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Technology, Media, Telecommunications (TMT) Predictions 2018 日本版をお届けします。このレポートはデロイト
が2001年から継続して発行しているものです。

TMTにはソフトウエア、コンピュータ、電子機器、半導体などのテクノロジーを提供する産業、TV、映画、広告などのコミュ
ニケーション産業、および有線・無線の通信網、サテライト、ケーブルなどの通信に関わる産業が含まれていますが、これらの
産業で起こっていることはそれ以外の産業にとっても注目すべき示唆を含んでいます。

その理由の一つは、テクノロジーがいわゆるExponential（指数的）な速さで強力になりかつ普及しているため、テクノロ
ジーをどう取り入れるかが、産業にかかわらず企業の生き死にのカギを握るようになっていることです。テクノロジーによる
ディスラプション（Disruption、断絶的変化）で大きな業界変動が起きた例としては、Uber（タクシー）、Google（自動車）、
Amazon（小売）、ビットコイン（金融）などが有名です。もう一つの理由は、変化の激しいTMT業界が生み出した経営手法が
他の業界でも注目を集めていることです。例えば最近企業の「デジタル化」を促進するためにチーフデジタルオフィサーを設
置する企業が増えてきています。ここで言う「デジタル」は「アナログ」の反意語ではなく、いわゆるシリコンバレーの新興企業
に見られるような、テクノロジーを積極的に活用しつつアセットライト・エコシステム活用型の経営手法および組織風土のこ
とを指しています。もちろんデジタル化の影響度は企業ごとに違いますが、21世紀の経営者にとっては避けては通れない経
営課題になっています。

テクノロジーの進歩は必ずしも好ましい結果だけを生み出すわけではありません。例えばAIやロボットによる労働代替は
ホワイトカラーも含んだすべての労働者にとって深刻な懸念になりつつあります。コネクテッドデバイスの増加に伴ってハッ
カーの攻撃による被害の深刻度は高まっています。ソーシャルメディアを使った情報操作は民主主義への脅威になり得ます＊1。
技術リテラシーの高い人たちとそうでない人たちの間の経済格差は拡大しています＊2。これらすべては社会課題ですが、見
方を変えればビジネスチャンスとして捉えることもできます。ウォールストリートの投資家も民間企業に目的・志（Purpose）
を持つこと、社会課題解決に貢献することを期待し始めています＊3。またデロイトの調査によれば、ミレニアルズ（2000年前
後に成人した世代）は社会に貢献するビジネスに参加したいという意思を持っているようです＊4。経営者はこうした環境の変
化に敏感であるべきではないでしょうか。

2018年版はさまざまなトピックを取り上げていますが、キーメッセージは、2018年は機械学習に代表されるAIの高度
化・普及と人間の活動フロンティアの仮想空間への広がりが加速する年だ、ということです。AIの研究開発には世界中で莫
大な費用が投入されています。しかしAIを使って一体何ができるのか、という問いに対する解は必ずしも明確ではありませ
ん。というのも、AIは狭義には認知や判断などの人間の知性を機械によって再現する試みと定義できますが、知性の使用目
的は人間の創造性に由来しているからです。機械には創造性はありません。AIに何を求めるかは我々次第です。

昨年日本でもベストセラーになった「サピエンス全史」（ユヴァル・ノア・ハラリ著）のテーマは人間の持つフィクション化の
力でした。文字、宗教、法律、貨幣、国家などのフィクションが人間を組織化し産業社会を形成しました。脱産業社会が唱え
られて久しいですが、人間のフィクション化の力はテクノロジーの助けを借りて次のステージに向かっており、そこに次の成
長機会が形成されつつあります。先進国では人々が求める価値がモノではなくサービス、顧客体験と変容しているのは周知
の事実です。今回取り上げられているVR（仮想現実）、AR（拡張現実）やeスポーツなどはそうした価値のシフトを先取りして
おり、すでにビジネスとしても成り立っています。交通手段としての車の運転がAIに代替され、運転のスリルだけが仮想化さ
れて人間に残される、というのは21世紀の今を代表する象徴的な出来事だと思います。

しかしながらほとんどの企業においてマネタイズの方法を一朝一夕に変えることはできません。変化対応力もさまざまで
す。企業経営者にとっての切実な課題は今のオペレーティングモデルをスリム化しつつ新たなビジネスを構築すること、つま
り人を含む企業アセットを過去の集積から将来に向かっての布陣にどうシフトしていくか、ということでしょう。多くの「デジタ
ルトランスフォーメーション」が掛け声倒れに終わってしまうのは、そのシフトの計画と実行に十分な経営資源が投下されて
いないことに原因があります。

デロイトではこうした一連のシフトを企業にとって避けられないデジタルディスラプションと捉え、企業経営者に対し打つ
手を考えるご支援をしています。われわれの強みはグローバルリーチと総合プロフェッショナルサービスファームとしての実
装力に裏打ちされた構想力です。本内容についてご興味を持たれたらぜひ、デロイトの担当者にお声がけください。

日本版発刊に寄せて
デジタルディスラプションにどう立ち向かうか
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デロイトは、10億人を超えるスマートフォンユーザーが2018年内に少
なくとも一度は、拡張現実（AR）コンテンツを作成すると予測している。う
ち3億人は月に一度、数千万人は毎週のペースでARコンテンツを作り、
シェアすると考えられる。

また、AR機能を組み込んだアプリが新たに年間数万件規模で登場し、
2018年末までの段階で、AR作成機能を搭載したアプリまたはオペレー
ティングシステム（OS）のダウンロードおよびアップデートを行うスマート
フォンユーザーが数十億人に達すると想定される1。スマートフォンやその
他のデバイスの画面上で、スマートフォンで作成されたARコンテンツを閲
覧するユーザーも数十億人に上ると見込んでいる。

ARがデバイスの利用率、アプリのダウンロード数、スマートフォンの販
売数を押し上げると考えられる一方、2018年のARコンテンツ用アプリ
単独の収益は世界全体で1億ドルに満たないと予想する。ただしこれを
「ARが単に金額ベースで1億ドルを生み出すだけだ」と解釈すべきでは
ない。AR機能は、ソーシャルネットワーク、メッセージング、ショッピング、
ゲームといったジャンルのアプリやOSにとって重要な差別化ポイントに
なり、ユーザーがスマートフォンをアップグレードする際の重要なドライ
バーになることが期待される。

2018年はAR関連分野において著しい変化がある1年になりそうだ
が、その後の数年間も同様に重要である。カメラ、センサ、プロセッサを
中心としたAR機能を支えるコアテクノロジーは改良が続けられ、アプリ
ケーションの幅も急速に広がるだろう2。その結果、ARコンテンツを日常
的に作成し、シェアするユーザーが増え、ARによる直接的な収益は
2020年までに10億ドルを超える可能性がある。

ARの根幹は、現実の画像にデジタル画像を重ねる特殊効果である。こ
の技術は数十年前からさまざまな用途に導入されてきたが、非常に単純
な形態にもかかわらず、ARコンテンツ作成機能がメジャーになったのは
ごく最近のことである3。AR機能はこの3年で次第に人気のスマートフォン
アプリケーションになった。その多くは画像の顔を入れ替えるものや、顔
ひげやライブストリーミング用の顔フィルターを追加するものといったエ
ンターテインメント向け用途である。これまでのところ、スマートフォンで
作成できるARコンテンツは、人工的で漫画的な表現の写真や簡単なア
ニメーションが一般的である。

2018年以降は、スマートフォンで作成されるARコンテンツはより写真
画質に迫り、ARコンテンツをスマートフォン上で見た人が本物と認識する
までのクオリティに達するかもしれない。そしてARコンテンツの多くが動
画形式で録画・シェアされるようにもなるだろう。デジタル画像がよりリ
アルになることで、作成されたARコンテンツのインパクトが増す4。2017
年にはARコンテンツのほぼすべて（95%以上）が漫画風のものであった
が、2018年にはリアルな画質のものが半数を超えると予測される。

2018年におけるAR利用の大半は、現在主流の使い方であるスマート
フォン内蔵カメラを使用したコンテンツの作成になると考えられるが、中
期的には、ARテクノロジーは企業や政府機関でもさまざまな用途で使
用されるようになると予想される。例えば、取扱説明書、テクニカルサ
ポート、公共サービスのお知らせなどでの利用が想定される5。

ソフトウエアとハードウエア両方の進化によって、写真画質に迫るARコ
ンテンツの作成が実現しつつある。その象徴的な例がスマートフォンの
OS上で動作する専用ARフレームワーク（ARコンテンツを作成できる機
能）の登場である。Appleが提供する「ARKit」はiOS11から搭載され、
iPhone 6s（2015年発売）以降の機種で動作する。Googleの「ARCore」
は、ハイエンドモデルのAndroid端末で動作する6。これらのフレームワー
クは、シンプルな2面検出を用いた視覚慣性オドメトリシステム（Visual 
Inertial Odometry System：VIOs）である7。

視覚慣性オドメトリ（VIO）は、1秒間に30回取得されるカメラからの
データを、1秒間に1,000回の読み取りを行う慣性計測装置（inertial 
measurement unit：IMU、加速度計とジャイロスコープを組み合わせ
たもの）8からの取得データと組み合わせ、デバイスユーザーの物理的位
置をリアルタイムで追跡できる。平面検出機能を使えば、床やテーブルな
どの水平面を認識し、物体をビューアーの希望通りの位置に配置するこ
とができる。

2018年末までに、およそ8億台のスマートフォンに、専用AR対応機能
を備えたOSと、その動作を可能にする高性能ハードウエア（CPU、GPU、
デジタルシグナルプロセッサ、ニューラルチップ）の両方が搭載されると
予想される。ARコンテンツの作成には、かなりの演算処理能力が必要に
なる。スマートフォンに搭載されるプロセッサやGPUの高性能化、省電力
化が進むにつれ、作成された動画がなめらかに再生できるようになり、
バッテリー消費量が軽減されるだろう。今後のハードウエアの省電力化
によって、ARコンテンツの作成は最新型の最高性能デバイスだけではな
く、通常の性能のデバイスでも可能になると考えられる。とはいえ、そう
なってもおそらく、最新のデバイスが最高のユーザーエクスペリエンスと
コンテンツを提供することになるだろう。

ARフレームワークが利用できるようになることで、最も大きな影響が
出るのはコンテンツ作成である。標準OSに専用AR対応機能が組み込ま
れるようになると、ARアプリの開発コストが下がる。例えば、アプリにAR
効果を加えるためにサードパーティーツールを使う必要がなくなる。つま
り、デベロッパーのリソースを魅力的なコンテンツの制作に集中投下し、
より多くの若手スタッフを技術的実装作業に割り当てることなどが可能
になる。さらに、小規模の開発チームや個人開発者も、AR機能付きアプ
リを開発できるようになる。参入ハードルが低くなることで、2018年を通
してAR機能を搭載したアプリの供給が増えるものと予想する。

拡張現実：リアリティの最前線
グローバル版
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近年では、AR技術のカスタム機能によって顔追跡アプリや顔フィル
ターアプリに特徴追跡技術が組み込まれ、ユーザーがコミカルにも実用
的（その色の口紅をつけると顔がどう見えるかなど）にも、顔の画像を拡
張できるようになった。2018年には、ソフトウエアの進化も特徴検出の
精度向上を後押しし、顔だけでなく自転車から建物までさまざまなオブ
ジェクトを検出、操作できるようになると考えられる。こうした機能向上
によって、セルフサービスによるテクニカルサポートをはじめ、ARの用途
が広がるはずだ。例えば、フラットパックの家具（完成品ではなく開封後
に組み立てる形式の家具）を組み立てる際に、棚のねじ止め箇所の隣に
仮想の矢印を映し出し、指し示すことができる。

深度センサを搭載したスマートフォン（2018年末までに市場に1億台
以上投入されると予想）は、深度情報に基づき、フロントカメラを使って
3Dオブジェクトをより正確にスキャンし、拡張することができるようにな
るだろう。低光量の環境で拡張現実を機能させるには赤外線センサも欠
かせない。赤外線センサがスマートフォンの両面に組み込まれれば、こう
した深度情報に基づく拡張現実機能がさらに高度化するだろう。

前述の通り、ARは以前から存在する機能であり、全く新しい技術とい
うわけではない。2018年に顕在化する違いは質、特に写真に迫る画質
である。2018年以前は、ARは未だ初歩的な段階であった。家具を探し
に来た客がAR機能を使って、自宅室内での家具の配置具合を確認して
みるなど一部の実用的用途にも利用されていたが、日常的に利用される
AR機能の大部分は顔フィルター付きセルフィー（自撮り）であった。

2018年には、AR機能を使って好きな歌手の隣で歌ったり、トラと触れ
合ったり、人気サッカー選手とリフティングしたり、あるいは一緒に写りた
い人物や動物、物体と実際に同じ空間内にいるような表現が可能になる
はずだ。それは有名人のろう人形や等身大パネルと写真撮影する行為と
似ているが、ARコンテンツの場合はもっと真に迫った仕上がりになり、そ
して将来的には画像が動くようになるかもしれない。

多くの場合、ARはシェア目的の短尺の動画作成に用いられると考え
られる。ARコンテンツのシミュレーションの精度が増せば、それを見た
人から熱烈な反応があることが期待でき、コンテンツの作り甲斐が増す
だろう。

AR動画の機能の中でもおそらく、撮影時の利用が最も一般的な用途
になるだろう。理由はごく簡単で、スマートフォンの中で最も利用頻度の
高い機能がカメラアプリだからである。ARの特徴を生かした便利でたわ
いもない機能は他にあるだろうが、カメラのように頻繁に使用される可
能性は低い。

こうしたフレームワークは、スマートフォンに組み込まれるハードウエ
アコンポーネントの大幅な進化とともに導入されるようになった。

近年の慣性計測装置（IMU）の技術進歩によって、元のカメラ位置と比
較してどの程度移動したのかを、デバイス上で従来よりも高精度で検出
できるようになった。これによって、スマートフォンに内蔵された一つのカ
メラのみでも立体感のある3D情報を抽出することが可能になり、デバイ
スの部品が少なくて済むようになった。

ユーザーがスマートフォンを持った手を動かすと、カメラは1秒間に30
枚以上の写真を撮影し、IMUでの正確な試算に基づいて、元の位置から
離れた距離が計算される。これまでは正確な計測には、デバイスに搭載
されたすべてのセンサの時刻の同期をはじめ、特定のハードウエア変更
が必要であった。それぞれの測定が行われた正確な時刻がわかってはじ
めて、カメラとIMUが連携的に機能し、3D空間を正確に推定できるので
ある。

半導体メーカーはこうした技術を最新のチップに取り入れている。一
方、旧型スマートフォンのハードウエアには、正確なARフレームワークに
対応するためのハードウエアが不足している9。

しかし、ハードウエアの進化はARを取り巻くストーリー全体のほんの
一部にすぎない。魅力的でリアリティのあるARコンテンツの作成・表示に
はアルゴリズムの存在が欠かせない。高度なアルゴリズムは、さまざまな
方法で効果を発揮する。

最も重要な進化の一つは、面の端を認識する際の精度が上がったこと
だ。物体を置くことができるテーブルや床、路面などの水平面を認識する
ことで、デジタル画像を自動配置できる。つまり、物体が（現実味なく）宙
に浮いているように見えない。これまでの方法ではARコンテンツの配置
には、大きなバーコードのような形状の印刷マーカーを設置することが
必要だった。この場合、ユーザーはプリンターを使用してマーカーを印刷
しなければならず、結果として市場の拡大を阻害するハードルになってい
た。現在のARは物理的に印刷した画像マーカーがなくても同様の体験
を提供できるようになったため、AR機能を試そうとする人の数は大幅に
増えた。

優れたアルゴリズムは、太陽光または人工照明が当たったように画像
に影を加えることで、ARコンテンツをよりリアルに見せることができる。
ARコンテンツ上でのアニメキャラクターが、照明を消すなどの環境の変
化に「反応」することもでき、こういった効果がさらにデジタルオブジェク
トがあたかも本物であるかのような錯覚を起こさせる。
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ただし、こうしたARアプリは、多くの場合ショールームに足を運ぶ代わ
りになるというよりも、ショールームでの行動を補う役割を担うことにな
るだろう。これらのアプリを使用すると、その生地を使ったソファーが自宅
のリビングルームでどのように見えるかを試したり、（正確性はさまざま
だが）場合によっては周囲を歩き回るように視線を確認したりすることが
できる。2018年には、アプリ上での拡大・縮小の精度が上がり、光の条
件を変えてソファーの見た目を確認できるようになる可能性がある。ただ
し、ソファーの硬さやクッションの具合、あるいは作りの質を示すことはで
きない。この観点からすると、インテリア向けアプリはやはり最終的な購
入決断に至るまでの多くの判断材料のうちの一つにすぎない。

また、これまで自宅でのARの用途として提案されてきたのは、メジャー
（巻き尺）の代用としての機能である。最新のARテクノロジーであれば、
史上最高精度の計測が可能であるが、なお数パーセントの誤差があり、
多くのケースで許容されない。ドア枠の計測値がたとえ数ミリであっても
不正確ならば、せっかくARアプリを使ってシミュレーションしたソファーも
戸口を通り抜けられない。

本稿での予測は、ARをスマートフォンで使用する場合に着目したもの
である。2018年に生み出されるARによる収益のほとんどがスマートフォ
ンベースと考えられるからである。2018年に販売されるハイエンドライ
ンのスマートフォンにはいずれも、AR動画機能が搭載されるはずだ。その
際は標準搭載になり、ユーザーがAR機能のために追加コストを支払う
必要はない。一方、専用のARヘッドセットは数百ドルから物によっては数
千ドルになり、手頃な価格帯で消費者市場に流通するのは2～3年後に
なるかもしれない。

さらに、専用VRヘッドセットの普及が今までのところ限定的であること
を踏まえると、専用ARヘッドセットの使用が一般的な消費者に広がるか
どうかは不明瞭だ。

ARが利用される中心的ジャンルになりそうなのが、アプリの中で最も
大規模なカテゴリであるゲームだ。ゲームデベロッパーがARをアプリに
導入し、新規ダウンロードを促す差別化ポイントとして活用する可能性が
高い。既存の人気ゲームアプリにもARが追加で組み込まれ、ユーザーデ
バイス上でのアップデート時に機能が更新されることも考えられる。

2018年を通してAR要素を搭載したゲームの数は増加すると考えられ
る。ただしARのみで構成されるゲームはほとんどないと予測する。その
理由の一つは、ほとんどの最新ARプラットフォームは十分な光量があり、
デバイスがオブジェクトの配置面を問題なく認識できる場合にのみ機能
するという点である。光の当たり具合が変化する室内や明確に面を認識
できない場所（カーペットも含む）でのARオブジェクトの配置は難しい場
合がある。ARゲームは暗い場所ではプレイできず、機内、電車内、自動車
内ではうまく機能しないことがある。繰り返しになるが、物体を投影する
面の認識が難しいからである。モバイルゲームの最大の売りは「いつでも
どこでも遊べる」ことであるため、この点は問題だ。

さらに、ARはカメラを使用するため、バッテリー消費量が多い。「ポケ
モンGO」は、AR機能を特徴とするスマートフォンゲームとして初めてメ
ジャーになったが、バッテリー消費を抑えるためにカメラ機能をオフにす
るオプションが設定されている。日常的に使用しているユーザーの多くは
ポケモンを捕獲した後すぐにAR機能をオフにし、消費電力を抑えてプレ
イ時間を伸ばしている。

ゲームでAR機能を使用する場合のもう一つの制約が、ユーザーの疲
労感である。AR機能を使用するためにユーザーがデバイスを不自然な
角度で持っていなければならない場合は特に問題となる。スマートフォン
はほぼ水平に持たれることが多いが、一方でカメラ機能を使用する場合
は、垂直にすることも多く、特定のポジションを保っていると疲れてしま
う。角度の違いはささいなことに思えるかもしれないが、多くのユーザー
は快適な方を選ぶはずで、肉体的負荷がかかるようなゲームはやめてし
まう傾向にある。

ソーシャルネットワークサービスは、提供するAR機能の質で競争する
ようになる可能性がある。ユーザーの投稿には、ARアニメーション付き
の短尺の動画が多くみられるようになるだろう。中には、ファンのAR動画
の中に組み込める3D動画コンテンツを売り出す有名人も出て来るかも
しれない。有名人による専用絵文字やモバイルゲームが登場した時と同
様である。ソーシャルネットワークのアプリ上では、アプリを利用したより
レベルの高いAR効果やカスタムメイドの画像10が提供されるようになる
だろう11。

2018年中には、新しい家具を探している客が自宅での配置具合をシ
ミュレーションできる、インテリア用アプリが多数登場すると予想される。
または技術を進化させた改良版が再リリースされることもあるだろう。こ
の種のアプリケーションは、何年にもわたって開発が続けられてきたもの
である。
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要点

2018年は、ARにとって進化と実験の年になるだろう。高性能ARデバイスの数が増加すると同時にAR対応アプリの数は数万に上ると予想
される。スマートフォン用写真アプリはじきに、ARを使って人やオブジェクトを画像内に組み込むことができる機能を提供し始めるだろう。現在
あるインスタントメッセージ（IM）用のスタンプストアなどと同様、ARコンテンツ専用のストアが登場するかもしれない。とはいえ、すべてが順
調に進むとは言い難く、当然ながら失敗も起きるだろう。

ARアプリは一見それほど重要なものではないので、今後もしばらくの間はあまり注目されないかもしれない。しかし過去数十年にわたって
AR機能を使った消費者向けコンテンツの作成に多くの労力が投入されてきたことも忘れてはならない。

また、2018年はARのエンドポイントには程遠い。今後何年もかけて進化し、ユーザーの関心を集め、ARコンテンツのクリエイションの質が
高まるだろう。中期的には、ARはカメラベースのアプリに組み込まれ、将来的には現実とARが作りだした虚構との区別がいよいよつかなくな
るかもしれない。

開発者にとっての2018年の課題の一つは、ARがどのようなシーンでユーザーに価値ある体験をもたらし、どのような場合にARによる表現
が過剰になるのかを判断することである。例えばナビゲーションアプリの場合、平面の地図よりも正確に道案内をするために、道路の画像に矢
印を重ねるという方式でARを使う方法が考えられる。だが、経路すべてにARを使うことは過剰かもしれない。おそらくは、この機能では経路
の最後の数メートルにのみ表示させたり、あるいは人ごみの中で友人を見つけ出したりするなど特定の状況下で使用すべきである。

企業は、ARの想定用途について熱心に、しかし実用に則して検討を重ねる必要がある。AR機能を使用してコンテンツ上に企業ロゴを配置
したり、ユーザーの顔にブランドロゴのマスクを重ねたりなどといったマーケティング用途のほか、販売や技術サポート、アフターサービスにも
ARを活用できる機会があるだろう。ただし、その際には慎重さが必要だ。最初からARありきで、そこから対応できそうなソリューションを探し
始めることがないよう気を付けなければならない。

2018年末までに市場に流通するAR機能付きアプリの数は数万に上ると予想される。大半のコンテンツがそうであるように、限られたコン
テンツが利用全体を牽引するものだ。多くのアプリの過去の利用傾向を踏まえると、ほとんどのARアプリは登場後１カ月内に消える一方、いく
つかのヒットアプリのみが頻繁に利用され続けることになると見込んでいる。
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ARを活用する領域の広がり
Augmented Reality（AR：拡張現実）はVirtual Reality（VR：仮想現
実）、360°ビデオなどとともにDigital Realityを構成する要素と定義され
ている＊1。テクノロジーの進化によってDigital Realityの機能がスマート
フォン等のアプリケーションに搭載されるようになり、ARに関しても実用
化に向けた具体的な取り組みが進んでいる。

ARの適用領域
本編でも触れられている通り、ARの用途は身近なところでは画像の顔

を入れ替えるものや、フィルターを用いて画像を加工するものといったコ
ンシューマー向けのエンターテインメントアプリが主流であるが、今後は
企業でも様々な用途で活用が進んでいくことが期待されている。

ARを含むDigital Realityの適用領域では、初めに普及が進んだ「ゲー
ム・エンターテインメント」に加えて、「コミュニケーション」、「研修・学習」、
「サービス提供」、「販売・マーケティング」などでもその機能を活用できる
と想定され、様々な形でのプロトタイプが試されている。

各領域において想定されるARの適用例については、以下のようなも
のが挙げられる。

「コミュニケーション」：同じ場所にいない人同士が同じものを見て、共同
で作業を進めることが可能になる。例えば医療分野では、患者のCTス
キャンのデータを確認しながら、離れた場所にいる医師同士がその所見
に関する意見交換をリアルタイムに行うということが可能になる。
日本ではコミュニケーション分野でのAR利用の目立った事例はまだ
ないが、今後医療分野をはじめとした活用が進むことが期待される。

「研修・学習」：現場に赴くことが難しい場合や、安全上の理由などで再現
が難しい状況について、AR技術を用いて具体的なシーンを仮想的に作り
出すことで、特定の状況下における対処方法を学ぶことが可能になる。
東京メトロでは土木構造物の維持管理教育にAR技術を導入してい

る。検査業務用iPadアプリケーションにAR機能を搭載することで、研修
センター内の模擬設備の画像に重ねて実際の設備で発生した変状を再
現することが可能になり、実際に行われる検査業務と同様の維持管理技
能を模擬体験できる形式になっている＊3。

拡張現実：リアリティの最前線
日本の視点

DIGITAL REALITY  
Solves real-world business problems and

creates new sources of competitive advantage   

360° Video
PROVIDES A NEW PERSPECTIVE

that allows users to look every direction

Immersive
CREATES MULTISENSORY, DIGITAL EXPERIENCE

and is delivered through any of these technologies

Mixed Reality
BLENDS DIGITAL CONTENT INTO THE REAL-WORLD
and creates an environment where both coexist and interact

Augmented Reality
OVERLAYS DIGITALLY-CREATED CONTENT
into the user’s real-world environment

Virtual Reality
CREATES A DIGITAL ENVIRONMENT

that replaces the user’s real-world environment

図1. Digital Realityのエコシステム

出所：Deloitte Insights, �Digital Reality”, 2018＊2
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「サービス提供」：修理やカスタマーサポートの現場におけるチュートリア
ルの提供が可能となる。具体的には、スマートデバイスを装着した作業員
がARで表示した作業手順に従って作業を効率化したり、リアルタイムで
遭遇している状況をリモートで専門家に相談し、関連するマニュアルや具
体的に確認すべき場所をスマートデバイス上のスクリーンで視覚的に把
握するなど、ARによってもたらされる付加情報を活用するユースケース
が考えられる。

NECは、作業者の腕を仮想キーボード化し、作業手順をスマートグラ
ス上にARでガイド表示する形式のピッキング支援ソリューションを開発
し、実証実験を実施している＊4。

「販売・マーケティング」：本格的な実用化には今後さらに時間がかかる
と考えられるが、例えば小売店において消費者が特定のブランドの商品
を探している際に、スマートフォン等の端末を使ってAR機能を活用し、該
当する商品が店舗内のどの棚にあるかを地図上にハイライトしたり、画
面上に消費者のニーズに合わせた商品のレコメンデーション情報を表示
したりするといった用途が可能になる。

図2. Digital Realityの 適用領域

出所：デロイト作成

Connect

同じ場所に存在することな
く、協業することが可能と
なる – オンラインビデオ/
チャットや同一画像・映像・
データの同時視聴

See-What-I-See

Holo-presence

Field Services

Architecture

Design

Analytics

Know

プロフェッショナル・エンジ
ニア・デザイナーに対する
補完情報やイメージなど
の追加提示

Immersive Training

Safety & Compliance

Behavioral Analytics

Learn

時間・コストを掛けずに実
際の状況を再現（模倣）した
トレーニングコースの提供

Augmented Shopping

Travel & Hospitality

In-Store Experiences

Explore

時間や場所に制約を受け
ない形で消費者が購買の
ために探索することを可能
とする

Gaming

Augmented Stadiums

Location Based

Play

AR/VRを活かしたデジタル
コンテンツの提供

岩崎 師秀
Iwasaki, Kazuhide
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

米国系ERPベンダー会社を経て現
職。主に製造業、航空事業エンジ
ン整備業務におけるグローバルサ
プライチェーン構築及び営業・販
売業務に強みを持つ。

著者

菅原 幹太
Sugahara, Yoshihiro
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

外資系コンサルティングファーム
複数社を経て現職。多数の大規模
基幹システム導入経験を有し、昨
今ではWeb/EC 改革等、販売・
マーケティング領域での知見を活
かしたグローバルレベルでの業
務・IT改革関連の企画推進・実行
プロジェクトを推進。
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ARへの実験的アプローチ
一点目は実験的アプローチの採用である。すなわち最低限のリソース

を小規模でも確保することからスタートして、そこを起点としてテクノロ
ジーの進化と相まって展開可能になる様々なサービスやアプリケーショ
ンの最新動向をキャッチアップし、そこから提供される価値を自社のサー
ビスやオペレーションで活かせるようになるという形式だ。
テクノロジーや各種サービス・アプリケーションの動向に追いつくため
には、まず企業としてARのエコシステムにどのように関わっていくかを考
える必要がある。関わり方としては、ARを取り巻くエコシステムにおいて
ユーザー企業として参加し、テクノロジー・サービスを利用していくとい
うユーザー側に立つ方法と、エコシステムの中に参画し、他社と協働して
ARのサービス提供を行うサプライヤー側に立つ方法の2つのパターンが
ある。

ARのエコシステムは図3に示した5つの領域に大別できる。

すでにARのエコシステムは複数立ち上がっており、現在も継続して、多
くのスタートアップ企業が続々と各領域へと参画し、様々な技術・サービ
スを提供している状況にある。一方でARのキラーコンテンツやユース
ケースの確立については、まだ各社とも模索中の段階である。
これからARテクノロジーの活用を検討する企業にとっては、自社のみ
で取り組むのではなく、既にあるエコシステムに参加し、オープンイノ
ベーションの手法を適用して対応を始めるべきであると考えられる。但
し、闇雲に目ぼしいパートナーを見つけてアライアンスを組むのではな
く、まずは以下の3段階のステップを踏襲し、自社として追及すべき方向
性を定義した上でパートナー選定を行うのが望ましい。
① ARで見出すべき価値を長期的視点から定義する
② 限られた数のスタートアップを評価するのではなく、グループとしての
傾向を把握したうえで協業先を検討する
③ ARに係るバリューチェーン全体を理解し、ARによってもたらされるで
あろう次の変化を予測する
各社が提供するテクノロジー・サービスやエコシステムに関わる企業

の顔ぶれが刻々と変化していく中で、この3段階を考慮することにより、そ
の時点で最適と考えられるパートナーを見出し、実証実験を重ねながら
ユースケースを見定めていくという実験的な取り組みを行うことが、今後
のARの進化に合わせたサービス・オペレーションの変革に必要となると
考えられる。
また今後、企業内でのARの実用化を考える際には、企業が保有してい

る情報システムとの十分な連携が重要となってくる。この連携に関して
も、準備を整えてから壮大な投資を伴う一大施策として行うのではなく、
個々の施策を実証実験的に進めていく中で徐々に連携方法を模索してい
くアプローチが有用であると考えられる。

以上の領域に共通していることは、AR機能を使って現実世界ではその
場所にないものを画面上に仮想的に配置し、体験する人の視野・視覚に
合わせて滑らかに動かし、形を変えることで、これまで人間が頭の中で想
像して補っていた部分を明示的に見せるという「認知の拡張」が起こると
いう点である。その結果、思考の促進や誤解の抑制、ミスの未然防止と
いった「能力の拡張」に寄与する効果がもたらされる。

ARを活用した取組における注意点
現状でARを活用した取り組みを進めている企業は、ARテクノロジー

の活用を部分的にプロトタイプとして検証する段階を経て、全社レベル
で実践的に活用する実装段階へと踏み込み始めている。今後数年をかけ
て、企業がARの活用を加速度的に展開させ、ビジネスの場で定常的に
使われる状態へと進んでいくようになると考えられるが、その中で注意し
て進めるべき点が三点ある。

出所：デロイト作成

図3. ARのエコシステム

Research
AR/VRの技術面や活用効果に関する研究や 
調査を行う学術組織

Tools
AR/VRを可能にする要素技術としてのセンサ、 
カメラやソフトウエア

Platform
AR/VRのソフトウエア・コンテンツを提供する 
プラットフォーム

Apps
企業向けソリューションや消費者向けアプリなど
のエンドユーザー向けソフトウエア

User

ヘッドセット・各種入出力機器などのデバイス
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日本企業はどうARに取り組んでいくべきか
日本企業のARに関する取り組みを見ていると、他の国の動向に比べ

ても、また、AIやBlockchainなどの先進技術と比較しても、活用の具体
的な検討が遅れているという印象を受ける。
まだ包括的にARを活用したソリューションを提供できる企業がないこ

と、また一定レベルの成熟したソリューションがまだ存在していないこと
が各社を躊躇させている要因のように見受けられる。ソリューション面は
進化の途上であり、またユースケースに関しても各社が活用方法や適用
範囲を模索しており、実用化に至っていないというのが現実である。
企業内での効率的なAR活用を主目的とするのであれば、一定レベル

の成熟ソリューションや先進事例の出現を待ってから、それらの先行事例
を参考にしつつ取り組むというアプローチも可能だが、自社のプロダク
ト・サービス提供の一部にとしてARの活用を考える際には、他社との差
異化を図る上でも、ベストプラクティスの登場を待つことなく、ARを組み
込むことでオリジナリティのあるユースケースを産み出すことができるか
の検討を開始することを推奨したい。

ARは人間の思考を仮想的に可視化する手段である。もし、ARを取り
入れる領域を決めかねているのであれば、まずは人と人との間のやり取
りや、ビジネスと顧客のつながりを築き・育てる観点でユースケースを検
討して実証実験を開始してはどうだろうか。それらの実験を通してARの
特質や価値を体感し、ビジネスに汲み入れるべきポイントを検討するこ
とで、それぞれのビジネスに適したARの活用の道が自ずと見えてくるこ
とを期待する。

ARを取り入れたUXデザイン
二点目は、ARテクノロジーをどのようにUXデザインに活かしていくか

という観点である。UXデザインの本質自体は変わらず、五感を活用した
ユーザー体験を設計し、それを実現するためのデバイス・ソフトウエア・
コンテンツを提供するものである。そこにARの要素が加わることにより、
これまでは付与することができなかった付加情報を仮想的に追加するこ
とができるようになり、またユーザーがこれまでのようなデバイスの単純
操作だけでなく、3次元での動きを捉えることが可能になるため、インタ
ラクションの幅が広がることになる。

UXデザインにおけるARの活用を検討する際には、視覚部分に限らず、
聴覚や触覚も含めて、どのようにユーザー体験を提供するかを複合的に
考えていく必要がある。音声UIやハプティクス関連のテクノロジーも飛躍
的に伸びている今、どのようにユーザーに情報を提供し、どのような反応
を得るかを踏まえたうえで、ARによる表現が過剰になりすぎないように
慎重に判断する必要がある。
またUXデザインを行う際には、単にユーザーとのインタラクションをデ
ザインするだけではなく、そこから得られるデータをどのように蓄積・分
析し、ユーザー特性に合わせた反応ができるようにするかという観点で
Analytics機能を強化するとともに、そこから得られる洞察に基づいてUX
デザインを更新していくというフィードバックループの構築も欠かせない。

知的財産権と情報セキュリティの考慮 
三点目はARがもたらす可能性のある負の側面に対する対応、すなわ

ち現実世界に仮想のコンテンツを加えることによって発生することが懸
念される知的財産権や情報セキュリティ面での問題点への対応をどのよ
うに行うかである。
これは特に社内などの限られた場所でARを利用する場合だけではな

く、あくまで商用サービスとしてオープンスペースにおいて利用すること
も想定した場合となるが、仮想現実を施した状態をコンテンツ化した場
合、そのコンテンツを共有する際に知的財産権の侵害をどのように防ぐ
かを考慮する必要が出てくる。
また、ARを活用して広告を配信する場合には、情報セキュリティの観
点から、不当表示とならないための配慮や改ざんに対するセキュリティ
施策の検討も必要になってくる。
これらの点に関しては、もちろんサービスの利用者のモラル・マナーに
よる部分もあるが、各国での法規制の違いや各サービスの特性に応じた
対処といった点も含めて、ARの実用化に係る論点を慎重に見極めていく
必要があると考える。

＊1 With AR/VR Bigger Than Ever at CES, CTA Helps Consumers Understand These Emerging Technologies, Consumer Technology Association, 2016/12/19: 
https://www.cta.tech/News/Press-Releases/2016/December/With-AR-VR-Bigger-Than-Ever-at-CES,-CTA-Helps-Cons.aspx

＊2 Digital Reality, Deloitte Insights,2018/2/8: https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/4426_Digital-reality-primer/DI_Digital%20Reality_
Primer.pdf

＊3 AR（拡張現実）技術を活用した 土木構造物の維持管理教育用アプリの使用を開始しました, 東京メトロ, 2017/7/3: https://www.tokyometro.jp/news/images_h/
metroNews20170703_68.pdf

＊4 NEC、スマートグラスを活用したARによるピッキング支援ソリューションを開発, NEC, 2017/11/7: https://jpn.nec.com/press/201711/20171107_03.html
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デロイトは、2023年末までに先進国における成人のスマートフォン普
及率は90%を超える（2018年から5ポイント増）と予測している12。2023
年のスマートフォンの年間販売予測台数は2018年から19%増の18億5
千万台で、1日あたり500万台以上売れる計算になる。

各市場で普及率が上昇するのは年齢層が高い世代がスマートフォンを
使い始める影響が大きい。先進国における55～75歳のスマートフォン所
有率は、2023年には85%（2018年から10ポイント増）に達すると予測
される13。

また、所有者の1日あたりのスマートフォン平均利用回数は65回
（2018年から20%増）と予測されている14。これは所有者の多くがビジネ
ス用途や店頭決済等の多様なアプリケーションを利用するようになり、カ
メラ等の既存アプリケーションも一層活用されるためである。

毎日スマートフォンを使用する人は2018年の93%から2023年には
96%に増えると予測される15。これは成人全体を母数にした場合でも、
2018年には79%であるのに対し2023年には86%になる。

これほど著しく頻繁に使用されるデジタルデバイスは他にないであろ
う。この使用頻度の高さがスマートフォンのアップグレードを促進し、最終
的には総売上台数と売上高の上昇へとつながり、また、「スマートフォン・
セントリック」なコンテンツ作成や業務プロセスの再設計にも拍車をかけ
るだろう。

小売価格が1,000ドル以上のスマートフォンの販売台数は約1億
8,000万台になると予測される。このカテゴリだけで2,000億ドルを超え
る売上が生み出され、全タブレット市場の規模を台数ベース、金額ベー
スともにはるかに上回るだろう16。2017年第三四半期に西ヨーロッパで
販売されたスマートフォンの8分の1は900ドル以上の価格帯であり、こ
の割合は前年比の2倍となった17。

2023年のスマートフォンの平均小売価格は350ドルと予測されるが、
この場合、市場規模は6,500億ドルとなる。2016年から2017年の1年間
で、スマートフォンの売上は世界全体で4,340億ドルから4,780億ドルへ
と10%増加した18。スマートフォンの平均小売価格は302ドル（2015年）
から324ドル（2017年）に上昇した（2012年から2015年にかけては下
落した）19。今後ユーザーにとってスマートフォンはますます重要な存在と
なることから、平均小売価格は上昇し続けると予測される（図1参照）。

つまりデロイトは、今後5年間のスマートフォン市場は、普及率、使用
頻度、出荷台数、市場規模、平均小売価格のすべてにおいて成長しつづ
けると予測している。

スマートフォンの外見自体は2023年モデルも2018年のものとほぼ変
わらないと考えられる20が、スマートフォンがデジタルサービスやデジタル
コンテンツへの最も重要なアクセス手段であるという位置づけは確固た
るものになるだろう。2023年モデルの多くは5インチないしは6インチの
長方形のHDタッチスクリーンで、内蔵カメラが2台、重さは130～200グ
ラム、リチウムイオンバッテリーを搭載し、容量は今日のスマートフォンと
ほぼ同じというスペックになると考えられる。

今後5年間のスマートフォンの成功のカギとなるポイントは、素晴らし
い操作性（例えば深度マップをベースとした顔認識等）や、マップや写真
等の機能強化という形式が組み合わさり、ユーザーにインパクトを与え
る数々のイノベーションを取り入れることだろう。これはユーザー側から
は直接的には見えにくい変化である。

スマートフォン：見えざるイノベーションの時代
グローバル版
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図1. スマートフォンの平均小売価格の推移（2012年～2017年）

出所：GfK
出典の詳細は巻末の脚注を参照
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スマートフォンに起こる目に見えないアップグレード
2023年のスマートフォンは、接続、プロセッサ、センサ、ソフトウエア、

AI（人工知能）、そしてメモリの性能向上により、様々なビジネス用・消費
者向けアプリケーションにおいて、優れたパフォーマンスを発揮するはず
である。

2023年までには先進国市場のほとんどで5Gネットワークサービスが
開始され、回線容量および接続速度は各段に向上しているはずであり、
5Gユーザーは中国だけでも10億人を超えると予測されている21。上記
以外の市場の大半でも、下り最大1ギガビット秒（Gbit/s）以上の速度に
対応する進化版の4Gネットワークが運用されているはずである。

