIT事業
者各社が自社開発に乗り出している他、米Wave Computing9、米
Cerebras Systems10や英Graphcore11といった新興ベンチャー企業か
らも特定用途を狙って最適化したチップが提案されている。日本でも
Preferred Networks（PFN）が自社の深層学習フレームワークに最適化
したAIチップを開発12するなど各社のAI用チップ開発は多様化している。

エッジデバイス側で必要とされる半導体の需要は更に多岐にわたる。直
近のエッジ需要としては2020年代初頭にかけて自動運転車向けのAI
チップ需要の台頭が予見され、その先には、屋内では家庭向けの家事ロ
ボット、工場内の協働ロボットや無人搬送車、屋外では無人の宅配自動
車や建設機械など自律的に動作する多様な機械を含むIoT市場での活
用が見込まれる。

新しい潮流を横切る３つの断絶
今後の多様化する需要に向け、IT事業者やセットメーカーが自らカスタ
ム半導体を開発する新しい潮流が生まれている一方、こうした新規の半
導体需要者と製造能力の供給者であるファウンドリーの間には事業の実
現を阻む３つの断絶がある。

1つ目は、“市場接点の断絶”である。新規半導体需要者と半導体ファウン
ドリーは事業ドメインが大きく異なるため、双方の業界理解が乏しい。そ
のため新規半導体需要者が、自社で設計するカスタム半導体に最適な
製造プロセスを妥当なビジネス条件で提供してくれるファウンドリーを選
ぶことは困難であり、ファウンドリー企業もこれらの新規需要者に対する
アクセス機会が乏しいため、市場における両者のマッチングが極めて難
しいのが現状だ。さらに、多くのAIベンチャー需要は知名度の高い大手
ファウンドリーに集中しているが、大手ファウンドリーのビジネスプライオ
リティは巨額の投資をした最先端プロセスを大口需要者に販売すること
にあるため、中小規模の多様な需要に対してはビジネス条件が折り合い
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半導体メーカーに求められる戦略的視点─市場をつくるということ
周知の通り、日本の半導体企業各社も微細化減速の影響を受け、事業
戦略の再考を余儀なくされているが、これまでに見てきた最先端プロセ
スに依存しないアプリケーションの潮流は、従来の寡占市場から一転し
て多様なプレイヤーが各社のコア技術を活かして戦える可能性を示唆し
ている。

こうした機会が新たに生まれている業界構造の中で、日系半導体企業が
そのプレゼンスを再び示すためには、断絶された市場をつなぎ、市場そ
のものを形成するという戦略的視点が必要になる。その観点では、中長
期的な半導体市場の変化を見据えながら、半導体エコシステムにおいて
自社が立つべき事業の立地を見極め、確立するための戦略構築が求め
られる。日系半導体企業がこうして旧来の事業領域に拘泥せず、従来の
半導体メガプレイヤーとは異なる立ち位置を選び取ることで、日本企業
ならではの在り方によって市場での再興を果たせるのではないだろうか。



半導体エコシステム

56

児玉 英治
Kodama, Eiji
デロイト トーマツ コンサルティング
合同会社 
シニアコンサルタント

日系総合電機メーカーの半導体
営業企画、日系シンクタンクを経
て現職。半導体・AIなどのテクノロ
ジー企業を中心に、主に新規事業
戦略策定、業務・組織変革などの
プロジェクトに従事し、グローバル
案件の経験も有する。

著者

望月 安迪
Mochizuki, Andi
デロイト トーマツ コンサルティング
合同会社 
マネジャー

エレクトロニクス、電子部品、半導
体業界等の製造業を中心に、主に
事業戦略策定、新規事業構想、業
務・組織変革などのプロジェクト
に従事。調達、生産、営業に関わ
る機能別戦略策定や、グローバル
での戦略・業務変革案件の実績も
有している。 

1. Moore, Gordon E., “Cramming More Components onto Integrated Circuits”, Electronics Magazine,1965: (Retrieved) Proceedings of the IEEE Vol.86, p.82-85, 
IEEE,1998: https://ieeexplore.ieee.org/document/658762