2023年にはおそらくスマートフォン全般に専用AIチップが標準搭載さ
れるだろう。最たる用途は機械学習用途向けであり、メインCPUの演算
処理の負担を軽減するだろう。2017年はプレミアムスマートフォンにAI
チップが搭載された初めての年となり、約3億台（当年総出荷台数の
20%に当たる）が出荷された22。

デロイトの調査によれば、先進国の成人スマートフォン所有者の約
65%は機械学習搭載のアプリケーションを1つ以上使用しており、79%
は機械学習を搭載したアプリケーションの存在を知っていた（図2参照）。
2023年中にはおそらくどの価格帯のスマートフォンにも専用AIチップが
標準搭載されるだろう。かつては最上位モデルだけに搭載された指紋読
取機能が、今では100ドルのスマートフォンにも搭載されているのと同じ
だ。専用AIチップを搭載したスマートフォンの基盤が拡大するとともに、
ゆくゆくは機械学習アプリケーションの種類も利用率も増えてゆくはずで
ある。

プレミアム端末には、最もパワフルなCPUとGPUが使用されるのと同
様に、常に最新のAIチップが搭載されるものと考えられる。

また、FPGA（Field-programmable gate array）チップもおそらく標
準搭載になるだろう（FPGAは特定タスクの実行のため製造後に何度も
プログラミングが可能な集積回路である）。FPGAは、メインプロセッサが
特定のタスク（例えば特に過密エリアにおけるセルラーネットワークでの
受信の最適化など）を行う際の負荷を軽減してくれる23。

スマートフォンのCPUおよびGPUは、今後5年間は一定のペースで
アップグレードされていくだろう。同時に他のより専門性の高いチップの
開発も進むだろう。

2023年にはスマートフォンに搭載されるセンサの種類も増え、また既
存センサはアップグレードされていると考えられる。今後数年のうちにお
そらく主流となる新たなセンサの一つが前面赤外線カメラである。このカ
メラは2018年には各種のデバイスに搭載されるようになり、指紋読取セ
ンサに替わり、主要な生体認証システムになる可能性がある24。スマート
フォンに指紋センサが引き続き搭載される場合も機能がアップグレード
され、2023年には超音波を利用しガラスや金属越しでも、さらには指に
湿気や油汚れがあっても指紋認証が行えるかもしれない25。スマートフォ
ン内蔵のGPS受信機も同様にアップグレードされ、2017年に5メートル
であった位置情報の誤差は、30センチ以内という高精度になるかもしれ
ない26。

より高性能なソフトウエアにより実現されるAI機能は、2023年までに
スマートフォンのあらゆる用途で使用されるようになり、これまで以上に
重要な差別化要因になるだろう。AIの主たる利点は、アプリケーションを
よりなめらかに動作させ、例えば、より正確な経路案内やリアリティあふ
れる拡張現実、より満足度の高い写真などが実現できることにある。AI
は、それ自体は形のあるものではないが、製品の中核をなす機能として
大規模に市場に投入されるだろう。

機械学習（ML）搭載アプリケーションの利用率や認知度は2017年中
頃ではまだかなり低いものの、AI機能の着実な進化に伴い、2023年中
には利用率、認知度ともに高まると予想される（コラム参照：「AIとスマー
トフォン」）。
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2018年における標準的なスマートフォンのストレージ容量は32GBだ
が、2023年には128GB以上となるだろう。その大部分は写真や動画が
占めることになるが、メモリの大容量化によりアプリ用のスペースが確保
され、数GBもあるようなサイズの大きいアプリも出てくるだろう。RAMメ
モリの容量は2GB~16GBと考えられる27。どちらのアップグレードもス
マートフォンの有用性と価値を高めてくれるに違いない。

バッテリーの刷新や改良についてはあまりアップグレードの見込みは
ないと思われる。2023年になっても、スマートフォンに使用されるほぼす
べてのバッテリーのベースはリチウムイオンのままだろう。2017年後半の
時点では、実証済みでサプライチェーンに組み込めるほど、安定・成熟し、
リチウムイオンに取って代われそうなバッテリー技術の兆しはなかった。

しかしバッテリーに関する技術については進歩する部分もある。まずプ
ロセッサの効率化が進むだろう。処理タスクをCPUから切り離して他の
チップへ移すことでバッテリー消費を減らすことができる。電力を最適化
したもの、効率を最適化したものなど、消費電力の異なる複数のプロ
セッサを使用すれば電力使用量も改善される28。さらに、バッテリーのワ
イヤレス充電技術のおかげで、ユーザーは外を出歩いている間もデバイ
ス充電が可能となる。スマートフォンの大手ベンダーらはすでにワイヤレ
ス給電の標準規格であるQiに合意しており、カフェからオフィスの待合
室、ベッドのサイドテーブルから車内に至るまで、様々な環境で利用され
ることになるだろう。Qiが使用されるスマートフォンブランドの2018年の
出荷台数は全部で10億台を超えると考えられる29。

AIで機能強化した各種アプリケーションの認知度と利用率につい
てデロイトが行った調査では、最もよく使用されるアプリケーションは
予測入力（変換）であり、次いで経路案内であった（図２参照）。音声認
識アプリは認知度と利用率に大きな開きがあった。アルゴリズム、デー
タセット、AIハードウエアの向上でアプリケーションの品質が高まるに
従い、AI搭載ツールに頼るユーザーも次第に増えると予想される。

例えば、2017年に経路案内機能を使用したスマートフォン所有者
は24%であったが、時間帯やデバイス所有者の歩くペースを学習でき
るAIオンボードチップにより検索機能のパーソナライズと高速化が進
み、より良いデータセットおよび位置情報取得機能でより高精度な推
奨ルートを提案できるようになることを踏まえると、2023年にはその
率は60％を超えると予想される。

AIとスマートフォン

予測入力（変換）

経路案内

音声アシスタント

音声検索

ニュースまたは情報の自動更新

翻訳アプリ

音声のテキスト変換

メール振り分け

自動カレンダー入力

位置情報に基づくアプリ案内

50%
35%

24%
37%

12%
31%

9%
27%

13%
25%

25%

23%
12%

10%
20%

5%
20%

9%
15%

4%
13%

79%
65%

6%

21%

7%

11%

39%

自動写真分類

アプリ提案

トラベルポップアップ

上記のいずれか

0 10 20 30 40 50 60 70 80
認知度 利用率

調査対象：先進国市場16か国におけるスマートフォン所有者（回答者数24,563人、ウェイトバック集計後）
数値は調査対象となった16か国（オーストラリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、ドイツ、アイルランド、イタリア、日本、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、
スペイン、スウェーデン、英国、米国）の平均値である。
出所：デロイト, 「世界モバイル利用動向調査  グローバル版」, 2017年5月～7月

図２． （先進国市場における）ML搭載アプリケーションの認知度と利用率
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図3は英国のスマートフォンユーザーの間でスマートフォンの利用範囲
が拡大していることを示している。2016年から2017年の間に変化が
あった項目として、ビデオ通話では全体合計のユーザーが、オンライン検
索では18～34歳のユーザーが、そしてニュース閲覧では45～54歳の
ユーザーが、真っ先に使いたいデバイスとして選んだのがスマートフォン
になった。ただし、この傾向はすべてには当てはまらない。2017年は男
性全体ではゲームで使いたいデバイスはゲーム機となったが、これは最
新型のゲーム機の市場普及率の拡大を反映しているといえる。

増え続けるスマートフォン向けアプリケーション
こうした目に見えないイノベーションに支えられ、スマートフォンは多
岐にわたる家電・デバイスの機能を「吸収」し続けることができ、そして増
え続けるデジタルアプリケーションに適したデバイスとしてPCに取って代
わることができる。

図３． アクティビティ別　使用したいデバイス（英国）（2016年・2017年）
質問： 以下のアクティビティではどのデバイスを使用したいですか？

調査対象（ウェイトバック集計後の数値）：英国の18-75歳のスマートフォン所有者、 2016（3,251）、2017（3,393）
出所：デロイト,「世界モバイル利用動向調査  英国版」, 2016年5～6月, 2017年5～6月
注1：各カテゴリで最も多く解答されたデバイスを表示。2016年と2017年で変化があった場合、［2016年→2017年］の順で示している
注2：ノート型パソコンにはデタッチャブルタブレットを含まない

 テレビ　  電話　  デスクトップ型パソコン　  ノート型パソコン　  タブレット　  ゲーム機

合計 男性 女性 18～24歳 25～34歳 35～44歳 45～54歳 55～64歳 65歳以上
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ゲームをプレーする ➡

インターネット通話（VoIP）

写真を撮影する

動画を撮影する

映画やテレビ番組のストリーミング

キャッチアップサービスを利用して、 
テレビ番組を視聴する

テレビのライブ視聴
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2023年末までに、スマートフォンはPCにはない様々な機能、すなわち
鍵、オフィスへの入室カード、クレジットカード、デビットカード、ストアド
バリューカード（金銭的価値を蓄積して使用する形式のカード：交通系の
カードなどを含む）が組み込まれるようになると考えられる。これにより、
自宅、オフィス、ホテルの部屋30、車31、バス32、電車、飛行機といった物理
的環境でも、そして会社の情報システム、eコマースサイトやオンラインバ
ンキングサイト等のデジタル環境でも、スマートフォンを利用したアクセス
認証がますます増えていくことだろう。

デロイトは、2023年までに先進国の全スマートフォン所有者の3/4以
上が何らかの形式の生体認証を使用し、スマートフォンの80%に指紋読
み取りや3Dフェイシャルスキャナー33といった専用の生体センサが一つ
以上搭載されると予測している。2018年現在では、指紋認証を使用する
スマートフォン所有者は29%、専用の指紋読取センサを搭載するデバイ
スは約42%である。

スマートフォン向けアプリケーションの進化
スマートフォンの新機能だけでなく、すでに搭載されている機能につい
ても、より頻繁に、より多くの人が使用するようになるだろう。具体的には
MP3プレーヤー、CDプレーヤー、GPSのナビシステムやマップ、フィット
ネスバンド、歩数計、コンパクトデジタルカメラと一眼レフ（SLR）カメラ34、
携帯ゲーム機、パズル本、搭乗券、エンターテインメントのチケット等とし
ての機能である。

スマートフォンで撮影する写真や動画の画質は2023年まで順調に向
上し（コラム参照：「スマートフォンカメラの進化」）、一般消費者向けとビ
ジネス向けの両面でデバイス使用率と用途は増すに違いない。中期的に
は、プレミアムモデルであれ廉価版であれ、新品であれ中古であれ、電話
を選ぶ際の重要なポイントは（そして人によっては一番のポイントとなる
のが）、写真アプリとハードウエアの品質になりそうだ35。2017年中頃の
段階では、先進国のスマートフォン所有者のうち、毎日スマートフォンで
写真を撮った人は18%、1週間に少なくとも1回撮った人は44%であった
（図4参照）36。スマートフォンの写真機能が着実に向上し、シェアするに
値しないような出来の悪い写真が減るにつれ、こうした割合は次第に増
えていくはずである。

写真撮影 動画撮影

18%

44%

32%

5%

1%
4%

16%

47%

32%

1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

1日に1回以上 1週間に1回以上 あまりしない 全くしない 分からない

図4. 写真と動画撮影の頻度（先進国の平均値）
質問：写真撮影、動画撮影を、それぞれどのくらいの頻度で行っていますか？

調査対象：先進国市場16か国におけるスマートフォン所有者（回答者数22,929人、ウェイトバック集計後）
数値は調査対象となった16か国（オーストラリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、ドイツ、アイルランド、イタリア、日本、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、スペイン、
スウェーデン、英国、米国）の平均値
出所：デロイト, 「世界モバイル利用動向調査  グローバル版」, 2017年5月～7月
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スマートフォンが職場を変える
さらに、ビジネス環境での利用がより幅広く高度になるため、スマート

フォンの使用率と価値がより高くなる。

この10年間でスマートフォンは人々の暮らしとコミュニケーションの形
を変えた。次は企業の番だろう。これからの5年間で、企業はこれまで以
上にモバイルを活用するようになり、小売の店舗オペレーション、医療の
現場、レストラン、営業やフィールドマネジメント、その他多くのサービス
およびプロセスが行われる様々な状況において、働き方が変わると考え
られる。

EUだけでも、労働人口の45%（約1億人）がモバイルデバイスを業務
用のメイン（または唯一の）デバイスとして使用することが可能になると
推定される（図5参照）。

スマートフォンに搭載される地図アプリは、対応する移動手段（車はも
ちろん、徒歩や公共交通機関等）の種類が増えるにつれ、一層利用され、
頼りにされるようになるだろう。今後5年間でスマートフォンの地図アプリ
はより広範囲の屋内の位置情報（ショッピングモール、オフィスビル、交通
拠点等）を統合し、Wi-Fiホットスポット、ビーコン、携帯基地局からの位
置情報ポイントが増すことにより精度が向上すると予想される。機械学
習もまた、それぞれの個人に合わせて最適なルートを生成する上で重要
な役割を担うだろう。

職務 従業員 
（千人）

主に 
モバイルデバイスで 
遂行できる 
タスクの総数 
（平均）

モバイルデバイスで遂行できる仕事量

タイムシート 
管理

仕事の 
割り当て

オフィス 
ソフトウエアを 
利用した業務 
（資料作成、 
表計算など）

コミュニケーション 
（対同僚、雇い主、 
クライアント）

情報への 
アクセス 

（仕事関連データ 
または 

会社データ）

在庫および 
サードパーティ 
サプライヤ管理

単純作業の従事者 42,479 N/A N/A

工場労働者　 35,999 N/A

サービス・販売従事者　 32,009

小規模事業家（起業家） 24,442

技術者、準専門的職 32,227

専門職 42,912

管理職 13,502

図5. EUの労働者が主にモバイルデバイスで遂行できるタスク数（職務別）

出所：European union employment data（2016年）を基にデロイト分析（2017年）
注：モバイルで遂行できる総タスク量の平均を求めるにあたっては各職業におけるタスクの重要度および、労働者数を考慮した
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専門職の多くの仕事の本質は今後5年間で根本から変わることはない
だろう。屋根職人はこれからも屋根を修理するし、シェフは料理をつくる
だろう。技術の役割は、既存のプロセスを再構築するよりも、改良するこ
とにあるのではないだろうか。屋根職人の場合、うまく設計されたモバイ
ルアプリがもたらすメリットの一つは、PCのあるオフィスへ戻るのを待つ
までもなく、より多くの情報（施工後の写真等）を載せた請求書をより早く
提出できることだろう。小さなレストランのシェフの場合、よくあるニーズ
の一つが材料の注文であろう。これもうまく設計されたウェブサイトやア
プリを使えばPCがなくとも行うことができる。

しかし、たとえばデリバリーサービスといった職業の分野で証明されて
きたように、モバイルにはもっと大きな機会がある。何百もの業務とプロ
セスが変わらず旧式のまま実施されており、従業員の中には無駄に事務
所やPOSデバイスに拘束され、リアルタイム情報から切り離されている
者もいる。多くの場合、モバイルによる効率化が企業の競争力を強化す
るはずだが、時にはビジネスモデル全体を一から作り直し、業界を根本
から覆すこともできるだろう。

2017年中頃の段階では、先進国における労働者の約半数がメールや
電話にスマートフォンを使用していたが、スマートフォンでタイムシートを
提出した人はわずか７％、費用計上は５％37、会社のイントラネットへの
アクセスもわずか10％に過ぎなかった。

このように業務目的でスマートフォンの使用率が低い理由は、対象範
囲が狭いからではない。

小売販売のスタッフや交通警察など、仕事上デスクにいる必要がない
人は、ノートPCやタブレットを携帯するとかえって邪魔になり、おそらくフ
ルキーボードもPC並みの処理能力も必要ないだろう38。大半の市場で、
ほとんどあるいはまったくデスクにいない従業員は半分以上を占める。

業務上で情報処理や分析を行う必要のない労働者は世界で数億人い
るが、そのような人たちも、より正確な情報をもとに迅速に対応できるよ
う、状況に応じた情報をタイムリーに取得する必要がある。それにはス
マートフォンは理想的なデバイスだ。

これまで消費者向けのスマートフォンアプリやウェブサイトを開発する
魅力の影に隠れていたかもしれないが、ビジネス向けのアプリや、モバイ
ルに最適化したウェブサイトが大きなオポチュニティになる可能性があ
る。しかも関連ビジネスプロセスがスマートフォン経由で可能になれば世
界の労働生産性が向上するという多大な恩恵も得られるのである。

いくつかの点で、2018年はインターネット時代が始まった頃を彷彿さ
せる。当時、企業は従業員の働き方を変えるためにブラウザソリューショ
ンを導入し始め、コアとなるビジネス向けアプリケーションへの関わり方
を変えた。こうした取り組みにより、データへのアクセス速度と質は飛躍
的に向上した。
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スマートフォンの一番重要な差別化要因はカメラであり、より正確
にいうと、一連の処理が終わった後に画面に表示される画像の質で
ある。その際は主に各メーカー独自のハードウエアおよびソフトウエ
アが使われている。

今後5年間はより高度に統合され性能が向上したソフトウエアと
ハードウエアにより写真の画質は向上すると考えられ、ソフトウエア
の役割はますます重要になるだろう。これによりスマートフォンも、従
来型の大きくて重く、かさばるカメラ機器で撮った写真の画質や特性
に近づけるはずである39。

従来の一眼レフカメラならではの表現の一つは「ボケ」、すなわち対
象物にレンズの焦点を当て、その背景をぼかした状態にすることで、
対象物をより引き立たせることだ40。標準的なスマートフォンの場合、
通常は被写体すべてに焦点が当たってしまう。

2016年にスマートフォンに「ボケ」機能が初めて採用されて以降、
この機能は著しく成長し、2017年後半の段階ではほとんどのスマー
トフォンメーカーのフラッグシップモデルに搭載された41。「ボケ」機能
を搭載した最初の携帯電話は、ひとつの被写体を2つのレンズで同時
に撮影し、それらの画像を組み合わせている。このひとつの合成画像
をつくるのがソフトウエアであるが、対象物と背景とを正確に区別し
切り離すのは大変な作業である。しかし「ボケ」効果の質は時間とと
もに着実に向上していくはずである。機械学習のおかげでアルゴリズ
ムがさらに洗練され、前景と背景をより正確に切り離せるようになる
からである。さらによりパワフルな専用プロセッサによって、かつてな
い速さで合成画像を作れるようになるだろう。

2023年までには単一レンズでも「ボケ」効果を満足のいくレベルま
で実現できるはずである。単一レンズによる機能を初めて搭載したモ
デルは2017年に発売された42。このデバイスでは前景と背景を区別
し、同時に撮影した複数の画像から合成画像を作りだしている43。こ
の進歩は実に大きな意味をもつ。なにしろスマートフォンはサイズが
重要であり、レンズが１つ減ることで他の部品やより大きなバッテリー
を搭載するスペースが生まれるからである。

そのほか、今後5年のうちにスマートフォンにとって当たり前になる
であろうイノベーションが、光学式手ぶれ補正、すなわちハードウエア
（レンズ）、センサ（ジャイロスコープ）、プロセッサを統合して、写真撮
影時のデバイスの揺れによる影響を軽減する技術である。ジャイロス
コープは携帯電話の揺れ（おそらく指でシャッターを押すことによるも
の）を検知すると、レンズ方向をわずかに調整してその揺れを相殺す
る44。これにより画像のブレが一切なくなるか、軽減されるのだ45。

スマートフォンカメラは職場でもますます使用されると考えられる
が、ここでもソフトウエアが重要になる。職場でよくある事務タスクと
いえば情報取得であり、そしてその情報元は名刺、レシート、ブロー
シャーなどであろう。カメラでこれらの画像をコピーすれば、ソフトウ
エアが余分な内容（名刺を撮るのであれば、それを置いたテーブルの
表面など）46を削除するか影を付けることができる。

職場環境で使用するスマートフォンに組み込まれると想定されるカ
メラの一つが、熱（赤外線エネルギー）を検出する背面赤外線カメラ
である。赤外線統合型カメラはコンパクトで持ち運びができ、職人が
狭い空間やはしごの上などにも簡単に携帯できるだろう。住宅内の漏
洩元を辿ったり、モーターエンジンの不良を解析したり、家電をチェッ
クしたりなど、赤外線画像はあらゆるシーンで活用可能である47。

スマートフォンには上記以外にももっと多くの技術が採用され、
シェアしたときに閲覧者から好反応が得られるような高品質の写真
が撮れる確率も増すだろう。シャッターを押した後に画面上に表示さ
れる画像が、たとえ実際に撮ったものとは違っていても、撮影者がま
さに望んでいたものに近づけるような技術も多く採用されると考えら
れる。

スマートフォンカメラの進化



Technology, Media and Telecommunications Predictions | 2018 日本版

19

要点

テクノロジーベンダー、スクリーンメーカー、企業、政府にとって、社会におけるスマートフォンの役割はこれまで以上に重要になると考えら
れる。あらゆるものにさまざまな影響を持つスマートフォンは百年に一度のイノベーションであるが、そのポテンシャルのすべてが実現されるに
はほど遠い。

スマートフォン市場の規模は、他のデバイスの影を薄くしてしまうほどであり、すべてのデバイスメーカーは複数の選択肢に直面しているとい
える。ひとつは、ベンダーはスマートフォンについて次の素晴らしいアイデアや差別化要因を見つけ出し、それを取り入れることにひたすら注力
し続ける必要があることだろう。例えば新しいバッテリー技術や画面形式など、新技術の採用が早すぎてもコストがかかってしまう。プロジェク
ターであれ赤外線キーボードであれ、ニッチな機能を組み込むことは避けたほうがよい。モジュラーフォン（カスタマイズが可能なスマートフォ
ン）を商業的に成功させるのはかなり難しいだろう。写真機能など特定機能強化に向けたリソースが不十分な場合もかなりのマイナスとなりう
る。カメラが肝であることを考えれば、ベンダーはカメラチームの規模を二倍に拡大し、そのタスクに大人数を割り当てることを検討すべきで
ある。

スマートフォンは2023年まで堅調な成長軌道を描くと思われる。とはいえ、いつかはスマートフォンの勢いが衰えるときに備えて、ベンダー
は新たな成長エンジンの開発にも取り組んでおくべきだろうか？新たなデバイスへ注力することでスマートフォンへのリソースが疎かになりか
ねないだろうか？

多くのベンダーがスマートグラスから仮想現実まで、新たなフォームファクタ―の出現に賭けてきた。しかし今のところスマートフォンは優勢
を保っている。スマートフォンはデジタル機能および物理的機能を着実に取りこんできた。スマートフォンの派生品を発売しても、ほんのささや
かな成功を収めるに過ぎなかった。

年齢層が高い世代でもスマートフォンは急速に普及している。交通機関へのアクセスから駐車場の支払いまで、より多くのプロセスがスマー
トフォンにシフトしているため、高齢層もスマートフォンに依存しはじめるだろう。業界や政府はこうした年齢層もスマートフォンを十分活用でき
るよう、研修プログラムを策定すべきである。学校ではコンテンツ作成やコーディングのカリキュラムについて、現在のPCを前提にしたものと
同様に、スマートフォン向けのものも重視すべきだ。

企業のIT部門は、自社のIT戦略や考え方にスマートフォンを活用する方法を検討すべきである。また、従業員のタイプ別に最適なデバイスと、
セキュリティ強化に向けスマートフォンの生体認証の最適な活用方法についても検討すべきである。





Technology, Media and Telecommunications Predictions | 2018 日本版

21

目に見えないイノベーションの時代
本章では今後5年間のスマートフォン市場は引き続き成長が期待でき

るとされており、先進国における2023年の成人のスマートフォン普及率
は90%以上、年間販売台数は、グローバル全体で2018年比19%増とな
る18億5千万台と予測されている。
このように成長を続けるスマートフォンではあるが、2023年モデルと

2018年モデルでは、その見た目や形状には変化が見られず、操作性の
改善や機能が充実する形で大きな進化が起きると予測されている。
例えば、5G搭載による通信回線高速化、CPU/GPUやメモリの高速
化・大容量化、ジャイロスコープセンサによる写真の光学式手ぶれ補正
やバイオメトリクスによる本人認証など、多様なセンサの搭載による各機
能の高度化、AI利用によるサービスのカスタマイゼーションなどが挙げら
れている。
これらの機能を実現するには、電子部品やソフトウエアの高機能化が
必須となる。スマホ１台に搭載される電子部品の数が飛躍的に増加して
おり、例えば積層セラミックコンデンサは初期のスマートフォンでは200
個ほどだったのが、2017年時点の最新機種では800個が使用されてい
る＊1。なお2017年に発売されたiPhone8では、電子部品の数は1,300
個といわれる＊2。これら質的にも量的にも進化する各種の電子部品が組
み合わされることで、一層優れた操作性やパーソナライズサービスが
ユーザーにもたらされることになるだろう。

日本企業がスマートフォンにもたらすイノベーション
現在、日系企業はグローバルでの電子部品において38%の高い市場

シェアを占め、特にスマートフォン向けで高い競争力を維持している＊3。
例えばカメラに利用されるCMOSイメージセンサでは50%、磁気センサ
は73%を日系企業が占める＊4。上記で言及したセラミックコンデンサに
ついては62%＊5（スマートフォン以外の用途含む）のシェアになっている。
この日系企業のシェアの高さは、スマートフォンの高機能化に伴い高
密度実装化と電子部品の小型化が進む中で、各社努力し続けた結果だ
ろう。特にiPhoneのサプライヤーとして、Appleの技術的にもビジネスの
面でも厳しい要求に対応しながら、利益率の高い小型で高性能な部品を
提案し続けてきたことで、Apple以外のHUAWEIやSAMSUNGといった
企業にも部品を供給し、グローバルで戦う力が身についたとされる＊6。た
だしすぐ後ろに台湾や中国などのアジアメーカーが電子部品全体での
シェア30%を占めるまでに成長してきており、追われる立場になりつつ
ある＊7。

今後もこうした日系の電子部品企業はスマートフォンの高機能化に合
わせた高度な部品技術のニーズに対応していくことが求められ、“スマー
トフォンの目に見えないイノベーション”に大きな役割を果たすことにな
る。特に、第4章「次世代機械学習チップの勢いが加速」でも取り上げて
いるように、機械学習機能を搭載したチップの採用が増えることで、ス
マートフォンの設計や電子部品への要求にも変化が出てくることが予想
され、ここに商機があると思われる。
機械学習以外でも、本章にあるようなスマートフォンのハイエンド機種

に採用されるであろう各種機能向けに電子部品や関連モジュールの高
性能化を牽引していくことが、日系企業が引き続き高い競争力を維持し
ていくためには必須となる。

ただし、スマートフォン、特にAppleに依存しすぎるリスクも高い。「スマ
ホの次」も考える電子部品各社は車載、IoTそれぞれの市場に経営資源
を振り分ける状況にもあり、例えば村田製作所、京セラ、ソニーなどもそ
うした方針を打ち出している＊8。

2017年7月-9月時点でスマートフォンは日本の電子部品出荷金額の
用途別割合の34.9％を占めているが、今後は車載とIoT向けの用途が増
えるとみられている＊9。そしてここではまた別の国内外の企業のエコシス
テムが存在する。アップルで培ったグローバル企業とのビジネスでの経験
値をここでも生かしていけるか、また開発された新しい部品がどんなこと
に利用できるのか、用途を自ら定義し、幅広い産業・事業を対象にマーケ
ティングしていくことができるかが、おそらく鍵となるだろう。

日本におけるスマートフォンの動向
ここで日本のスマートフォン市場を端末の面で考察してみたい。日本は

iPhone比率が最も高い国の1つとして知られている。IDC Japanによる
と、2017年のスマートフォン出荷台数シェアにおいてはApple/iPhone
が市場全体の47.5％を占め、次いでソニーが13.7%、シャープが10.0%、
京セラが9.1%となっている＊10。Apple以外は日系のベンダーが上位を
占めていることも、グローバルのスマートフォンの市場動向とは異なって
いるといえる。
かつてはキャリアに寄り添うかたちで、携帯電話のデバイスメーカーと

して日本企業各社が競っていた。しかし2008年のiPhoneの登場以降、
事業の廃止・売却が続いている。2018年にも富士通がスマートフォン自
体の「コモディティ化」を理由として事業を売却することとなった＊11＊12。
2015年のSIMロック解除の義務化、2016年のスマートフォンの実質0円
販売を事実上禁止する総務省の政策により、日本のスマートフォンメー
カー（ソニー、シャープ、京セラ）は方針転換し、独自性や自社の強みを追
及した機種開発が必須となっている＊13。

日本市場においては、2018年2月にNTTドコモから発表された「M」が
注目を集めた。2画面を持つスマートフォンであり、動画や電子書籍など
のコンテンツを2つの画面を合わせた大画面で表示できる。さらに、マル
チウィンドウがAndroid OSの標準機能となっており、左右の画面で別々
のアプリを立ち上げることも可能である。この機種はNTTドコモが企画
し、中国のメーカーであるZTEが製造しており、日本市場だけの販売では
なく、AT&TやVodafone、China Telecomなど、欧米、中国の大手キャ
リアでの販売も予定されており、ドコモにもロイヤルティーが還元される
点で、新しいビジネスモデルとなっている。日本発のデバイスが海外展開
する試金石であり、マルチディスプレイのモデルが今後増えてくるかもし
れない＊14。
今後は特に見た目や形状の進化が起きづらく、センサデバイス活用や

AI連携などによるパーソナライズ化の進化等、その操作面、機能面でのイ
ノベーションが進むと想定されているが、「M」のような目に見える形での
イノベーションが起きることにも期待したい。

スマートフォン：見えざるイノベーションの時代
日本の視点
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スマホ向けアプリの進化
各機能の高速化や高度化、AIによるソフトウエアの機能強化によってス

マートフォンが進化を続け、2023年にはスマートフォンがデジタルアプリ
に最も適したデバイスとして、PCに取って代わって主役の座に君臨して
いるだろう。スマートフォンはPCにはない様々な機能、つまりスマート
キー、セキュリティカード、スマートペイメントなどとしても機能する。これ
により様々な利用シーンにおいてー自宅、車、交通機関、ホテルルーム等
の物理的な環境だけでなく、eコマースサイト、バンキングサイト等デジタ
ル環境へのタッチポイントとしてもー、スマートフォンを利用したアクセス
認証がますます増えることになる。
また既に各デバイスに置き換わりつつあるように、スマートフォンは音
楽プレーヤー、ゲーム、マップナビゲーション、フィットネス、小型一眼レフ
カメラ、各種チケットとしてもより頻繁に使われることとなるだろう。中で
もカメラの画質は、レンズの性能向上、ジャイロスコープセンサ活用によ
り一層向上し、満足度の高いものに進化する。
そしてすべてのアプリケーションにおいてAI・マシンラーニングが活用

されることになり、スマートフォンがプライベートな“秘書”としての役割を
果たすことが可能になる。機会学習アルゴリズムの進化、データの蓄積
が更に進むと、個人の嗜好を最もよく知る存在として、複数の選択肢や
様々なバリエーションの中から個人が最も望むであろうものを教えてくれ
るだろう。
デロイト「世界モバイル利用動向調査」によると、日本はフィーチャー

フォンの利用率が他国と比してかなり高い状況にあり、引き続きフィー
チャーフォンを愛用している層が一定程度存在している＊15。日本では
iPhone登場以前は通信キャリア主導ですべての端末商品やWebサービ
ス、コンテンツの企画、設計、開発が行われ、端末販売も通信キャリアが
担うという独自の生態系が構築されていたため、3G/4Gフィーチャーフォ
ンの高機能化が進んだ影響が今でも残っているといえる。
しかし日本に限らず、現在の通信事業者は顧客との接点をアプリ・

SNS、ストリーミングサービスに奪われ、端末の企画もAppleやGoogle
といったグローバル企業に舵を握られている。今後もBtoC企業として生
き残ることを望むなら、顧客のニーズ・経験をより深く理解するためのアナ
リティクスを強化しつつ、ビジネスとテクノロジーの両面から過去の成功
体験にとらわれず、サービス開発に取り組むことが求められるだろう＊16。
これからのスマートフォンの動向については、日本においてもグローバ
ル全体のトレンドと同様に、目に見えないイノベーションが起きると想定
される。一方でグローバルスタンダードにのみ込まれることなく、日本発
で世界をあっと言わせるような、スマートフォンでのデジタルサービスが
出現してくることを期待したい。それは日本人が得意とする、サービスの
きめ細やかさや、利便性を高めるためのサービス設計思想に基づくアル
ゴリズムや、センサ技術を活用した利用者の感情認識に基づくサービス
チューニングにあるのかもしれない。

著者

山副 浩司
Yamazoe, Koji
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

情報通信業界のエキスパートとし
て、18年以上に渡り、成長戦略立
案・新規事業戦略立案、海外進出
支援等に従事。通信会社等事業会
社の会計、営業、サプライチェーン
等の業務改革、IT改革のプロジェ
クトも多数経験し、戦略領域から
施策実現までの一貫したサービス
を提供。
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デロイトは、2018年、世界の成人スマートフォンユーザーの45%が特
定のアクティビティでのスマートフォンの使い過ぎを心配し、同じく45%が
（使用時間の測定や制限ができるハイテクアプリの活用から端末を引き
出しに仕舞い込む手段まで）さまざまな方法でスマートフォンの使用を制
限しようと試みると予測している48。また、こうした使い過ぎを心配する割
合は若いスマートフォン所有者が最も高く、世界の18～24歳のほぼ2/3
が使い過ぎを自覚し、半数以上が使用制限を試みると予測する。（この章
以降の部分では、人口全体ではなく、スマートフォンの所有者または使用
者について述べる。）

そして、18歳以上の全年齢層のほとんどが、（1日に数百回使ったとし
ても）実際はスマートフォンを多用することに非常に満足していることも
予想される。実は、使用者が気にしているのは、本来集中すべき行為に
集中できない場合の使用を抑えたいということである。ながら運転の危
険性はよく知られている。だが、2018年において多くの人々が同様に心
配するのは、寝ながら、歩きながら、会話しながらのスマホの利用である。

図6に示す通り、世界的にみてスマートフォン所有者の中でスマート
フォンの使い過ぎを心配する人、使用を制限したいと考える人はどちらも
平均で約40%を占めるが、国別にみると大きな差がある。調査対象の日
本人のスマートフォン所有者の中で使い過ぎを自覚している人は1/5に
満たない49。一方、メキシコ人の場合は3/4が使い過ぎを懸念し、2/3弱
が積極的に使用を制限しようと試みている。ほとんどの国で、使い過ぎを
心配する人と使用を制限しようとする人の割合はほぼ同レベルである。

地域による傾向の明らかな違いはほとんどない。例えば、北欧諸国を
みた場合、スマートフォンの使い過ぎを心配するフィンランド人の割合は
ノルウェー人の約半分であった50。英語圏の国では、この2つの調査項目
ともおおよそ近しい数値という傾向は見られた。この割合は2018年も、
2017年より1～2ポイント程度微増すると予想される。

スマートフォン：使い過ぎを心配する人々
グローバル版
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図6. 18歳以上のスマートフォン所有者のうち、使い過ぎを心配する人、使用を制限しようとする人の割合（2017年）

調査対象（ウェイトバック集計後の数値）：18歳以上のスマートフォン所有者；アルゼンチン（1,811）、オーストラリア（1,762）、ベルギー（1,593）、ブラジル（1,743）、カナダ（1,589）、
中国（1,778）、デンマーク（860）、フィンランド（857）、ドイツ（1,708）、アイルランド（933）、イタリア（1,782）、日本（1,194）、ルクセンブルク（913）、メキシコ（1,789）、 
オランダ（1,796）、ノルウェー（925）、ロシア（1,976）、スペイン（1,832）、スウェーデン（1,792）、トルコ（927）、英国（3,393）、米国（1,634）
出所：デロイト, 「世界モバイル利用動向調査  グローバル版」, 2017年5～6月
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図7. 年齢別スマートフォン使用度と使い過ぎの可能性（2017年）

調査対象（ウェイトバック集計後の数値）：18歳以上のスマートフォン所有者（34,588）、18
～24歳（5,351）
出所：デロイト, 「世界モバイル利用動向調査  グローバル版」, 2017年5～6月

使用度と使い過ぎの認識については、年齢層でも性別でも比較的大き
な開きがある。2017年のデータでは、18歳以上の女性スマートフォン
ユーザーの49%が使い過ぎと認識しているが、男性については41%にと
どまる。2018年も性別による差異は変わらないだろう。

スマートフォンの利用シーンによる認識の違いもある。テレビや映画を
見ながら、電車やバスでの通勤の最中、買い物の時にスマートフォンを
チェックするのは、決して有害でも負の行為でもない。そしてスマートフォ
ンの使用を控えるべきとされるのは、こうした利用シーンではないよう
だ。図8のデロイトのグローバル調査結果では、スマートフォンの「ながら」
利用で気をそらされることはないとされる行為とその割合を示している。

言葉自体はメディアでしばしば目にするものの、本当にスマートフォン
「中毒」になっている人はおそらくは極めて少なく、3%に満たないと推定
される51。「中毒」または「依存」とは医学的に定義された言葉であり52、
正真正銘の成人スマートフォン中毒者はかなり限られている53。先頃公表
された記事では、タブレット、スマートフォン、ゲーム機を、ドーパミンレベ
ルを上昇させる効果を理由に「デジタルヘロイン」と称していた54。それが
正しい側面もあるかもしれないが、中毒性薬物と電子デバイスや食べ物
とではドーパミンレベルの上昇が起きるレベルがまったく違う55。

「スマートフォンには中毒性がある」というのと同様に、「使い過ぎ」とい
う表現にも注意が必要である。2018年のスマートフォンはいわばデバイ
ス界のスイスアーミーナイフのようなものであり、10年前の数十のデバイ
スの役割を引き受けている。腕時計、ラジオ、テレビ、コンピュータ、カメ
ラ、ビデオレコーダー、地図、新聞、ゲーム機、雑誌その他、今やその役割
は多岐にわたる。この文脈で考えれば、1日に50回やそこらスマートフォ
ンを眺めたところでそれ自体が使い過ぎとは言えない。むしろ、スマート
フォンがいかに便利なデバイスであるかを示している。こうした行為を有
益と見るのか、有益ではないと見るのかは区分けが難しい。時間を確認
したり、写真を撮ったり、ソーシャルメディアで交流したり、Eメールをやり
取りする行為は有益な時もあれば、有益でない場合もある。

デロイトのグローバル調査によると、2017年にスマートフォン所有者
が1日にスマートフォンを見る平均回数は50回であった。図7に示す通り、
世界的にみて、18歳以上の全年齢層の約25%、そのうち18～24歳の
40%が1日に50回以上と答えている。その一方で、18歳以上の45%と
18～24歳の58%が自分は使い過ぎだと認識し、そのうち前者の42%、
後者の47%が使用を抑えようと積極的に試みていると答えている。それ
以外の18歳以上の10%、18～24歳の20%は使用を制限したいと思っ
てはいるが行動には移していない。これらの数字は2018年には若干上
昇することが予想される。
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同様に、運転中のスマートフォン使用（または少なくとも運転中に電話
を使用していると認める人の割合）については国による大きな開きがあ
る。英国とアルゼンチンでは、日常的に運転しながらスマートフォンを使
用していると答えた人はわずか6～7%であったが、米国、中国、フィンラ
ンド、トルコでは20%以上とその3倍を超える数字が示されている。

一方で、それ以外のスマートフォンの「ながら」利用はユーザーの気を
散らし、他者との関係に悪影響を与え、あるいは自分または他者の健康
を脅かす可能性もある。図9は、これに該当する行為に関する2017年の
デロイトのグローバル調査結果である56。ここでも、年齢層による違いが
見られる。若いスマートフォン所有者ほど、おそらくは使うべきでない時
にスマートフォンを使用している傾向が強い。ただしこれ以外にも回答者
の属性による傾向の違いがある。男性スマートフォン所有者の方が、時に
「ながら」運転をする傾向にある。具体的には男性が15%、女性が11%
である。女性スマートフォン所有者の約60%は、夜、就寝中でも起きてス
マートフォンをチェックする。英国、ドイツ、オランダ、イタリア、カナダ、ル
クセンブルクのスマートフォン所有者の60%以上が夜はスマートフォンを
チェックしないと答え、反対に中国、トルコでは80%以上がチェックする
と答えている。

テレビ・映画を
見ながら

電車やバスに
乗っている最中

買い物を
しながら

0%

10%

20%
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40%

50%

60%

70%

80%

18歳以上 18～24歳

図8. ほぼいつも／かなり頻繁に／時 「々ながらスマホ」をする人が 
スマートフォンを「ながら」で使用しても気が散らない割合（2017年）

調査対象（ウェイトバック集計後の数値）：18歳以上のスマートフォン所有者（34,588）、
18～24歳（5,351）
出所：デロイト, 「世界モバイル利用動向調査  グローバル版」, 2017年5～6月
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調査対象（ウェイトバック集計後の数値）：18歳以上のスマートフォン所有者（34,588）、
18～24歳（5,351）
出所：デロイト, 「世界モバイル利用動向調査  グローバル版」, 2017年5～6月

図9. ほぼいつも／かなり頻繁に／時 「々ながらスマホ」をする人が 
スマートフォンを「ながら」で使用すると気が散る割合（2017年）



Technology, Media and Telecommunications Predictions | 2018 日本版

28

要点

通信業界にとっても個人ユーザーにとっても、1日に何度スマートフォンを見るかということについて、何らかの恣意的な数値を定めることが
ゴールではない。現に、消費者がテレビの代わりにスマートフォンでビデオを見る頻度が増え、仕事をコンピュータではなくスマートフォンで済
ませるようになり、Eコマースでもスマートフォンの利用が進んでいることから、1日にスマートフォンを見る回数は今後も増えると思われるが、
それ自体は悪いとも、悪くないとも言えない。

むしろ2018年の目標は、本来スマートフォンを見るべきではない状況において自らコントロールできるよう、消費者をサポートすることだろ
う。スマートフォンメーカーやソフトウエア・アプリ開発会社、ネットワーク事業者が協力し、睡眠中、運転中、歩いている最中、家族や友人との
時間を妨げずにスマートフォンを楽しめるよう消費者を支援しなければならない。こうした取り組みが生活の質を高め、あるいは命を救うことに
なる。例えば、米国では陸運局（Department of Motor Vehicles）のウェブサイトに、ながら運転防止に役立つアプリ一覧を掲載している57。

一方、図10が示す通り、（運転中などの特定行為の最中ではなく）全般的にスマートフォンの使用を制限しようと試みている人が、その目的
のために最新ソフトウエアその他のテクノロジーを使用している割合は低い。利用時間を測定もしくは制限するためのアプリを使用していると
答えた人の割合はわずか4%に止まり、最もよく使われているのが本体の電源または通知機能をオフにする類の方法で、一番多かったのがバッ
グまたはポケットにしまっておく方法だった。

利用時間を測定できるアプリをダウンロードする

使用を制限するアプリをダウンロードする

一人の時はバッグやポケットにしまっておく

夜、寝室内に持ち込まない

画面通知機能をオフにする

アプリを消去する

データ通信をオフにする

マナーモード、機内モードに設定する

夜は電源をオフにする

音声通知機能をオフにする

誰かと会っている時はバッグまたはポケットにしまっておく

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

調査対象（ウェイトバック集計後の数値）：使用を控えようとしている18歳以上のスマートフォン所有者（14,410）
出所：デロイト, 「世界モバイル利用動向調査  グローバル版」, 2017年5～6月

図10. スマートフォンの使用を制限するために講じている手段
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これらのローテク手段は、少なくとも一部の人にとって機能しているようだ。図11に示す通り、積極的に使用を制限しようとしている人の大
半が、「成功している」と考えている。全調査対象国の平均では、使用を控える試みが「成功している」と認識している人の割合が「成功していな
い」と思う人より5ポイント高い（23%対18%）。7つの国については、使用を抑えるのに成功していると答えた人の割合が失敗していると答え
た人よりも10ポイント以上高く、ブラジル、トルコでは成功していると答えた人の割合の方が大幅に高い（それぞれ19ポイント、20ポイント差）。
反対にいくつかの国の回答者は使用をうまく抑えられていないと答え、特に中国は失敗者の割合の方が成功者よりも10ポイント高い。
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調査対象（ウェイトバック集計後の数値）：18歳以上の成人スマートフォン所有者；アルゼンチン（1,811）、オーストラリア（1,762）、ベルギー（1,593）、ブラジル（1,743）、 
カナダ（1,589）、中国（1,778）、デンマーク（860）、フィンランド（857）、ドイツ（1,708）、アイルランド（933）、イタリア（1,782）、日本（1,194）、ルクセンブルク（913）、メキシコ
（1,789）、オランダ（1,796）、ノルウェー（925）、ロシア（1,976）、スペイン（1,832）、スウェーデン（1,792）、トルコ（927）、英国（3,393）、米国（1,634）
出所：デロイト, 「世界モバイル利用動向調査  グローバル版」, 2017年5～6月

図11. スマートフォン所有者の使用制限：成功者と失敗者の比較

多くの人がスマートフォンの使い過ぎを心配しているが、近年の議論の中で最も声高に叫ばれているのが若年層における使い過ぎである。そ
して社会からの孤立やうつ、場合によっては死に至るまで（例えば、毎年、セルフィー撮影中の死亡事故が少数発生）、劇的な悪影響が指摘さ
れている58。アトランティック誌は、2017年9月にこの問題に関する時代精神（zeitgeist）をまとめた長編特集記事、「Have Smartphones 
Destroyed a Generation?（スマートフォンはある世代を破壊したのか？）」を掲載した59。
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ただし、こうした警鐘は大げさかもしれない。作家、ダグラス・アダムズは、新しいテクノロジーに対する年齢層別の反応について以下のよう
に説明している。

01. 生まれた時にすでに世の中に存在しているものは普通で当たり前であり、あくまでも世の中の営みの自然な一部である。

02. 15～35歳の間に発明されたものは、新しく、心を躍らせ、革新的で、それに関係する職を得ることもできるだろう。

03. 35歳を過ぎて発明されたものは、物事の自然な秩序に反している。

近年、ソーシャルメディアは子供をダメにするといった警鐘を目にする。10年前の非難の矛先は検索エンジンであった。それ以前はインター
ネット、テレビゲームまたはコンピュータゲーム61、あるいはコンピュータそのものがどれも有害の烙印を押されていた。米国上院司法委員会
は若者に対する影響について、1954年には漫画62、1956年にはロックンロールミュージックを対象とした調査を行っている63。さらにさかの
ぼれば、テレビ、ラジオ、蓄音機、学校、小説、書籍全般（1500年代頃）に警鐘が鳴らされていた。古代ギリシャのソクラテスでさえ、子供は記
録に頼るべきではない、記憶力が妨げられると警告したと言われる64。

でも大丈夫、若者たちはきっとうまくやっていくに違いない。
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日本におけるスマートフォンの使われ方
本章ではデロイトがグローバルで行った各国スマートフォンユーザー

の意識調査＊1の結果を取り上げている。2018年にはグローバルでは18
歳以上のスマートフォンユーザーの45%が特定行為についてスマート
フォンの使い過ぎを心配し、またその傾向が高い18～24歳のほぼ2/3が
使い過ぎを自覚と予測しているが、日本では18歳以上全体で2割程度、
若年でも半数弱に留まり、異なった傾向が見て取れる。この違いについ
て考察してみたい。
まず日本ではスマートフォンの所有率が他国より低い。先進国平均で

80%、日本は60%と調査国中最下位であり、最も所有率の高い18~24
歳の年齢層でも77%と、他国との差は大きい（例えば北米では同年齢層
で93％となる）。総務省の調査では2011年から2016年で40%以上も
上昇しているスマートフォンの所有率だが、デロイトの調査で各国と比較
すると従来型携帯電話（フィーチャーフォン）からの市場移行に遅れてい
る状況がうかがえる。
その背景には、元々大手キャリア企業数社が提供してきたフィーチャー

フォンがインターネットやモバイル決済、音楽、読書、SNSなどに利用で
きるほどに高度な機能とサービスを兼ね備えていること、かつ保守的な
国民性に加え高齢化する人口のため、必要性を感じない状況では使い
慣れたフィーチャーフォンからスマートフォンに移行するモチベーションが
働かないことがあると考えられる。
他のデジタルデバイスの所有率からも日本における保守的な消費者
像が見受けられる。日本におけるスマートウォッチの所有率は2%（先進
国平均5%、途上国平均11%）、スマートTVは6%（先進国24%、途上国
34%）と新しいデバイスへの使用意欲も低い。
スマートフォンの使われ方、生活密着度も他国より低い。スマートフォ

ンの用途について今回の調査で所有率が最も高い中国と比較すると、
「銀行の残高確認」は37%（中国94%）、「店舗で製品／サービスの支払」
は20%（中国95％）、「タクシー料金の支払」は7%（中国82%）と差が明
確になる。機能により背景は異なるが、例えばモバイル決済は、日本の
現金主義とプリペイド式のICカードの普及により、利用の必要がなく促進
されないことなどが要因として考えられる＊2＊3。密着度を上げる要因に
なると考えられるスマートフォンでの音声アシスタント機能も、情報検索
や天気の確認等の基本的な動作での利用にとどまっている＊4。日本では
人前での音声操作に対して恥ずかしさを感じて便利さを十分に享受でき
ず、浸透しにくいのかもしれない。利用状況と関係するのか、調査対象者
の「スマートフォンの1日の平均チェック回数が50回以上」の割合につい
ても日本では7%であり（先進国平均17%、途上国平均29%）、こちらも
調査国中で最低となっている。
このように日本ではスマートフォンの生活密着度の低さから、他国と比
べて「使い過ぎ」の自覚も相対的に低くなっている可能性が見えてくる。日
本でも若年層や子供のSNS・ゲーム利用や、ながらスマホによる交通事
故の増加＊5などスマートフォンの使い過ぎが引き起こす様々な問題は顕
在化しており、それらにはもちろん対応は必要だが、通信・テクノロジー
企業の視点から見れば、日本の消費者の保守性は新しい市場を形成す
る際には最も難しいポイントといえる。

スマートフォンの「限界」
パソコン、携帯電話、そしてスマートフォンと、テクノロジーの進化はデ
ジタル世界を身近にし、私たちの生活をより便利にしてきた。従来別々
だった複数の機能を統合したiPhoneの登場を機に、単なる情報端末の
枠組みでは代替できない機能を提供するデバイスとなったスマートフォン
は、個人のライフスタイルに欠かせないインターフェースになっている。
しかし利用が促進されるにつれ、行動する際に画面を見ての操作を必
要とするスマートフォンが、インターフェースとして万能ではないことに
ユーザーは気付き始めている。本章で取り上げられている「使い過ぎを
心配する人々」はスマートフォンがその便利さゆえに物理的に利用者の
視線と集中力を奪い、生活のパーソナルな部分を侵食し続けることに違
和感を持っている。日本でもそうした感覚を持つ人は他国ほどの多さで
はないとはいえ、今後さらに増えるだろう。
スマートフォンの予測に立ち返ってみると、第2章にあるようにデロイト
は2023年末までに先進国における成人のスマートフォン普及率は90%
を超えると予測しており＊6。日本の60%の現在の普及率からすると、まだ
伸びしろがある、ということになる。
ただスマートフォンの出荷台数の伸び率は鈍化するとの見方もあり、今
後大幅な成長は見込めない可能性があるという点も考慮すべきである。
日本においても普及率と一日あたりの利用回数は伸びるが、買い替え

サイクルが長くなり、新規購入が爆発的に出荷台数を押し上げることは
ないということが言えるだろう。
既に成長の鈍化を見越して、国内外のテクノジー企業は数年前からス

マートフォンの“次”を担う、新たにインターフェースになるデバイスや技術
を模索している。日本でもNTTドコモがAIの活用を推進し、ソフトバンク
がIoTやロボットに投資、KDDIは「マルチデバイス」とIoTを掲げるなど、
先進技術を取り入れながら次のデバイスおよび事業の方向性を見出そう
としている＊7＊8＊9。
このように、スマートフォンの浸透と並行して、次世代のデバイスの台
頭も予感される。今後デジタル化は、機能性・効率性だけでなく、より人
間工学的に楽に利用でき、五感をフルに使った人間本来の無意識な行
動・ライフスタイルを実現していくと考えられる。

スマートフォン：使い過ぎを心配する人々
日本の視点
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スマートフォンの「次」のプラットフォームは？
まだ決定的なものはないが、（1）スマートスピーカーなどの音声をUI

としたパーソナル・アシスタント、（2）イマーシブテクノロジー（AR/VR/
MR）を利用したデバイスの2つが次のプラットフォームの一翼として有力
視されてきており、これらの日本での可能性を考えてみたい。

（1） 音声をUIとしたパーソナル・アシスタント
パーソナル・アシスタントは家庭内や社内、またワーキングスペースな
ど、一定の空間での利用を前提としたデバイスであり、米国ではすでにあ
る程度の浸透が見られている。米Forresterの調査によると、米国での所
有世帯数は2017年には1,530万世帯で、2022年には6,630万世帯
（1億7,240万人）になると予測されている＊10。米国での別の調査によると、
北米における所有者の65%がスマートスピーカーなしの生活に戻りたく
ないと回答し、34%がスマートフォンの利用時間を奪ったと回答している＊11。
ただスマートスピーカー自体がスマートホームやスマートグラスなど他
のサービスやデバイスと融合する可能性が高く、まだ形式が確立されて
いないため、今後の展開は国内外のいずれの場合も流動的であると考え
られる。第二世代のスマートスピーカーは画面を備えていて、音声のみで
の操作の不利を補うようになるといわれる。
日本でもスマートスピーカーは2017年に主要テクノロジー各社から
販売され話題になった。だが普及率は低く2023年でも国内の年間出荷
台数は130万台に留まると予測されている＊12。前述の消費者の保守性
から考えると、スマートホーム化が進み、魅力的な使い方が確立されな
ければ、スマートフォンレベルの市場まで育つようには今のところは見え
ない。

（2） イマーシブテクノロジー（AR/VR/MR）を利用した端末
AR/VRについては第1章「拡張現実：リアリティの最前線」でスマート

フォン上での進化が予見されているが、ここではそれ以外のデバイスでの
利用について見ておきたい。候補となるデバイスにはスマートグラス、ヘッ
ドマウントディスプレイ、果てはスマートコンタクトレンズまで、様々なも
のが提案されているが、いまだ決定打は出ていない。とはいえ、進化する
イマーシブテクノロジーを組み合わせることで、スマートフォンに代わる
ハンズフリーなデバイスとして広まる可能性がある。
主要テクノロジー企業も、近年イマーシブテクノロジーに関する製品・

サービス開発や買収に、より注力している。
米Googleは、AR技術によりハンズフリーの音声操作で視界に情報表
示するグーグルグラスをいち早く2013年から提供し、運転中・歩行中の安
全性とプライバシーの問題で2015年1月に販売を一旦停止したが、2017
年7月にまた工場や病院用の利用を想定した法人向けで復活した＊13＊14。

著者

中島 ゆき
Nakajima, Yuki
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最後に
今はグローバルでもスマートフォンの「次」に向けて試行錯誤が繰り返

されている段階だが、今後ここまで見てきたボトルネックや技術的な課
題をクリアして現実空間と仮想空間が融合し、ユーザー間でのインタラ
クティブな体験も可能になれば、本格的なユビキタス社会に向けて、ス
マートフォンも含め目的別のプラットフォームの役割が再定義されていく
と考えられる。
ただいずれにせよ日本市場においては「新しい」というだけでは技術
は浸透せず、「使いたい」と思わせる魅力がなければ個人利用が一気に
普及することは考えにくい。
一方で日本では人口の高齢化による労働力不足で業務効率化が求め

られていることを「ニーズ」として捉えることも有用かもしれない。業務利
用からスマートスピーカーやAR/VRなどの利用を浸透させていき（例え
ばリタイアする熟練技術者のスキル継承にAR/VRを使う、社内業務の問
い合わせ窓口をスマートスピーカーに担わせるなど）、個人にその良さを
理解してもらいながら、デバイス単価も利用ハードルも下げて徐々に個
人利用に広がっていく、といった一見遠回りに見えるシナリオが、実は日
本の消費者を動かすには一番近道なのかもしれない。

米Facebookは、2014年にOculus VRを買収し、2017年の開発者会
議において発表した10年計画でAR/ VRを事業の中心として推し進める
姿勢を示した。まずはスマートフォンARから開始し、今後はユーザーがデ
バイスを手で操作する必要性をなくすことによりスマートフォンに代替す
ることを視野に入れARデバイスの開発・市場投入を検討している＊15。
2018年にはPC・スマートフォンとの接続不要で単体で利用できるVRデ
バイスOculus GOを発表するとしている＊16＊17。
そして米Appleは、昨年6月にiPhone向けARアプリの開発を支援する

ソフトウエア「ARKit」を発表し、また2020年にAR技術を搭載したスマー
トグラスの市場投入がティム・クック氏のインタビューや公開されたコン
セプトデザインから予測されており、ARヘッドセットのVrvanaや視線追
跡ソリューションのSMI（SensoMotoric Instruments）、車載向けARソ
フトメーカーのMetaioなど、VR/AR関連のスタートアップを複数買収し、
実現に向けた準備が進んでいると考えられている＊18＊19＊20。
現在はまだ視覚・聴覚へのアプローチが多いが、ハプティクス（触覚を
伝える技術）をはじめ味覚・嗅覚についても徐々に開発が進められてお
り、米MicrosoftもVR用の触覚の再現技術で触れている指先に摩擦感
や抵抗感を生じさせる仕組みのデバイス「Haptic Revolver」を2018年3
月に開発するなどクロスモーダル（感覚間相互作用）の実現への取り組
みが加速しており、仮想空間のリアリティは増してきている＊21＊22。

ただしイマーシブテクノロジー端末がスマートフォンの代替のプラット
フォームとして広まるためには、デバイスの軽量化、空間・物体認識やイ
ンタラクション技術の向上、コンテンツのエコシステムの形成、5Gなどの
通信環境を低価格で提供するチャネル（例えば、通信事業者によるバンド
ル提供等）の導入など、いくつものハードルをクリアする必要がある。そし
てスマートフォンとは異なる体験価値として、時間・空間・ユーザーの状
況に応じて、ライフログをベースに“空気を読んで”コンテンツを変化させ
ること（コンテキストアウェアネス）が重要になってくるのではないかと考
える。
日本ではAR/VR市場の伸びは遅く、昨年度のデロイトのモバイル利用
動向調査ではVRヘッドセットの所有率は1%にとどまっていた＊23。AR/
VR関連市場は世界的に拡大することが予測されている中で、日本の市
場は成長が見劣りするという見方も多い。日本においても製造分野等
BtoBでの利用はある程度伸びると考えられるが、個人利用が自然発生
的に大幅に増加することは現状では想定しづらい。AR/VRの良さは、言
葉では説明しにくく、使ってみることが普及の第一歩だが、そういう観点
では、日本の場合はビジネスや教育の分野での必要にせまられての接触
の機会が増えるか、あるいは社会現象にまでなったPokemon Goのよう
に、幅広い年齢層が楽しめるエンターテインメント分野での利用が普及
の起爆剤になるのかもしれない。
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デロイトは2018年末までにデータセンターにおいて機械学習の高
速化の目的で使用されるチップのうち、25%以上をFPGA（f ield 
programmable gate arrays）およびASIC（application-specific 
integrated circuits）が占めるだろうと予測している。これら新種のチッ
プにより、機械学習の利用が著しく増加するだろう。省電力化が実現し、
アプリケーションの反応速度、柔軟性、機能が向上するため、市場規模も
拡大すると考えられる。

これは劇的な変化である。2016年には、大規模データセンターにおけ
る人工ニューラルネットワーク（artificial neural network：ANN）技法に
よる機械学習では、そのほとんどすべてに標準的なGPU（graphics 
processing units）チップとCPU（central processing units）チップの
組み合わせが使用されていた。

2016年に機械学習の用途のために販売されたGPUチップは10万～
20万個と推定される65。2018年のGPU市場はさらに拡大し、販売個数
は50万個以上になると予測される。また、機械学習アプリケーション向
けに販売されるFPGAは20万個以上、ASICは10万個以上になるだろ
う。チップの種類によって価格が異なるため、デロイトでは機械学習チッ
プ市場の金額的価値ではなく、チップ数だけをもとに予測を立てている。
あるアナリストは、2022年の機械学習向けアクセラレータ製品市場は
45億ドル～91億ドル規模になるという、かなり幅広い範囲の予測を示し
ている66。

デロイトは、チップ数でみた場合、2018年もGPUおよびCPUが機械
学習市場の大部分を占め、成長し続けると予測している。しかしFPGA、
ASICといった新種のチップの市場も図12が示すように規模が拡大する
と考えられ、機械学習タスク向けチップの販売数はわずか2年で4倍以上
になると予測される。

市場成長は2018年以降も続くはずである。データセンターにおける
機械学習向けGPU市場を牽引する企業は「学習アクセラレーション（training 
acceleration）と推論アクセラレーション（inference acceleration）を
合わせた最大市場規模（total available market：TAM）は2020年まで
に260億ドルに達すると予測している67。これは各種のチップの売り上げ
数が1年あたり数千万個とは言わないまでも、数百万個にはなる計算で
ある」と公言している。
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図12. グローバルデータセンター向けの機械学習チップの最低年間売上
（単位：チップ数）

出所：公開情報を基にデロイト試算, 2017年
試算方法の詳細については巻末の脚注を参照

次世代機械学習チップの勢いが加速
グローバル版
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機械学習に最適化されたCPU：一方、CPUメーカーも通常タイプのチッ
プに加えて機械学習専用の標準チップを市場に投入している。インテル
の最新版のKnights Millプロセッサは、機械学習に最適化されていない
データセンターCPUに比べ、4倍の機械学習性能を発揮する70。

ここで、データセンターさらにはそれ以外の場所でも使用されると想
定される様々な機械学習用チップの種類について説明する。

機械学習に最適化されたGPU：2009年から2016年にかけて機械学習
用としてデータセンター向けに販売、使用されたGPUは、基本的にはコ
ンピュータゲームで使用するチップや基板と同じものであった。前述のよ
うに、こうしたゲーム用のGPUは機械学習用に設計されたわけではない
が、ANNを動かすには当時のCPUに比べ桁違いに優秀であった。2018
年には、GPUメーカーが機械学習に最適化した特別仕様のGPUをリ
リースする予定である。例えばNVIDIAのVoltaアーキテクチャは、前世代
のPascalアーキテクチャと比べるとディープラーニング型の機械学習で
12倍、推論で6倍の性能を発揮すると言われている。こうした新チップの
年間売上は数十万個になると予測される。

真空管式であれトランジスタ式であれ、逐次処理バイナリコン
ピュータは様々な種類のタスクを実行することができるが、他にも演
算課題はあり、それらにはより優れた代替手段がある。たとえば画像
認識において、ルールベースプログラミングを用いることは非常に難
しい。1943年、神経細胞がどのように機能するかからヒントを得た科
学者たちは、人工ニューラルネットワーク（ANN）の数式モデルを作り
上げた68。

その後の数十年間で研究者たちは様々な形式のANNを構築した。
初期はその多くがメインフレームやミニコンピュータ上で動作したが、
1980年代になると大半がPCスタイルのCPUを使用したマシンに実
装されるようになった。

留意すべき点は、ANNは神経細胞と全く同じ形式ではないという
ことである。ANNは本物の神経細胞の動きの、ある一部分をヒントに
したにすぎない。後述のように神経の動き方により近い形式のチップ
もあるが、それらをANNの仕組み自体と混同してはならない。

2009年、研究者たちは、手頃な価格ながら高度な並列処理を使用
して高速でコンピュータゲームのシーンの描画が可能なチップである
GPUが、ANNを使用した機械学習にも非常に適していることを発見
した。元々このチップはGPUではなく「グラフィックアクセラレータ」と
呼ばれていたもので、そのアーキテクチャはCPUと根本的に異なって
おり、小さく独立したプロセッシングコアが多く搭載されている。GPU
は並列処理タスクに優れる一方、CPUは逐次処理に長けていた。並
列処理がコンピュータに関するすべての課題に対処できるとは限ら
ないが、ビデオゲームのグラフィクスの描画速度は並列処理によって
飛躍的に向上した。

機械学習タスクにおいては、タスクの種類にはよるものの、CPUの
みで構成された機械学習ソリューションに比べGPU（一部CPUが混
在）の方が10倍から100倍の速度になることが分かっている69。この
高速化により、機械学習ハードウエアとソリューションの市場は革新
的かつ劇的に拡大した。CPUも未だ使われてはいるものの、GPUの
もつメリットによって市場規模は拡大し、機械学習は2009年以前に
比べるとはるかに幅広い用途で使用されるようになった。

ANNを使用した機械学習は主に大きく２つのタスクに分けられる。
すなわち学習と推論である。例えば、ネコを認識する画像認識システ
ムを構築する場合、そのシステムには数百枚、数千枚、はたまた数
百万枚もの画像が入力される。一部の画像には人間が「ネコ」という
ラベルをつけ、それ以外は「ネコではない」というラベルをつける。コ
ンピュータはこれらのラベル付けされた画像を読み込むことで、新た
な画像上にネコがいると検知できるアルゴリズムを生成する。これが
学習の仕組みである。一方でアルゴリズムが生成された後は、与えら
れた画像にネコがいるかどうかを実際に認識するプロセスは、推論と
呼ばれるプロセスを通じて実行されるようになる。2016年までは学
習と推論の両方のプロセスが通常は大規模なデータセンター内の
GPUおよびCPUを搭載したラックサーバーの同一ハードウエア上で
実行されていた。CPUでもGPUでもないチップを使用した初期の機
械学習のケースの中には、学習ではなく推論向けのものもあったが、
今後どのような組み合わせになるかは不透明である。今のところは、
FPGAおよびASICを推論のみに使用している企業もあれば、学習お
よび推論の両方に使用している企業もある。

人工ニューラルネットワーク、機械学習、および関連ハードウエア
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機械学習向けに設計されたASICの一例として、テンソル・プロセッシ
ング・ユニット（Tensor Processing Unit：TPU／後述）がある。これ以
外にもIntelのNervanaチップ等が2018年初頭には市場投入される予
定である75。富士通も2018年からディープラーニングユニット（DLU）と
呼ばれるチップの出荷を計画している76。数量予測は困難だが、おそらく
数万個ないしは数十万個規模になるのではなかろうか。

TPU：グーグルは機械学習向けにTPUと呼ばれるASICを次々と開発し
た。TPUはオープンソースソフトウエアとしてグーグルが開発した機械学
習ソフトウエア「TensorFlow」向けに最適化されている77。第一世代の
TPUは2016年に発表され、第2世代は2017年5月に公開された78。チッ
プ市場の発展の過程にはよくあることながら、GPUと比較した場合の
TPUの相対的パフォーマンスについては論争が続いている。ただ、グーグ
ルが自社のデータセンターで行った推論タスクのテストでは、特定の
GPUに比べTPUの性能の方が優れているという結果が得られた。GPU
とCPUを同じ条件下で比較した場合と同様、GPUと比較してTPUに10
倍から50倍の性能向上が見られたとのことである。重要な点は、タスク
によってはTPUとGPUの絶対性能にさほど差がなかった場合でも、1ワッ
トあたりの性能はTPUが常に著しく優れていたことである。企業が機械
学習の推論プロセスの大部分を実施している大規模サーバーファームの
ような電力制約型のアプリケーションには、この点が重要と考えられる。
第一世代のTPUは学習ではなく推論のみに使用されているようだが、第
二世代のデバイスは学習にも使用できるかもしれない。特定の推論タス
クにおいてGPUと比較した場合のTPUの相対性能優位性が学習タスク
の場合も同等かどうかは現時点では不明である。グーグルは実際のチッ
プ数量を公表していないが、推定では10万個前後と言われている79。

低消費電力型機械学習アクセラレータチップ：以前からデロイトでは、低
消費電力で機械学習に最適化されたチップがデータセンター以外の市
場、特にセンサネットワーク、IoT（モノのインターネット）デバイスやゲー
トウェイ、医療技術分野で多く導入されるようになると考えている。2018
年に、スマートフォンやタブレット等のデバイス上で機械学習の推論を行
うモバイルチップ数は5億個を超えると予測している80。スマートフォン以
外で使用する例としては、インテルのMovidiusチップが挙げられる。この
チップは特に画像処理系の機械学習アクセラレータとして使用される81。

機械学習に最適化されたFPGA：FPGAチップはアプリケーションや機能
向けの動的プログラミングを可能とする集積回路である。現在は多くの
企業によってあらゆる構成で製造されている。デバイス市場の年間のチッ
プ数は数百万個、2016年の売上は40億ドルを超えた71。2017年初頭に
発行された資料72によると、ディープニューラルネットワークの一部のタ
スクについては、速度や電力効率においてバラツキはあるが、GPUより
もFPGAの方が優れた性能を発揮できる場合があった。処理速度が50%
優れたタスクもあれば、440％も優れたタスクもあった。また処理速度
はごくわずかに上回るだけだが、1ワットあたりの性能は130%も高いタ
スクもあった（熱はしばしば制限要因となるため、1ワットあたりの性能
が重要な場合もある）。

しかもFPGAは学術的な研究の領域を超えて使用されることが増えて
いる。クラウドプロバイダの大手であるマイクロソフトは、自社が提供する
機械学習製品の一部に推論用FPGAチップを使用しており、2017年夏の
時点ですでに「何十万個もの」のチップを使用したことを公表した73。また
Amazon Web Service（AWS）とBaiduも、チップの具体的な個数は不
明だがデータセンターで機械学習にFPGAを使用していると言われてい
る74。そしてもちろん、データセンター向けCPUの世界最大手メーカーで
あるインテルが、2016年のAltera買収により世界第2位のFGPA企業を
手に入れたことも重要である。2018年に機械学習向けに使用される
FGPAチップの総数は最低でも20万個に上るだろう。これよりも数が増
えることはほぼ確実であるが、正確な数量の予測は難しい。

機械学習に最適化されたASIC：ASICは特定用途向けに設計されたチッ
プであり、多くの大手メーカーが製造している。2017年の市場規模は約
150億ドルである。CPUおよびGPUはかなり汎用性があるチップであり、
毎年百万個単位で製造されている。CPUとGPUのチップ当たりの単価は
かなり高く、消費電力量も多くなりがちである。FPGAは数百個単位で必
要であるときのみ使用される傾向にある。FPGAは市場投入のサイクル
が早く、通常GPUやCPUに比べて電力効率も優れているため、ASIC向
けのような時間、予算、または数量要件がなく、チップの動的再構成（処
理実行中の再構成）も必要でないなら、多くの場合FPGAがよい選択とな
ろう。

集積回路技術の歴史を振り返ってみると、特定のタスクは初期は汎用
プロセッサを使って行われ、その後FPGAが導入され、さらにカスタム
ASICが使用されるようになるのが一般的な流れであった。ASICの性能
および消費電力は最も優れており、それゆえ効率的にも優れているもの
が多いが、ASICを設計しそれを製造レベルに持っていくまでには数千万
ドルのコストがかかる可能性がある。こうした理由から、ASICが使用され
るのはマーケットアプリケーションがASICソリューションのメリットを活
用せざるを得ないほどの数量規模に達してからとなるのが一般的だ。機
械学習および人工ニューラルネットワークにおいては、2018年以降、さ
まざまなタイプのASICが重要な役割を果たすようになるものと考えられ
る。
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その他の機械学習アクセラレータ：多くの企業がAIおよび機械学習に最
適化した独自のASIC（または新たなコンピューティングアーキテクチャ）
を開発しようとしている。本稿の執筆時点で、これらの企業はすでに数億
ドルを資金調達しており、特に低精度演算においては現行のGPUやCPU
のソリューションよりも自分たちのソリューションのほうが優れていると
主張してきた。ただ、これらのソリューションを商業ベースで販売しようと
する企業はまだないため、2018年時点の影響は大きくないと思われる。
しかし2019年以降にはこうしたデバイスが市場の一部を占めるようにな
る可能性がある。

ニューロモーフィックチップ：本稿で扱った従来の区分にはあてはまらな
い種類のチップがある。IBMのTrue Northチップはニューロモーフィック
チップと呼ばれるクラスの一つであり、非常に優れた電力効率ながら機
械学習タスクの処理速度を高められる可能性を持っている83。現時点で
はデータセンターでこれらのチップは商業規模で使用されてはいないが、
米軍が機械学習アプリケーションに向けこの技術を調査しているとのこ
とである84。2018年のニューロモーフィックチップの数量を予測すること
は難しいが、おそらく10万個未満、あるいは1万個未満と考えられる。

モバイル型または送電線につながっていないIoTアプリケーションの消
費電力は、多くてもミリワット単位に抑える必要がある。一方、機械学習
向けGPUはチップあたりの消費電力が250ワットを超えるものが多い。
TPUは75ワット前後である。大規模な送電線に接続されファンで冷却さ
れたカードが搭載されたラックがあるデータセンター内や、キロワット単
位の熱量を冷却できる空調設備のあるビルにおいても、消費電力と発熱
量を抑えることは実に大きな課題となる。

センサネットワーク等のアプリケーションでは、消費電力は10ミリワッ
トを下回る必要があるだろう。同様に機械学習チップを人体内部で動作
させるには消費電力も発熱も高くするわけにはいかない。消費電力はマ
イクロワット以下に抑える必要があるだろう。スマートフォンや他のモバイ
ルデバイス向けの商用チップはあるが、それらは価格帯が高く、廉価なも
のは未だない。この状況は2018年も変わりそうにないが、今後１~2年
の間に低消費電力の機械学習チップにも進展がみられるだろう。2017
年のはじめには、ある大学の研究所で消費電力がわずか288マイクロ
ワットの機械学習チップが開発されている82。

要点

機械学習に関していえば、機械（マシン）の大きな変更（この場合チップ）が産業全体に大きな変化をもたらすと考えられる。CPUのみのソ
リューションからCPUプラスGPUソリューションへ移行した後、業界内ではその有用性、遍在性が一気に拡大した。性能が10倍から50倍向上
したチップを使用すれば同様の変化が起きるだろう。さまざまなFPGAソリューションやASICソリューションにより処理スピード、効率、価格、ま
たはそれらの組み合わせによって性能が格段に向上すれば、同じように実用性、普及が急拡大する可能性がある。

とはいえ、機械学習には得意とするタスクもあれば制約のあるタスクもある。こうした新しいチップによって、企業は省電力、低コストで一定
のレベルの機械学習を実行できるようになるだろう。しかし単独ではより優れた、またはより精度の高い結果は得られないだろう。

これら新チップの唯一の偉業が、機械学習を10倍、100倍、1,000倍安価にすることだったとしても、それはそれで想像以上に革新的なこと
かもしれない。有名な話だが、アルミニウムが初めて精製、製造された当時は非常に高価であり、ワシントン記念塔には金の代わりにアルミニ
ウムが使用されたほどであった。あるフランス皇帝の洋食器類は新しくほとんど値が付けられないこの貴重な原料で作られ、あまり重要でな
いゲストは金無垢の用具ですまさなくてはならなかった85。しかし1880年代にボーキサイト原鉱からアルミニウムを精製する新たなプロセス
が発明されると、価格は暴落した86。金属そのものには何も変化がなく、以前とまったく同じであったのに、価格だけが安くなった。その結果、
贅沢さの誇示には使われなかったものの、非常に実用的だったため、多くの産業で大量に使用される原料となった。機械学習の価格の移り変
わりも、これと同様に既存の価値基準を打ち砕くような効果をもたらすかもしれない。

しかし、性能が向上しているのはチップだけではない。デロイトでは、企業がより重点的に機械学習を活用するきっかけとなりうる技術的進
化の方向性を定義している。そうした進歩の中には機械学習をもっと簡単に、または安く、または高速に（あるいはこれら三要素すべて）するも
のもあり、機械学習市場を拡大するのに寄与するだろう。ほかにも、新分野でのアプリケーションを可能にするような進歩もある。これもまた
市場拡大につながるだろう。

カギとなる進歩については本レポートの別セクションの予測「身近になる機械学習」にて述べるが、（上述のチップ改善のほか）データサイエ
ンス業務の自動化、学習データの必要性の低減、機械学習の結果説明の向上、ローカル機械学習の実装等があげられる。これらの進歩を総
合すれば、2018年末までに企業が機械学習を使用する勢いは倍になり、長期的には機械学習技術が完全に主流となるだろう。そしてその技
術により、人材、インフラ、モデル学習データが限られた企業の存在するさまざまな業界でも新たなアプリケーションを実現できるだろう。
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次世代機械学習チップの勢いが加速
日本の視点

はじめに
半導体業界は今、活況である。とある大手半導体企業の経営者は確
信をもって「シリコンサイクルは消えた」と言う。そう言わしめるほど、半
導体市場は中長期的な成長トレンドにある。実際、2016～2017年の市
場成長は半導体市場で20.6%＊1、SPE（半導体製造装置）市場では
35.6%に及ぶ＊2。そして、この成長の牽引役の1つが、本編で取り上げら
れている機械学習（以下、ML：Machine Learning）/AIである。本稿では、
「ML/AI×半導体」をテーマに、5つのKey Questionに沿って国内半導
体業界での技術トレンドに触れつつ予見を述べていきたい。

1.ML/AI用半導体が進化するのはCloudかEnd Pointか?
ML/AIというと、デジタル/IoT技術により集められた多種多様のBig 

DataをCloudで集中的に解析する集中型コンピューティングモデルが大
半になるという印象を持たれるかもしれないが、実際には、今後ML/AI
に求められるコンピューティングパワーのうちCloudとEnd Pointとの比
率は、半 ぐ々らいになると考えられる。
まずCloud側についてであるが、最大のML/AI事業機会として目され

るHPC（High Performance Computing、スパコン等）、Fintech、イン
フラ監視（画像解析含む）、コールセンターなどの領域は、Cloud側にコ
ンピューティングパワーが求められるモデルだ。例えば、GMOインター
ネットなどが参入する仮想通貨マイニングはFintechの先駆的な取り組
みと言える。そこでは、7nmの最新鋭CPUを搭載したSoC開発が急がれ
ており、ソフトウエアプログラムでロジックを更新可能にするFPGA（本編
で紹介：XilinxとAlteraの2社が市場を独占）の適用により開発スピード・
コストを極小化しつつ、機械学習で重要になる推論プロセスも実現する＊3。
処理スピードを速めるため、並列処理のアクセレレータであるGPU（本
編で紹介：NVIDIAとAMDの2社が市場を独占。1GPUあたり3,000-
4,000コア＊4）を併用することで圧倒的な処理スピード早期化も狙う＊5。
マイニングマシンが消費する大量の電気をいかに省電力化できるかに
ついても半導体技術革新に期待されるところだ。また、長時間連続稼働
による熱の影響からSoCを含むボードが数か月ごとに消耗・リプレイスす
る必要が生じているため、抜本的な熱対策が必要だ。こうしたHPC/
Fintech領域では、日本勢として唯一スパコン市場で生き残る富士通と
理化学研究所が、ポスト「京」の一環での次世代チップ開発、更なる省電
力設計、及び、耐熱性強化のための液浸冷却技術の研究を進めている＊6。
次にEndpoint側であるが、同様にML/AI事業機会として注目される

スマートデバイス（スマートフォン・ゲーム・AR/VR機器、等）、自動車、コ
ミュニケーションロボット（旅行者用、等）、顔認証・虹彩認証・セキュリ
ティ、半導体製造装置・医療研究装置などの領域は、Endpoint側の搭
載が中心となる。集中型のCloudに対し、Endpointは分散型と言える。
例えば、スマートフォンの年間出荷台数は15億台＊7、自動車は年間1億
台＊8。更に、スマートフォンは平均3年間、自動車は5～7年間利用され続
けることを想定すると、ML/AI搭載機器の市場の裾野は果てしなく広い。
こうした領域においてML/AI用半導体として進化が求められるのは、主
に対話型サービス（Cognitive）、自動運転、画像認識・認証の3つの分野
に集約されるであろう。

CognitiveではApple, Google, AmazonといったICTプレイヤーが垂
直統合型での半導体開発に取り組む中、日本勢は残念ながら後塵を拝
している＊9。ただ、2020年の東京オリンピックに向けて、海外からのイン
バウンド顧客へのおもてなしサービスの一環で、多言語通訳機能やAR/
VRを含む映像機能を持つコミュニケーションロボット等の開発・導入の

機会は広がる。外国人観光客のCX（カスタマーエクスペリエンス）をML/
AI技術によりどこまで高められるサービスを開発できるか、期待が高まる
ところだ。自動運転では、国内ではトヨタ自動車が「Concept-愛i」の発
表などで先行＊10し、ルネサスエレクトロニクスの車載SoC・制御マイコン＊11

とNVIDIAのGPUを採用＊12、更なる技術開発を進めている。画像認識・
認証では、ADAS（先進運転支援システム）向けのイメージセンシング・画
像認識やセキュリティ用途での顔認証・虹彩認証において、ソニーセミコ
ンダクターソリューションズ、東芝デバイス&ストレージが更なる技術開
発を進めている。

2.ML/AIを実現する半導体として進化するのはロジック系のみか?
この問いに対する答えはもちろん「ノー」である。人間の機能に例える
とロジック系半導体は頭脳（なかでも思考力）だが、勉強であれスポーツ
であれ、パフォーマンスを高めるためには頭の回転だけ速くすれば良い
というものではない。記憶力と記録・読出力を高めること、情報を正確に
読み取る力を養うこと、効率的に体のエネルギーを伝達することと相まっ
て思考力も活きる。本稿ではML/AI用半導体の定義をCPU/GPU等のロ
ジック系に閉じず、ML/AIの能力をトータルで高めるために必要となるメ
モリ、センサ、パワー半導体も含めて進化の方向性を探る。
ロジック系では、ML/AI用搭載が本格化するにつれて更なる微細化と

1チップ（SoC）化が進んでいくことは間違いないだろう。昨今、インテルの
10nm CPUのリリース時期が何度も見直されてきているように＊13、次世
代開発の技術的難易度が高まり、ムーアの法則がスローダウンし、開発
期間長期化とコスト増大を招いていることは事実である。そのため、技術
革新の方向性としても「More Moore（微細化の追求）からMore than 
Moore（多様化・機能統合）へ」という議論・実例も多数ある＊14。ただ、よ
り高度なML/AIを機能させるためには、集積度向上、低消費電力化、高
速動作化、低コスト化の4つをバランス良く進化させる微細化（More 
Moore）の追求が不可欠である。
シンギュラリティ（2045年にコンピュータの計算能力が全人類の脳力