2. EUV(Extreme Ultra-Violet)：極端紫外線
3. ArF：フッ化アルゴン
4. ASMLが標的か、事実なら中国の本気度裏付け, Bloomberg, 2019/4/16: https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-04-15/PPUAFG6KLVR401
5. Globalfoundriesの7nmプロセス無期限延期がもたらす半導体業界への影響, ASCII, 2018/9/3: https://ascii.jp/elem/000/001/734/1734203/index-3.html
6. System on a Chip：一つの半導体チップ上に、装置やシステムの動作に必要な機能を実装する設計手法
7. 機械学習の推論用プロセッサが増加の一途、FPGAやGPU搭載SoCへの混載が進む, 日経エレクトロニクス, 2018/10/19: https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/mag/

ne/18/00007/00032/
8. 半導体ベンチャーへの投資が急に活発に、シリコンバレーの大変化, Semiconductor Portal, 2018/7/19: https://www.semiconportal.com/archive/editorial/

industry/180719-aiventures.html
9. 米AIスタートアップのWave ComputingがMIPSを買収, PCWatch, 2018/6/18: https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1128108.html

10. Cerebrasが開発したウェハサイズの深層学習チップ, PC Watch, 2019/8/27: https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/kaigai/1203577.html
11. 「次世代AIチップ」で動画ビジネスを変える、英Graphcoreの挑戦, Forbes Japan, 2017/11/14: https://forbesjapan.com/articles/detail/18483
12. PFN、独自設計の深層学習用プロセッサ「MN-Core」, PC Watch, 2018/12/12: https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1158023.html
13. AnySilicon, 2020/3/30アクセス：https://anysilicon.com/
14. VeriSilicon, 2020/3/30アクセス：http://www.veriSilicon.com/cn/Home
15. MooreElite, 2020/3/30アクセス：https://www.mooreelite.com/?lang=en
16. エッジビジョンAIの提案でNEDO事業に採択, 株式会社フィックスターズ, 2018/11/28: https://www.fixstars.com/ja/news/2113/
17. 図研、先端半導体パッケージング技術開発分野で、カリフォルニア大学のプロジェクト「UCLA-CHIPS」に参画, 株式会社図研, 2019/06/12: https://www.zuken.co.jp/info/detail/

ucla-chips.php
18. RISC-V Foundationの会員数は350を突破 - RISC-V day in Tokyo 2019が開催, マイナビニュース, 2019/10/08: https://news.mynavi.jp/article/20191008-906037/
19. ルネサスの新戦略「プラットフォーム・プロバイダ」, ルネサス エレクトロニクス株式会社, 2019/11アクセス：https://www.renesas.com/jp/ja/about/edge-magazine/

strategy/01-open-transformation.html



Technology, Media and Telecommunications Predictions | 2020 日本版

57

サイバーセキュリティ
日本の視点：Society 5.0時代の新たなサイバー攻撃

Society 5.01とは、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空
間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決
を両立する、人間中心の社会（Society）である。今までのように人間が何
らかのアクションを起こすことで価値が生まれ、その価値がサービスとい
う形で享受される社会とは異なり、Society 5.0の世界では人とモノがつ
ながり自動的にその価値を享受される社会となる。
Society 5.0においてサイバー攻撃が具現化した際には、必然的に個人、
組織さらには社会にまで影響が大きく及ぶことになる。既に実際に
Society 5.0を支える、IoT、Cloud、ビッグデータ、人工知能（AI）、ロボ
ティクス、無線通信、コネクテッドカーといった技術やサービスに、「新た
なサイバー攻撃」が発生し、従来では考えられないような問題が顕在化
してきている。企業はこのような攻撃にどのように対峙していくことがで
きるのだろうか。Society 5.0時代の新たなサイバー攻撃はどのようなも
のになるのか、ここではごく一部となるが確認していこう。

狙われるAI
Society 5.0を実現する上で一つの鍵となる技術が「人工知能（AI）」であ
る。AIそのものの内容はここでは割愛するが、Society 5.0時代ではAIを
利用して様々かつ膨大な情報を分析し、その結果を利用することになる。
そして今まさに、このAIに対するサイバー攻撃が登場してきている。
AIに対するサイバー攻撃は、攻撃のタイミングで「Training Stage」と
「Production Stage」の2つのステージに大別される。Training Stage
とはAIが学習中の状態であり、Learning Modelを確立するステージと
なる。Production StageはAIが学習を終え、実際に利用するステージと
なる。
Training Stageにおける代表的なサイバー攻撃として、Poisoning 
Attackが挙げられる。AIの多くのモデルは教師データと呼ばれるデータ
を利用し、期待した結果を返すように学習する。Poisoning Attackはこ
の学習させる教師データに対し不正なデータを混入させることで、AIが
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Adversarial Attackは物理的な標識に仕掛けることも可能で、ある実証
実験では、「STOP」という標識にAdversarial Attackにより細工を仕掛
け、「Speed Limit 45」という標識に誤認識させた。本実験では、実際に
走行している自動車で攻撃に成功しており、この結果は「Safety」を脅か
す脅威として、世界に大きなインパクトを与えた4。（図表2）