（Brain Power）を超えるとされる＊15）というML/AIのランドマーク的な
ゴール達成への期待もかかる。HPC/Fintechでは前述の通り富士通・理
化学研究所がポスト「京」の一環で7nm CPUの開発を進めている＊16。イ
ンテル・クアルコムの独壇場となっているスマートデバイスでは10nm 
CPUの開発が遅延しているが、2018年2月時点ではインテルから一部サ
ンプル出荷が始まっており、量産も近づいている＊17。車載では、車載半導
体市場でNXPと首位争いをするルネサスエレクトロニクスが、自動運転
時代に向けた28nmの車載マイコンを世界で初めて開発し、既にサンプ
ル出荷を開始しており、2020年の量産開始見込みである＊18。
こうしたCPU/MPUコアの微細化追求と並行して、並行処理のアクセ

ラレーション（GPU）、推論ロジックの実装（FPGA）はそれぞれML/AIに
は欠かせない技術である＊19。将来的には、プログラマブルなFPGAの性
質を活かして、チップレベルで制御ロジックを成長させていけるML/AIモ
デルの実現を期待したい。
メモリでは、先ほどの「More MooreからMore than Mooreへ」のシ

フトが進んでいる。メモリの主要タイプであるDRAM＊20、SRAM、フラッ
シュ＊21のいずれも微細化の追求をいったん緩め、3次元実装（積層型に
積み上げる方式）が現在の技術の主流となっている＊22。IoT/Big Dataに
よるデータ蓄積量の爆発的増加、ミッドレンジサーバーのHDDからフラッ
シュへの移行が始まったことなどにより、メモリ大手のSamsungと東芝
メモリはともに拠点新設・ファブ増設を急いでいる＊23＊24。
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ML/AIへの活用に向けては、より大容量、早い読み書きスピード、低消
費電力、耐熱性などが重要となる。その観点では、インテル・マイクロン
が開発した3D XPointは東芝メモリなどが手掛ける3D NANDフラッ
シュの性能を理論上は上回るとされる＊25。他にも、ML/AIチップのメモリ
機能としての適用が期待されるOxRAM（耐熱性にも優れるため車載用
としても期待が高い）、SRAMの代替として見込まれるMRAM、DRAM代
替として見込まれるSTT-MRAM/FeRAMなど、様々な次世代メモリが開
発されている＊26。3D NANDの好調＊27で存在感を増す東芝メモリが技術
開発中である。
センサは種類が多いため、ここではCMOSイメージセンサに絞って話

を進める。この領域では、事実をきれいに映すことに加え、人間の目には
見えない情報も取得することで、自動運転や認証・セキュリティといった
領域での活用が期待される。例えば、夜間の風景を昼間と同じくクリア
に捉える、数百メートル先に人がいることを察知するなどといった機能
は、自動運転を実現するために重要なテクノロジーとなる。また、顔認
証・虹彩認証や画像解析など、認証・セキュリティ×ML/AIでの適用機会
も広がる。IRDS（国際デバイスおよびシステムロードマップ）によると、
CMOSイメージセンサの微細化は2024年には終息するとされているた
め＊28、より多様な実装方式や機能統合などを組み合わせた性能向上が
試みられていくと考えられる。この領域では、裏面照射（光の入射の邪魔
になっていた配線と基板の位置を反転、シリコン基板の裏側から光を照
射することで高感度を実現）、積層センサ（裏面照射型CMOSとロジック
回路との組み合わせ型）などの工夫により世界シェアトップを走るソニー
セミコンダクターソリューションズが更なる技術革新中だ＊29＊30。
最後にパワー半導体についてであるが、自動運転・EV化といった車載
市場のトレンドにより、今後10年ほどでほぼ市場が倍増するほどに急拡
大するとみられている。現状のパワー半導体は99%がSi（シリコン）ベー
スの製品が主体だが、200℃以上での耐熱性にも優れ、電力変換の高速
スイッチングが可能なSiC（炭化ケイ素）、GaN（窒化ガリウム）、Ga2O3

（酸化ガリウム）といった素材の半導体活用が広がっていくと考えられる＊31。
特に、大量の電力を必要とするML/AI時代においては、こうした新素材
の有効性が増すであろう。国内では、ローム、富士電機、三菱電機の各社
が既に製品化を進めている＊32。

3.チップレベルでのセキュリティをいかに確保するか?
ここまではML/AIによる半導体の進化（攻め）について取り上げてきた
が、一方で、ML/AI搭載機器が進化すればするほど、その挙動をコント
ロールするSoC及び、事実データを正しく収集するセンサなどのチップレ
ベルでのセキュリティ（守り）を担保できることが絶対条件になる。例え
ば、自動運転車両のSoCがハッキングされてしまったら、自動車が兵器と
化してしまうであろう。また、人間がいることをイメージセンサが察知して
いても、そのデータが書き換えられてしまったら、人命にかかわる事故に
つながるだろう。前述した1チップ化（SoC化）のトレンドも、セキュリティ
リスクを増幅させているとも言える。
こうしたチップレベルでのセキュリティ担保のための対策は、暗号化技
術を中心に各社各様に進められている＊33。ただ、ML/AIがハッキングさ
れた場合のクリティカリティを想定すると、いくら高度な暗号化技術を開
発したところで、それが破られた後のリスクは残る。こうした観点から、こ
こでは、ドイツのInfineon Technologiesの「Integrity Guard」という技
術を例示したい。このIntegrity Guardは、外部刺激から遺伝情報を守
るDNAの2重らせん構造から学んだ技術とのことで、チップの内部に2つ
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AI搭載チップの検査においては、更に複雑で徹底したテストが求められ
ることが想定される。試験・検査装置市場においては、測長SEMでは日
立ハイテクノロジーズ＊43が、ウエハプローバ（ウエハの電気的検査装置）
では東京精密と東京エレクトロン＊44、テスタ（ロジック・メモリ・ミックス
シグナル）とハンドラーではアドバンテスト＊45＊46などが、最先端技術開発
を進めている。

5.ML/AI普及時代のコンピューティングの在り方とは?
シンギュラリティが起こるとされる2045年、ML/AIの活用がいたるとこ

ろで広がり、人とコンピュータとの関わり方も大きく変わっていることで
あろう。例えば、こんな姿はどうだろうか。いつでもどこでも、必要なコン
ピューティングパワーはオンデマンドで提供される。そのため、コンピュー
ティングパワーのもととなる半導体素子は壁や道路などの至る場所に埋
め込まれてあり、リクエストすれば必要なコンピューティングサービスを
得られる。
それはまるで、スターウォーズでジェダイの騎士が万物からフォースを
借りて力に変える姿に似ているため、このモデルを仮に「フォースコン
ピューティング」と名付けることにしよう。そこでは、情報のインプット/ア
ウトプットのためのインタフェースは、メガネでも壁面でも未来のスマー
トデバイスでも、自由に選べる。自動車、電車、ドローンなど、モビリティ
デバイスは全てAIによる自動運転・運航、まるで生き物のように判断しな
がらしなやかに活動している。朝晩のラッシュアワーやイベント開催など
による人の増減を、その日の天候や諸々の状況からML/AIが正確に予測
し、運航計画・配車計画とその実行を管理している。日の光、雲の流れと
影、そよぐ風、木の葉の揺れ、微妙な湿度の変化などが時々刻々と読み
取られ、ロケーションごとの天気予報が常時最新化されている。
シンギュラリティ時代に世の中がフォースコンピューティングに向かう

とすれば、コンピューティングパワーは大きく4層に分かれて進化していく
と考えられる。1つ目は神羅万象の情報から判断・最適化・管理を行う中
央電脳神経系、2つ目はモビリティデバイスを生き物のように動かすモビ
リティ電脳神経系、3つ目は末端にちりばめられた感覚神経・運動系、そ
して最後に、フォースコンピューティング全体の安全性・道徳性・公平性
を司る「心」の系統だ。前述のセキュリティ機能はこの「心」に含まれてい
くだろう。ML/AIの発展的活用のためには、この「心」をいかに実現できる
か?にかかっていると言える。ここでは多くを記さないが、ML/AI時代の半
導体の活躍の場の1つとなっていくことを期待したい。

最後に
産業のコメと呼ばれ、様々な用途に活用されてきた半導体にとって、

ML/AIはその集大成とも言える活躍の場である。一方で、ML/AIが求め
る更なるハイパフォーマンスの実現のためには、先端半導体開発の技術
的な壁により、量子コンピューティングへとその役割をバトンタッチしてい
くこともあり得るであろう。半導体によってML/AI実現が可能となり、その
ML/AIの要求レベルに応えられず次の技術に座を明け渡す…。そう考え
ると何とも皮肉である。更なる技術革新によってML/AI時代のコンピュー
ティングにおいても主役であり続けてほしい。筆者は陰ながら、半導体に
エールを送り続けている。

のプロセッサコアを搭載、同じデータを同じアルゴリズムで処理できる構
造になっている。そして、常にお互いの動作を比較・監視しながら処理を
進め、仮に1つのコアがハッカーの攻撃を受けた場合には、もう1つのコ
アが異常を察知、直ちに阻止・機能停止を実行するという仕組みである＊34。
この事例からの学びは、ML/AI時代においては、単に個々のチップの
ファームウエアレベルでの暗号化技術の高度化にとどまらず、各チップの
挙動をシステム全体にわたって監視し異常時には停止処置を含めた制
御を可能とする機能が必要とされるという点である。
また、こうしたセキュリティ対策の可能性も踏まえると、半導体事業の
ビジネスモデルそのものも変わっていくであろう。例えば、前述の監視・
制御システムによる各半導体チップの稼働データに基づき正しく稼働し
たコンピューティングパワー分を課金・請求するなどの新たなビジネスモ
デルも含め、チップレベルでのセキュリティを担保するための技術開発・
検討の余地は大きい。

4.ML/AI用半導体の成長により進化するプロセスは?
前述の通り、今後高度なML/AIを実現するための半導体技術開発が
進むことは間違いないが、その製造プロセスの中長期的な進化のあり方
を見通すことはなかなか難しい。ここでは、前述の半導体の進化の方向
性から現在認識されている進化トレンドを記す。
まず、先端プロセス開発により更なる微細化（More Moore）を追求し

ていく必要があるロジック系（ML/AIの頭脳にあたる）では、露光工程の
更なる進化が求められる。ここでは、7nmなどのプロセス実現に向け、
既存のArF（フッ化アルゴン）液浸露光方式からEUV（Extreme Ultra 
Violet, 極端紫外線）方式への移行が進んでいる。インテル、サムスン、
TSMC、グローバルファウンドリーズの4社が採用を検討中で、この1～2
年で導入される見込みだ＊35。
ただ、EUV方式が進むと、現行のArF液浸露光方式で発生する多重パ

ターニングや成膜・エッチングの繰り返しプロセスが不要となる＊36ため、
これらの領域の設備投資は控えられる構図になり、Applied Materials、
Lam Research、東京エレクトロンなどの事業に影響を及ぼす可能性が
ある。露光装置ではかつて世界1位・2位であったニコン・キヤノンがシェ
アを大きく落とし、ASMLの独壇場となっている＊37。ただ、キヤノンはナノ
インプリント・リソグラフィを手掛けるMolecular Imprintsを買収＊38、東
芝メモリのNAND量産ラインに次世代装置を導入するなど、独自路線で
先端プロセス向け露光装置事業を追求している＊39。当市場での日系プ
レイヤーの復活を願い、見守っていきたい。
一方、3次元実装が主流となっているメモリ領域では、露光工程の付
加価値はむしろ下がり（最先端プロセスである必要はないため）、成膜と
エッチングのプロセスが成長している。例えば、東芝メモリのBiCSは64
層を実現しているが、ウエハから垂直方向に半導体素子を積み上げるプ
ロセスが求められる＊40。これに伴い、成膜を何重にもわたって正確に積
み重ねる技術、積み上げられた膜が搬送中にズレないようにするための
制御、仮にズレが生じた場合にも補正しながら削るエッチング技術など
が、成膜・搬送・エッチングそれぞれのプロセスで進化していると聞く。成
膜では東京エレクトロン、エッチングでは東京エレクトロン、SCREEN、
日立ハイテクノロジーズ＊41、搬送では川崎重工、安川電機、平田機工、
日本電産サンキョー、ローツェなど、日系メーカーのプレゼンスが高い＊42。
また、1チップ化（SoC化）、3次元化、積層化（例：CMOSイメージセン
サとロジックICの貼り合わせ等）、素材の多様化など、チップの構造が複
雑化・多様化するトレンドから、検査プロセスも進化している。特に、ML/
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デロイトは2018年において、大企業および中堅企業は機械学習の活
用にさらに注力すると予測している。機械学習技術の実装数および当技
術を利用したパイロットプロジェクト数は2017年から倍増し、2020年ま
でにはさらに2倍になるだろう。また、機械学習アプリケーションプログラ
ムインターフェース（API）やクラウドで使用できる専用ハードウエア等の
技術により、大企業だけでなく小規模企業にも広く利用されるようにな
るだろう。

機械学習とは、明示的にプログラムしなくても、システムがデータを読
み込み、その経験の過程で自ら学習し、改善を図ることができる人工知能
（AI）、またはコグニティブテクノロジーのことである。

アナリスト達は機械学習の投資と導入は世界規模で大きく拡大すると
予測している。International Data Corporation（IDC）は、AIおよび機
械学習への投資は2017年の120億ドルから2021年までに576億ドル
へ拡大するとみている。しかし今はまだ、機械学習の導入は初期段階に
すぎない87。機械学習のツールやフレームワークはまだ確立されておらず
発展途上にある88。

デロイトでは、従業員500人以上の規模で、コグニティブコンピュー
ティングを積極的に導入している米国企業の「コグニティブに理解のあ
る」経営幹部を対象に調査を行った89。回答者の半数の企業が従業員
5,000人以上の規模であった。回答者は当技術について中程度か、それ
以上の理解があり、自社での利用について熟知している。

回答者らはコグニティブテクノロジーの可能性に高い興味を示してい
たものの、進行中の実用化件数およびパイロットは5件以下との回答が
過半数（60％）を占めた90。

しかし本章で扱う５つの主要領域の進化（後述）によって、機械学習ソ
リューションはもっと簡単に早く開発できるようになり、このパワフルな技
術の導入を阻んできた障壁もいくらか取り除かれるだろう。これらの方向
性に沿った進化は、機械学習への投資拡大と企業内での機械学習の積
極的な利用につながるにちがいない。その結果、2018年末までに企業
の機械学習パイロット件数と実用化件数は倍増し、機械学習を利用する
大企業の2/3以上でそれぞれ10件以上になると考えられる。

しかし企業における機械学習の活発な利用を導く、重要な進化には５
つの方向性がある。

これら５つのうちの３つ、すなわちデータサイエンスの自動化、必要な
学習データ量の低減、学習の高速化は機械学習をより簡単に、より安く、
より早くするため、機械学習市場を拡大するだろう。残りの２つ、モデルの
結果説明およびローカルデバイス上での機械学習は、新領域で応用・活
用され、これもやはり市場を拡大するだろう。

機械学習は他の方法でも進化しつづけているため、2018年内にも新
たに大きな改良が生まれる可能性がある。

以下にデロイトが特定している５つの進化の方向性の詳細を、適用範
囲が広いものから順に説明していこう。

1. データサイエンスの自動化：データエクスプロレーションやフィー
チャーエンジニアリングなど、多大な時間を必要とする機械学習タスクは
一般にデータサイエンティストの活動時間の80%を占めるが、これを次
第に自動化できるだろう91。

データサイエンスはしばしば専門家領域と誤解されがちだが、実際は
芸術とサイエンスの混合である。データラングリング（wrangling）から探
索的データ解析、フィーチャーエンジニアリング、フィーチャー選択、予測
モデリング、モデル選択などに至るまで、データサイエンティストが時間
を費やすタスクの多くは、そのすべてまたは一部が自動化できる。例えば
Airbnbのデータサイエンティストたちは、ゲストおよびホストの顧客生涯
価値（lifetime value：LTV）モデルを構築するかたわら、自動化されたプ
ラットフォームを使用して複数のアルゴリズムとフィーチャーエンジニアリ
ング手順を検証した。自動化の機能を併用しなければ、LTVモデルを構
築するのに十分な時間を割けなかっただろう。データサイエンティストら
は自動化によってアルゴリズムにある変更を加えれば５％以上精度を向
上できることを発見できた92。これは重大なインパクトである。

身近になる機械学習
グローバル版
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3. 学習の高速化：「次世代機械学習チップの勢いが加速」の章で詳述し
たように、ハードウエアメーカーの大手企業もベンチャー企業も、チップ
内の計算とデータ転送を高速化して機械学習モデルの学習時間を削減
できるよう、専用ハードウエア（GPU、FPGA、ASIC等）を開発している。
これらの専用プロセッサにより、企業は機械学習の学習と実行を何倍も
高速化でき、その結果関連コストを削減できる。

例えば、マイクロソフトの研究チームはGPUを使用して1年で人間のよ
うに特定の会話音声を認識できるシステムを完成させた。同じことを
CPUを使って実行しようとすれば5年はかかったであろう101。

グーグルはTPUと呼ばれるニューラルネットワーク実行用のAIチップ
を自社設計し、TPUをCPUとGPUアーキテクチャに加えることによって
十数もの追加データセンターの構築にかかるコストを抑えられたとして
いる102。

このような専用AIチップを早く採用したのはデータサイエンスや機械
学習関連の大手技術ベンダーや研究機関等であるが、採用の動きは小
売業、金融サービス、通信といったセクターにも広がりつつある。主要な
全てのクラウドプロバイダ（IBM、マイクロソフト、グーグル、AWS）が提供
するGPUクラウドコンピューティングサービスを利用することで、学習の
高速化が主流となり、機械学習に取り組むチームの生産性は向上し、企
業が取り組むアプリケーション数は倍増するだろう。

4. モデルの結果説明：機械学習は日々進化している。しかし機械学習モ
デルの重大な欠点がよく問題とされる。機械学習モデルの多くはブラック
ボックスであり、どう意思決定が行われているのか、確信を持って説明す
ることができない。そのため、モデルが導いた回答への信頼性（例えば顧
客にインセンティブを提供する場合など）や、法規制の順守のためなど、
さまざまな理由により、多くのアプリケーションが不適切とされたり、容
認されずにいる。例えば、米国の金融サービス業界が遵守する連邦準備
制度（Fed）の監督文書SR11-7の「モデルリスク管理指針（Guidance 
on Model Risk Management）」では、とりわけモデル行動の説明が求
められている103。

特定の機械学習モデルについては、そのブラックボックスを明らかにす
る技術が数多く生み出され、説明可能性と精度は向上してきている。正
確な予測とその予測の根拠を提示するニューラルネットワークのトレー
ニング方法もMITの研究者が実証している104。

数多くのデータサイエンスの自動化ツールや技術を、大手企業だけで
なく起業間もないベンチャーも提供するようになり、機械学習の概念実
証にかかる期間は月単位から日単位へと短縮できるはずである93。デー
タサイエンスの自動化は、データサイエンティストの生産性のさらなる向
上を意味する。データサイエンティストの深刻な人手不足94は解消され、
企業は機械学習を利用した活動を倍増できるだろう。

2. 必要な学習データ量の低減：機械学習モデルのトレーニングには数
百万のデータ要素が必要なこともあり、これが導入の大きな障壁となり
うる。学習で使用するデータの取得およびラベル付けには膨大な時間と
コストがかかる95。例えば、MRI画像に診断内容をラベル付けしなければ
ならないプロジェクトがあるとしよう。一人の放射線技師を雇い、1時間
に６枚のペースで1,000枚の画像を精査しラベル付けしてもらうには3万
ドル以上のコストがかかると推定される。そもそもプライバシーや機密情
報保護の問題があって、データ取得自体が難しいこともある96。

しかし機械学習に必要な学習データ量を減らすために、多くの有望な
技術が生まれている。一つはリアルデータの特性を模倣するようアルゴリ
ズム的に生成された合成データを利用する技術である97。デロイトのチー
ムがあるツールを検証したところ、当ツールは従来必要とされた学習
データのわずか1/5で正確なモデルを構築できた。残りの4/5のデータは
合成したものだ。

合成学習データによってデータサイエンスソリューションのクラウド
ソーシングの可能性も広がる。多くの組織がサードパーティを巻き込んで
機械学習の問題解決モデルの構築を行ってきた。その際には外部のデー
タサイエンティストが使用できるよう、共有に適したデータセットを提供し
ている98。MITの研究者らは、オリジナルデータセットを公開せずに、リア
ルデータを使用して、予測モデル開発のクラウドソーシングに使用可能な
合成データを作成した。15回のテストのうち11回で、合成データボルト
から開発されたモデルは、リアルデータで学習したモデルと同等のパ
フォーマンスを見せた99。

他にも必要な学習データ量を減らす技術に、転移学習がある。この手
法を用いた機械学習のモデルは、言語翻訳や画像認識など、似たような
領域（ドメイン）のデータセットを使用して事前学習することで、新たな
データセットを早く学習することができる。機械学習ツールベンダーの中
には、自社が提供する転移学習を利用することで、顧客が提供すべき学
習例の数を桁違いに削減できると主張する企業もある100。
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すでに製品化されたデータサイエンス技術もある。例えばH2Oのデー
タサイエンス自動化プラットフォーム「H2O Driverless AI」105、
DataScience.comの新Pythonライブラリ「Skater」106、DataRobotの
保険料率算定用の機械学習予測モデリング107などである。説明可能な
機械学習モデルの構築が可能になれば、金融サービス、ライフサイエン
ス、ヘルスケアといった規制の厳しい業界の企業も機械学習の使用を増
やすことができ、今後数年のうちにパイロットプロジェクト数および実用
化件数も大幅に増すものと思われる。

適用できる領域としては、クレジットスコアリング、レコメンデーションエ
ンジン、離脱顧客対策、不正検出、病気の診断と治療などが考えられる108。

5. ローカルデバイスへの搭載：ニーズに応じてデバイス等に搭載される
ようになれば機械学習の利用も増すだろう。デロイトが昨年予測したよ
うに、モバイルデバイスおよびスマートセンサへの機械学習の搭載が増え
てきており、技術の適用もスマートホーム、スマートシティ、自動運転車、
ウエアラブル技術、産業IoTへと拡大している109。

Google、Microsoft、Facebook、Apple等の技術ベンダーは、ポータ
ブルデバイス上で画像認識や言語翻訳等のタスクを実行できる小型の機
械学習ソフトウエアモデルを開発している。Googleは「TensorFlow 
Lite」を、Microsoftは組み込み学習ライブラリを、Facebookは
「Caffe2Go」を、そしてAppleはオンデバイス処理用の「Core ML」を、そ
れぞれ使用している110。Microsoft Research Labは機械学習モデルの
圧縮に取り組み、10～100倍の小型化に成功した111。

GoogleやMicrosoftはもちろん、Intel、Qualcomm、NVIDIA等を含
む半導体ベンダーは機械学習をモバイルデバイスに搭載できるよう電力
効率の優れたAIチップを自社開発している112。スマートフォンデバイスへ
の機械学習の搭載がますます現実味を帯びてきているため、多様な用途
での利用が進み企業の機械学習パイロット数および実用化件数も多くな
るだろう。

データサイエンス：複雑なデータセット（往々にして大量または体
系化されていないことが多い）から洞察を得るための、データ管
理、アナリティクスモデリング、ビジネス分析を一般に扱う学際領
域。

学習データ：インプットデータと対応するアウトプットデータ（また
はラベル）との関係を発見しモデル化する目的で使用されるデー
タ。例えば住宅販売履歴に関するインプットデータとして面積、建
築年、学区の３つの属性データがあり、アウトプットとして販売価
格がある場合、これら３つの属性データと販売価格との関係性を
見出すべくアルゴリズムを用いる。何らかのモデルによってその関
係性を見つければ、これらの３つの属性インプットがあれば他の
住宅の販売価格を予測することが可能になる。学習データまたは
ラベル付けされたデータからそのようなモデルを作成もしくは学
習することを「教師あり学習（supervised machine learning）」
という。

ブラックボックス：内部の仕組みが明らかになっていないもの。ブ
ラックボックス型の機械学習モデルでは医療診断や与信などの回
答が論理的根拠を説明することなく生成される。対照的に、その内
部の仕組みを明らかにしているホワイトボックス型のモデルであ
れば、どうしてその結果に至ったかを理解することが可能となる。

説明可能性（Interpretability）：ここでは、あるシステムが決定
を行う理由と方法を説明する能力のこと113。

データラングリング（Data wrangling）：複雑で体系化されて
いないデータセットを使いやすく、分析しやすくするために、データ
をクリーニングしソートするプロセスのこと。

データエクスプロレーション（Data exploration）：データセッ
トを理解しデータの主要な特徴をまとめるために行うデータ分析
の最初のステップ。

フィーチャーエンジニアリング：特定の領域において蓄積された
知識を活用して、機械学習モデル向けに、既存のデータを基に関
連するデータの特徴を表形式でまとめるプロセス。

ニューラルネットワーク：人間の脳の神経細胞の仕組みを模した、
つながり合ったノードの層構造をもつネットワーク。システムが自
らの学習データを分析してタスクの実行を学ぶ形式の機械学習に
使用される。

用語解説
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要点

機械学習の５つの方向性における進化が加速し、企業での機械学習の使用は2018年末までに倍増するはずである。そして長期的には、こ
れらのベクトルが一助となって機械学習をメインストリームの技術に押し上げると考えられる。これまでは機械学習モデルをトレーニングする
人材、インフラ、データに制約のあった業界でも、機械学習の進化により新たなビジネスへの適用が可能になるだろう。

そのために企業は以下を実行すべきである：

 • データサイエンティストの業務を一部自動化できるような機会を模索し、どうしたらデータサイエンスの自動化を活用できるか専門家に相談
する。

 • 学習データの取得というボトルネックを緩和できるような新進の技術（データ合成や転移学習等）に注目する。

 • どのような機械学習向けコンピューティングリソースをクラウドプロバイダが提供しているかを調査する。自社データセンターですでに一定の
作業を実施しているのであれば、機械学習の専用ハードウエアを追加して併用するよう検討することになるかもしれない。

 • 説明可能性を向上できる最新技術がないか調査する。ただし説明可能な機械学習はまだ初期段階のため、市場ではまだ主流となっていな
い可能性がある。

 • デバイス上での機械学習の利用が実現可能となる時期を予測するため、次世代チップのメーカーが公表している性能ベンチマークを定点観
測する。
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身近になる機械学習
日本の視点

機械学習テクノロジー導入の阻害要因
本章においては、企業における機械学習テクノロジーの導入の阻害要
因として、（１）専門家が不足していること、（２）ツール類の完成度が低い
こと、及び、（３）テクノロジーがブラックボックス化していること、を挙げ
ている。
日本企業における機械学習テクノロジーの導入という観点からは、先

ず専門家の不足が大きな課題となるであろう。英語という共通言語に
よってグローバル人材を活用できる海外とは異なり、日本においては専
門家が不足する傾向にある。更に近年進行している高等教育における理
系離れも人材不足に拍車をかけており、今後優秀な人材の獲得競争は
より厳しくなる見込みである。経済産業省は2020年までにAI、IoT、ビッ
グデータといった分野に対応できる先端IoT人材が4.8万人不足するとし
ている＊1。昨年。昨年のトヨタがNEC、キヤノン、東芝、富士通などの企業
が集積する南武線と、Google、Appleの日本本社がある六本木でAI人
材の募集広告を出したとして大きな話題になった＊2。日本でもAIおよび
機械学習は実証実験段階を過ぎ、すでに各業種でビジネスへの導入段
階に入っている。
もう一つ、大きな課題として想定されるのが、機械学習テクノロジーの

ブラックボックス化の問題である。

「機械学習のブラックボックス問題」
本章でも紹介されているように、機械学習テクノロジーを用いて出さ
れた結果については、何故その結果が導出されたのか説明することが困
難である。一般的に機械学習においては、①着目するデータの特徴を決
定した上で、②その特徴を軸として規則性を発見するというステップを取
る。ここでは機械が特徴を軸として規則性を発見するため、開発者であっ
ても何故その結論が導出されているのか分からないといったケースが生
じうる。
この傾向は、近年精度の高さから特に注目が集まっている深層学習

（ディープラーニング）といった技術においては更に顕著である。従来の手
法では、規則性の発見は機械が実施するものの、着目する特徴の設定自
体は人手で実施することが一般的であった。これに対して深層学習では
その両方を自動化しているため、何故その結論が導出されているのかが
より一層分かりにくくなっている。
このようなテクノロジーのブラックボックス化に対しては、意思決定の
説明可能性という観点から批判が提示されている。機械が判断を誤る可
能性もある中で、根拠を示すことができない判断に従って働くことが適切
なのか、という指摘である。これは機械学習テクノロジーの判断した内容
に誰が責任を負うのか、という論点と併せて大きなアジェンダとなってい
る。例えばAIによる診断結果を医師が理解したうえで患者に説明するこ
とができるのか、といった問題が起き得る＊3。2016年に自動運転中に起
きた事故の原因の一つは自動運転の作動にあるとされ、運転手がオート
パイロットに依存し自らハンドルを握らなくなってしまう状況をAIが作り
だした観点からメーカー側に原因があるとされた＊4＊5。
このような機械学習テクノロジーの抱える問題に対しては、①テクノロ
ジーの高度化によって克服しようとするアプローチと、②ユースモデルの
高度化によって克服しようとするアプローチが存在する。

解決の方向性①： テクノロジーの高度化による克服
まず技術的なアプローチとは、より解釈性の高いテクノロジーを開発

しようとするものである。現在このようなアプローチでの検討は主に「ブ
ラックボックス型手法の解釈性強化」と「ホワイトボックス型手法の精度
強化」といった方向性で進んでいる。前者は、深層学習によって構築され
た学習済みネットワークが何に反応するか逆に分析することで、そのネッ
トワークが着目している要素を推定しようとする取組である。これに対し
て、後者は、決定木・回帰モデルなどのより解釈性の高い手法をベース
に精度を改善しようとする取組である。
このような「説明可能な人工知能（Explainable AI：XAI）」については、
米国国防高等研究計画局（DARPA）などにおいても重要なテーマとして
投資対象となっており＊6、NECをはじめとした日本企業も積極的に技術
を発表していることから、この方向での研究開発は今後も進むと想定さ
れる＊7。一般的にモデルの精度と解釈性はバーター関係に置かれること
が多い。利用する用途で求められる精度と解釈性を定義しつつ、適切な
テクノロジーを使い分ける目利き力が必要になるであろう。

解決の方向性②： ユースモデルの高度化による克服
上記のような技術的なアプローチとは別に、テクノロジーの使い方に
着目するアプローチも存在する。このアプローチでは、機械学習テクノロ
ジーのブラックボックス性を所与とした上で、機械と人間がどのように協
業するのか、協業の仕方によってブラックボックス化の問題を乗り越えよ
うとする。
このようなアプローチの一つとしては、ブラックボックス性がある程度
許容される領域と許容されない領域を定義した上で、前者に機械学習テ
クノロジーの適用範囲を留めるといった方法がある。よく引き合いに出さ
れるケースではあるが、音楽配信サービスでのレコメンデーションのよう
に多少の誤判断が発生したとしても説明性が求められないようなユース
ケースに留めるといった考え方である。
もう一つとしては、機械学習テクノロジーの導出した結果に対して、人
間が最終判断する業務モデルを構築する方法がある。
人工知能といった語感が与える印象とは異なり、機械学習を含む現時
点でのテクノロジーは、万能ではない。このためこれらのテクノロジーは
業務の完全自動化を実現するものではなく、実際には人間の業務を補
完・支援する形で活用されることが多い（Machine Assisted Work）。こ
のような活用モデルにおいては、業務の主体はあくまでも人間であり、人
間のパフォーマンスを最大化するためにどのようにテクノロジーを使いこ
なすか、ということが重要になる。ブラックボックス化した技術であって
も、最終的な判断権限を人間が有しているのであれば、十分に活用する
余地はあるであろう。
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最後に
多くの論者が指摘しているところではあるが、機械学習テクノロジーは
上手く使いこなすことができれば企業の生産性を飛躍的に向上させるも
のである。テクノロジーのブラックボックス性の問題を過度に警戒するこ
とによって活用を遅らせることは、これらのテクノロジーの導入を加速化
しつつ生産性を向上しようとしているグローバル競合プレイヤーとの競
争の観点からも得策ではない。
機械学習テクノロジーについては、まだ固まった成功モデルが確立し

ている訳ではない。これらのテクノロジーの活用を推進して、競合優位性
につなげるためには、機械学習テクノロジーの技術的特性の精確な理解
に加えて、自社の業務プロセスを再精査しつつ、適切な業務モデルに落
とし込むことが非常に重要になる。このようなケイパビリティは一朝一夕
に身に付くものではない。早期に機械学習テクノロジーの導入をトライ
し、失敗から学びつつ、自社ならではの活用モデルを構築していくことが
重要であろう。

＊1 IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果, 経済産業省, 2016/6/10: http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/27FY/ITjinzai_report_summary.pdf
＊2 AIウォーズ勃発 出遅れたニッポンAI、3タイプの人材確保を急げ, 日経クロステック, 2018/2/12: http://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00132/020600001/
＊3 ＡＩの死角（中） 不透明な「思考」に怖さ 判断基準の解析難しく, 日本経済新聞, 2018/2/12: https://www.nikkei.com/article/DGKKZO26803390R10C18A2TJM000/
＊4 自動運転のジレンマ：どこまで機械任せにすべきか, ウォール・ストリート・ジャーナル日本版, 2017/10/3: https://global.factiva.com/redir/default.

aspx?P=sa&an=WSJOJP0020171003eda3000b6&cat=a&ep=ASE
＊5 日本でも経済産業省がAIの普及による法的問題に関して, 専門家による検討会を立ち上げている; 「Connected Industries」東京イニシアティブ2017, 経済産業省, 

2017/10/3: http://www.meti.go.jp/press/2017/10/20171002012/20171002012-1.pdf
＊6 DARPA Explainable Artificial Intelligence (XAI): https://www.darpa.mil/program/explainable-artificial-intelligence
＊7 ビッグデータ×機械学習の展望 最先端の技術的チャレンジと広がる応用, 「情報管理 60巻 （2017） 8号」, 国立研究開発法人 科学技術振興機構, 科学技術情報発信・流通 

総合システム（J-STAGE）: https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/60/8/60_543/_pdf/-char/ja
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デロイトは、2018年のリアルタイム放送およびライブイベントの直接
的収益を、前年比1%増の5,450億ドルと予測している114。その大部分
（5,370億ドル、98.5%）を従来型のカテゴリが占め（図13参照）、残りが
ライブストリーミングとeスポーツである115。

コンテンツをオンデマンドで利用できる、会場に行かずともリモートで
イベントに参加できるなど、メディア接触の機会や手段は続々と増えてい
るが、それでもリアルタイム放送の人気は衰えていない。多くのメディアが
「好きなものを好きな時に好きな場所で」を謳い文句にする時代にあって
も、しばしば「今、ライブで」の視聴が選ばれる。その背景には、リアルタイ
ムで体験するワクワク感やコンテンツへのアクセスの容易さがある。そし
て実のところさまざまな観点で、デジタルメディアがライブコンテンツの
生産性、収益性を高めている。

2018年のライブコンテンツ・ライブイベントの収益では、その72%を
テレビ・ラジオのリアルタイム放送が占めると予測している（図13参照）。
そのうち最も割合が大きいのがテレビ放送であり、広告収入と視聴契約
料を合わせて3,580億ドルと推計される。内訳は、2018年の広告収入が
推定1,880億ドル、有料テレビのリアルタイム視聴分収入が推定1,700億
ドルである116。推計にあたっては、複数の特定市場におけるデジタルビデ
オレコーダー（DVR）所有世帯のリアルタイムテレビ視聴割合を試算し、
これに基づき有料テレビの収益予測2,000億ドルのうち85%をリアルタ
イム視聴に割り当てた117。

オンラインの世界でも「生」が魅力
グローバル版
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出所：デロイト分析, 2017年
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テレビ
テレビに関しては、一部の市場では若年層の1日あたりのリアルタイム
視聴時間が減少傾向にあるものの、全体的にはリアルタイム視聴が今な
お大きな存在感を示している。SVOD（Subscription Video on Demand：
定額制動画配信）サービスの契約数が着実に増加し（2018年の世界全
体の予測契約数は3億7,500万件）118、デジタルビデオレコーダー
（DVR）が浸透し（米国、英国、ベルギーをはじめとする一部市場では、今
や家庭の大部分が所有している）、ビデオオンデマンド（VOD）対応機能
が内蔵されたスマートテレビが普及する状況にあっても、リアルタイム放
送は健在ぶりを発揮している。

テレビ視聴人口の3分の2がDVRを使用できる環境にある119米国で
は、2017年第1四半期における成人1人当たり1日平均のリアルタイム
テレビ視聴時間は前年から10分減少し261分だった。これを2億5,000
万人の成人全体に換算すると、25億分（4,160万時間）の減少となる。そ
うは言っても、米国のテレビ視聴者は今なお、1日に総計で651億分（11
億時間）、第1四半期の3カ月間で1,010億時間のボリュームで、リアルタ
イムでテレビを視聴している120。この数字が、広告主にとってテレビがい
まだ魅力的に映る理由かもしれない121。

デジタルプラットフォーム上ではコンテンツをオンデマンドで配信する
こともできるし、ライブコンテンツをリアルタイムに配信することも可能で
ある。2017年同様、2018年もデジタルプラットフォームを使ったリアル
タイムでの番組提供が行われるだろう。

 • Amazonは、木曜夜のNFL（ナショナル・フットボール・リーグ）10試合
を米国内にストリーミング配信する契約を締結122。プライム会員が利
用でき、同時にテレビ放映も行われる。また英国では、「Amazon 
Channels」サービスを開始。Discovery、ITV、Eurosport、MGMなど
の一連の番組をライブ配信するテレビチャンネル方式のサービスであ
る。これはAmazonプライム会員特典に含まれるオンデマンドコンテンツ
にテレビ番組が追加される方式で提供される（料金もプラスになる）123。

 • Twitterは2016年にNFL10試合のライブストリーミング配信を実施124。
2017年5月には、コンサート、スポーツ、ドラマ16番組のライブストリー
ミング配信権契約を締結したと発表125。英国ではBBCと提携し、5つの
選挙特別番組をライブストリーミング配信した126。

 • YouTubeは、BT Sportと共同でサッカーチャンピオンズリーグの決勝
戦を含む複数試合を配信する契約を結んだ127。

 • 2017年シーズンには、Facebookが野球20試合とメキシコサッカー
46試合をFacebook Liveプラットフォームで米国内に生中継した128。

 • 米国で2006年から国内向けにSVODサービスを提供しているHulu
が、テレビ番組のライブストリーミング配信サービスを開始している。
SVODサービスは月額7.99ドルから、リアルタイムテレビ配信サービス
は月額39.99ドルから129。

ラジオ
放送部門の収益の第2位には、ラジオがランクインする可能性が高い。

ラジオの場合、収益源のほとんどが広告収入である。米国とカナダに限っ
ては、商業的に成立する規模の有料ラジオ放送市場が形成されている130。
ラジオのリアルタイム放送は、携帯型音楽プレーヤーや音楽のストリーミ
ング配信サービス、ポッドキャストなどオンデマンド型の代替手段が広が

る中でも人気を維持している。

英国では、ラジオの聴取時間はここ数年若干の変化があるものの、1リ
スナー当たり平均で週に約20時間131で、人口（15歳以上）の90%は少な
くとも週に1度ラジオを聞いている。オンラインサービスの登場によってラ
ジオを聴くことは以前に増して簡単になり、ネットワーク接続環境さえあ
ればどこでも聴けるようになった。米国では、オンラインラジオ単独の広
告収入が2016年の14億ドルから2021年には20億ドルに大幅に増加す
ると推計されている132。

ライブイベント
ライブイベントは、コンサートやショーなどのライブパフォーマンス

（360億ドル）133から、展示会・会議（380億ドル）134、競技場でのスポー
ツ観戦（330億ドル）135、映画（390億ドル）まで幅広いジャンルを含む。ラ
イブイベント市場規模は拡大が見込まれ、2018年には総額で50億ドル
増の1,460億ドル規模に成長すると予測する。

イベントに関しては、飲食物やグッズの販売、移動・宿泊など、かなり
の金額の副収入が発生する。場合によっては、こうした付随的な支出が
チケット売上そのものを上回ることもある。例えば英国では、2015年の
海外からの観光客のうち75万人以上が旅行の一部として音楽コンサー
トやフェスティバルに参加している。こうした海外からの観光客は、宿泊、
移動、飲食、その他観光スポットなどでお金を落とす136。米国では、ブ
ロードウェイミュージカルの観客の63%がニューヨークとその近郊以外
から訪れ、おそらくは宿泊込みでの滞在である137。

ライブパフォーマンス
ライブパフォーマンスの中心を占めるのは、収益の5割強を占める音楽
コンサートである。第2位は劇場（ステージ）で、その中心地である米国の
ブロードウェイ（2015～2016年の入場者数1,330万人）、英国、ロンドン
のウエストエンド（2016年のチケット売上数1,430万枚）は、いずれも大
きな規模を誇る138。

2018年の大型コンサートツアーのチケット売上高は2億ドルを超える
と予想される。U2の「Joshua Tree Tour 2017」は公演開始初月で
6,270万ドルの売上をはじき出し、チケット販売枚数は南北アメリカと欧
州のみでも240万枚に達した139。Guns N’ Rosesの場合は、2017年上
半期で1億5,110万ドルを売り上げ、一会場二公演のみで1,710万ドルを
売り上げている140。

ライブパフォーマンス市場は今後数年でさらに大幅に拡大すると予想
され、特に中国市場に著しい成長性が見込まれる。中国のライブミュー
ジック市場は2015年時点で2億1,900万ドルに達し、2019年までに2億
9,000万ドル規模に拡大すると予測されているが141、さらなる成長余地
もある。

B2Bイベント－展示会・会議
大型の展示会・会議では、一つの会場だけで数十万人の集客が見込

まれる。2017年に中国で開催された、繊維製品、衣類、消費財を対象と
する展示会、中国輸出入商品交易会（広州交易会）には19万6,490人の
バイヤーが来場した142。欧州最大のテクノロジー系イベントの一つで、バ
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分の追加売上がある158。

ライブストリーミング・eスポーツ
ライブイベント収益の大部分は音楽コンサートをはじめとした従来型
のカテゴリから生み出されているが、ライブストリーミングやeスポーツと
いった新たなジャンルも、未だ小規模ではあるものの収益が急増してい
る。2018年にはこのような新形態のイベントによる収益が前年比46%
増の840億ドルに達し、ライブイベント市場全体の1.5%を占めるように
なると予測する。

2018年のライブストリーミングによる収益（YouTube live、Twitchな
ど）は、前年比47%増の74億ドルに達すると見込まれる。ライブストリー
ミング市場の主な収益モデルはチップ制、つまり視聴者からパフォーマー
への金銭提供と考えられる。

2018年も前年に続き、中国が世界最大のライブストリーミング市場に
なるだろう。売上高は前年（2017年）比32%増、前々年（2016年）比
86%増の44億ドル159、視聴者数は4億5,600万人160に達すると予測さ
れている。ライブストリーミングプラットフォームの代表格である「YY」は、
1億1,700万人のマンスリーユーザーと1,000万チャンネルを有する161。
2017年第2四半期の純収入は前年同期比31.7%増の3億8,480万ドル
であった162。

ライブストリーミングにおけるチップは、さまざまなバーチャルプレゼン
ト（花束や棒付きキャンディから車まで）の形で提供される。あるプラット
フォーム（UpLive）では、バーチャルプレゼントに0.30～148ドルの幅で
値段がつけられている163。

中国で採用されているチップ制は、中国系企業を通じて海外市場にも
輸出される可能性が高い。あるアナリストによると、UpLiveアプリは日本
でのダウンロード数で1位を獲得したことがあり、それ以外の十数カ国で
もダウンロード数が2位になったことがあるという164。このほか、中国を
拠点とする企業、Cheetah Mobileが提供する「Live.Me」アプリは、米
国、英国、カナダ、オーストラリアをターゲットにしている。

チップ制は、ビデオゲームストリーミングなどのライブストリーミングプ
ラットフォームでもビジネスモデルの構成要素として採用が広がってい
る。YouTubeでは、「Super Chat」と呼ばれる機能を使って視聴者がク
リエイターに金銭提供（投げ銭）でき、コメントが提供金額に応じた時間
と配色で画面に表示される165。Twitchにも「Cheering」と呼ばれる同様
の機能がある166。

eスポーツ市場の収益源はリアルタイム視聴とイベントである。市場は
近年急速に成長し、2015年時点で3億2,500万ドルだった市場規模が、
2018年には10億ドルに迫ると予測されている167。世界全体の推定視聴
時間は、2016年には60億時間（2010年の5倍）に急増したが、前年比
では19%増にとどまった。またこの値は、米国でのテレビのリアルタイム
視聴の5.33日分に過ぎない。2016年は世界全体の視聴時間の半分を
中国が占め、視聴回数は、米国の27億回を大幅に上回る111億回で
あった168。

ルセロナで開かれるMobile World Congressでは、2012年の来場者
数6万7,000人143から、2017年には10万8,000人144に規模が拡大して
いる。大型エレクトロニクスショーの一つであるCESの2017年の来場者
数は18万人145で、2012年の15万3,000人146から17%増加している。

10年前を思い返してみると、企業では対面のミーティングが控えられ
るようになり、バーチャルミーティングへとシフトするというのが当時の
もっぱらの見識であったことは興味深い。企業はSecond Lifeのような
バーチャル空間でのコミュニケーションを試みていた。事実、2009年ま
での間に1,400社以上の企業がSecond Lifeの仮想空間で会議・会合を
行った147。Second Life上ではエンタープライズユーザー向けにホール
や2つのカンファレンスセンターなどさまざまなビジネス向け設備が提供
されていた148のだが、このエンタープライズ向けプラットフォームは2010
年に閉鎖された149。以降、世界全体の（リアルな）展示会による収益は
年々右肩上がりで増加している150。

こうした大型イベントはどれも、来場者の大半が開催地域外から訪れ
るため、大いなる付随収入がある。2017年のMobile World Congress
は、207カ国から来場者を迎え、推定で4億6,500万ユーロ（5億4,100万
ドル）を超える追加収入につながったと推計されている151。

ライブスポーツ
ライブでのスポーツ観戦は、テレビ中継が広く行われ、結果がオンライ
ンで拡散されるにもかかわらず、今なお巨大な市場である。現在、観戦
者の総計が100万人を超えるスポーツリーグやイベントは50にのぼる。
種目別では、サッカー（29イベント）をトップに、ラグビー（7イベント）、野
球（4イベント）と続く152。これらのリーグのうち7つはアジアにあり、世界
的に見ても急ピッチで市場が拡大している153。

2015～2016年の欧州におけるサッカースタジアム観戦者（国内・地
域チャンピオンシップ）は、1億7,000万人を超え、前年から260万人増加
した。中でもドイツとイングランドのサッカークラブチームは計5,500万
人の観客を動員した154。

放映権の値上げによって、選手に投資できる予算も増え155、そのこと
も試合当日の観客動員数増加に寄与している。

映画
映画は、100年以上の歴史を持つライブエンターテインメント形態であ

り、チケット価格の値上がりとチケット売上枚数の減少とがバランスをと
りつつ、ビジネス的な健全性を保っている。過去10年間の興行収入は各
年で若干の変動があり、この傾向が2018年も続く可能性が高い。2016
年の世界全体の映画興行収入は前年比1%増の386億ドルであった156。

世界の映画市場の様相は、この数年で一変した。今や中国が世界の興
行収入の約半分をはじきだしている。2017年上期の世界における映画
上位7作品の興行収入の総額のうち、中国における興行収入が占める割
合はほぼ5割に相当する157。

映画の付随収入も決して小さくはない。1つの映画館チェーンにおいて
チケット金額1ドルにつき、ポップコーンその他の売店販売商品0.60ドル
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eスポーツ売上高は、今後数年にわたり増加していくと予想される。そ
の原動力の一つは、従来型イベントを補完する形でeスポーツが機能す
ることである。

 • F1 Eスポーツワールドチャンピオンシップ（F1ゲームの大会）の初の決
勝戦が、2017年シーズングランプリ最終戦の一環としてアブダビのヤ
ス・マリーナ・サーキットで開催される169。

 • 2018年には、初めてのFIFA eワールドカップ（FIFA公認サッカーゲー
ムの大会）が開催され、8月にはグランドファイナルが行われる予定170。

 • 中国、杭州で開かれる2022年アジア競技大会のメダル種目としてeス
ポーツが採用された。

2018年のライブストリーミングによる収益は、 
前年比47%増の74億ドルを見込んでいる。 
ライブストリーミング市場の主な収益モデルは 
チップ制、つまり視聴者からパフォーマーへの 
金銭提供と考えられる。

要点

デジタルの世界においても、ライブコンテンツやイベント市場の成長は続いている。企業にとっても消費者にとっても「生」の重要性には変わ
りはない。デジタル化が進む中でもライブ市場は勢いを持続している。その状況は「デジタルの台頭にもかかわらず」とも、「デジタルの追い風
を受けて」とも、両面から表現できる。

放送からイベントに至るまで、ライブコンテンツが2018年にも訴求力と収益力を持続するために核となる要素はいくつもあり、ライブコンテ
ンツやライブイベントの魅力を高めるためのデジタルツール活用法も複数ある。

利便性と惰性：多くの視聴者にとって、自分でスケジュールを組むよりもすでに決まったスケジュールでコンテンツを視聴する方が楽である。ス
ケジュールを改良するには、コンテンツ提供者はデータ解析を用いるべきだと考えられる。その場合、どのような人がどのような時間にコンテ
ンツを視聴するのかという点について、スケジュールを決める側ならではの勘所とデータを組み合わせて使う必要がある。

見逃しの心配：人は対話によるコミュニケーションを楽しむものだ。その観点からすると、ソーシャルネットワーク上では、今後行われるライブ
イベントをリマインドすることもできるし、見逃したときの苛立ちを増幅させることにもなる。今や、チケット代数百ドルを支払う可能性があった
コンサートに行かずに、ライブストリーミングで視聴することも次第に当たり前になってはきたものの、結局のところライブストリーミングがもた
らすのはライブイベントに対する認知度の向上である。ストリーミング利用者のソーシャルネットワークグループでチケット購入を働きかけるこ
とによる連鎖反応も期待できる。

体験の共有：テレビのリアリティ番組の最終回、コンサート、展示会、あるいは人類初の月面着陸など、どんな内容であっても、多くの人は他者
と共有できるような出来事を体験したいものである。視聴者を自分もショーに参加しているような感覚にさせるためには、番組コミュニティー
内の投票機能を導入するとよいかもしれない。現在のテクノロジーを使えば、投票などの参加形態を大規模に展開できる。メッセージを送り、
貢献してくれる視聴者は一定数いるはずだ。最新のテクノロジーを使えば、その視聴者のソーシャルネットワークサークルのつながりの範囲内
のみに見える形で、テレビ画面にこうしたメッセージを表示させることもできる。

独占感：ライブパフォーマンスは、ごく限られた幸運な人々のみが参加できる貴重な体験で、その他多くの人々はアクセスできないものである。
そうした特別な場所やイベントに行った体験について、参加者がソーシャルメディアを介して拡散するように促せば、周りの人々は影響され、
次回は自分もその高価なチケット代を支払う気になるかもしれない。使いやすいモバイルコマースサイトやスマートフォンチケット発券、自動チ
ケットゲート、スタジアム内でのインターネット接続など、テクノロジーを活用するとさらにライブイベント当日のユーザーエクスペリエンスを高
められる。

デジタル時代の今もなお、「生」の魅力は健在である。そしておそらくどのような場合でも、テクノロジーの活用によってライブコンテンツ、ラ
イブイベントの利用を拡大することができるだろう。
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本章では、グローバル市場においてライブコンテンツ・イベントの存在
感が高まっており、デジタルの時代においてもライブ市場の成長が続くと
いう内容が取り上げられている。

デジタル時代にライブがより重視されるようになった背景にはいくつか
のポイントがある。
まず、映像コンテンツは「ライブ型」と「非ライブ型」に分けられるが、特
にグローバルではNetflixやAmazonなどの、強力なストック系コンテン
ツ配信事業者（いつでも・どこでも見れる）の出現・台頭、加えて
YouTubeタイプの動画プラットフォームおよびSNSの隆盛などもあい
まって、「非ライブ型」コンテンツが過多状況となっている背景がある。
次に、コピー・頒布が容易であるというデジタルコンテンツの特性があ

る。作品化された映像・音楽などのコンテンツ（多くの場合DVD/Blu-ray
やCD等のパッケージとしても発売されているもの）をインターネット上で
視聴する場合、複数のプラットフォームで同じ作品が提供されていること
が多く、場合によっては海賊版などの形でも入手できるため、多くの場合
コンテンツの希少性は薄れてしまっている。
このような状況においてライブ型のコンテンツはその場限りの希少性
があり、リアルタイムでの接触に価値が見出されている。ライブコンテン
ツに消費者が接触できる手段は限られており、会場での参加の場合はチ
ケットを入手した人しか体験できず、放送や配信の場合は放映権を取得
した事業者による提供を介した接触に限られる。複製可能なデジタルコ
ンテンツが大量に流通し、簡単なアクセス方法で消費されるようになっ
た時代に、「今、ここ」でしか接触できないライブコンテンツの希少性が改
めて注目されるとともに、事業者側にとってもコンテンツ飽和時代のキ
ラーマネタイズ手段としての価値が向上していると考えられる。
米国を中心にライブコンテンツへの注目は世界的に高まってきており、
昨今見られるオリンピックやサッカーワールドカップの放映権高騰はこう
したニーズの表れとみることができる。一方、日本では規模は未だ小さい
ものの、ライブコンテンツ需要の高まりの萌芽が見られているという状況
にある。本稿では日本において成長が見込まれる分野として、スポーツと
音楽に着目し、それぞれについて現状と展望を見ていくことにしたい。

スポーツにおけるライブコンテンツの重要性 
日本におけるライブコンテンツのニーズの高まりは、スポーツ分野です

でにあらわれている。すでに一定規模の市場が形成されているスタジア
ムでの観戦、従来のテレビ放送でのリアルタイム視聴に加えて、プロス
ポーツやオリンピックなどのコンテンツのインターネット経由でのライブ
配信が行われるようになり、視聴数が増加している。

2018年の平昌オリンピックでは、民放各局とNHKが放送での中継に
加えてインターネット経由でも試合のライブ映像を配信した。民放テレビ
局による動画配信サイト「gorin.jp」は2008年の北京オリンピックから運
営を開始しており、2018年は600時間ほどのライブ配信を実施した＊1。

NHKでは2016年のリオデジャネイロオリンピックに続き、2018年の
平昌オリンピックでも「試験提供」の位置付けで、競技動画のライブ配信
やテレビ放送のインターネット同時配信実験等を実施した。実験では、開
閉会式や各種競技の映像を総合・Eテレの放送と同時に毎日配信し、総
配信時間235時間47分、総視聴者数144.1万という実績が発表されて
いる＊2。

NHKの同時配信で視聴者数が最も多かったのは、2018年2月17日
土曜日の午後に実施されたフィギュアスケート男子シングルフリーで、60.5
万件のアクセスがあった＊3。
特に勝敗を争うスポーツイベントにおいては、結果が出てしまってから

ではなく、リアルタイムで視聴して結果が出る瞬間を体験したいという
ニーズがある。試合の放送・配信の時間を生中継とずらす形で、後で録画
で提供しようとしても、インターネット経由でニュース速報やSNSを利用
すれば結果をいち早く入手できる。ライブでの視聴を望む視聴者のニー
ズを喚起し、放送・通信それぞれの特性を生かす形で、リアルタイムでの
コンテンツ接触手段を提供することや、ライブ視聴を盛り上げられるよう
なデジタルサービス（リアルタイムコメント、共感ボタン、リプレイ、マルチ
アングル、実況/スタッツ＊4等）の拡充が今後さらに重要になっていくと考
えられる。
スポーツイベントのライブ配信・ストリーミングについては、パブリック
ビューイングの増加も想定される。これまでもサッカーワールドカップな
どでスタジアム等を使用して実施されたが、2020年の東京オリンピック
の開催を見据えて、4K・8Kの高精細度映像の放送・伝送技術を活用した
パブリックビューイングの提供機会が増えていくと考えられる。

オンラインの世界でも「生」が魅力
日本の視点
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音楽ライブ市場の拡大とビジネスモデルの変化
音楽ライブについては、日本でも市場が拡大基調にあり、年間売上金
額ベースではここ20年で約5倍に伸長している＊5。公演数、入場者数と
もに右肩上がりの傾向にあり、CD等のパッケージ市場が縮小している
中、ライブは音楽市場を牽引する分野になっている。日本では米国など
の諸外国と比較するとパッケージ売上の縮小幅が小さく、まだ一定規模
の市場を維持しているため、ライブに収益源を求める動きは比較的目立
たないかもしれないが、市場におけるライブの存在感は徐々に高まって
おり、今後も市場の拡大が期待されている。特に、1997年に第1回目の
フジロックフェスティバルが開催されて以降、大型のフェスティバル形式
のライブイベントが国内でも複数開催されるようになり、各イベントが数
万人規模の動員を確保するようになっていることの影響が大きい。
今後は、メディアによる音楽ライブの生中継の増加が見込まれる。これ

までもチケットが取りづらいアーティストのライブや人気イベントを有料
放送や一部のオンラインサービスで生中継する事例があったが、この動
きが特にオンラインの有料サービスで頻繁に見られるようになるのでは
ないだろうか。また日本各地（一部海外も含む）の映画館での生中継など
の有料イベントもライブと並行して実施されるようになっており、音楽イ
ベントの市場機会は拡大しつつある。
また、インターネット経由でのライブ配信を活用することで、アーティス

トが知名度を高めて人気を得る事例も出てきている。インターネット配信
では日本に限らず海外からのアクセスも見込まれ、ファン層を拡大できる
可能性があり、音楽市場における新しいマーケティング手法として注目さ
れる。
加えて、ライブコンテンツ数の絶対量不足や高騰しつつあるライセンス
料の問題を解決すべく、個人やセミプロに焦点を当てたライブプラット
フォームも盛り上がりつつある。その代表格であるLINE LIVEは特にニー
ズが細分化されたスマホネイティブ世代の支持を得ており、長い目で見る
と市場を活性化するきっかけになるかもしれない。 

熊見 成浩
Kumami, Narihiro
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

大手グローバルコンサルティング
会社、コンサル×Agencyのジョイ
ントベンチャーを経て、現職。15年
以上に渡るコンサルティング活動
で、マーケティング領域を中心に
100件以上のプロジェクトを実施。
デロイト初代ビジネスコンテスト
優勝。早稲田大学大学院非常勤
講師。

著者

清水 武
Shimizu, Takeshi
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

通信事業者系のSI企業、コンサル
ティングファーム、ベンチャー企業
の経営などを経て現職。メディア
事業者を中心に、事業戦略策定、
業務改革、事業再生、デジタル戦
略の分野を中心に活動している。
前職においては、民放キー局の管
理会計制度の設計や、地上デジタ
ル放送立ち上げの工程表策定と
実行支援などを経験。



Technology, Media and Telecommunications Predictions | 2018 日本版

55

ライブ市場拡大の可能性
ライブという一回性の共通体験に日本の消費者がどの程度の価値を
見出し、加入料等の投資をしていくのかは今後注視する必要があるが、オ
ンリーワンのライブコンテンツに人々の目を向けさせ、視聴者を獲得でき
るサービスを提供することができるかは、今後、新旧のメディア事業者の
みならず、コンテンツホルダー自身にとっても重要な論点になるだろう。
ライブコンテンツの価値を高めて需要喚起するという動きは、日本では
まだまだ萌芽の段階であることも確かである。
ライセンスは高騰しているが、ライブコンテンツに料金を支払う消費者
が増えると、事業者の投資も積極的になり、市場がさらに発展していくと
考えられる。日本ではライブ市場はまだ立ち上がりの時期だが、今後の
動きによっては、消費者のニーズを見定めてクリエイティブな投資を行い、
サービスを的確にデザインできるプレイヤーが現れる可能性もある。テー
マパークがコンテンツプレイヤーから、コンテンツ・グッズ・フードのトリプ
ルプロフィットモデルへ展開した成功例のように、将来的にはライブに関
してもコンテンツの特性を活かした様々なサービス（視聴エクスパンド
サービス・EC等）を新たな収益源とできるプレイヤーも出現するだろう。
また、世界的にみると、資金力のあるプレイヤーがライブコンテンツの
放映権を取得し、グローバルにサービス展開する傾向がますます強まっ
ていくことが想定されるが、その中に日本企業がどのように入り込んでい
けるかも論点となる。すでにライブを起点にした権利獲得に日本企業が
動いている事例としては、楽天が米国NBA（National Basketball 
Association）とパートナーシップ契約を締結し、日本国内における試合
の放映権を獲得して配信サービスを開始すると同時に、グローバルにお
けるマーケティングパートナーとなっている＊7ことが挙げられる。今後イン
ターネット経由での動画配信を他国へも拡大することになれば、スポー
ツコンテンツ配信のグローバルプレイヤーとしての地位を確立できる可
能性もある。
特にスポーツは競技ごとに視聴の特性が違うので、人気コンテンツと
なりうるスポーツがまだ日本に眠っているかもしれない。そういった未だ
注目されていないスポーツ観戦のニーズを掘り起こし、そのスポーツなら
ではのライブでの楽しみ方を洗練させて輸出する方法や、あるいは海外
ライセンスを獲得し別の収益モデルとの掛け合わせとのトータルで利益
を創出する方法など、様々な方向性が考えられる。
ライブを取り巻くニーズを見極め、うまく機能するビジネスモデルを構
築して収益源にできるかという点は、難しい試みかもしれないがビジネ
スを拡大するチャンスでもある。ライブ市場で魅力を発揮するコンテンツ
を擁し、他社と差別化したサービスを提供するプレイヤーの出現が期待
される。

「体験の共有」がもたらすビジネスチャンス
ライブコンテンツを盛り上げる様々なデジタルサービスの提供でも、パ
ブリックビューイングのような新たなイベントサービス等の提供でも、ラ
イブイベントの参加・視聴において人々が重視することは「共体験」であ
る。希少価値の高いライブコンテンツを用意し、放送・インターネット・パ
ブリックビューイングなど様々な方法で同時に接触でき、特定の瞬間を
見逃さずに、多くの人々と一緒に盛り上がるという体験をいかに高めてい
くことができるかが、デジタル時代のコンテンツ産業におけるライブ市場
の伸長のカギを握ると考えられる。
こうした事業を広告モデルで展開する場合は、限られたソースに視聴
者のアクセスが集中することで、ライブコンテンツの広告枠の価値が向上
することが重要となる。ただし、その広告が画面を邪魔するなどしてライ
ブコンテンツへの視聴者の盛り上がりを阻害してしまっては本末転倒で
ある。広告提供形式の工夫として、どのタイミングでどのような形式の広
告をいかに挿入していくかという具体的なテクニックが求められるように
なるだろう。
有料課金モデルで行う場合には、ある特定のサービス経由でしかライ

ブコンテンツにアクセスできないという「独占感」の提供が重要になる。こ
うした場合に一定数の加入者を確保できる可能性が高まる＊6という傾向
が世界的に見られる。有料放送・配信サービスにおいては、加入者を増
加させるためのキラーコンテンツが今後さらに重視されるようになり、放
映権の獲得競争が加速するだろう。日本でもこれまでに、テニスの試合
や海外サッカーなどの放映権がトリガーになり有料放送サービスの加入
者が増加した事例があるが、今後は海外事業者も参入し、インターネッ
ト配信サービスも含めた形での放映権獲得競争が本格化すると考えら
れる。スポーツではサッカーJリーグの放映権が有料放送サービスのスカ
パー！から配信サービスのDAZNに移るなど、すでにプレイヤーの変化が
起こっているが、その他のコンテンツについても資金力のある新たなプレ
イヤーが市場に参入する可能性がある。
また、ライブコンテンツにも「ライブ型」だけでなく「非ライブ型（ハイラ

イト・見逃し／DVD/Blu-ray）」という面でのニーズもあることを考慮し、
使い分けていくことは重要である。ニーズが細分化された現代において
は、ライブニーズは高いものの「これは必ずライブで見たい」という一方で
「その時間はどうしても見ることが出来ない／このライブは後からでもい
いや／このライブは後から何度でも見たい」など様々な視聴体験がコン
テンツごとに要求される。よってその瞬間でしかリーチ出来ないライブの
“点のリーチ”を取りつつ、ストック型を一定程度充足させて“面のリーチ”
も取るような施策を複合的に掛け合わせることも重要となる。
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＊1 gorin.jpとは？, gorin.jp: https://www.gorin.jp/info/about.html
＊2 ピョンチャン五輪のデジタル展開の実施結果について, NHK,2018/3/14: http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/shiryou/soukyoku/2018/03/002.pdf
＊3 Ibid.
＊4 スポーツ選手個人やチームのプレー内容に関する統計データ
＊5 基礎調査推移表,一般社団法人コンサートプロモーターズ協会: http://www.acpc.or.jp/marketing/transition/
＊6 第7章 「デジタルメディア：処方箋はサブスクリプション」でも同様の内容が解説されている。
＊7 楽天とNBA、日本国内におけるNBAの包括的ライブ放映・配信に関するパートナーシップを発表, 楽天, 2017/10/10: https://corp.rakuten.co.jp/news/press/2017/ 

1010_02.html
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デロイトは、2018年末までに先進国の成人の半数が、オンライン（イン
ターネットのみ）で提供されるメディアサービスの定額課金（サブスクリプ
ション）サービスを2件以上契約し、2020年には平均契約数が倍の4件
に増えると予測している。テレビ、映画、音楽、ニュース、雑誌を中心とす
るこうしたサブスクリプションサービスの月額料金は、2018年時点では1
件につき通常10ドル未満である。トータルの契約数は6億8,000万件、契
約者数は3億5,000万人と推計している（図14参照）。
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図14. 世界全体でのデジタルメディアサブスクリプション契約件数（百万）

出所：デロイト分析, 2017年

また、先進国の成人5人に1人は、少なくとも5つの有料オンラインメ
ディアをサブスクリプション契約する（オンラインサービス自体への課金
と、有料テレビ放送や新聞などの従来型サービスに付随したオンライン
版アクセス権の保有の両方を含む）ようになり、2020年末にはその種類
が10に増えると予測する。こうした成人利用者の1世帯当たりのサブスク
リプション支出額（本人または家族による支払い）は、2020年には月に
平均100ドル、年間で1,200ドルを超えるとみている。

有料テレビ放送や新聞などの従来型のメディア関連契約に1アカウン
ト以上のオンライン版アクセス権が特典としてついてくる形式に追加し
て、オンライン版のみのサブスクリプションサービスも契約されるように
なることが想定される。

オンライン化が進む中で、複数メディアのサブスクリプションを併用する
こと自体は珍しくないが、オンライン版のみの形式のサブスクリプション
を複数契約するのは比較的新しい形態である171、172。オンラインメディア
のサブスクリプションは、一つの世帯で新聞（朝刊と夕刊）、雑誌、書籍（大
人向け、子供向け、フィクションから参考書まで）、アナログケーブルテレ
ビ、音楽、少し最近ではDVDなど、さまざまなメディアを定期購読・契約
していた一世代前のメディア受容行動の進化系として捉えられる173、174。

では、人々が従来型メディアのサブスクリプション契約を止めたのはな
ぜだろうか。その一番のきっかけは、1990年代半ばに起こったオンライン
革命だった。それに伴い、数億人から究極的には数十億人の目に触れる
可能性がある広告付きコンテンツの方が、オンライン版のサブスクリプ
ションよりも実入りが良いだろうとメディア企業が考えるようになったこ
とが影響している。インターネット上でニュースを中心とする数多くのコ
ンテンツが無料で提供されるようになり、有料のサブスクリプションがな
くても、人々はコンテンツに接触できるようになった。メディア企業や投資
家たちは、閲覧の多さが売上につながることを期待した。世界全体での
毎月のウェブサイトアクセス数（ウェブサイトにブラウザ経由でアクセスさ
れた回数）などを基準に価値を判断するようになったのである。

2018年には、ひとつのメディアサイトの1か月間のアクセス数が数億
に達するといった事象も起こり得る。これは、従来は顧客の対象範囲が
ローカルマーケットに限定されていたニュースパブリッシャーにとっては
驚異的な数字である。

ただし、リーチが広がるにつれ、閲覧者・訪問・インプレッション・アク
セス・クリック当たりの収益は徐々に落ちている。中には、オンライン広
告収入のみで十分な収益を確保することは、果てしない徒労だと感じて
いるニュースパブリッシャーもいる。

トラフィック量の増加に伴い、インプレッション当たりの収益が落ち、手
数料を徴収する仲介業者の数が増えた。この穴埋めのために、ウェブ
ページにはバナー広告や動画広告が入り乱れるようになった。増殖する
広告の対応策として、数億人のオンラインユーザーが広告ブロック機能
を取り入れた結果、広告ブロックを導入していない人の元へますます増
え続ける広告が流れ込む事態を招いている。

こうした状況を受け、コンテンツクリエイターはオンラインサービスの
サブスクリプション収入の増加と、多様性と訴求力のあるデジタル版購
読パッケージの提供に力を注ぎ始めている。その結果、たとえ同じコンテ
ンツが合法、違法を含め別の場所で無償提供されている可能性があった
としても、消費者が次第にデジタルコンテンツにすすんで料金を支払う傾
向が出てきている。

デジタルメディア：処方箋はサブスクリプション
グローバル版
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オンラインのみのサブスクリプション契約が実用的で使いやすくなった
背景にはテクノロジーによるいくつかの恩恵もある。

 • ブロードバンドが着実に高速化し、オンラインサービス契約者の増加を
後押ししている。10年前には、オンライン動画をテレビ端末に確実に
配信できるほどの高速ブロードバンド回線を使用している家庭は先進
国においても比較的まれであったが、2018年の初めには、世界の数億
世帯でテレビ端末でのインターネット経由の動画視聴が可能になり、
4KやUHD（ウルトラハイビジョン）でのストリーミングサービスの視聴
も可能になっている。4Gネットワークの拡大によって、モバイルネット
ワーク接続時（例えば自動車やバスの中など）の音楽ストリーミングの
操作性も大幅に向上した。2016年末時点で、世界の人口の約6割は
4Gアクセスが可能な市場の範囲内にいる。2020年にはモバイル接続
の約4割が4Gになる見込みだ177。

 • オンラインメディアのサブスクリプションサービス利用を促進するデバ
イス環境も日増しに充実している。2018年には、数億台のテレビまた
はセットトップボックスにSVODサービスに直接アクセスできる機能が
内蔵されるようになるだろう。たいていは画像も音声もテレビに劣る品
質のラップトップで動画コンテンツを視聴していたSVOD黎明期とは大
違いだ。同じような変化が音楽にも起きている。ハイエンドモデルのコ
ネクテッドスピーカーは、プレミアムサブスクリプションサービスへの高
速アクセスが可能な状態で出荷されている178。

 • もう一つの促進要因として、サブスクリプションサービスの契約手続き
が簡単になったことも挙げられる。今やユーザーは、モバイル端末のブ
ラウザページをほんの数回タップし、支払のために指紋認証機能を使
用するだけでオンラインメディアの契約申し込みができる。デロイトで
は、2018年初頭には、10億台のスマートフォン・タブレットに指紋読み
取り機能が組み込まれ、市場によっては8割以上が実際に使用される
と予測している179。

 • スマートフォンの画面サイズはこの10年で次第に大型化している。
2018年の市販モデルの大半は5インチ以上になり、しかも多くの場合、
高解像度のものになるだろう。スマートフォン画面に表示されるニュー
ス記事は今や、1行に8～10ワードが並ぶ新聞紙面の段組みと非常に
近いサイズになっている180。

2018年以降の需要側の動きは媒体によって大きく変動するだろう。次の
セクションでは、テレビ、音楽、テレビゲーム、ニュースの動向に着目する。

オンラインメディア全体を通じて、サブスクリプション契約の主な増加
要因として以下の要素が挙げられる。

 • 供給側：オンラインメディアのサブスクリプションサービスを提供する企
業の数が続々と増え、コンテンツライブラリの分断化が進んでいる。例
えば、特定のスポーツチームの試合の放映権が複数のプロバイダに分
かれている場合があり、その場合は複数のサブスクリプション契約が必
要になる。ドラマファンの場合も、見たい作品すべてを視聴するには2
つ以上のサブスクリプション契約を結ばなければならないこともある。
また、バンドリング（抱き合わせ）契約も増えている。Amazonプライム
が最もよく知られたモデルだが、商品の配送に加えてオンラインビデオ
を含むさまざまな追加サービスがパッケージになっている。英国で発行
されている新聞のTelegraphは、電子版サブスクリプション契約者に
Amazonプライムを無償提供している175。米国では、Huluを契約して
いる学生を対象にSpotifyプレミアムが提供されている176。

 • 需要側：消費者の間に、広告モデルのオンラインサービスでコンテンツ
を利用するのではなく、オンラインコンテンツに料金を払ってもかまわ
ないという意識が広がりはじめている。この背景には、特にニュースに
関して、提供される情報の質のばらつきに消費者が気づき始めている
ことがある。さらに、ジャンルによっては、オンライン形式の魅力が従来
の形態を上回り始めている。定額制音楽配信サービスでは、数千万の
楽曲と数十万のプレイリストが提供され、その一部はユーザーに合わ
せてカスタマイズもでき、すべてオンデマンドで利用可能である。多くの
人にとって、デジタルまたは物理的なミュージックライブラリーを自前
で持つより使い勝手が良い。一部の市場では、消費者が従来契約して
いた有料テレビ放送のパッケージ契約を完全に解約したり、契約内容
を縮小したりして費用を抑える動きが見られる（cord-cutting, cord-
shavingと呼ばれている）。場合によっては、テレビコンテンツを視聴す
る方法の一部もしくは全体を、放送からSVOD（Subscription Video 
On Demand：定額制動画配信）に切り替えているケースもある。
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英国市場ではすでに、サッカーファンが応援チームをフォローするに
は、2つのサービスを契約しなければならない状況になっている。試合の
放映権が2つのプロバイダに分割されているからである。また、ある視聴
者がテニスファンでもあったなら、さらにもう一つ別のOTTサービスに申
し込もうと思うかもしれない。無料でのテレビ放映が一部の試合に限ら
れている場合はことさらだ。長時間のデジタル放送を実施している従来
型の有料テレビ放送事業者が、既存サービスの補完または代替として
OTTサービスを提供し始めることも考えられる。

英語圏以外の市場では、OTTサービスの需要喚起のために現地語版
コンテンツの制作が増えると考えられる。Netflixは、メキシコ、インド、ブ
ラジル、ドイツなど複数の国で現地語番組を委託制作している185。HBO
は、スウェーデン語のコメディ番組「Gosta」186やスペイン語のドラマ
「Patria」187などの現地語コンテンツを委託制作している。現地語版コン
テンツが増えるにつれ、SVODサービスの訴求力が広がり、英語に堪能
であることも、あえて吹き替えまたは字幕入りコンテンツを視聴すること
も必要なくなるだろう。

いくつかのシリーズ番組は今や1話あたりの制作コストが1,000万ドル
を超え（おそらく1時間あたり2,000万ドル規模に向け拡大しつつある）188、
スポーツの放映権料が高騰している状況で、番組の制作コストが増加し
ている。これに伴って事業者が取り扱う放送番組の種類を減らし、少数の
代表番組（“tentpole”と呼ばれるような、事業者の屋台骨となる作品）に
専念するようになった場合、結果としてコンテンツ的に際立った特徴を持
つ事業者が増加することになるかもしれない。

オンラインテレビ・映画配信サービス
デロイトは、2018年初頭時点での世界全体のSVODサブスクリプショ

ン契約数が約3億7,500万件に達すると予測する。複数のサブスクリプ
ション契約（デロイトが2014年のレポートの中で指摘した「コンテンツの
溜め込み（cord stacking）」181）を結ぶ人の数が増えると考えられる。あ
る調査によると、HuluとHBO Now加入者の大半はNetflixにも加入し
ている。

各世帯のSVODサービス契約数は、OTT（Over-the-Top：インター
ネット上で提供されるコンテンツ）サービスを開始する制作会社やコンテ
ンツ提供者が増えることから、2020年に至る今後数年の間に増加するこ
とが予想される。

例えば、ディズニーは、2018～2019年にかけて2つのSVODサービス
を開始する予定である。一方ではスポーツ（ESPNチャンネル）、もう一方
ではディズニーやピクサーの映画作品やディズニーのテレビ番組を配信
する182。2017年には、SkyがスペインでOTTサービスを開始したが、その
前年にはHBOが先んじている183。F1オーナーは先日、現在テレビ放映
を行っていない市場を対象にOTTサービスを開始する計画を公表した184。

2020年末までには、米国などの成熟したSVOD市場では、ドラマ、コ
メディ、スポーツ、キッズなど多彩なジャンルのテレビサービスを個人で
複数、サブスクリプション契約するようになるであろう。米国市場のス
ポーツファンは、メジャースポーツ（サッカー、アイスホッケー、野球、バス
ケットボール）それぞれについてOTTサービスに加入したい意向を持つ
かもしれない。
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米国の場合、New York Timesの2017年第3四半期時点でのデジタ
ル版サブスクリプション契約は250万件近くに上る193。クロスワードパズ
ルやクッキングアプリの利用を含むデジタル版サブスクリプション収入
は、46%増の8,570万ドルであった194。Washington Postのデジタル版
サブスクリプションは、2016年半ばに前年比145%増を記録し、2017年
には100万件を突破した195、196。

Financial Times（常時、ペイウォールを設けている）の2016年末時点
のデジタル版サブスクリプションは前年比14%増の65万件である197。
2016年6月末時点のthe TimesとSunday Timesの定期購読は41万
3,600件、そのうち18万2,500件はデジタル版のみの契約である198。
Guardianにはサブスクリプション契約のほかに会員制度がある。2016
年7月現在の会員数は5万件、月に5ユーロ（6.5ドル：閲読111回に相
当）から30ユーロ（39.3ドル：閲読666回に相当）を支払う形式になって
いる199。2017年3月の会員数は20万件に増加し200、これとは別に18万
5,000件のサブスクリプション契約が存在する201。Telegraphは、2016
年11月に各種購読ができるメーター制のペイウォールを止め、週2ユーロ
（2.60ドル）から段階的に料金を設定するデジタル版限定サービスに変
更した202。

デジタル版や紙版に加えて、サブスクリプションサービスの形態の多様
化も進んでいる。例えば、Business Insiderは、「BI Intelligence 
Service」のサブスクリプション契約を提供している。料金は年間2,500ド
ルで、推定7,500件の契約がある。法人の場合は料金が上がり年間15万
ドルである。Business Insiderが多様化を図る理由の一つは、ユニーク
ユーザー数（2017年3月現在5,400万）だけでは成長の持続が難しいと
判断したからである203。

CNNも、2018年上期にオンラインニュースについて段階的な料金設
定のサブスクリプション契約パッケージの提供を開始する。プレミアム
サービスとなるのは、CNNマネーやCNNポリティクスなどのテーマに特
化したニュースである204。

Condé Nastの多様化戦略は、各雑誌（GQ、Teen Vogue、Condé 
Nast Traveler、Bridesなど）をテーマに合わせたギフトボックスと組み
合わせたサブスクリプション契約である205。ギフトボックスには通常、雑
誌の月額料金よりも高価なギフトが入っている。例えば、Teen Vogueの
場合、ギフトボックスに眉用ペンシルと電動洗顔ブラシなどが入ってい
る。この試みの背景には、販売部数とあわせて直接的なEコマース収益
が増加するという論理がある206。現在の契約は数万件あり、どの雑誌の
購読も月額料金は数十ドルである（例えばTeen Vogue boxは月39ド
ル）207。Condé Nast自身が、ギフトボックスの商品調達、パッケージ、発
送を行う完全子会社を所有している。

オンラインニュース
2018年末までに、世界全体のオンラインニュースサブスクリプション
契約数（電子版のみのサービス）は、約2,000万件になると予測する。
SVOD型のテレビ・映画配信サービスに比べると、この数字は比較的控
えめに見える。ただし、オンラインニュースサービスは、個人向けサービ
スの中で最も高額である場合が多く、月額数十ドルかかるのが一般的で
ある。また、オンライン版とは別に紙の新聞や雑誌の定期購読者が数
千万人存在する。

ニュースプロバイダは広告収入のみに頼っていた時代の課題を踏ま
え、今後は主に広告収入の補完として定期購読収入の拡大に注力するこ
とになるだろう。あるニュース媒体の2012年の収入源において、定期購
読と広告の比率が10：90であった場合、2020年までには50：50に変化
する可能性があると推測する。

ニュースに関してサブスクリプション重視の動きが広がっている背景に
は、一部読者が提供されるニュースの質のばらつきに気づき始めている
こともある。2017年に行われた調査の中でニュースが有償でもかまわ
ないと答えた割合が最も高かったのは米国で、そのうち最も割合が高い
年齢層は18～34歳のミレニアル世代であった。また別の調査によると、
オンラインニュースに料金を払っても良いと考える人の割合は、2009年
の9%から2017年には16%に増加している。New York Timesや
Washington Postを含む複数の米系新聞社は、18～34歳の定期購読
者の急増を公表している189。

ニュースパブリッシャーはまた、記事閲覧者をサブスクリプション契約
者へと変え得るトリガーポイントや、ペイウォールコンテンツ（ウェブサイ
トの一部を有料化し、課金したユーザーのみがアクセスできる形式）の種
類や量をうまく見極めつつある。例えばビッグニュースがある日は、ペイ
ウォールの制限を引き下げてコンテンツへのアクセスを促すことができ
る。コンテンツを見た人の一部は、再びペイウォールが設けられた時にサ
ブスクリプション契約を始める190。大きなニュース速報があった期間は、
パブリッシャーにとってサブスクリプション契約を増やす絶好の機会であ
ることがわかっている191。場合によってはライブ動画の配信もサブスクリ
プション契約につながる192。

前述の通り、この2年は、電子版、紙版にかかわらずサブスクリプション
による定期収入を確保するパブリッシャーの数が著しく増加している。



Technology, Media and Telecommunications Predictions | 2018 日本版

61

ビデオゲーム
2018年初頭時点で、オンラインプレイ対応ビデオゲームネットワーク

のサブスクリプション契約はおよそ3,500万件と予測する209。複数のオン
ラインゲームネットワークを契約する利用者はごくまれであると考えられ
る。多くのプレイヤーはたいていどれか1つのブランドのゲーム機を使い、
ネットワークもプラットフォーム限定的であるからだ。

サブスクリプション契約数は非常に少なく見えるかもしれないが、最新
世代ゲーム機が2018年末時点でもおそらく1億台に届かないことを念
頭におく必要がある。従って、35%の浸透率は仮定として極めて妥当で
ある。また、月額5ドルとして、3,500万人の契約者の支払額は年換算で
21億ドルに相当し、これはまず初めに購入されるゲームソフトとゲーム
機の売上に上乗せして予測可能な収入である。