またAdversarial Attackは自動運転の「眼」を実現する技術要素の一つ
である光検出・測距、LiDAR（Light Detection and Ranging）に対して
も起こりうる。LiDAR spoofing（なりすまし）攻撃の実現可能性について
も評価検証がなされ、シミュレーション上ではあるが攻撃が成功してい
る。具体的には、車に悪意ある信号パルスを送信することで、LiDARの判
定エンジンであるAIに「存在しない物体をあたかも存在しているように誤
判定させる」ことができたとされ6、これが実際に走行している車で成功し
た場合、AIは突然目の前に障害物が現れ、自動的に緊急停止させられた
り、停止中の車が移動できなくなったりする可能性が示唆される。

学習して確立するLearning Modelを改悪し、期待した結果を返さない
ようにする攻撃である。人に置き換えて考えても、間違った情報で学習し
てしまった場合、同様の課題に取り組んだ際に誤った回答をしてしまうの
は、想像にたやすいだろう。
次に、Production Stageにおけるサイバー攻撃として、近年大きな課題
となっているのがAdversar ia l  Attackと呼ばれる手法である。
Adversarial Attackは敵対的攻撃とも呼ばれ、AIに入力するデータに対
し人工的摂動（小さい攪乱から生じたずれ）を付与したAdversarial 
Exampleを生成する攻撃手法となる。当該攻撃により、期待と異なる結
果や、場合によっては攻撃者の任意の結果をAIが導き出すことが可能で
ある。この手法は、人間の目には知覚・判断できない程度の摂動を正しく
分類された画像に追加し、モデルに間違った答えを出力させる。図表1に
おいて左の“panda”の画像に人工的摂動を入れた画像が右の画像になる。
人の目ではパンダそのもののである。しかし、右側の画像をAIで処理する
と“gibbon”、すなわちテナガザルと誤判定されていることがわかる2。

出所：Ian J. Goodfellow et al., “Explaining and Harnessing Adversarial Examples”, 2015

図表1　Adversarial Attack 人工的摂動による誤判定3

図表2　Adversarial Attack 標識での実験5

出所：” Attack on a Stop Sign using Black/White Art Stickers”（論文関連実験のデモ映像）
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る。従来よりも複雑化するサプライチェーンで起こりうる脅威がHardware 
Trojanによる攻撃である。
Hardware Trojanとは、内部状態や外部シグナル等に依存する一定条
件下で起動し、ハードウエアに蓄積された情報の漏洩やハードウエアそ
のものの破壊、DoS攻撃（可用性を侵害する攻撃手法のひとつであり、
サーバーやネットワークなどのリソースに意図的に過剰な負荷をかけた
り脆弱性をついたりする）等を試みる、予めハードウエアに組み込まれた
悪意ある機能である。特に通信機能を有するIoT機器などのHardware 
Trojan化が問題視されており、様々な手法が存在している。Hardware 
Trojan化には大きく「HDL/RTLの改ざん」、「トロイチップの埋め込み」、
「プリインストールFW/SWのすり替え」の3つの手法があるとされている。
まずHDL/RTLの改ざんは、HDL（ハードウエア記述言語）やRTL（レジス
タ転送レベル）を用いた論理回路の設計工程において、トロイ機能を備え
る回路をLSI設計データに意図的に挿入したり、トロイ機能を備えるサー
ドパーティライブラリやツールを使用したりすることにより、Hardware 
Trojan化する手法となる。
次に、トロイチップの埋め込みは、マスクパターンから製造したLSIチップ
に対して、トロイ機能を備えるICチップを埋め込むことにより、Hardware 
Trojan化する手法となる。
最後にプリインストールFW/SWのすり替えは、製造したLSIにFW（ファー
ムウエア）およびSW（ソフトウエア）をプリインストールする際に、トロイ
機能を備えるFW/SWにすり替えてプリインストールすることにより、
Hardware Trojan化する手法となる8。

また、Production Stageにおけるサイバー攻撃として、Stealing/Clone 
Attackも考慮する必要がある。Stealing/Clone AttackはAIのLearning 
Modelを模倣・再現される攻撃となる。本攻撃により第三者にAIを模倣
されると、悪意を持って結果を予測され、様々な悪用や影響が出ること
が示唆されている。例えば、AIを模倣され、金融（商品）の取引銘柄を事
前に購入されるといったことが示唆されている。しかし、それらを立証す
ることも非常に困難である。

前述したように、Society 5.0を支える様々な場面においてAIは利用され
ており、AIへのサイバー攻撃の影響は計り知れない。特に、Adversarial 
Attackは「Safety」を脅かす大きな社会問題として認識されつつある。ま
た、AIのStealing/Clone Attackなども、少しずつであるが問題視され始
めている。これらを踏まえ、Society 5.0時代では、AIそのもののサイバー
セキュリティを確保する必要があるといえる。
また、本稿ではAIへの攻撃であるAttack to AIについて触れたが、総務
省サイバーセキュリティタスクフォースでまとめられている通り7、AIを取
り巻くセキュリティとしてはその他にもAttack using AI（AIを利用した攻
撃）、Attack by AI（AI自身による自律的な攻撃）、Measure using AI（AI
を利用した対策）の4つの観点があり、各々に対策が希求されている。

サプライチェーンを脅かすHardware Trojan
Society 5.0時代では、様々な機器やサービスが複雑に絡み合う。一つの
製品の開発・製造工程においても、国内外の複数の組織や他社の製品、
例えばIoTデバイスの基幹部品であるICチップなどを組み込む必要があ

図表3 Hardware Trojan

内部環境（自組織） 内部環境（自組織）

Specification

Layout

内部犯行 攻撃者

Test

Deploy

Mask

Fabrication

Assembly

RTL Design/Netlist

①HDL/RTLの改ざん

②トロイチップの
　埋め込み

③FW/SWの
　すり替え

Third-party IP
Tool, Module 

FW
SW

出所：デロイト トーマツ サイバー合同会社作成
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これらの新旧の無線通信技術に対し、新たなサイバー攻撃手法とその被
害が次々と報告されている。近年ではReplay AttackやRelay Attackと
呼ばれる、正規の電波を受信し、それらを再現することで第三者にコント
ロールされるサイバー攻撃も横行している。日本でもスマートキーを利
用している車のドアをRelay Attackによって解錠し、車そのものが盗まれ
た事件は記憶に新しいだろう11。
次にEdge/Accessであるが、これらは主にDevice起点の様々なデータ
が行き交うアクセス経路で、エッジコンピューティング、5G、Wi-Fiなどが
含まれる。このレイヤーでも、製品の脆弱性などによる乗っ取りや、無線
プロトコルや認証方式の脆弱な設定による暗号化データの復号など、
様々な脅威や被害が報告されている。また、公衆無線（Wi-Fi）などでは、
偽アクセスポイントによる情報漏洩が顕在化した。CoreやCloudに関し
ても、設定不備や連携方法の不備などによる情報漏洩などがいくつも報
告されている。
このようにSociety 5.0ではDevice、Edge/Access、Core、Cloudそれ
ぞれにサイバー攻撃が起こっている。Society 5.0時代はこの複雑なネッ
トワーク上のサービスそのものが堅牢であっても、それを支える各種技術
の課題を理解し、対策していくことが重要となる。また、サービス提供者
としてのデータオーナーの責任、プラットフォーマーとしての責任など、責
任分界点も難しくなっており、リスクヘッジする上でもこうした責任の所
在を整理することが求められている。

図表3の通り、製品や機器のサプライチェーンの様々なフェーズにおいて、
攻撃者や内部犯行によるHardware Trojan化のリスクが潜在する。
Hardware Trojan化されているか否かを判定する手法が、今まさに必
要とされている。

フィジカルとサイバー空間が融合した環境下でのサイバー攻撃
Society 5.0では図表4のようにDevice、Edge/Access、Core、Cloudと
いったレイヤーがフィジカルとサイバーが融合した複雑なネットワークを
構成し、その上で様々なサービスが動くことになる。ここに新たなサイ
バー攻撃が発生しつつある。
まず、IoTの台頭により爆発的に増加したDeviceが狙われている。日本で
も総務省NOTICEプロジェクトでは「IoT機器へのアクセスによる、サイ
バー攻撃に悪用されるおそれのある機器の調査及び当該機器の利用者
への注意喚起を行う取組」がうたわれており9、既にDeviceに対するサイ
バー攻撃が社会問題として認識されている。一方、国立研究開発法人情
報通信研究機構（NICT）が開発・運用しているNICTERWEB 2.0では、
IoTをターゲットとした攻撃活動が増加していることが報告されている10。
また、Deviceには様々な無線通信技術が導入されており、特定小電力
無線（免許を要しない無線局、その内のいわゆる小電力無線局の一種）
といった古くから用いられているものや、現在広く使われているWi-Fi、さ
らにはLPWA（Low Power Wide Area）やZigBeeといった比較的新し
い技術が、利用用途によって取り入れられている。