オンラインサブスクリプション契約者数は、個々でプレイする形式の
ゲームではなくオンラインマルチプレイヤー型の内容を訴求することに
よって増加が見込まれる。過去20年で7,000万本を売り上げた「グラン
ツーリスモ」シリーズの最新バージョンはオンラインプレイに最適化され
ており、オフラインプレイのオプションは比較的絞られたものになってい
る210。

音楽
音楽のサブスクリプション契約数は、2018年末までに1億5,000万件

を超えると予測する。音楽は動画と違い、一人で複数のサービスを契約
する利用者は比較的まれである。個別のサービスのみで数千万の楽曲が
提供されるからである。ただし、有名アーティストが特定プラットフォーム
限定の契約になった場合はサービスが特別化し、一部のファンが（おそら
く気は進まないものの）複数のサブスクリプション契約を結ぶことになる
可能性はある。

サブスクリプション型音楽配信サービスの月額料金は、米国でおよそ
10ドル、欧州で10ユーロ、英国で10ポンドと、CD1枚の値段とほぼ同等
である。2015年の世界全体でのオンラインミュージックビデオの1スト
リームあたりの平均料金は0.001ドルで、前年の半額だった。収益からみ
ると、10ドルは1,000回のストリーム再生のロイヤルティーに等しい。

音楽業界は、既存の主流デジタルツールを活用してサービスを開発す
ることで、多数のサブスクリプション契約を獲得した。具体的には、スマー
トフォン、固定・携帯ブロードバンド回線、検索、ハイパーリンク付きメッ
セージ、クラウドストレージなどが活用されている。音楽のサブスクリプ
ションサービスは、利用しやすさ、携帯性、インスタントアクセス、ソーシャ
ル機能などを兼ね備え、その意味で従来の音楽フォーマットをしのぐもの
になっている。

サブスクリプション型のサービスは今後も数年の間は成長が見込まれ
る。サブスクリプション契約利用者はいまだ広告モデルの配信サービス
利用者に比べるとほんのわずかであること、どのスマートフォンからも音
楽サービスのダウンロード、保存が可能であることなどがその理由だ。た
だし、利用者層をさらに広げるには、現在の料金の半分以下の安価なオ
プションを増やすなど、サービスを細分化する必要があるかもしれない。

ケースによっては、サブスクリプション型音楽配信サービスを他のサー
ビスと抱き合わせ契約にする方法も考えられる。最も一般的な例は、モ
バイルデータパッケージと無料音楽配信との組み合わせである208。
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要点

オンラインメディアの定額制（サブスクリプション）契約総数と、個人または世帯での平均契約数は、2018年に少なくとも20%の増加が予想
され、中期的にも増加傾向が続くと見込まれる。これはメディア業界にとって明るい動きである。

ただしこの予測値は、SVOD（テレビ・映画）と音楽配信サービスを除くと、オンライン版のみのサービスのサブスクリプション契約数はそれ
ほど多くなく、ニュース、雑誌、ビデオゲームのサブスクリプション契約はわずか数千万件であるという文脈の中で考える必要がある。

サブスクリプションサービスによる収益はもちろんメディア業界にとって歓迎すべきものだが、世界全体で100億ドル台前半という市場規模
は、個々のメディアにとっては今なお極めて控えめな値であり、米国のテレビ広告収入単独で700億ドルを超えていることとは対照的である。
サブスクリプション契約を増やし、メディア業界がデジタル空間でのビジネス機会をフル活用するには、まださまざまな課題を克服する必要が
ある。

サプライヤー側が考慮すべき点として、オンライン限定サービスをいかに可視化するかという点が挙げられる。興味深いことに、いまだ印刷
版の書籍の需要が電子書籍をはるかに上回っている。その理由の一つは、書籍の読者から周囲に発信される「シグナル」のようなものかもしれ
ない。例えば、ある人の人となりが本の表紙からわかることがあるが、電子書籍の場合はそれが見えない。また、ある人がどの新聞を読んでい
るかというのも重要なシグナルである。ニュース媒体は、その読者に選ばれたソースであることを示すために、電子版購読契約に何か有形物
（トートバッグやピン、ノートなど）をプラスすることを検討すべきである。

一部のメディア企業にとってはすでにサブスクリプション契約がデジタル収入の大きな柱になっているとしても、メディア業界がオンラインで
のサブスクリプションのみに頼ることはできないというのが実情である。やはり広告収入は軽視されるべきではない。ただしその場合、広告の
提供形態と読込形式は顧客層に適したものを選択することが必要である。

メディア業界においては、個々の記事、楽曲、エディションに応じた最適なコンテンツ販売方法を検討する必要がある。この点において、需給
動向を効率的に追跡する方法として、ブロックチェーンテクノロジーの活用は有効なアプローチだろう211。

さらに、チップ制・献金制を含むその他の収益モデルの検討も必要だ。前章の「オンラインの世界でも「生」が魅力」で論じた通り、ライブスト
リーミング市場におけるチップによる収益は今や数十億ドルに上る。
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デジタルメディア：処方箋はサブスクリプション
日本の視点

定額料金を支払うことで、サービスやコンテンツが使い放題・視聴し放
題になる「サブスクリプションサービス」は、近年日本でもニュース、雑誌、
映像、音楽をはじめとした様々な分野でみられるようになった。
映像分野ではNetflix、Amazon Prime、DAZN、音楽であればApple 

Music、Google Music、Spotifyといった海外発のサブスクリプション
サービスが日本国内でも続々と開始されている。一方、新聞・雑誌を出
自とする活字メディアについては、日本語による日本の地域に特化した
情報提供が中心という側面から、国内の従来型のプレイヤーを中心にし
た事業展開が模索されている。
本稿では特に、これまで紙の新聞を中心として日本特有の市場構造が
形成されてきたニュースメディアに焦点を当て、ウェブにおける情報提供
の現状とサブスクリプションサービスの展望について見ていきたい。

日本におけるニュース接触の現状
日本ではインターネットの普及と相まって、Yahoo!ニュースをはじめと

したポータルサイトにおける無料広告モデルでのニュース閲覧が一般化
した結果、消費者が「ウェブのニュースコンテンツを有料で購読すること」
になじみの薄い状況が続いている。2017年にデロイトが実施した「デジ
タルメディア利用実態調査」の日本版では、「オンラインニュースに課金し
てよいと思う」と回答したのは全体の5%にすぎず、いまだニュース課金
において高い壁があることがうかがえる＊1。
新聞社などのニュースメディア各社はこれまで、ポータルサイトへの記
事提供と自社サイトの運営の2元体制でウェブメディアに取り組んできた
が、そのほとんどが無料広告モデルでの運用である。2010年前後に新
聞社が有料での記事提供を始めるようになったものの、未だ利用は本格
化していない。
広告モデルでウェブメディアを運営するためには、広告の指標となるア

クセス数を確保し、ウェブ広告の特徴を十分理解したうえで収益構造を
構築する必要があるが、ウェブ広告は従来の印刷版の新聞における広告
モデルとは全く異なる構造であり、単価も小さいため収益を確保するこ
とが難しい。一部のメディアにおいては、ウェブサイトのアクセス数を増や
すために、一見目を引くような刺激的な記事タイトルを表示することが主
眼になり、内容の訴求性が低い記事が量産される事態も起こっている。
広告モデル主体の収益構造でウェブでの情報発信を続けることには限
界が見えつつあるのではないだろうか。
最近になって、ウェブメディアにおける情報の盗用や誤報、フェイク

ニュースの問題が明るみに出るにつれ、「質の高い情報には対価を支
払ってもよい」という動きが出てきており、この傾向は、ニュースメディア
が有料モデルを展開するための追い風になる。今後ユーザーのニュース
接触手段が紙からウェブに本格的に移行していくことが想定される中で
は、これまでの紙の新聞の販売収入と同様にサブスクリプションモデル
を運用し、一定規模の収益を上げる方法により目を向ける必要があると
考えられる。

テーマ特化型の成功事例
日本におけるデジタル版ニュースのサブスクリプションモデルの展開

で、一歩先を行くのが日本経済新聞である。同紙の有料電子版は、2010
年3月のサービス開始以来順調に会員数を伸ばし、2018年1月時点で
約56万件に達している。年代別の有料電子版新規契約の推移をみると、
新規契約に占める20代の割合が年々増加しており＊2、若年層においても
必要な情報に関しては有料でニュースメディアを契約する傾向が出てき
ていることが見て取れる。無料登録会員も合わせた電子版会員数は350
万件を超えており＊3、今後は有料会員化を見据えた戦略が本格化すると
考えられる。
日経電子版はまた、アプリの充実や電子版オリジナル記事など紙の新
聞とは違った付加価値を提供し、電子版契約のニーズを創出することに
も成功しつつある。同サービスが契約数を伸ばしているのは、欧米の
Financial TimesやWall Street Journalと同様に経済ニュースの需要
に依るところも大きいが、付加価値の創出という観点では他の総合的な
ニュースメディアの参考になる事例である。
さらにニュースのキュレーションサービス等、新興系のニュースメディ
アでも有料サブスクリプションモデルが登場している。例えば、
NewsPicksは他社のニュースのキュレーションに加え、オリジナルの取
材記事・特集記事を配信しているほか、ウェブ番組を週に一回生放送し
ている。プレミアムプラン（月額￥1,500）ではこれらの記事が読み放題、
番組が見放題になり、さらにオプションを追加した「アカデミアプラン」
（同￥5,000）では、会員限定のオフラインイベントやコミュニティーを運
営している＊4。NewsPicksの有料課金ユーザー数は、2017年12月時点
で5万6,000件を超え、増収の傾向にある＊5。

ニュースのサブスクリプションモデルの可能性 
サブスクリプションモデルのニュースメディアで一定規模の課金ユー
ザーを確保するためには、課金の対価に見合う価値を提供するという観
点から、内容、サービスの使い勝手と価格設定、付加価値の提供に配慮
したサービス設計が重要になるだろう。

①コンテンツの内容
すでにウェブ上ではストレートニュースを中心とした情報には無料で
複数アクセスでき、紙の新聞が従来持っていた総合的な紙面の内容は、
ウェブでは細分化され個別に消費されている。ウェブで有料のサブスクリ
プションサービスを提供する際には、紙の新聞のような総合的な情報よ
りも、オリジナリティがあり課金する価値を見出せる情報が求められる傾
向が今後より一層強まることが想定される。
具体的には、年齢層、思想、趣味嗜好などの軸に沿って必要とされる
情報を提供する特化型メディアに可能性があると考えられる。ニーズとう
まくマッチすれば、個別のメディアのサブスクリプション契約の拡大が見
込まれるだろう。
これまで総合的な情報発信を行ってきた新聞等のニュースメディアが
課金サービスでユーザーを確保するためには、既存の人材と取材網を生
かしつつ、自社がフォーカスする内容の方向性を考慮し、付加価値のある
情報を生成・提供する必要がある。他社にはない強みを見極め、有料購
読につながるオリジナリティのある情報とは何か、読者が自社に求めて
いる情報は何か、といった点を考慮したうえで、注力するポイントを見定
めることが重要となっていると考えられる。
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の記事が読み放題になっており、その変化は『「フロー型」の月刊誌から、
バックナンバーも読み放題の「ストック型」のデジタルサービスへの変化』
と位置づけられている＊6。新聞社も、長年にわたり蓄積された情報を活
用し、アセットを生かした「ストック型」のサービスをサブスクリプションの
一部として提供できるのではないだろうか。一部の新聞社は記事データ
ベースの提供をすでに実施しているが、サブスクリプションとは切り離し
た運用になっているものや、限られた時期の情報しか検索できないもの
など、用途が限られている。ユーザビリティを向上させつつ、価値のある
サービスとしてアーカイブ活用を検討することにも目を向けるべきでは
ないだろうか。

以上のように、今後のニュースメディアは、提供コンテンツを見極める
ための顧客の理解や双方向性、ユーザビリティや情報を伝えるための新
たな技術の活用等を考慮し、常に市場や顧客の反応を踏まえ、継続的に
改善を図っていく必要がある。当然、これらのケーパビリティを獲得して
PDCAを回すための体制整備には、一定の投資も必要とされる。
一方、日本の新聞社は、過去に築いてきた他社にはない貴重なアセッ

トを抱えており、これらの財産を新たな付加価値に転換させることで、情
報を通じて世の中に新たな価値を提供していく次世代メディアとなるこ
とを期待したい。

②ユーザビリティと価格設定
サブスクリプションサービスの有料契約をする可能性があるユーザー
が、ペイウォールの前で立ち止まってしまわないような施策も重要であ
る。現在、サブスクリプションを開始する際には、ログインIDの登録、確認
メールの受信、個人情報など必要事項の入力、支払い手段の選択とクレ
ジットカード等情報の入力と、複数の段階にわたって情報を入力しなけ
ればならない場合がほとんどだ。煩雑さゆえに、大きな遺失利益が出て
いるのではと推察される。
決済がより簡単になれば、契約に至るハードルがぐっと下がり、より多

くの読者を獲得するための間口が広がる。例えばスマートフォンで記事を
閲覧している人が、クレジットカードの確認や細かい個人情報の入力を
スキップして、数回のタップでサブスクリプションの手続きが完了するよう
な仕組みを提供できると望ましい。また、既存のペイメントサービスや、
携帯キャリアの料金支払いとの連携など、支払い方法のオプションを複
数選択可能にすることもポイントになる。
記事閲覧時のユーザーインターフェースにも細心の注意を払う必要が

ある。現状ではウェブサイトでニュース記事を読んでいても、シリーズ記
事の続きのリンクがなかったり、過去の類似記事を見たい場合に再度検
索が必要になったりなど、なかなかスムーズに得たい情報にたどり着け
ない場合がある。新聞紙面の網羅性とはまた違った形で、ウェブメディア
に適した情報の出し方を工夫する必要がある。
モバイルやタブレットで読まれることを大前提とすると、ユーザビリティ
の最大化が非常に重要であることは言うまでもない。顧客の声を聞きな
がら、新たな技術の活用も踏まえ、継続的に改善を図るためには社内の
体制の整備も必要である。
また、これまでの紙メディアの1月当たりの購読料がウェブメディアの
場合も適切なのかという点も考慮すべきだ。現在提供されている動画や
音楽のサブスクリプションサービスは月額1,000円前後が主流である。紙
のサービスの価格にとらわれることなく、ニュースサブスクリプションの
適正価格レンジを見極めることも求められるだろう。

③購読者をつなぎとめるための施策、対価に応じた付加サービス
有料サブスクリプションモデルの付加価値として、継続的に読者とコ

ミュニケーションをとり、つなぎとめるためのサービスの仕組み作りを実
施することも必要になる。これまでの新聞は、マスメディアとして読者に
情報を伝える一方向の情報コミュニケーションを担う役割の側面が大き
く、ユーザーと継続的に双方向でコミュニケーションを取る形式のメディ
アではなかった。しかし、ウェブメディアにおいてSNS等の仕組を利用し
てインタラクティブに情報をやり取りしたり、有料購読者を対象にしたオ
フラインのイベントといった取り組みを実施したりすることで、他社とは
差別化した形で有料課金の価値を創出することができるかもしれない。
また、ニュースメディアは自社のアセットを生かすことにも目を向ける
べきだ。雑誌「クーリエ・ジャポン」は2016年3月に完全デジタル化し、そ
の後2年でデジタル版購読者数は増加傾向にある。デジタル版では過去

著者

佐室 奈々
Samuro, Nana
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

企業のデジタルメディア活用やネッ
トビジネス展開支援を多く手掛け
る。特にネット系メディア企業、広
告代理店、媒体社等の事業戦略、
M&A戦略、海外展開支援等に強み。

＊1 デジタルメディア利用実態調査2017 日本編, デロイト, 2017: https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/md/
digital-democracy-survey-2017.html

＊2 有料会員50万人の推移, 日本経済新聞, 2017: https://www.nikkei.com/edit/50special/pc/index.html
＊3 日経メディアデータ, 日本経済新聞: https://adweb.nikkei.co.jp/paper/data/pdf/nikkeimediadata.pdf
＊4 NewsPicks: https://newspicks.com/subscription/
＊5 平成29年12月期 決算短信, 株式会社ユーザベース, 2018/2/13: http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1556403
＊6 デジタル化2周年！　謝恩企画を続々実施します, Courrier Japon, 2018/3/1: https://courrier.jp/info/113561/
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デロイトは、2018年には北米の18歳以上の10％が４種類以上の広
告に対し同時にブロック行為を行うという行動予測をしており、こうした
人々を「adlergic（広告アレルギー）」と呼んでいる。2017年半ば、デロイ
トは18～75歳の米国人（1,096人）およびカナダ人（1,090人）を対象に、
さまざまなメディアやデバイスにおける広告ブロックの実態を調査した。
その結果、北米では約3/4の回答者が少なくとも1種類は日常的に広告
ブロックを行っており、かなり少数派ではあるが約10％は4種類以上のメ
ディア（従来型とデジタル）で、ほとんどの時間広告ブロックを行っている
ことが分かった。広告ブロックの形態としてはPCやモバイルデバイスのソ
フトウエア、動画・音楽のストリーミングなどでの利用が比較的早いス
ピードで増えつつあるが、それ以外のパーソナルビデオレコーダー（PVR）
のスキップ機能、TVやラジオのチャンネルを変える等の手段は安定して、
もしくはゆっくりと拡大している。2018年、北米では広告アレルギーを持
つ人々が約1ポイント増えると予想される（図15参照）。

広告アレルギーの人の割合は18～34歳のミレニアル世代が著しく高
く、17％以上が4種類以上のカテゴリで広告ブロックを行っている。2018
年にはこれがさらに1～２ポイント高くなると予想される。この傾向に影
響していると思われる要因は年齢だけではない。調査対象国すべてに共
通して、低収入で低学歴の非就業者に比べ、高収入かつ高学歴な就業
者ほどより熱心に広告ブロックを行う傾向が（200～400%）強かった。
（図18参照）。

ただし広告をすべてブロックするという人はほとんどいないようだ。こ

の際には本質的に広告をブロックできないカテゴリ（例えば高速道路に
ある看板など）は除いている。今回の調査では主に７つの広告ブロック方
法を挙げ、その７つすべてを実施する人はどの調査対象国でもほぼ0%と
いう結果であった（2017年）。この傾向は2018年も同様と予想される。

別プロジェクトで、たまたまトルコで同様の調査があり、その内容も参
考として掲載している。以下のグラフにはすべてトルコのデータも一緒に
掲載している。

広告アレルギーとされる広告ブロックの具体的な行動については、図
16を参照されたい。様々な広告ブロックが対象国で行われている概況が
見える。

PCおよびモバイル：PC上で動作する広告ブロックソフトウエアは特に目
新しいわけではない。2016年時点で、すでに米国のユーザーの18%、カ
ナダのユーザーの24％がこのテクノロジーを使用していた212。デロイト
の調査によると、PCの広告ブロックは2017年にはさらに増え、米国の
31％、カナダの27％がこの技術を使用していた。両国ともPC広告ブロッ
カーを使用する人は男性の方が女性よりも10ポイント以上高く、また、
全年齢層の平均に対し18~34歳の年齢層が10ポイント以上高かった。
実に、米国では25~34歳の50%がPCの広告ブロッカーを使用している
と回答している。北米における2016年からの数値の伸びを見れば、PC
の広告ブロックは今後も伸び続け、2018年までにはPC3台に1台以上
の割合で導入されると考えられる。ただ近いうちに、一般的なウェブブラ

#adlergic（広告アレルギー）が流行中？
グローバル版

米国 カナダ トルコ
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出所：デロイト調査（2017年8月～9月に3か国の18歳以上を対象に実施）；米国（1,096人）、カナダ（1,090人）、トルコ（1,061人）

図15. #adlergic（広告アレルギー）の人の割合（広告ブロック行為の総数によりレベル分け）
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テレビ：デロイトの調査によれば、米国人の65%およびカナダ人の60%
がスマートテレビまたはデジタルビデオレコーダー（DVR）＊のどちらかを
所有しており、両国ともそのうちの80%以上が録画したテレビ番組を視
聴し、その際に様々な理由で早送り機能を使っていると回答した。一方
約20％は、そうしたデバイスを持っていても早送り機能は使用したこと
がなかった。つまり、どちらの国でも全人口の約50%が早送り機能対応
のデバイス所有者であり、かつその機能を使用していることになる。ス
マートテレビまたはDVRの所有者が早送りを行う第一の理由として、「広
告をスキップすること」を米国では61%が挙げ、カナダでは67%となっ
た。米国の早送り機能対応デバイスの所有者における男女の比較では、
女性の方が男性よりも広告をスキップする傾向が若干強く（女性64％に
対し男性58%）、また、両国とも年齢別では比較的似た傾向が見られた。

教育や収入による傾向の違いはさらに興味深い。スマートテレビまた
はDVRを所有している人のうち、高学歴かつ収入が最も高い層の米国人
は広告をスキップする傾向が強い（全体平均より13ポイント高い）一方、
子どものいる人々はその傾向が弱かった（全体平均より7ポイント低い）。
カナダ人を対象としたデータには教育や子供の有無で傾向の差はほと
んど見られなかったが、早送り機能対応デバイスの所有者で年収が10万
カナダドル以上の70%は広告をスキップするのに対し、2万5千カナダド
ル未満でスキップする人はわずか55%であった。

ウザに（PCおよびモバイルのどちらにも）広告ブロックソフトウエアが組
み込まれ、ユーザーが新たなモジュールをダウンロードする必要はなく
なるかもしれない213。そうなればこの数字はもっと伸びる可能性がある。
そのソフトウエアはすべての広告をブロックするわけではないが、例えば
勝手に起動し大音量で音楽を流し始めるような、「より良い広告基準
（Better Ads Standard）」に準拠しない広告をブロックするだろう。

世界の一部の地域では携帯電話の広告ブロッカーが広く行き渡ってい
る。ある調査によると、インド、中国、インドネシアのスマートフォン所有者
で何らかの広告ブロックソフトウエアを使用している人はそれぞれ28％、
13%、58％であった。またいくつかの調査では、北米ではモバイル広告ブ
ロックが非常に少なく、1%214か、ゼロ215となっている。デロイトが2017
年に実施した調査では、モバイル広告ブロックの使用を自己申告した人
の割合はもっと高く、米国人の20％、カナダ人の12%がモバイル広告ブ
ロッカーを使用していると回答した。この2か国では、PC広告ブロックで
見られたのと同様の回答者の属性の違いによる傾向が、モバイルでの広
告ブロックについても見られた。モバイル広告ブロッカーを使用する傾向
が強いのは、若者、そして女性よりも男性であった。米国男性の30％が
モバイル広告ブロッカーを使用していると回答した一方で、女性はわず
か10％であった。携帯電話で広告ブロックを使用したいと思わせる要因
（データ消費等）から考えると、モバイル広告ブロッカーの割合が2018年
は増えると思われる。
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図16. 広告ブロック使用率（種類別）

出所：デロイト調査（2017年8月～9月に3か国の18歳以上を対象に実施）；米国（1,096人）、カナダ（1,090人）、トルコ（1,061人）

＊ ハードディスクレコーダーおよびその機能を持つセットトップボックスを指す
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どちらの国にも回答者の属性による重要な違いが見られた。広告を避
けるため、ほんの数パーセントの差がないケースもあったが、若者ほど前
述の４行為のいずれかをとる傾向が強かった。しかしデバイスの画面を
見ながらの視聴については、18~24歳が全年齢層の平均に比べ30ポイ
ント近く高く、82%であった。高学歴、高収入かつ就業している米国人は
テレビ広告を避ける傾向が強かった。こうした差異のすべてではないが、
統計学的に有意と言えるものもある。例えば、就業しているまたは学士
号以上を持つ米国人で、広告を避けるためにチャンネルを毎回またはほ
ぼ毎回変える人は40%を占めたが、働いていない、または大学教育を受
けていない人ではわずか25%であった。カナダもほぼ同様であったが、
年齢層、性別、収入、教育による差は米国ほどではなかった。

DVR、スマートテレビを利用する場合、あるいは図17のテレビ広告を
ブロックする４つの手段のいずれかを使用する場合の割合は、2018年も
米国、カナダともに同程度のままと思われる。

定額制動画配信（SVOD）：もちろん、2018年に視聴される動画のすべ
てが従来の広告モデルのテレビ放送というわけではない。定額制動画配
信（SVOD）サービスの多くは広告が表示されない。SVODサービスに1
つ以上加入している米国人は65%、カナダ人は47%である。ただしカナ
ダの場合、言語が影響しており、英語圏の州のSVOD普及率は平均して
53%であるのに対し、主にフランス語を話すケベック州は34%となって
いる。

テレビ視聴の統計データによれば、従来型のすべてのテレビ視聴のう
ち、タイムシフト視聴（放送時間後の視聴）は米国ではわずか11％216で、
カナダでは9%を下回っている217。この数字は概してどの年齢層でも一貫
しており、米国の場合、タイムシフト視聴は35~49歳で14%、18~24歳
で10%、65歳以上では9％となっている。また米国では人種による違い
もあまり見られない。黒人および中南米系米国人はすべてのテレビ番組
の8~9%をタイムシフトで視聴し、アジア系米国人は約13％である218。カ
ナダ人の場合、18~34歳が平均よりもタイムシフト視聴の傾向が強く、約
12％となっている219。

DVRもスマートテレビも持っていない場合でも広告ブロックはできる。
コマーシャルが始まったらチャンネルを変える、音声をミュートする、部屋
を離れる、電話、タブレット、コンピュータ（第二の画面とも）を見るといっ
た行動をとればよい。

図17はこうした方法での広告ブロックを毎回、またはほぼ毎回行う米
国人およびカナダ人に関するデータだ。いずれの行動も米国の方がカナ
ダより多くみられるが、各行動の傾向はこの2か国ではほぼ同様であっ
た。広告主の立場からすれば、広告ブロック行為はどれも同じというわ
けではない。部屋を離れられてしまっては、広告対象者の目と耳には何
も入っていかない。しかしチャンネルを変えられただけなら、ほんのわず
かながら広告を見てもらえるかもしれない。広告の音声をミュートされた
場合は耳には入ってこなくても映像は見てもらえるかもしれない。デバイ
スの画面を見ている場合なら、集中はしていなくても音声は耳に入る可
能性はある。
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図17. テレビの視聴中に広告を避けるため、毎回、またはほぼ毎回行っている行動は？

出所：デロイト調査（2017年8月～9月に3か国の18歳以上を対象に実施）；米国（1,096人）、カナダ（1,090人）、トルコ（1,061人）
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ラジオと音楽：広告のない定額制の音楽配信サービスに加入するという
人もいる。デロイトの調査によれば、米国人のうちこうした音楽配信サー
ビスに１つ以上加入している人は33%で、カナダはわずか19％であっ
た。両国とも他のメディアで見られたのと同様の傾向が見られ、高収入、
高学歴、就労者、若者であるほど、広告のないプレミアム版音楽配信サー
ビスの加入者である傾向が強い。一例を挙げると、米国人の就業者は
41%が加入しているが、非就業者ではわずか21％となっている。広告が
ないことを主な加入理由とする人が米国もカナダも10%未満であった
SVODとは違い、プレミアム版音楽配信サービスでは広告がないことこ
そが重要な加入要因となっている。米国では加入者のうち86%が広告が
ないことを重要または絶対の加入理由であるとし、カナダ人では89%が
そのように答えた。

またテレビと同様、ラジオでも、特に運転中に広告をブロックするロー
テクな方法がある。調査では米国人のうち41％で、カナダ人は30％が、
コマーシャルが始まると毎回またはほぼ毎回すぐにラジオチャンネルを
変えると答えた。この行動はかなり顕著に年齢との関連性が見られた。
米国、カナダのいずれでも、毎回またはほぼ毎回チャンネルを変える人
は18～24歳では60％以上だったのに対し、55～75歳では20％未満で
あった。

ラジオでの広告ブロック行動の傾向は2018年も同様だと思われる
が、広告のないプレミアム版音楽配信サービスの加入者は増加し、米国
人の30％は広告を避ける目的で１つ以上のサービスに加入すると予測
される。

SVOD加入者の属性に意外性はない。米国では1つでもこのサービス
を利用する加入者は18~24歳で89％であるが、55~75歳ではわずか
36％となっている。就業者は70％、非就業者では56％である。また、大
学教育を受けてない加入者は55%であるのに対し、大学教育を受けた
か、大学の学位を持つ人は67％となっている。

最後に、年収が7万5千米ドル以上で一つでもSVODサービスに加入し
ている人は71％、2万5千米ドル未満での加入者は49％であった。カナ
ダの調査対象者も、差は若干小さいもののほぼ同様に分かれている。

有料ストリーミングサービスに加入する理由は実にさまざまである。
SVODに加入している米国人の46%は、広告がないことが加入理由の一
つだとし、また8%はそれが加入の一番の理由だと答えている。カナダ人
の場合は前者が57％、後者は９％であった。

2018年は、1つ以上のSVODサービスに加入する家庭の割合は全体
的に増えるが、広告がないことを主な加入理由に挙げる人の割合はほ
ぼ変わらないと考えられる。もし2018年に米国人の70％がSVOD加入
者となり、そのうち広告がないことを一番の理由とする人が前年と同じく
8%とした場合、全米国人の約６％が、そして英語を話すカナダ人の約
５％が、広告ブロックの手段としてSVODを利用するということになる。
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図18. 4種類以上の広告ブロックを行う人の属性

出所：デロイト調査（2017年8月～9月に、4種類以上の広告ブロッキングを行った3か国の18歳以上を対象に実施）；米国（110人）、カナダ（59人）、トルコ（121人）
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広告ブロックソフトウエアの多くが表示させない広告は一部のみであ
り、DVRのヘビーユーザーでさえ、普段はテレビをリアルでも視聴する
（多くはスポーツ、リアリティ、ニュース、天気、授賞式等）ことから、彼らも
広告の一部、大部分、あるいはすべてを目にすると考えられる。

放送局は月額視聴料を徴収して広告がない（またはほとんどない）放
送サービスを提供してもよいかもしれない。今のところ広告のない有料
サービスを一部のネットワークはすでに提供しているが、利用はわずかで
はある227。一つ例を挙げれば、無広告版のYouTubeの加入数は推定
250万件である228。一方、広告ありの加入数は数十億件に達する。

ほかにも広告ブロックができないカテゴリとして、プロダクトプレイス
メントがある。2015年の米国では約60億ドル規模であったが、年平均成
長率は20%を超え、2019年には114億４千万ドルまで拡大すると予測
されている229。米国の広告費が年間で総額２千億ドルを超えているため、
プロダクトプレイスメントは全広告費の約３～４％となる。これはアメリ
カ大陸でのみ重要な要因になると思われる。米国、メキシコ、ブラジルの
プロダクトプレイスメント市場は世界のプレイスメント総費用の80％以
上を占めている。

広告アレルギーのグループを分けるのは年齢だけではない。高学歴、
高収入の就業者ほど広告嫌いの傾向が強いことが分かっている（図18
参照）。4種類以上の広告ブロックを行っている人の絶対数はどの国も小
さいため、調査結果の解釈は慎重に行う必要がある。とはいえ一部では
差異が非常に大きいため、検討およびさらなる調査を行う価値はあるだ
ろう。これらはもちろん、多くの放送局および広告主にとって特に関心が
高い属性グループデータである。割合に男女差はなく、広告アレルギー
の傾向は男女ともほぼ同じである。

米国人およびカナダ人のうち、4種類以上のメディアで広告ブロックを
行っている人はわずか10%であり、残りの90%はメディアによっては数多
くの広告を目にしているが、それらを避けたいと思うほど気にしてはいな
いようだ。5人に1人は広告ブロックを行っていない。さらに広告アレル
ギーの人々は多くの広告をブロックしているが、すべてをブロックしてい
るわけではない。

デスクトップ スマートフォン アプリ スマートフォン ブラウザ タブレット アプリ タブレット ブラウザ

65+

55-64

45-54

35-44

25-34

18-24

Total 34%

23%

31%

32%

36%

34%

53%

50%

66%

53%

48%

46%

27%

54%

7%

7%

7%

7%

8%

7%

6%

7%

4%

7%

6%

7%

10%

12%

2%

1%

1%

1%

2%

3%

3%

図19. 各プラットフォームに費やす時間の割合（年齢別）2017年

出所：comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, 米国の18歳以上を対象, 2017/6
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ただ、これは他の多くの市場にはあてはまらないだろう。他の英語圏
の市場では広告ブロック行動のレベルはかなり低いと推測される。例え
ば英国の場合、テレビの広告枠はかなり少なく、テレビとラジオのコマー
シャルは同じ時間に流される。そのためわざわざチャンネルを変えようと
いう意向を持つ人も少なければ、変えた場合の効果も少ないだろう。同
様に2017年にフランス人の視聴者にインタビューした結果からは、
SVODの水準が低いだけでなく、広告をスキップするためにDVRを使用
することも北米ほど一般的ではないことが分かっている。

それゆえ北米人を対象とした調査結果が世界中に当てはまるわけで
はないことに注意しなくてはならない。だがトルコの結果からもわかるよ
うに、北米だけが特別ということもない。少なくとも時には似たような傾
向を示す国はほかにもあると考えられるからだ。

最後はトルコと、そのほかの米国・カナダ以外の国の状況について見
ておこう。

トルコと北米とでは相当な違いがあるものの、広告ブロック行為は驚
くほど似ている。どちらかといえばトルコ人と米国人の行動の方がお互い
に似ており、カナダ人が例外のように見える。

北米に比べ、トルコの調査対象者の方がテレビチャンネルやラジオ局
を変えることへの関心が高いようで（図16参照）、就業者と非就業者、高
学歴者と低学歴者との差は北米ほどではなかった（図18参照）。しかし概
して複数のカテゴリを詳細にみても、違いよりも共通していることの方が
顕著であった。

要点

広告主が広告をブロックする人 （々特に若者、就業者、高所得者、高学歴者）にリーチするために、簡単にはブロックできない広告カテゴリが
今後数年間で大きく成長することになるだろう。2018年に米国では、モバイルおよびアプリの広告費が対前年比で28％、OOH（Out of 
Home：家庭以外で接触するメディアによる広告）が5.5％（デジタルOOHは18%）220、ソーシャルメディアによる広告費は14％伸びると予想
される221。

ソーシャルメディア内でも成長を遂げているサブカテゴリが存在している。2017年、ソーシャルメディアのインフルエンサーの台頭で10億ド
ルの価値が創出された。その価値は2019年までに2倍になるとされており、年平均成長で40％を超えることになる222。若者市場をターゲット
とする広告主の中には、ソーシャルメディアのインフルエンサーから離れ、Slackチャネル（Slackとはデジタルワークスペースで、チャネルとは
ユーザー同士がコミュニケーションとシェアを行う場）や、さらにはフェスティバルのスポンサーになっているところもある223。

広告ブロッカーを何とか回避しようとしている広告主には、当然モバイルをターゲットにするだろう。PC（ノートPCおよびデスクトップ）の広
告ブロックは約30％とかなり普及しているものの、モバイルはそれより低く、自己申告では20％であった。しかしこの数字は相当過大な見積
もりかも知れない。さらにモバイルで広告ブロックを行う場合、それはブラウザレベルであって、アプリ内広告はブロックされていない。しかし、
そこに費やす時間を考えると、モバイルアプリの市場はどれほど大きいのだろうか？

米国のデジタル利用動向に関するcomScore社のレポート（2017年8月）によれば、18歳以上の成人のデジタルメディア視聴時間のうち、
合計で57％がモバイルアプリの利用に費やされていた（50%がスマートフォンアプリ、７％がタブレットアプリ）224。しかしこの時間の使い方は
すべて18歳以上の場合である。18～24歳の若年層はデジタルメディア視聴時間の70％をモバイルアプリに費やしており、コンピュータはわず
か23％であった。一方65歳以上の年齢層はモバイルアプリが40％未満、コンピュータが53％であった（図19参照）225。

これらの平均値は重要だが、広告主は、アプリに費やす時間がデジタルメディアのカテゴリにより著しく変わることに留意する必要がある。
ソーシャルネットワーキング、ゲーム、出会い系のメディアカテゴリのモバイルアプリでの利用時間はそれぞれ70％、81％、79%となっている。
しかしそれ以外のカテゴリとでは全て、モバイルアプリに費やす時間は50%未満となっている。実際、旅行やスポーツ系のモバイルアプリの時
間はデスクトップより短く、33～34％程度である226。
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#adlergic（広告アレルギー）が流行中？
日本の視点

日本におけるアドブロックの使用状況
日本でもアドブロックソフトウエアは他国と同様の水準に普及するの
だろうか。下記図1はデロイトが2017年に実施した調査における、日本
での広告ブロックソフトウエア使用状況のデータである。パソコン、スマー
トフォン、タブレットのいずれかのデバイスで広告ブロックソフトウエアを
使用している割合は12％となっている＊1。本章で述べられているように
18歳以上の約3割がPCでアドブロックを利用している米国やカナダに比
べて低い水準であり、まだ国内では一般的に普及しているとは言えない
状況である。
この差を生んでいる要因はいくつか考えられるが、国内のウェブメディ
ア、モバイルメディアにおける広告コンテンツの質、ターゲティング精度
が、日本で広告ブロックが進まない理由の一つに挙げられる。他国に比
べて、見てもらうためのコンテンツとしての質を追求した広告、ユーザー
の興味領域に則した内容が広告として届けられているという環境が、
ユーザーが広告を拒絶するまでに至らない状況を作り出していると考え
られる。
また、広告を見るかどうかユーザーが選択できるよう、動画広告にス

キップボタンを用意するなど、ユーザーエクスペリエンスに配慮したパブ
リッシャーサイドの誠実な対応の努力も要因として挙げられる。
ただし、プレスティシャル広告（視聴しようとするコンテンツに到達する
前に表示される広告）、スクロールオーバー広告（コンテンツに重なる形
で表示されるため、画面をスクロールして移動する必要がある広告）が
頻繁に露出し、閲覧の妨げになるようなサイトが複数存在することも事
実である。そこに煩わしさを感じたり、無駄なデータ通信料がかかること
に不満を覚えるユーザーも当然いるだろう。

アドブロック関連のメジャーアプリやツールの日本向けローカライズ
は進んでおり、国産アプリも既に登場し始めている。日本でもすでに、
Google ChromeやMicrosoft Edgeなどの主要ブラウザの拡張機能と
して広告ブロックをインストールできる。Safariでもコンテンツブロッカー
の機能を搭載しており、広告ブロックアプリを併用することで利用が可能
になっている。
他国に比してリードタイムの違いはあるにせよ、日本でもアドブロック

ソフトウエアがユーザーから一定の支持を得るようになることにあまり
疑問は感じられない。ちなみに2017年の日本のAppStoreの有料App
ランキングでは、「280blocker」というスマートフォン向けの国産広告ブ
ロックアプリが1位になり、2018年3月現在でも1位にとどまっている＊2。

GoogleChromeのビルトイン広告ブロックが持つ意味
本稿を執筆するにあたり、当初はアドブロックの日本での普及率の将
来予測の試算を考えていたが、Googleが2018年2月から米国において
Google Chromeにビルトイン形式の広告ブロック機能を実装したこと
を受けて、より大事な論点があるのではと考えるようになった＊3。

Googleは、広告の改善を目指して関連プレイヤーが設立した団体で
あるThe Coalition for Better Adsが制定したオンライン広告の基準
「Better Ads Standards＊4」に基づき、準拠しない広告の表示を
Chrome側で表示停止する機能を2018年2月15日から適用開始してい
る＊5。適用対象には、ユーザーの閲覧を妨げるポップアップ広告、音声付
き自動再生広告などが含まれている。

Q. 広告ブロックソフトウエアを現在使用していますか？ Q. 広告ブロックソフトウエアについて、非常にそう思う・ 
ややそう思うものは？　※複数回答

はい
12％

いいえ
88％

0%20%40%60%80%100%

あらゆる広告を回避したいため、
広告ブロックソフトウエアを使用している

オンライン上での動作のスピードや
パフォーマンスが向上するため、
広告ブロックソフトウエアを使用している
個人データのセキュリティや
プライバシーに懸念があるため、
広告ブロックソフトウエアを使用している
選択した広告のみが表示されるよう
ブロックする広告を選択できるため、
広告ブロックソフトウエアを使用している

友人に勧められたため、
広告ブロックソフトウエアを使用している

82%

77%

65%

52%

28%

N=245N=2,018

図1. 広告ブロックソフトウエア利用状況（日本：2017年）

注1：広告ブロック使用機器の内訳（複数回答）：ノート型パソコン 56%、デスクトップ型パソコン 45%、スマートフォン 39%、タブレット 23%
注2：14歳以上の消費者を対象にしたオンラインサーベイの結果
出所:デロイト, 「デジタルメディア利用実態調査」, 2017

全体の12%が広告ブロックソフトウエアを使用している
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エクスペリエンスの高度化とアドブロック普及の競争
アドブロックに端を発したメディアの新陳代謝が起こり、より情報を必
要としているユーザーへ適切なタイミングで広告が配信されるとともに、
広告コンテンツの質が追及され、広告に携わるプレイヤーにメディア・広
告としての資質が厳しく問われる時代が到来することが想定される。広
告主もそういった質が高く、信頼に足る効果をもたらすことができる広告
のみに適切な予算を投下する姿勢へと変化していくだろう。
現状では、各ステークホルダーの努力が成し遂げるエクスペリエンス