出所：デロイト トーマツ サイバー合同会社作成

図表4　Society 5.0を支える技術、ファシリティ、サービスを狙う新しいサイバー攻撃が顕在化
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提言
ここまでみてきたように、Society 5.0を支える技術やサービスに、「新た
なサイバー攻撃」が発生し、具現化してきている。そして、Society 5.0に
てサイバー攻撃が具現化した際には、必然的に個人、組織さらには社会
にまで影響が大きく及ぶ。このようなサイバー攻撃による被害を低減させ
攻撃に対峙していくには、個人、組織、そして社会や場合によっては国の
各々が、可能な対策を一つ一つ講じていくことが重要である。
まず初めに、このような新しいサイバー攻撃や脅威の存在を理解し、攻
撃者の手法を理解することが求められる。攻撃者の手の内を把握できれ
ば、必然と対策する術も見えてくるからだ。さらに自己防衛として、利用
する機器やサービスが、セキュリティ対策やプライバシー保護に配慮して
いるか否か、そういった観点で改めて見直してみるのが良いだろう。これ
らを実現するには、必要な情報を効率的に収集、把握できるスキームを
構築しておくことが肝要である。そして、今まで見てきた通りSociety 5.0
でのサイバー攻撃は非常に高度であり、かつ自身の知らないところで被
害に巻き込まれることが想定される。それゆえ、自組織だけでの対応、対
処は困難な状況になっている。日頃から自組織でできることとできないこ
とを整理し、信頼のおける専門組織や然るべき相談先を準備しておき、
サイバーレジリエンスを向上させることを重視する必要がある。
最後に、攻撃者が「新たなサイバー攻撃」を実現するには、多くの場合、
新たなテクノロジーが投入されている。これらの新しい攻撃テクノロジー
に対しその手法を正しく分析し情報を共有することができれば、攻撃テク
ノロジーを超える守りのテクノロジーで対処できると筆者は信じている。
本稿が読者のビジネスに関連する何らかの気付きや一助になれば幸い
である。

新たなプライバシー問題
Society 5.0では、新たなプライバシー侵害等の問題も発生している。先
の例で、Device、Edge/Access、Core、Cloudそれぞれのサイバー攻撃
について触れた。Deviceがサイバー攻撃を受け乗っ取られた際には、例
えばWebカメラのライブ映像等が漏洩するといったプライバシー問題に
も発展している。さらに、一つのDeviceからの漏洩情報のみでは個人情
報に結びつかないが、他のDeviceからの漏洩情報と突合や名寄せする
ことで、個人を一意に特定できたり、個人の位置情報を把握できたりと
いった、今まで考慮されてこなかった新たなプライバシー問題が登場して
きている。
また、AIやIoTが利用するデータそのものが、個人情報やプライバシー情
報になり得ることが多いのは言うまでもない12。例えば、AIでは個人情報
を用いて商品のレコメンドシステムへの活用、顧客の属性や行動・思考
に応じたサービスの提供などに活用されている。IoTでは自動的に顧客
の情報を収集したり、ウエアラブルデバイス等であれば生体情報などを
収集したり、様々なサービスに応用している。これらの情報には、他者に
知られたくないセンシティブかつプライバシー性の高い情報や、悪意のあ
る第三者からの攻撃の標的になりやすい情報が含まれる場合がある。
このような課題に対し、匿名加工と呼ばれる手法が取られる。匿名加工
情報とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工
し、当該個人情報を復元できないようにした情報である。つまり、AIやIoT
を利用した各種サービスがプライバシー保護のために適切な匿名加工
を施していれば問題ないが、そうではない場合、自動的に新たなプライ
バシーリスクに晒されることになる。ただし、匿名性に重点を置きすぎる
とサービスに応用することができず、匿名性とプライバシーはトレードオ
フの関係となる。
Society 5.0では、プライバシー保護の実現に向けて、データの適切な匿
名加工技術の発展を進め、かつ法律などでのサービス利用者、サービス
提供者から理解の得られる規制を立案するなど、多面的な発展が希求さ
れている。
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