の高度化と、アドブロックの普及のどちらが人々の支持を得るのかといっ
た競争が繰り広げられると言い換えることもできるのではないだろうか。
議論をすり替えてしまったように聞こえるかもしれないが、その見極めが
重要な論点になると考えている。

この状況をみると、これまでTVやラジオといった限られたプレイヤーの
みが広告コンテンツを配信でき、そこで広告枠を用意するためのルール
や秩序が形成されていたマス広告の世界の構造に、ウェブ広告も近づく
のではないかという気がしてくる。インターネットの普及に伴って、誰でも
メディアを持つことができるようになり、ウェブサイトには特に制限なく広
告を掲載することが可能になった。それにより、さまざまな形態でユー
ザーのコンテンツ視聴を妨げる広告が乱立する状況になってしまった。そ
の対処方法として、言うなれば自身の収益にも影響を与えかねない中
で、Google自らがリーディングカンパニーとして、無秩序なインターネッ
ト広告の世界における業界標準の設定に動いたと捉えることができる。

Google Chromeのグローバルでのブラウザシェア（モバイル含む）は
60%近くで＊6、ユーザーの規模を考えると、ブロックされる広告の総量は
少ないとしても一定の影響力があり、ウェブメディア・パブリッシャー各社
がこの動きを無視することは得策とは考えられない。

P&GのCBO Marc Pritchard氏が2017年に全米広告主協会で
「我々が納得できるところに予算を投入する」としてインターネット広告へ
の出稿を抑える意向を示したスピーチから一年が経とうとしているが＊7、
デジタル広告取引には透明性の課題がある上に、アドブロック機能の導
入により接触の低下が懸念されるウェブ広告を出稿することを広告主が
回避する傾向は今後さらに強まることが予想される。
広告に接触する消費者側から見ても、テレビや新聞といったマスメディ

アを中心に広告に接触していたひと昔前に比べると、パソコンやスマート
フォンでデジタル広告に接触するようになったことで、目にする広告の消
費量は計り知れない勢いで拡大している。知らず知らずのうちに、消費者
自身によるノイズキャンセラー機能の性能も向上し、無意識のうちに、自
分に関係の無い情報を排除、スルーできるようにもなっているといえる。

また、Googleは以前に「マイクロモーメント」という興味深い観点を提
唱している＊8。人々の「何かを知りたい」「買いたい」「したい」といった感情
や欲求が沸き上がる瞬間＝マイクロモーメントに照準を合わせて、それ
を的確に見極め、適切な情報を届け、効果を正しく測定することを重視し
ていくというものだ。今後のマーケティングの進化の方向性を考えると、
いかに人々の感情の変化を予測し、消費者の感情に変化を与えるような
メディアを通じて、それぞれの瞬間に合わせた最適な情報が提供できる
か、そしてその際に適した最適な広告の配信が必要となっていくのか、と
いう点が重要なのだと考えられる。
そんな世界においては、煩わしいデジタル広告のブラウジングエクスペ

リエンスは排除され、ウェブ、モバイルメディアにおける広告の秩序が形
成されていき、不要な広告枠に広告費は投下されない時代が訪れること
を予期せずにはいられない。今後は洗練されたユーザーエクスペリエン
スというものが、一層問われる時代へとフェーズを変えることになると想
定される。
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メディア産業の地殻変動
近年、映像メディアを取り巻く変化が顕著になりつつある。日常におけ

る映像コンテンツ接触の大半をテレビ放送が占めていた視聴環境は、イ
ンターネットの登場以降変化を迎えている。現状では、若年層を中心にテ
レビ放送の視聴時間が減少し、インターネットでの動画配信の利用が増
加している＊1。ネット系の映像サービスでは、既存のメディア企業に加えて
新興事業者の参入が相次ぎ、コンテンツの提供形態も多様化しつつある。
インターネットで映像サービスを視聴する傾向は、現状では特に若年
層世代において顕著であるが、この動きが幅広い年代に普及すると、中
長期的には全世代的にテレビ視聴時間の減少が進むと予想される。今
後、視聴者の映像メディアへの接触状況がさらに変化し、新興事業者の
プレゼンスが拡大した場合、これまで長らくの間メディア市場の中で強い
影響力をもってきた放送局が担う役割や立ち位置に変化が生じることが
考えられる。
本稿においては、映像系サービス提供事業者の動向から考えられる将
来的なメディア業界の構造変化を予測しつつ、特に放送局等の既存のメ
ディアにとって、今後を見据えた場合に何が求められるのかについて考察
したい。

新興系配信事業の台頭
大容量のデータ通信を可能とするブロードバンド環境が整備され、ス

マートフォンの普及とLTE等の高度な移動体通信ネットワークの利用が
増加しつつある中、家庭のテレビ端末やモバイル端末で、通信回線経由
で品質に問題なく動画を視聴できるようになった＊2。このような技術的な
進展を背景に、インターネット経由で映像サービスを提供する多様な事
業が展開され、視聴者が映像コンテンツを視聴する際の選択肢は格段に
増えている＊3。映像コンテンツにおける競合状況は、地上波を横並びに
見た場合のチャンネルシェアや、広告放送／有料放送の区分の中での視
聴者のコンテンツ接触や加入料支払いの差異にとどまらず、新興系の配
信事業も含めプレイヤー、サービス形態ともに複雑化している。
インターネット経由で映像サービスを提供する事業は、既存の放送局
が中心となっているものに加え、テレビ放送を出自としない新興事業者
が運営する事業も複数あり、これまでの放送サービスとコンテンツの質
や量で競合するようになりつつある。新興系の映像配信サービスを収益
の観点から分類すると、広告モデルと課金モデルに大別される。

①広告モデル
視聴数やアクセス数に応じて広告収入を獲得する広告モデルでは、

YouTubeに代表されるようなクリエイターが提供する映像動画などを
配信するプラットフォームや、インターネット放送局であるAbemaTVが
挙げられる。

YouTubeについては、プラットフォーム上でコンテンツプロバイダやク
リエイターが提供する動画と広告がビジネスの中心になっている。
YouTube上で自作の動画を配信し、広告で収益を上げる「YouTuber」＊4

による動画コンテンツがその代表例である。YouTuberについては、
2017年末時点でYouTube上のチャンネル登録数が500万以上、総視聴
回数が数十億を超えるクリエイターが複数存在しており、一定規模の市
場が形成されつつある＊5。また、日本の中高生を対象とした調査＊6で、
YouTuberが将来なりたい職業ランキングの上位に入る等、若年層に対
する影響力があることも垣間見られる。2017年8月には、YouTuberの
マネジメント会社が株式上場しており＊7、クリエイターを支援する環境も
これまで以上に整うことが予想される。
現時点でYouTuberの動画をジャンルで分類すると、娯楽やエンター

テインメント領域が中心だが、今後の動きとして、ジャンルの幅の拡大で
オーディエンスの母数が増加する、YouTuberに対して投資家・マーケ
ターが投資を拡大するなどの変化があると、メディア産業全体に与える
影響はこれまで以上に大きなものになると考えられる。つまり、これまで
テレビほか既存のマス広告に投下されていたリソースが、YouTube等の
動画広告へシフトする動きがさらに加速する可能性がある。一方で、視聴
を稼ぐために演出が過激化する点、例えば食べ物や商品を大量に無駄
遣いする等、社会規範上問題視される点もあるため、公共性の面から確
保すべき価値への配慮が必要になるだろう。

映像系新興メディア事業者の台頭による
放送業界への影響　日本の視点
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後者の代表例であるAbemaTVは、株式会社サイバーエージェントと
株式会社テレビ朝日が共同出資で事業運営している「インターネットテレ
ビ局」である＊8。ニュースやスポーツから娯楽・エンタメコンテンツ等、幅
広いジャンルのチャンネルをテレビ放送と同様にタイムテーブル方式で
配信する形式のサービスを提供している＊9。Abema TVではサイバー
エージェントの持つネット上のユーザビリティのノウハウと、テレビ朝日の
持つ番組制作のノウハウを組み合わせることで初期段階における視聴者
の獲得に成功したと考えられる。

AbemaTVのビジネスは先行投資の額が非常に大きい一方で、2017
年末時点では、数百億円規模の赤字が続いており、収益性をいかに確保
するかが今後サービスを運営する上での課題である。この観点では、視
聴手段がポイントになると考えられる。現状でAbemaTVへのアクセスは
スマートフォン経由が中心だが＊10、放送と同等程度のユーザビリティでテ
レビ端末等の大きなスクリーンでもAbemaTVのコンテンツを視聴するこ
とが一般的になり、既存の放送局のチャンネルと横並びでAbemaTVの
チャンネルが認識・視聴されるようになると仮定した場合、放送番組と同
じ土俵で、コンテンツ力の面で勝負ができるような状況が訪れるかもしれ
ない。この議論は極端に聞こえるかもしれないが、可能性としては考慮し
ておくべきポイントといえる。さらにインターネット広告業界での経験をも
とに、アクセスログ等のデータ分析を活用したコンテンツ内容の改良や、
オーディエンスをセグメント化したターゲティング広告など柔軟な広告モ
デルの採用といった点で、強みを活かすことができるのではないか。
ただしその際には、従来からテレビ視聴の指標として機能している視
聴率と比較可能、あるいは共通の観点で評価できる新しい視聴指標が求
められるようになるだろう。現状では、視聴率のパーセンテージと配信の
アクセス数を数値的に比較・評価可能な指標は確立されていない。この
点は今後大きな課題になるだろう。

著者

宮内 亮
Miyauchi, Ryo
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

大手インターネットメディア企業の
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競合分析やサービス分析、決算分
析等の分析業務に従事。放送・ネッ
トのメディア領域や、デジタル分野
を強みとしている。
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放送・映像業界の構造変化
新興事業者による映像配信サービスについては、コンテンツ投資によ

る視聴者の獲得にとどまらず、既存の放送・映像業界の構造自体にも変
化をもたらしつつある点にも注目される。配信事業者は潤沢な資金を基
にオリジナル作品の制作を行っており、これまで放送事業者や映画会社
が主体になっていた映像作品制作の体制に変化をもたらしている。米国
ではすでに配信事業者が制作した作品がアカデミー賞、エミー賞、ゴー
ルデングローブ賞などに複数ノミネートされ、受賞に至るケースが年々
増加している。
特にNetflixは制作分野への投資に注力しており、世界中で独自番組
制作に力を入れている。2018年にはグローバル全体で番組制作に70億
～80億ドルの投資を行うとされており＊20、これは日本国内の地上テレビ
番組制作金額と比較すると、非常に大きな投資である＊21。

Netflixはグローバル展開の際に、各国のメディア市場を丁寧に調査・
分析しており、日本展開の際にも日本のメディア業界で力を持つ放送局
等との連携を進める等のアプローチを行っている。日本市場においては、
グローバルで価値が高いとされるアニメにも着目しており、グローバル展
開を見据えてコンテンツの調達に向けた投資も並行して行っている。例
えば、「Netflixアニメスレート 2017」等を開催しながら、クリエイターの
製作環境整備、視聴者に対する体験の提供を訴求している＊22。さらに
Netflixとアニメ製作会社が直接契約し、新作を製作する事例も出てきて
いる。これまで日本ではアニメ製作会社と放送局、広告代理店、ソフト販
売メーカーなどで構成される製作委員会方式での作品製作が主な手段
だったが、Netflixと直接取引をすることで、アニメ会社側に十分な予算
が投下されるようになり、フレキシブルな製作体制が可能になっている例
もある＊23。Netflixによる施策は、日本をアニメコンテンツの調達拠点と
して機能させるためのものでもあるが、その結果として日本のアニメ市
場の構造転換がもたらされる可能性があることは興味深い。
同様の変化はドラマやバラエティ等、他のコンテンツ分野でも起こって

いる。日本でもNetflixだけでなくHuluやAmazon Primeでも、オリジナ
ルのドラマやバラエティ番組の制作・配信事例が増えている。この背景に
は、これらの配信サービスが世界的なプラットフォーム網をすでに構築し
ており、番組の制作段階から世界展開して制作費をリクープすることを
想定してコンテンツに投資できるというメリットがある。
この構造からすると、基本的には国や地域単位で放送ビジネスを展開

している既存の放送事業者が、グローバル展開の基盤を持つ配信事業者
のように、制作会社に対して潤沢な資金を基に制約の少ない制作体制を
提案することは考えにくい。制作会社が配信事業者のコンテンツを制作
するようになることで、コンテンツ制作の経験と自由度が高まっていくで
あろうことをプラスと捉え、今後は放送局と制作会社との関係性の中で、
配信事業者の場合とは異なるアプローチでいかに双方にメリットがある
形で制作体制を構築していくかという点に視点を移す必要があるかもし
れない。

②課金モデル
都度課金や月額等の定額課金の形式で、消費者に対価を支払ってもら

うことで成り立つ課金モデルの映像配信サービスでは、日本テレビが運営
するHulu＊11や米国発のNetflix＊12、Amazon（プライムサービス）等が代
表例である。従来型のVOD（ビデオ・オン・デマンド）のサービスを行って
いた事業者＊13との特徴的な違いとして、独自番組制作を行っていること、
レコメンド機能等の高度化に非常に力を注いでいることが挙げられる。
スポーツの分野においては、従来は放送局が放映権の主な買い手で
あったが、新興事業者がインターネット配信権を獲得しサービスを提供し
始め、プロ野球やJリーグ、MLB、NBAなどの人気スポーツの映像に、イ
ンターネットを通じてアクセスしやすくなっている＊14。
日本では、英国のパフォーム・グループが運営するDAZNが2016年末

に2,100億円という巨額を投じ、これまで有料放送サービスのスカパー！
が保有していたサッカーJリーグの放映権について、2017年以降の10年
分の権利を獲得したことが注目を集めた＊15。DAZNは、2017年の夏に、
日本国内でのサービス開始１年にして100万契約を突破＊16したと発表し
ており、順調に会員数を増やしていることが確認できる。DAZNの日本参
入においては、消費者のメディア消費形態の変化のみならず、既存の放
送局が持っていた放映権＝コンテンツを奪ったという業界構造の変化を
もたらした側面の影響が大きい。特に有料放送等の既存放送事業者は、
新興系配信事業者が人気コンテンツの配信権を次々と取得する中、視聴
者が配信サービスに移行する脅威に直面しているといえる＊17。
広告が中心のYouTubeとAbemaTVでも、課金形式のモデルも採用

している。YouTubeは米国で有料サービスの「YouTube TV」や
「YouTube Red」を提供しているが、2018年3月時点では日本では開始
されていない。「YouTube TV」はネットワーク局をはじめとする50局以
上の放送局のコンテンツを月額35ドルでストリーミング視聴可能になる
サービス＊18で、従来型のケーブルテレビの多チャンネルサービスと比較し
て安価で手軽な設定にしてユーザー数の拡大を狙っている。「YouTube 
Red」は、広告なしの動画や動画のオフライン再生が可能になるプレミア
ムサービスである。こういった有料サービスが日本市場でも提供されるよ
うになった場合、さらに映像サービスの視聴動向に変化が起こる可能性
がある。AbemaTVではすでに有料のプレミアムプラン（月額960円）を提
供しており、番組のタイムシフト視聴やプレミアムプラン限定コンテンツ
の視聴等のサービスを提供している＊19。こういった広告モデルと課金モ
デルを組み合わせたマネタイズモデルの構築も今後本格化していくこと
が予想される。
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②コンテンツの制作・調達
より多くの視聴者を獲得するためには、番組制作に投資を行い、視聴
者に「（広告放送において）この番組を必ず視聴したい」「有料会員になっ
てでも視聴したい」と思わせる、独自性のある番組を豊富に取りそろえる
必要がある。新興事業者が積極的にコンテンツ投資を進める結果とし
て、アニメやスポーツ、ドラマ等の視聴者獲得のドライバーになるコンテ
ンツについては、特に市場価格が高騰することが考えられる。
この傾向が顕著になると、既存の放送事業者にとっては、これまで調
達できていたコンテンツであっても価格面の折り合いがつかなくなり調達
しにくくなるという事態も想定できる。実際に英国で起きた事例として、
BBC（英国放送協会）や民間放送のITVが、2014年にエリザベス2世を
テーマにした番組の競争入札でNetflixに敗れている＊24。その際、Netflix
が番組制作に投資するとした金額は1億ポンドと言われており、これは放
送局が拠出するには非常に高額である。
このような状況の解決策として、例えば英国のBBCは、新作を制作・
放送する比率を減らして少数精鋭の番組に予算を集中投下し、クオリ
ティの高い作品を制作する方向にシフトしつつある。また同じく英国の
ITVは「ダウントン・アビー」の制作に当たって、番組販売等の二次展開を
具体的に想定したハイクオリティ・ハイブランドの番組制作体制を構築し
ている。
今後、視聴者の視聴動向の変化と相まって放送事業の広告費・制作費

が縮小することも想定される。その際に放送事業者の視点では、こういっ
たリソースの選択と注力点の見極めがポイントになってくるだろう。自社
がフォーカスするコンテンツのポイントを見定め、これまでのように全方
位的なジャンルで新しい作品を制作・放送し続けるというよりも、例えば
新作の数を減らしてその分特定のコンテンツに投資する、他の事業者が
取り組んでいない領域のコンテンツ開発を試みるなど、リソース投下の
配分を見極め、他のサービスと差別化し、視聴者を獲得する方策を検討
する必要があると考えられる。

変化するメディア環境の中で、放送事業者には何が必要か？
メディア環境が変化している中においても、既存の放送事業者は、幅
広い視聴者のニーズを満たしながらマスメディアとしての役割を継続的
に果たす必要がある。一方で、特定のジャンルについては、放送局がこれ
まで果たしてきた価値が新興事業者等により代替される可能性もある。
とはいえそれは「テレビがネットに置き換わる」という単純な構造転換に
はならないはずである。視聴されるコンテンツのニーズは多様化し、利用
シーンや使用可能な機器、放送受信環境やネットワーク環境による使い
分けも起こるだろう。
既存の放送事業者が活用可能な経営資源には限りがあるため、マス

メディアとしての価値を果たすことを前提としつつも、市場環境を丁寧に
調査分析したうえで注力すべき領域やジャンル等を定め、メリハリを持っ
た事業展開を進めることが求められるのではないだろうか。具体的に
は、①コンテンツの内容、②コンテンツの制作・調達、③放送事業でのマ
ネタイズの方向性、④海外展開等による放送外収益確保の方策、の大き
く4点において、目指すべき方向性を検討し、具体的な方策を実行に移す
べきである。

①コンテンツの内容
コンテンツの内容やラインナップは、既存の放送事業の発展的継続を
見据えた際のポイントになる。前述のようにNetflixをはじめとする新興
系事業者による投資が活発化する中で、コンテンツの種類によって、視聴
セグメントとニーズが細分化されつつある。そのような中で既存の放送
局が継続的に視聴者を獲得するためには、注力すべきコンテンツの内容
をより具体的に見極める必要があるだろう。
具体的には、テレビ放送の強みである「ライブ」のメリットをこれまで以
上に活用した事業展開に改めて目を向ける必要があるだろう。テレビ放
送が強みとするストレートニュースや報道番組といったコンテンツを生か
しつつ、自社のコンテンツに深くコミットする視聴者を獲得できるジャンル
や内容にフォーカスしていくべきではないだろうか。
第6章「オンラインの世界でも「生」が魅力」でも分析しているように、オ

ンラインサービスの台頭で「いつでも・どこでも簡単に」コンテンツに接触
できるようになった一方で、「今ここ」にしかない価値を創出するライブの
持つ強みは未だ衰えていない。特に放送においては、同時性や速報性が
必要とされるニュースやスポーツを広く同時に伝えることができるという
強みを常に念頭に置く必要がある。
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③放送事業でのマネタイズの方向性
広告モデルで成り立つ民放については、テレビ視聴時間の減少と新興
事業者のプレゼンス拡大が影響し、これまでのような広告収益が見込め
なくなることも予想される。ただし、ネットの広告モデルのみで配信事業
が成立するかは未知数である。ネット動画配信の広告が従来のテレビ広
告のようなマス広告としての機能を持ち得るのかは、視聴者の視聴動向
や、視聴指標の整備の観点などで今後注視が必要である。
広告モデルに関しては、放送局は従来型のテレビ広告とネット配信に

おける広告を併用できるという点が強みになるのではないか。自社の配
信サービス等での広告収入も併せた形で、今後の放送局の広告収入モ
デルをどう構築するかという点も重要であろう。
さらに、自社のコンテンツを活かして、いかにネット上でサービス展開

するかという視点の整理も必要である。現状では各社がそれぞれ有料／
無料のVODサービスやリニア配信、アプリサービスを実施したり、キー局
5局が共同で見逃し配信プラットフォームの「TVer」を運用したりしている
が、それぞれのサービスで想定しているターゲットや使い分けの要素が
混在しているように見受けられる。コンテンツがどのデバイスで、どの
シーンで、誰にどのように視聴されるかという要素をきちんと把握し分析
したうえで、適切な経路で無駄なくマネタイズできる仕組みを検討する必
要があるだろう。
また、新興系の配信サービスがすでに大規模にプラットフォームを構築

している中で、自社のオリジナル配信サービスにどこまで注力し、その一
方で外部のサービスとどの程度、どのような方法で連携していくのかとい
う点についてもより詳細に分析・検討し、効率的なコンテンツ展開の体制
を構築すべきである。

④海外展開等による放送外収益確保の方策
放送事業と番組の二次利用から得る収入に加え、番組連動での商品・

グッズ収入の獲得、イベント連携等により、収入源を多様化させることも
必要になる。収入源の多様化についてはすでに放送局による取り組みが
様々行われているが、特に社会経済環境に鑑みると、人口の減少が見込
まれている国内では収入を大きく獲得することは難しいという観点から、
特に海外展開の優先度を高くすべきである。海外市場を開拓することは、
必ずしも短期的な結果をのぞめるわけでなく、国内のようにマーケットを
熟知していない分リスクも高い。また途上国については、すぐさま大きな
収入を見込めるわけではない。このような状況にありつつも、海外で日
本コンテンツのファンを醸成できれば、将来的には、安定的な収入獲得
も期待できる。また、メディア事業が海外で成功し、日本ファンを醸成で
きれば観光等のインバウンド需要も期待でき、広く経済への貢献も期待
できる。海外展開においては、それぞれの国や地域の特性を理解しつつ、
市場に適切なコンテンツを見極め、展開から定着までを見据えた中長期
的な視点を持って事業展開に取り組むことが必要になるだろう。

メディア業界が過渡期を迎える中で、新興事業者を含めた各事業者
は、短期目線ではなく中長期目線で市場をとらえ、事業を進めることが
重要になる。メディア事業者は、各々の市場におけるポジショニングと
ポートフォリオを再認識し、市場で勝ち残るための方法を既存の枠にとら
われずに模索していく必要があるだろう。自社の事業の将来像を想像し、
近視眼的に数年単位での目標達成等に注力するのではなく、メディア環
境が激変する先にある「放送・映像事業のあるべき姿」を目指して具体的
なビジネスを創造していくことが求められるようになると考えられる。
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＊1 総務省が毎年実施している「通信利用動向調査」によると、特に10代・20代の若年層において、ネット系動画の視聴時間が堅調に増加する一方、リアルタイムでテレビを視聴す
る時間は減少傾向にある。; 総務省, 「通信利用動向調査」, 各年版: http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/statistics05a.html

＊2 インターネット経由での映像メディア接触が進んだ背景として、スマートフォンの普及の影響が大きいと考えられる。端末の普及が急速に進み（スマートフォン普及率は2010
年:9.7％→2017年:71.8％に上昇）、同時期にLTE等の移動体通信のネットワークが整備され、モバイルネットワーク上での動画視聴に十分な大容量の通信が可能になったこ
とにより（LTE契約数は2012年:1,363万契約→2017年:1億219万契約に増加）、モバイル端末での動画視聴利用が拡大している。; 総務省, 「平成29年版 情報通信白書」, 
2017年: http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h29/html/nc111110.html

＊3 同様の内容については「TMT Predictions 2018」本文の「デジタルメディア：処方箋はサブスクリプション」の章でも言及している。
＊4 YouTubeが特に閲覧数が多いクリエイターに対して、動画を収益化して表示する広告から収益を受け取れる「YouTubeパートナープログラム」を導入したことにより、個人の

サービス提供者も視聴数に応じて収益を獲得できるようになったことがYouTuber市場拡大の契機となっている。日本向けには2008年に同プログラムが開始された。
＊5 サイバーエージェント子会社のCA Young Labによると、YouTube広告、タイアップ広告、イベント・グッズ等を合計した国内YouTuber市場は、2015年の33億円から2017

年人は219億円まで増加しており、2022年までに2017年比2.6倍の579億円に達すると試算されている。; CA Young Lab、2017年国内YouTuber市場調査を実施, Cyber 
Agent, 2018/1/30: https://www.cyberagent.co.jp/news/detail/id=21279

＊6 「中高生が思い描く将来についての意識調査2017」, ソニー生命保険, 2017/4/25: http://www.sonylife.co.jp/company/news/29/nr_170425.html
＊7 東京証券取引所マザーズ市場への新規上場承認に関するお知らせ, UUUM, 2017/7/27: https://www.uuum.co.jp/2017/07/27/14011
＊8 株式会社Abema TVは2015年4月設立。2016年4月に本開局した。出資比率はサイバーエージェント60%、テレビ朝日40%; AbemaTV, Cyber Agent: https://www.

cyberagent.co.jp/corporate/overview/abematv/
＊9 AbemaTVの2017年12月時点の利用状況は、アプリの累積ダウンロード数が2,600万（開局後1年9か月の累計）、MAU（1か月あたりの利用者数）が約1,000万、WAU（1週

間あたりの利用者数）が約500万となっている。; 2018年9月期第1四半期 決算説明会資料, Cyber Agent, 2018/1/25: http://pdf.cyberagent.co.jp/C4751/UV5D/slVL/
QUdv.pdf

＊10 AbemaTVのデバイス別利用状況では、スマートフォンでの視聴が全体の7割弱を占めているが、時系列でみるとテレビやタブレット等での視聴が増加傾向にある。; 2018年9
月期第1四半期 決算説明会資料, Cyber Agent, 2018/1/25: http://pdf.cyberagent.co.jp/C4751/UV5D/slVL/QUd

＊11 2007年に米国でメディアコングロマリット企業のベンチャー事業として創業したHulu は、2011年9月に日本でサービスを開始した後、2014年2月に日本テレビに事業譲渡
された。2017年12月末時点の有料会員数は約164万と発表されている。; 2017年度第３四半期 決算説明資料, 日本テレビホールディングス株式会社, 2018/2/6: http://
www.ntvhd.co.jp/ir/library/presentation/booklet/pdf/2017_3q.pdf

＊12 Netflixは元々米国でDVDレンタルを中心に行っていた事業者で、2007年にストリーミング配信をコアサービス化し、2017年末時点ではグローバルで1億件以上の契約数を
獲得している。; Q4 17 Letter to shareholders, Netflix, 2018/1/22: https://ir.netflix.com/static-files/0c060a3f-d903-4eb9-bde6-bf3e58761712

＊13 TSUTAYA TVやU-NEXTなどを含む
＊14 ソフトバンク株式会社とヤフー株式会社が共同で運営していたスポナビライブは、2018年2月に、同年5月時点でサービス提供を終了し、提供コンテンツをDAZNに移管するこ

とを発表した。:「スポナビライブ」サービス提供終了及び「DAZN」特別割引プランのご案内, ソフトバンク株式会社, 2018/2/8; https://cf.sports.mb.softbank.jp/ext/
termination/index.html

＊15 Ｊリーグと2100億円契約に勝算あり　パフォームに聞く, 日本経済新聞, 2016/7/24: https://www.nikkei.com/article/DGXMZO05135120S6A720C1000000/
＊16 ＤＡＺＮ、１年で会員100万人 「経済圏」拡大に意欲, 日本経済新聞, 2017/8/29: https://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ29HSN_Z20C17A8000000/ 
＊17 なお、スポーツ分野に投資が進むことで、産業の発展が進むという見方もあるが、新興事業者による大規模な投資が進めば、有料サービスを提供する事業者により人気スポー

ツの放映権が独占され、一般の消費者がスポーツイベントの放送を視聴できない事態になる可能性もある。これは2000年前後に英国で起きたスポーツとユニバーサル・アク
セスにかかわる議論と同様の観点である。その場合、消費者のスポーツを見る権利を保護して広くスポーツ振興を図るべく、規制が必要となるかもしれない。仮にそのような事
態になった場合、スポーツメディアにかかわる事業者の生態系は大きく変わっていくことが予想される。

＊18 チャンネル数、価格は2018年3月時点; YouTube TV: https://tv.youtube.com/welcome/
＊19 価格は2018年3月時点;  Abema会員について, AbemaTV: https://guide.abema.tv/posts/categories/650306
＊20 Netflix to spend up to $8 billion on programming next year, CNN, 2017/10/16; http://money.cnn.com/2017/10/16/technology/business/netflix-

earnings/index.html
＊21 総務省の調査によると、2015年時点の日本の地上波テレビ番組の制作金額は1兆7,723億円となっている。;「メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調査研究」, 総務

省情報通信政策研究所, 2017/7: http://www.soumu.go.jp/iicp/chousakenkyu/data/research/survey/telecom/2017/115623_02.pdf
＊22 「世界中にアニメファンを作る」Netflixがアニメ注力宣言。湯浅監督らも参加, AV Watch, 2017/8/2: https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1073966.html
＊23 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
＊24 Netflix plans £100m epic on the Queen, The Guardian, 2014/5/23: https://www.theguardian.com/media/2014/may/23/netflix-epic-the-queen-crown-

peter-morgan
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ウエアラブル市場の現状と第一次ブームの限界
Fitbitに代表されるウエアラブルデバイスは、市場投入直後は健康意
識の高いアーリーアダプター層の取り込みに成功し、北米や欧州等の先
進国を中心に一定規模の市場拡大が起こった。2012年に約150万台
だった出荷台数は2015年には8000万台に達し、「ウエアラブル元年」と
言われるなど、市場全体におけるウエアラブルビジネスへの注目がピー
クを迎えた。この時期は、急拡大する市場を背景に「第1次ウエアラブル
ブーム」が訪れていたといえる。
しかし、2016年以降ウエアラブルデバイスの市場拡大スピードは踊り
場を迎えている。出荷台数ベースの成長率は前年比10-20%まで鈍化し
ている。特にウエアラブル専業メーカーは苦戦しており、Fitbitは2017年
1月に全従業員の6%に当たる約110名の人員削減を発表したほか、
Jawboneは2017年6月に破産手続きに入っている。

第一次ブームが終息に向かっている主要因として、健康意識の高い
アーリーアダプター以外のユーザーに対して継続的な利用を促す魅力的
なサービスが不足していることが挙げられる。サービスリリース当初はデ
バイスの目新しさから一定規模のユーザーが購入したが、データの記録・
モニタリングを中心とした機能の単調さから利用が続かず、ウエアラブル
機器メーカーはセグメントの拡大やサービスビジネスとしてのマネタイズ
に苦戦している。Fitbitはデバイス単体での急激な成長はもはや望みにく
いという観点から、生活習慣病を中心とした特定疾患領域をターゲット
としたサービスを通じて、健康改善や医療費の削減に寄与するアウトカ
ム型ビジネスへの転換を試みている。

デジタルヘルスのNext Frontierとしての
行動変容　日本の視点
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予防医療における行動変容の重要性
今後デジタルヘルス市場が拡大するには、さらなる成長ドライバーと
なる要素が必要である。その代表として挙げられるのは、健康の維持・増
進の目的で取り組みを図る「予防医療」である。先進国を中心として高齢
化が進む中、従来の病院・医師中心の医療とは異なる形で、日常生活に
おいてユーザーが自発的に生活習慣改善を行う予防医療が注目される
ようになり、デジタル技術の進化を背景に新たなサービスが多く立ち上
がっている。「予防医療」に対する解釈は、状況や立場などにより様々だ
が、本稿では生活習慣改善を通じた健康増進・疾病予防、および疾病の
早期発見・重症化予防の2つの観点を対象として扱う。この領域には病
院や医療機器メーカー等の従来のヘルスケア市場のプレイヤーのみでな
く、保険会社やハイテクメーカー等の多くのプレイヤーが新規参入し、企
業の生産性向上や将来的な医療費の削減を原資としたマネタイズモデ
ルを模索している。

Fogg Behavior Model

High motivation

Low motivation

Hard to do Easy to do

Triggers
Fall here

Triggers
succeed here

Activation
Threshold

Ability

Motivation

表2. Fogg博士の行動変容モデル

出所：Persuasive Technology Lab (Stanford University)等資料を基に作成
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デジタルヘルスサービスに予防医療領域における行動変容のプロセ
スを盛り込むには、以上の「Who」「What」「How」のポイントを自社製
品・サービスのターゲットセグメントや展開地域の特性等に合わせて適
切に検討し、組み合わせて運用する必要がある。
また、行動変容による疾患予防の実現は、医療費削減に直結するテー

マでもある。例えばパーソナルデータのトラッキング等を実施し、必要に
応じて個人へ介入して行動変容を促すことで予防や健康状態改善を実
現できる可能性があり、その結果として特に生活習慣病関連の医療費等
の削減が見込まれる＊1。すでにテクノロジープレイヤーや保険会社、ヘル
スケアスタートアップ等が、心理学者や神経科学領域のエキスパートを
活用しながら行動変容領域への投資を行っている。特に糖尿病予防の領
域では米国市場を中心にスマートフォン・ウエアラブルデバイスとコーチ
ングサービスの組み合わせでサービス展開しているスタートアップが多く
立ち上がっており、Omada Health、Noom等が代表例として挙げられ
る。また、効果の実証についても医学ジャーナルでの論文発表や医療機
関との実証実験等を通じたエビデンス蓄積を進めつつある＊2＊3。
なお、同様の機能を持つWelldocは、薬物療法との比較による臨床試

験により効果の高さが認められ、薬と同様にFDAに承認され、保険適用
される「処方アプリ」の先駆けとなったことで知られている＊4。
予防医療領域でのウエアラブル機器・サービスを活用した行動変容

が、個人の健康増進や疾患予防にとどまらず、全体的な医療費削減につ
ながることも考えられる。この観点から、ウエアラブル機器や関連ソ
リューションが今後大規模に導入されるようになる可能性も考えられる。
予防医療領域でのウエアラブル機器の利用シーンや活用メリットがより
明らかになれば、鈍化しているウエアラブルデバイス市場が勢いを取り戻
し、「第2次ウエアラブルブーム」が訪れる可能性もある。

予防医療の実現には食事・運動・睡眠等の生活習慣の小さな改善の
積み重ね・習慣化がカギであり、エンドユーザーの行動変容（Behavior 
Change）をいかに実現するかがポイントになる。行動変容は心理学・神
経科学・公衆衛生学・行動経済学等の横断領域の理論であり、代表例と
してスタンフォード大学のFogg博士やUniversity of Rhode Island の
Prochaska J.O教授の「行動変容ステージモデル」等が挙げられる。

行動変容はTrigger（目標設定）・Action（行動）・Reward（報酬）の日
常レベルでの小さな改善サイクルを構築することにより、行動の継続・習
慣化を実現するプロセスである。行動変容の実現要件としては以下の要
素が挙げられる。デジタルヘルスサービスにおいて行動変容を促すには、
実現要因になる要素をいかにサービス設計に織り込み、サービスの魅力
度・価値と両立するかがポイントになる。
▷ Trigger：個人の性格特性や心理的な準備状況を踏まえた適切な
ゴールの設定
▷ Action：食事・運動・睡眠・体重等のバイタルデータの定点モニタリ
ング・リスク予測とアドバイス提供
▷ Reward：目標達成に対する報酬。感情的報酬（承認・賞賛・認知等）
と金銭的報酬（保険料割引やポイント付与）が存在

行動変容は「誰を変えるか？（Who to Change）」「どの行動を変える
か？（What to Change）」と「どのように変えるか（How to Change）」の
3つの要素から構成される。まず、行動変容における「行動変容の対象
（Who）」については、対象セグメントの絞り込みがポイントになる。予防
医療の領域では特定疾患を抱える患者とは異なり、特に健康上の重大
な問題を持たないユーザーが自発的に行動を変える際のインセンティブ
が薄い点が特徴であり、予防医療を事業化する場合はこの点が大きな
チャレンジになる。そのため、全てのユーザーセグメントの行動変容実現
は現実的でなく、行動変容への意欲・モチベーションが高く、実現可能性
が高いセグメントを特定することが重要であると考えられる。また、「変え
るべき行動（What）」は、特に生活習慣という観点では共通度が高く、対
象が食事・運動・睡眠と明確である。これに対し、変容の「方法論（How）」
に一般解はないため、個人の行動特性・生活特性・心理状態等のパーソ
ナルデータを踏まえたインセンティブ設計やアドバイス提供が必要であ
り、サービス実現のハードルが高くなる。
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行動変容を促す情報活用の可能性
行動変容に関わるビジネスモデル・サービス設計においては、運動・
睡眠・食事等の生活習慣に関わる基礎データを継続的・自動的に取得す
る仕掛け作りが重要な論点として挙げられる。運動・睡眠データはスマー
トフォン・ウエアラブルデバイスから自動取得が可能であり、コモディティ
化が進む一方で、食事データはユーザーによるマニュアル入力が主流で
ユーザーの負荷が高く、サービスの利用率低下の一因となりうる課題が
多い領域である。この課題に対し、画像認識技術を活用しユーザーが撮
影した写真から食品の自動判別、食事のカロリー計算を行う取り組みが
始まりつつある。
例えば、ヘルスケアアプリ「カロミル」を運営しているライフログテクノ

ロジー社は、スマートフォンで撮影した食材や料理の画像を自動で認識
する食事画像認識AIのアプリ搭載を2017年9月に開始している。認識率
は2017年9月で82%程度と課題があるが、データ蓄積とテクノロジー進
化に比例して加速度的な精度向上が予測される＊7。FiNCも、人工知能
Watsonの画像認識機能を使用して食事画像の解析を試みている＊8。
食事データはサービスのグローバル展開を検討する上でのキーポイン

トになるだろう。サービス提供国における食事データの蓄積は既に様々
な事業者が試みているものの＊9、各国の食習慣の違いを網羅した汎用
的・グローバルな食事データベースは一般化しておらず、食事データをい
かに収集・分析してデータベース化するかが差別化のポイントとなる。
また、行動変容の媒体として保険機能を活用することも選択肢として
考えられる。従来、生命保険会社は大数の法則に従い、年齢・性別の大
枠のセグメントで区切った生命表（死亡率）に基づき保険料を設定してい
たが、デジタル技術の浸透に伴って、個人のリスクレベルに応じた保険料
を設定する形式のパーソナライズ保険の方向性に向かいつつある。パー
ソナライズ保険の実現のキーポイントは日常的・継続的なユーザーデー
タの掌握とデータアナリティクスを活用したリスク予測であり、個人の実
質的なリスクに応じたサービスをいかに提供できるかが新たな競争領域
になりつつある。保険会社の視点でも行動変容にはメリットが多く、加入
者が健康的な行動促進を通じて疾患率や死亡率の低下を実現できれば
将来の保険金支払の抑制が可能であり、財務インパクトの視点でもポジ
ティブな効果が生じる。
さらに、保険会社のサービス領域の強化の別の狙いとして、顧客との

タッチポイントの強化が挙げられる。従来は加入者の新規保険契約時に
は健康診断データや属性情報の取得が可能だが、その後は保険支払や
加入者の死亡・入院等のイベントがない限り顧客との接点が少なく、顧
客とのエンゲージメントの弱さが課題であった。多くの保険会社がリワー
ドプログラム等を通じた保険料割引や健康商品の提供などにより顧客接
点を強化してきたが、もはや単純なリワードプログラムでは差別化は困
難になりつつある。歩くことが健康維持に欠かせないという観点から
ユーザーが歩いた歩数に応じて保険料を割引く、東京海上日動あんしん
生命保険の「あるく保険」＊10等、より保険料設定や商品差別化に踏み込
んだ事例が増えつつあるが、米国大手医療保険会社のAetnaでのApple 
Watchの大量導入＊11の例にもあるように、今後は予防医療や特定疾患
にフォーカスした保険サービス・ソリューションの導入に発展することが
予想される。

行動変容とデジタルテクノロジー
予防医療領域でのデジタルテクノロジーの利用も活発化しつつある。

パーソナルデータに基づき健康サポート等の指導を行い、ユーザーの自
発的・継続的な行動変容を促すコーチングサービスに関しては、従来は
専属コーチや医師が対面でサポートする形式が主流であったが、最近で
は自然言語認識（チャットボットなど）やウエアラブル機器によるユーザー
データ取得、画像認識等のテクノロジーを活用して、行動変容サービス
を低価格で提供する動きが見られるようになった。従来型の専属コーチ
が対面でサポートするサービスは、月額5,000～10,000円程度とコスト
が高く、利用のハードルが高い点が課題だったが、チャットボットの活用
により大幅な低コスト化が見込めるため、ヘルスケアスタートアップによ
るサービス展開事例が増加している。
日本でもFiNCやライザップ等、フィットネス領域で行動変容のノウハウ

を蓄積したスタートアップが大企業と連携しながら、コーポレートウェル
ネスや予防医療を中心とした医療領域に事業を拡大しつつある。具体例
を挙げると、日本のスタートアップ企業FiNCでは、2017年3月にパーソ
ナルAIコーチサービス『「キレイになれる」新アプリ「FiNC」』の本サービス
を開始し、AIとの会話を通じて日々の食事・睡眠・運動のデータの取得
や、美容・健康のアドバイスを提供している＊5。
このようにサービス展開が加速している一方では、現在のチャットボッ

トサービスの技術レベルでは会話の文脈や背景を理解したうえで会話を
成立させることは未だ難易度が高く、ユーザーの意図・メッセージが適
切に理解できずに、的外れな回答を返してしまうケースも多いという課
題がある。チャットボットの会話バリエーションの少なさ等の弱点を補う
ために、人によるコーチングとチャットボットを併用しているケースも存在
する＊6。技術で可能になることとそうでないことの特性を理解したうえで、
人とテクノロジーの最適な組み合わせを見極めてサービス設計を行うこ
とが肝要である。
また、ユーザー個々人に最適化された行動変容シナリオ・ストーリー
の構築は、チャットボットやAIを活用したヘルスケアサービスの差別化ポ
イントになる。サービスの具体化の際は、行動変容の基本シナリオ・ス
トーリーを描く心理学者・理学療法士・医師等と、チャットボットやAI技術
を活用してサービスへ落とし込むエンジニアの両輪が機能し、ユーザビ
リティと機能向上を念頭に置いたサービスの全体像を適切に描くことが
必要である。
また将来的には、行動変容へのアプローチにおいて、Amazon 

Alexa・Microsoft Cortana等の スマートスピーカーやコミュニケーショ
ンロボットとの連携に発展するシナリオも想定される。行動変容のイン
ターフェースとして、どのような技術が行動変容の実現に有効かという観
点で、テクノロジーの検証・検討が今後進むことが考えられる。
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具体的には、デバイスやソリューションの売り切りモデルのみでなく、
健康改善の実現度に応じた成果報酬モデルや、クラウドサービスに見ら
れる利用ボリュームに応じたPay per Useモデルなど、協業先や販売先
のビジネスモデルや導入ハードルを考慮した柔軟な課金モデルが成功要
因のひとつになるだろう。
本稿で言及した医療・保険業界でもアウトカムの重要性は高まってい

る。医療保険制度の観点では米国を中心に、「Fee for Service」と呼ば
れる医療行為のボリュームに基づく医療制度から、医療の効果・価値に
基づく「Value Based Care」への転換が進みつつあり、アウトカムの重
要性は高まっている。保険業界も加入時から長期で得る保険料収入と治
療・死亡時の支払保険金との差分が利益となるモデルであり、支払抑制
につながる中長期的な健康の実現というアウトカムが重要なビジネスで
ある。
今後エレクトロニクス・ハイテク企業がデジタルヘルス領域でのビジネ

ス展開を模索する際には、こうした価値の源泉を念頭に置いたマネタイ
ズモデルの検討・構築が必要になる。

③中長期視点での投資とルール形成戦略
ヘルスケア市場はエレクトロニクス領域と異なり、人命や健康に関わ

る商品・サービスを扱うため品質維持やリスク担保の必要性から事業ラ
イフサイクルを長く設定する必要があり、マネタイズには時間を要する点
には留意すべきである。ヘルスケアスタートアップもシードステージの資
金調達に成功したのち、マネタイズの道筋が見えずにその後のラウンドで
の資金調達に苦戦する例も多くみられる。
エレクトロニクス・ハイテク企業がヘルスケア市場で事業拡大を進め

るには、長期的には医療機関等との共同研究や実証実験を通じたエビ
デンスの蓄積やKOL（Key Opinion Leader）とのリレーション構築等、
ヘルスケアビジネスでのスケール化に必要な投資を行いつつ、短期的に
は健康経営を進める企業・健康保険組合や保険等の領域で小さくビジネ
スを立ち上げるなど、スケール化戦略と参入戦略を分けて考えることが
必要だろう。
もう一つ留意すべき点として、ヘルスケア業界特有の規制環境への対
応が挙げられる。各国の規制機関による厳しいレビューが行われる一方
で、イノベーション促進の観点からソフトウエア・サービス領域を中心に
規制緩和が進められている。FDA（アメリカ食品医薬品局：米国のヘルス
ケア監督官庁）は治療用ソフトウエア・アプリの領域で2017年9月に従
来の上市前の厳重なレビューを一部簡略化し、製品の開発企業自体を
認証することで、上市のスピードを速めるPre-Certificationのパイロット
プログラムを開始した＊15。パイロットプログラムにはJohnson & Johnson、
Roche等の従来からのライフサイエンス企業に加え、Apple、Verily、
Samsung等のテクノロジープレイヤーが参画しており、新たな認可プロ
セス策定に向けたインプットを提供している＊16。
米国以外、例えばアジア市場でも今後同様の規制緩和が波及する可
能性が高い。ヘルスケアビジネスでの海外展開を検討・実行する際には、
従来の規制・ルールに従う「守り」のスタンスのみでなく、十分な市場理解
を基に政府や規制機関に働きかけを行い、新たなルールを形成するまで
を見据えた「攻め」の視点での戦略構築や、実行体制の整備が必要にな
ると考えられる。

日本のエレクトロニクス・ハイテク企業の事業機会
以上を踏まえると、日本のエレクトロニクス・ハイテク企業が自社のテ

クノロジーを生かし、従来とは異なるチャネルとして、予防医療領域での
サービスビジネスへの参入や提携、保険会社との連携などを進める余地
があると考えられる。すでに日本企業の中でも成長戦略として、今後の
成長が見込まれるデジタルヘルス領域への新規参入や事業拡大を行う
例が出てきているエビデンス蓄積に長期間を要し規制のハードルが高い
診断・治療等の医療領域と比べ、そのような規制が比較的少なくかつ、
フィットネス領域のノウハウ展開やIoT技術の活用が進む予防医療領域
には日本のエレクトロニクス・ハイテク企業の事業機会が多く存在すると
想定される。医療ビジネスは年単位の長期間のエビデンス蓄積をもって
有用性が判断されるのが一般的だが、仮説を証明するアプローチが主
流だが、テクノロジーやユーザーのデータを活用し仮説検証を繰り返し
ながら高速で効果を実証するアジャイル型のアプローチの重要性が高ま
ることが見込まれる。
デジタルヘルス、特に予防医療領域での事業展開に際しては、具体的
には以下の3つのポイントに注目し、自社のリソースを活かした事業展開
を具体的に検討することが有用であると考えられる。

①心理学領域への投資拡大・人材採用
前述の通り、予防医療の根幹となる行動変容においては心理学とデジ

タル・AIテクノロジーの融合が成功要件になるだろう。日本の多くのエレ
クトロニクス・ハイテク企業はデータアナリティクスや機械学習等の領域
でAIテクノロジーの投資や人材採用を積極化しているが、今後は心理学
領域への投資や人材採用の重要性が高まるだろう。具体的には、心理
学・神経経済学・行動経済学・公衆衛生学等の領域の外部専門家との連
携や心理学バックグラウンド人材の採用、スタートアップを含むUXデザイ
ン領域に強みを持つプレイヤーのM&A・提携も含めた検討が有効にな
ると想定される。
例えば、Philips Healthcareでは心理学の博士号のバックグラウンド

を持ち、行動変容領域で20年以上の研究実績のあるMark S. Aloia氏が
グローバルの行動変容リーダー（Global Lead for Behavior Change）
としてデジタルヘルス領域のサービス開発に従事している＊12。また、保
険領域でも医療保険スタートアップのClover HealthはCBO（Chief 
Behavioral Officer）のポジションを設置し、スタートアップ勤務経験の
ある心理学の専門家が参画している＊13。Microsoftでも小説家・シナリ
オライター・詩人出身の人材を採用し、チャットボットや音声エージェント
のストーリーを強化する動きが見られる＊14。

②行動変容のアウトカムに応じたマネタイズモデルへの転換
デジタルヘルス市場においては、第1次ウエアラブルブーム時のハード

ウエア自体を価値の源泉としたビジネスから、今後は中長期的な健康状
態の実現というアウトカムに価値の源泉が移転すると想定される。
行動変容による健康維持の効果や健康状態の改善は不確実性が高く
短期間では成否が見えないため、顧客の視点では導入のハードルが高
く、製品・サービスのみでなくマネタイズモデルの視点でも工夫が必要に
なる。
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求められている新たな街づくりの在り方
データを活用した街づくりは世界各地で進められている。活用される
データは主に３つあり、自治体が提供するオープンデータ、企業活動のな
かで生み出される産業データ、そして街中に設置したセンサと個人デバ
イスを通して自動収集される匿名加工されたパーソナルデータである。
これらのデータで都市を「スマート化」していくことを目的に、データプラッ
トフォームを構築し、次世代モビリティ、ヘルスケア、商業サービスへ活用
する、市民、企業、行政それぞれが受益者となる新たな街の姿が目指さ
れている。
海外では街づくりに活用できるデータプラットフォームの有効性・必要
性については早期より謳われており、例えばMITメディアラボは地域課題
解決型イノベーションを喚起する“センサブルシティ”を提唱している＊1。
日本国内の状況はどうだろうか。従来、街づくりにおける地域課題解
決は地域行政の仕事とされる傾向が強かった。しかし課題が多様化・複
雑化し、自治体単独での取り組みは行き詰まりを見せている。
各自治体の共通課題は高齢化と人口減少、つまり社会の収縮である

が、そこに対して都市としての魅力や住民の生活の質（QoL）を高めて人
口の流出を防ぎ、一人当たりの生産性を高め、行政サービスを効率化す
ることが今求められている。地方と比べると東京のような大都市ではこ
のような地域課題解決が進んでいるが、これは民間が積極的に投資し、
多様なプレイヤーを獲得してソフト面を充実させるとともに、テクノロ
ジーを活用したイノベーションを起こし続けることに成功している所以が
大きい。
今後は地方都市においても民間からの投資によって地域課題を解決

する糸口が見出されていくだろう。官民でソフト面を充実させイノベー
ションを起こす新たな街づくりのあり方が求められているのだ。そのため
にはAIの導入や電子政府化も提案されてきているが＊2＊3、冒頭で挙げた
ように都市をデータで「スマート化」していくことを目的に、街づくりに活
用できるデータプラットフォームを構築することが前提的基盤として必要
である。

日本の自治体のデータの活用度は？ 
こうしたデータの活用度は、都市の力を見る上でも重要な指標になり
つつある。都市のスマート化のランキングとしてスペインのビジネスス
クールIESEが発表している”Cities in Motion Index”があり＊4、これは
「経済」「人的資本」「国際展開」「交通と輸送」「環境」「テクノロジー」「都
市計画」「公共経営」「ガナバンス」「社会的結束」といった10の項目を68
指標で採点したものだが、2016年からは「オープンデータプラットフォー
ム」がそのうちの一つの指標として採用されている＊5。
ちなみにこの総合ランキングにおいて180都市中、日本では東京が8
位にランクインしているものの、オープンデータプラットフォームを含む
「ガナバンス」という項目では91位と大きくランクを下げる＊6。同様に大
阪は総合ランキング72位でガバナンス104位、名古屋は総合81位でガ
バナンス113位といった具合である。首都東京および三大都市圏でもこ
の位置づけであるから、地方都市においてはより厳しい評価になるもの
と推測される。
データ活用が進まない大きな原因として、日本の自治体は目標やその
達成に至るまでのマイルストーンが不明確であり、年度予算の枠の中に
考えが限定されていること、また民間の巻き込みが不十分であることが
挙げられる＊7。

その解決のためにはオープンデータに加えて住民のデータも組み合わ
せた、より付加価値の高いコンテクストが豊富なデータをデータプラット
フォーム上で作り出し、それを外販する・売上目標を立てるという挑戦も
可能だろう。
あるいは、前述した”Cities in Motion Index”においてニューヨーク
は総合ランキング1位、ガバナンス5位であるが、この都市のオープンデー
タを基に創業し上場にまで至ったOnDeck社の例のように、オープン
データを活用した市民による新たなベンチャービジネス創出をKPIに設
定することもできる＊8。
このように住民を巻き込むためには、その自治体にある大学や企業と
連携しながら、住民にとってのメリット、協力したいと思わせる大義を設
計できるかがポイントになる。その他、都市によるデータ活用の成功事例
であるシカゴ（同ランキング総合8位、ガバナンス7位）やコペンハーゲン
（同総合31位、ガバナンス29位）でも、市民巻き込み型の活動が奏功し
ているとされる＊9。
課題はありつつも、活用の裾野は日本でも広がりつつある。2017年
時点でオープンデータの活用に取り組んでいるのは都道府県で４０、市
町村で260であり、市町村ベースでは全体の約15%となり、2013年の開
始から右肩上がりに増えつつある＊10＊11。この地道な推移には日本政府
の取り組みが背景にあるので次項で解説したい。

日本政府の動きー自治体への働きかけとデータ流通への準備
日本政府は、超少子高齢化社会における諸課題の解決を念頭に、世
界に先駆けた“超スマート社会 Society 5.0”を目指し、産学官・関係府
省連携の下、共通のプラットフォーム『超スマート社会サービスプラット
フォーム』構築を推進している＊12。
上述のように、街づくりや自治体のサービスレベルの引き上げには業
種・業界を越えた多様なプレイヤーの多岐に亘るデータの流通・活用が
鍵となるのだが、内閣官房を中心とした各省庁がその前提となるデータ
流通・活用に関する法制度全体の整備を進めている。官民データ活用推
進基本法を筆頭として、個人情報保護法（改正）、サイバーセキュリティ基
本法がそれらに該当する＊13。
自治体には2016年12月に公布・施行された官民データ活用推進基
本法が大きく作用している。これはあくまでも基本法で、現在データ活用
に取り組んでいる企業やそのビジネスに何らかの規制や義務を課すもの
ではない。しかし、国の法律として「データ活用の推進」が示されたこと
で、国や自治体によるオープンデータの公開や利活用のための取り組み
がさらに積極的に行われ、データ利用の規制や法律が緩和の方向に進
むなど、長期的に見るとデータ活用に取り組む企業の後押しになること
が期待されている。
最も慎重さを要するのは個人情報の取り扱いであるが、まさに議論の
真っ只中にある。2017年5月に施行された個人情報保護法（改正）では、
データ利活用の促進に向けて、匿名加工情報の流通の促進と個人情報
の流通のルールが整備されたが＊14、2020年に予定される個人情報保護
法改正の議論に反映することを見据えて、経済産業省と総務省がデータ
ポータビリティの検討に入っている＊15。
このようにデータの流通・活用に向けて、情報銀行制度・データ取引市
場のルール作りを含め進めていく動きがあるものの、まだ整備途上であ
り、データ活用による便益を個人及び社会全体が享受できるユースケー
スについて、国民が理解しやすいような実証実験の実施が期待される。

街づくりにおけるデータプラットフォームの活用
日本の視点
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どのようにデータを連携させるか
さて、自治体がデータを連携・流通させるために、どのようなテクノロ
ジーが必要になるのだろうか。街づくりの主役である住民個人が恩恵を
受けられるだけの価値があるサービスを生むには、オープンデータだけ
ではなく、その住民のパーソナルデータ、企業が持つ産業データとの連携
も必要になってくる。
そうした複合的なデータを蓄積し分析可能な状態にするには、個別に
存在するデータベースをAPIでつなぐ単純な構成では制約が出てくるで
あろう。多数のデータベースにまたがる多様なデータに対応し、データ連
携が容易で、より高度な分析が可能で、かつ個人情報を扱うセキュリティ
が担保できるプラットフォーム、つまり従来の縦割り型だけでなく、最初か
ら横展開を意識したプラットフォーム型が有効である。
とはいえ現時点ではプラットフォームを実現できている自治体は世界

でも少ないとされ、実証実験の段階にある都市が多いと考えられる。
データの流通・活用のレベルを上げていくには、実証実験を通じ様々
な課題をクリアする必要がある。まずは「API開放・互換性確保等の技術
的課題」、そして「エコシステム全体でのセキュリティの課題」の解決であ
る。そして何より「データ活用メリットの理解による提供者の心理的ハード
ルの軽減」が求められる。
日本では政府が観光、農業、防災、インフラ管理等々の様々な分野に実
装可能な日本版IoTサービスプラットフォームの構築、展開の必要性が議
論されており、欧州FIWAREをテンプレートにした導入が検討されている。
いまだ日本ではデファクトといえるプラットフォームは存在しないが、
欧州のデファクト化しつつあるFIWAREを例に、どのような要素が求めら
れるのかを次項で見てみよう。なおFIWAREは欧州だけでなく、米国でも
NIST（米国国立標準技術研究所）が推進するGCTC（Global City 
Teams Challenge、IoT技術をスマートシティに展開することを目的とし
米国・欧州・アジアの都市が参加するプログラム）と連携して導入するこ
とが検討されている＊16＊17。

FIWAREを例に 
「FIWARE」は、EU成長戦略「EU2020」における次世代インターネット
プロジェクト（半官半民FI-PPP）で構築されたオープンソースのIoTプラット
フォームである。スマートシティ、ヘルスケア、メディア・コンテンツ、ソーシャ
ル・ラーニング、製造・物流、交通、農業、エネルギー・環境の8つのユース
ケースに実装することを目的としており、欧州ではFIWAREが街づくりに活
用できるデータプラットフォームのデファクトとして定着しつつある＊18。
欧州域内ではスペインのサンタンデールやオランタのユトレヒトでデー

タ利活用プラットフォームとして導入されており、欧州域外も含めて89都
市、23ヶ国で展開されている＊19。
オープンソース・ライセンスフリーで各モジュールを自由に組み合わせ

て利活用ができる点、多種多様なデータをFIWAREの標準データモデル
（NGSI）で統一し、クロスドメインのデータ流通を実現できる点が特徴で
ある＊20。
現状、国内において街づくりに活用できるデータプラットフォームとし

て絶対的なデファクトは存在しないが、FIWAREは上述の技術的課題も
クリアできる点から街づくりにおけるデータ利活用プラットフォームにな
り得る可能性と魅力がある。
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ITプロバイダ企業にとっての「街づくり」ビジネスとは
課題の多様化・複雑化により自治体単独で課題を解決していくことが
限界に達し、民間の多様なプレイヤーとイノベーションでテクノロジーを
活用、ソフト面を充実させた新たな街づくりのあり方が求められているこ
とは冒頭で述べた通りだが、街づくりに活用できるデータプラットフォー
ムにおいて、民間企業にとってのマネタイズモデルは現状確立されている
とは言い難く、また自治体としても自立したデータプラットフォームを実
現するためのマネタイズモデルは模索段階といえる。
財源をどう確保するのか、自治体内部のセクショナリズムを越えられ

るか、さらには最大のステークホルダーである市民を巻き込んでいくため
の仕掛けづくりなど、対企業のビジネスとは違う難しさがある。
そこでITプロバイダ企業に期待される役割は、従来のように個々のス

テークホルダーの求めに応じてクローズドなシステムを構築するという
ものから、クラウド・デジタルで相互連携が当たり前になった現在、テクノ
ロジーの構築だけではなくサービス全体の構想力と構築力が期待され
るよう変化してきたと言える。
国・企業・個人という3つのステークホルダーの力関係も、プロジェク

トを進める上では重要になってくる。GoogleやFacebookなどの企業が
個人情報を囲い込んで民間企業の創意工夫に任せることを良しとする北
米、個人の権利を企業の権利よりも優先し個人情報の保護（オプトアウ
ト）を打ち出す欧州、共産党一党体制の下で個人の権利が軽視される一
方で個々がプライバシーを意識せず利便性を追求する中国。これらの
国々と比較すると、日本は国・企業・個人の力関係が拮抗している＊28。国
あるいは企業だけが強力な推進力を目立たせるのではないような、3者
のバランスをとったソリューションが必要になる。
冒頭に述べたように、既に自治体独力では課題解決は成しえない状
況にある。市民に寄り添って新たな街づくりをしていくためには、ITプロ
バイダ企業が主体性をもって関与していく必要がある。日本で今後どのよ
うにデータ活用が進むのかは、ITプロバイダ企業のまさに力量次第。新
たなチャンスでもあり、企業の存在感が増す時代に突入している。

総務省における平成29年度予算「データ利活用型スマートシティ推進
事業」に係る提案では、北海道札幌市、神奈川県横浜市、兵庫県加古川
市、香川県高松市の4件が採択候補先として選定されており＊21、加古川
市、高松市においては、データプラットフォームとしてFIWAREが前提とさ
れている＊22＊23。

FIWAREは今後、国内において街づくりに活用できるデータプラット
フォームとしてデファクト化していくのだろうか。この点についてはまずは
特定のユースケースにおいて、キラーコンテンツとなるアプリケーション
が開発されてくるかどうかに懸かっていると考えられる。すなわち魅力的
なアプリケーションが導入されることで、データ・ナレッジが蓄積され、ベ
ンダー参加へのインセンティブが拡大、提供価値も向上し、市民にも便
益を生み、導入ケースも増えていく…といった好循環サイクルが生まれ、
エコシステムの拡大がなされていくことが求められる。
前述の4都市の取り組みの中で、高松市の防災（水位・潮位）や札幌市

の交通（積雪・路面凍結）・医療といったテーマがどれくらいの成果を生
み出していくかは気になるところである＊24。また地域課題解決に向けた
市民主体の動きが以前から活発で、オープンデータの利活用に2012年
ごろから取り組んでいる横浜市においては特に今後の進展が興味深く、
プラットフォームの活用と合わせて先進事例となる可能性もあるので注
目していきたい＊25。
提供サービスレベルの引き上げには、業種・業界を越えたデータの流
通・活用が鍵であり、それに際しては上述のとおり「データ活用メリットの
理解による提供者の心理的ハードルの軽減」が必要であり、その大義設
計が重要である。
企業個社レベルの利益に資する情報利活用では情報提供者の理解が
得られないと考えて間違いないので、例えば、予防医療による医療費削
減、災害対策、交通事故低減、渋滞緩和など社会コスト低減を推進し、
間接的に個人が恩恵を享受できるような状態を作り出し、データ分析の
有益性を国民に理解してもらうことで、社会がデータ利活用を是とする
環境を作り上げるべきであると考える。これに成功している一例として、
アメリカ合衆国フロリダ州オーランドの郊外にある計画都市レイクノナ
（Lake Nona）における取り組みがある。レイクノナでは、ヘルスケアに
フォーカスして、街づくりに活用できるデータプラットフォームの構築が進
められており、様々な医療機関が集まる地域となっている＊26。データを提
供することで個人が恩恵を享受できる状態を作り出す、するとデータ分析
の有効性を市民が理解する、という好サイクルを生み出している事例で
あり、学ぶべき部分も多い＊27。
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＊24 札幌市データ活用プラットフォーム構築事業, 総務省: http://www.soumu.go.jp/main_content/000496324.pdf
＊25 横浜市に聞くオープンイノベーション施策とその成果、見えてきた成功の条件とは？, ビジネス+IT, 2018/2/6: https://www.sbbit.jp/article/

cont1/34522?ref=180206bited
＊26 米国におけるスマートシティに関する取り組みの現状, JETRO, 2015/10: https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/bbaea2a997300b76/reportsNY_ 

201510.pdf
＊27 Ibid.
＊28 日本の状況は以下の事例を参考とした。 

①情報銀行を設立しようとする国による取り組み; 「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会」の開催, 総務省/経済産業省, 2017/11/6: http://www.soumu.
go.jp/menu_news/s-nws/01tsushin01_02000233.html 
②データ流通のため産業データの規格化を狙うデータ流通推進協議会（2017年11月に一般社団法人設立） 団体概要: http://data-trading.org/about 
③JR　Suicaデータの日立への販売の事例にみられる、個人情報への保護への感度; 「Suica乗降履歴販売」失策の教訓 パーソナルデータ活用６つの勘所, 日本経済新聞, 
2013/12/19: https://www.nikkei.com/article/DGXNASFK1102K_R11C13A2000000/
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1. Augmented reality capability is likely to be included as standard across 
multiple social network platforms, causing AR functionality to be 
downloaded by default. 

2. For examples of applications of AR, see Made with ARKit, Madewitharkit.
com, as accessed on 2 November 2017: http://www.madewitharkit.com/.

3. Until five years ago, the AR that most people have experienced was in TV 
programs in the form of graphics created by professional designers. This 
would include, for example, charts used in news programs or player-
tracking tools used by sports commentators.

4. For more information on the photorealism now available with AR, see 
Reality, realistically augmented, Max-Planck-Gesellschaft, 24 February 2017: 
https://www.mpg.de/11073847/augmented-reality-photorealistic. 

5. Public service announcements could include augmented reality guides on 
sugar, salt and fat content in packaged foods. Users could scan a bar code 
and then have a visual representation of the sugar, salt and fat content in 
the food. Sugar could, for example, be represented visually via the 
equivalent number of sugar lumps in a soft drink. 

6. For more information on how this works, see ARCore: Augmented Reality at 
Android scale, Google, 29 August 2017: https://www.blog.google/products/
google-vr/arcore-augmented-reality-android-scale/; Introducing ARKit, 
Apple Inc., as accessed on 02 November 2017: https://developer.apple.com/
arkit/. iPhone and ARKit are trademarks of Apple Inc., registered in the US 
and other countries. Deloitte’s TMT Predictions report is an independent 
publication and has not been authorized, supported or otherwise approved 
by Apple Inc.

7. This essay is a very useful explanation of the underlying technologies that 
enable current AR systems in smartphones; see Why is ARKit better than 
the alternatives? Medium, 1 August 2017: https://medium.com/super-
ventures-blog/why-is-arkit-better-than-the-alternatives-af8871889d6a. 

8. The camera tracks where you are relative to a point in the real world. The 
IMU measures the user’s movement. A Kalman filter determines which of 
the inputs (the camera or the IMU) is likely to be giving the more accurate 
reading. 

9. As of October 2017, there was a base of a few hundred million smartphones 
that had dedicated support for AR. Apple smartphones with an A9, A10 or 
A11 processor are compatible with ARKit. Samsung S8 and Note 8 are 
compatible with ARCore. For more information, see Introducing ARKit, 
Apple Inc., as accessed on 2 November 2017: https://developer.apple.com/
arkit/; Google wants to bring augmented reality to your smartphone with 
ARCore, Digital Trends, 18 October 2017: https://www.digitaltrends.com/
mobile/google-arcore-augmented-reality/. 

10. Snapchat has launched an augmented reality art platform that enables 
artwork to be placed within photos. The first artist to collaborate with this 
initiative was Jeff Koons. For more information, see Artwork All Around You, 
Snapchat, as accessed on 2 November 2017: https://art.snapchat.com/. 

11. A Games of Thrones AR promotion was made available via Facebook. This 
was delivered by an app update. Game of Thrones rolls out AR camera 
effect on Facebook, The Drum, 26 August 2017: http://www.thedrum.com/
news/2017/08/26/game-thrones-rolls-out-ar-camera-effect-facebook; see 
Harness the power of Augmented Reality with camera effects platform, 
Facebook, 18 April 2017: https://developers.facebook.com/blog/
post/2017/04/18/Introducing-Camera-Effects-Platform/; Introducing AR 
studio, Facebook, as accessed on 2 November 2017: https://developers.
facebook.com/products/camera-effects/ar-studio/. 

12. Adults are, for the purposes of this survey, those aged 18 to 75. In most 
developed countries, this represents the vast majority of all adults. If we 
were to include 16-to-17-year-olds as well, the penetration would increase a 
little. The data is from Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey across 16 

developed markets, with a total sample of 29,056 respondents. The 
countries surveyed are Australia (2,002), Belgium (2,002), Canada (2,002), 
Denmark (1,003), Finland (1,002), Germany (2,000), Ireland (1,036), Italy 
(2,000), Japan (2,003), Luxembourg (1,000), the Netherlands (2,000), Norway 
(1,002), Spain (2,000), Sweden (2,002), the UK (4,002) and the US (2,000). 
Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey (GMCS) refers to individual 
Deloitte member firms’ 2017 GMCS surveys, conducted between May and 
July 2017. For more details, see https://www2.deloitte.com/global/en/pages/
technology-media-and-telecommunications/articles/gx-global-mobile-
consumer-trends.html. 

13. Ibid. 

14. Ibid. The average views for 2017, based on survey responses, were 46.  
Our view is that people in general underestimate the number of times they 
interact with a phone, as most people do not count how many times they do 
it. As of 2016, iPhone mobile device owners unlocked their phones an 
average of 80 times per day. Apple’s Penchant for Consumer Security, Tech.
pinions, 18 April 2016: https://techpinions.com/apples-penchant-for-
consumer-security/45122. 

15. Ibid. As of 2017, this was 92 percent. 

16. Deloitte Global estimates that there will be 180 million units of 
smartphones sold by multiple vendors retailing at $1,000 or more (in US 
dollars, or when converted into US dollars) in 2023. We estimate that the 
average selling price will be $1,250 for this category, with the most 
expensive devices priced at close to $2,000. Deloitte Global’s forecast for 
global tablet sales in 2017 was 165 million, a 10 percent decrease from the 
prior year, and significantly lower than the 2014 peak of 230 million units. 
See Deloitte Global’s TMT Predictions 2017 – Have we passed peak tablet? 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 11 January 2017: https://www2.deloitte.
com/uk/en/pages/press-releases/articles/technology-trends-for-2017.html. 

17. The figures are obtained by leveraging various press releases by GfK. See 
Smartphone average selling price sees record year-on-year growth in 3Q, 
GfK, 24 October 2017: http://www.gfk.com/insights/press-release/
smartphone-average-selling-price-sees-record-year-on-year-growth-in-3q/; 
Global smartphone sales hit a quarterly high in Q4 2015, GfK, 3 March 2016: 
http://www.gfk.com/insights/press-release/global-smartphone-sales-hit-a-
quarterly-high-in-q4-2015/; Strongest Q3 smartphone sales  
on record driven by demand in China, MEA and emerging APAC, GfK,  
25 November 2015: http://www.gfk.com/insights/press-release/strongest-
q3-smartphone-sales-on-record-driven-by-demand-in-china-mea-and-
emerging-apac/; Global smartphone sales exceed 1.2b units in 2014, GfK, 17 
February 2015: http://www.gfk.com/insights/press-release/global-
smartphone-sales-exceed-12b-units-in-2014/. 

18. Ibid. 

19. Ibid. 

20. Deloitte Global expects the majority of smartphones shipped in 2023 are 
likely to feature a single 5-to-6-inch touch screen (measured on the 
diagonal) and two to four cameras, weigh 150 to 200 grams, and have  
a lithium-ion battery (the same composition as used in a 2018 model).  
By 2023, the majority of screens are likely to be OLED; in 2018, about a third 
are likely to incorporate these screens.

21. China to blaze connectivity trail with a billion 5G users by 2023, TechRadar, 
18 October 2017: http://www.techradar.com/news/china-to-blaze-
connectivity-trail-with-a-billion-5g-users-by-2023. 

22. As of 2017, multiple vendors had launched handset models with dedicated 
AI chips. These include proprietary chips, which shows the importance 
being placed on this processor as a differentiator. For more information, see 
Why are smartphone chips suddenly including an AI processor? Android 
Authority, 30 September 2017: https://www.androidauthority.com/
smartphone-ai-processor-803019/. 

グローバル版注釈
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23. Huawei boosts smartphone 4G reliability and performance with lattice 
semiconductor tunable antenna solution, Lattice Semiconductor, 7 July 
2015: http://www.latticesemi.com/About/Newsroom/
PressReleases/2015/20150707Huawei.aspx. 

24. Android phone makers set to follow Apple’s lead with Face ID, TechRadar, 8 
October 2017: http://www.techradar.com/news/android-phone-makers-set-
to-follow-apples-lead-with-face-id. 

25. In June 2017, Qualcomm announced a fingerprint sensor that can scan 
through glass, aluminium and metal. Qualcomm announces advanced 
fingerprint scanning and authentication technology, Qualcomm, 28 June 
2017: https://www.qualcomm.com/news/releases/2017/06/28/qualcomm-
announces-advanced-fingerprint-scanning-and-authentication. 

26. Superaccurate GPS chips coming to smartphones in 2018, IEEE Spectrum, 
21 September 2017: https://spectrum.ieee.org/tech-talk/semiconductors/
design/superaccurate-gps-chips-coming-to-smartphones-in-2018. 

27. At the end of 2017, the largest-size phone in terms of RAM was 6 GB. 2017 
Smartphone Comparison Guide, New Atlas, 9 May 2017: https://newatlas.
com/best-smartphones-specs-features-comparison-2017/49418/. 

28. For an explanation of how this works, big.LITTLE, arm Developer, as 
accessed on 6 November 2017: https://developer.arm.com/technologies/
big-little. 

29. For more information, see Qi (standard), Wikipedia, as accessed on  
6 November 2017: https://en.wikipedia.org/wiki/Qi_(standard). 

30. Hotel room access via smartphone is already available in some hotels as of 
2017, but rollout is currently minimal. For more information, see 
“Frustrating” hotel room key cards could disappear within five years, The 
Telegraph, 7 July 2017: http://www.telegraph.co.uk/news/2017/07/07/
frustrating-hotel-room-key-cards-could-disappear-within-five/. 

31. As of 2017, there were a few car manufacturers, including Volvo and Tesla, 
that supported or planned to support smartphone entry. Volvo’s truly 
keyless entry: your smartphone, Extreme Tech, 15 March 2016: https://
www.extremetech.com/extreme/224665-volvos-truly-keyless-entry-your-
smartphone; Tesla’s Model 3 doesn’t come with a key, Mashable, 29 July 
2017: http://mashable.com/2017/07/29/tesla-model-3-keyless-smartphone-
app/. 

32. This system was already available as of 2017 but had been rolled out in only 
a few cities, including London. Mobile payments, Transport for London, as 
accessed on 3 November 2017: https://tfl.gov.uk/fares-and-payments/
contactless/other-methods-of-contactless-payment. 

33. There are likely to be an increasing number of smartphones that 
incorporate 3-D facial recognition. Android phone makers set to follow 
Apple’s lead with Face ID, TechRadar, 8 October 2017: http://www.techradar.
com/news/android-phone-makers-set-to-follow-apples-lead-with-face-id. 

34. Single lens reflex (SLR) cameras have a construction materially different 
from that of smartphones and are likely to maintain their lead over 
smartphones in terms of image quality. There is always likely to be a need 
for SLR cameras. However, we also expect a growing number of 
photography enthusiasts to use a smartphone instead of an SLR when the 
highest-resolution images are not required.  
For those who view and share photos mostly via a smartphone, the SLR is 
likely to become increasingly eschewed. This is a trend similar to that for 
music; traditional hi-fi setups, occasionally including vinyl records, are likely 
to continue to offer the highest-fidelity reproduction. But smartphones 
streaming high- or standard-resolution audio files to single box speakers 
are likely to be increasingly used for music instead of traditional hi-fi. This is 
because it is convenient and the combination of streaming and single 
speaker is continuously improving. 

35. Review: iPhone 8, TechCrunch, 19 September 2017: https://techcrunch.
com/2017/09/19/review-iphone-8/. 

36. The data is from Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey across 16 
developed markets, with a total of 29,056 respondents. The countries 
surveyed are Australia (2,002), Belgium (2,002), Canada (2,002), Denmark 
(1,003), Finland (1,002), Germany (2,000), Ireland (1,036), Italy (2,000), Japan 
(2,003), Luxembourg (1,000), the Netherlands (2,000), Norway (1,002), Spain 
(2,000), Sweden (2,002), the UK (4,002) and the US (2,000). Deloitte’s Global 
Mobile Consumer Survey (GMCS) refers to individual Deloitte member firms’ 
2017 GMCS surveys, conducted between May and July 2017. For more 
details, see https://www2.deloitte.com/global/en/pages/technology-media-
and-telecommunications/articles/gx-global-mobile-consumer-trends.html.

37. Ibid. 

38. Some tablets now have the processing power of midrange PCs. 

39. A standard 50mm lens for an SLR camera alone weighs more than most 
smartphones.

40. On SLR cameras, this effect is most likely to occur when using telephoto or 
macro lenses, as they create shallow depth of field. For an explanation of 
what the bokeh effect is and how this looks, see Bokeh, Wikipedia, as 
accessed on 3 November 2017: https://en.wikipedia.org/wiki/Bokeh.

41. For a list of smartphones with this capability, see 2017 is the year of 
dual-camera phones, but the best cameras are still single, The Verge, 1 
August 2017: https://www.theverge.com/2017/8/1/16074480/dual-camera-
phones-2017-best-image-quality. 

42. Portrait mode on the Pixel 2 and Pixel 2 XL smartphones, Google,  
17 October 2017: https://research.googleblog.com/2017/10/portrait-mode-
on-pixel-2-and-pixel-2-xl.html. 

43. The camera takes two lower-resolution photos and combines them. This 
mimics the process used by phones with two cameras but achieves it with 
just one. Google says Pixel 2 is so good, it doesn’t need dual cameras, Cnet, 
4 October 2017: https://www.cnet.com/news/pixel-2-is-so-good-it-doesnt-
need-dual-cameras-google-says/. 

44. More information and some examples of photographs taken with optical 
image stabilization are shown here: https://www.androidauthority.com/
ois-optical-image-stabilization-explained-677976/. 

45. This type of functionality is likely to have become mainstream by 2023, in 
the same way that techniques such as HDR (high dynamic range) have 
rapidly rolled out. HDR is software that creates a composite image with a 
high dynamic range based on multiple shots at different exposures taken in 
close sequence. HDR was first introduced in 2010 on iOS devices. HDR 
photography with iPhone 4 and iOS 4.1: how good is it? ArsTechnica, 13 
September 2017: https://arstechnica.com/gadgets/2010/09/hdr-
photography-with-iphone-4-and-ios-41/. The iPhone 8 mobile device and 
Google Pixel are two smartphones that as of October 2017 had HDR on by 
default. iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the US and other 
countries. Deloitte Global’s TMT Prediction 2018 report is an independent 
publication and has not been authorised, supported or otherwise approved 
by Apple Inc. 

46. How to use Apple’s terrific document scanner in iOS 11, The Verge,  
26 September 2017: https://www.theverge.com/2017/9/26/16362386/
apple-ios-11-notes-document-scanner-how-to-use. 

47. For more examples, see FLIR ONE tips & tricks, FLIR, as accessed in 2017: 
http://www.flir.com/flirone/support/tips/. 

48. Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey, 2017 edition. Respondents are all 
aged 18-75, except for the following countries (Argentina, 18-55; Brazil, 18-55; 
China, 18-50; Mexico, 18-50; Netherlands, 18-70; Russia, 18-59; Turkey, 18-50).
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49. It is worth noting that Japan is a little unusual in smartphone/feature phone 
mix. Most developed world countries in our 2017 GMCS study have 
penetration rates of 85 to 90 percent for smartphones and only 10 to 15 
percent for feature phones, but Japan has only penetration of 60 percent 
for smartphones and 31 percent for feature phones. This may account for 
why Japanese perceptions of smartphone overuse are lower than they are 
elsewhere.

50. Regional differences may have something to do with which brand of phone 
people have. Just as there was a big difference between Finland and Norway 
in terms of worrying about phone usage, so it is with phone brands; the mix 
between major operating systems is different in the two countries. 

51. It was only 2.8 percent of children and young adults in a 2013 study of 
mobile phones. Adolescent mobile phone addiction: A cause for concern? 
Dr. Mark D. Griffiths, International Gaming Research Unit, Nottingham Trent 
University, as accessed on 3 November 2017: http://www.academia.
edu/3372702/Griffiths_M.D._2013_._Adolescent_mobile_phone_
addiction_A_cause_for_concern_Education_and_Health_31_76-78. 

52. DSM-IV Substance Dependence Criteria, Danya, as accessed on  
3 November 2017: https://www.danya.com/dlc/bup/pdf/Dependence_DSM.
PDF. 

53. Is smartphone addiction real? We ask the experts, Digital Trends, 1 
November 2015: https://www.digitaltrends.com/mobile/is-smartphone-
addiction-real/. 

54. It’s “digital heroin”: How screens turn kids into psychotic junkies, NY Post, 27 
August 2016: http://nypost.com/2016/08/27/its-digital-heroin-how-screens-
turn-kids-into-psychotic-junkies/. 

55. Smartphones aren’t addictive – but their increasing usage points to bigger 
problems, Medium, 21 April 2017: https://medium.com/@jhreha/
smartphones-arent-addictive-but-their-increasing-usage-points-to-bigger-
problems-2507991d3f04; Video games aren’t addictive, New York Times,  
1 April 2017: https://www.nytimes.com/2017/04/01/opinion/sunday/
video-games-arent-addictive.html.

56. It is worth noting that distracted driving is actually illegal in many countries. 
Therefore, the self-reported numbers of how often people admit to using 
their phones while driving are almost certainly minimal; the actual numbers 
are most likely higher.

57. Apps to fight distracted driving, DMV.org, as accessed on 3 November 2017: 
https://www.dmv.org/distracted-driving-apps.php. 

58. Death by narcissism: The rise of selfie fatalities, The Irish Times, 16 June 
2017: https://www.irishtimes.com/life-and-style/health-family/death-by-
narcissism-the-rise-of-selfie-fatalities-1.3121386. 

59. Have smartphones destroyed a generation? The Atlantic, September 2017: 
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/09/has-the-
smartphone-destroyed-a-generation/534198/. 

60. The Author of “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy” Perfectly Captured the 
“Rules” About How We React to Technology, Business Insider, 25 May 2014: 
http://www.businessinsider.com/douglas-adams-on-technology-2014-5. 

61. Children of the ’80s never fear: video games did not ruin your life, 
Smithsonian, 25 May 2017: https://www.smithsonianmag.com/history/
children-80s-never-fear-video-games-did-not-ruin-your-life-180963452/. 

62. No harm in horror: when Congress investigated whether comic books were 
poisoning young minds, New York Daily News, 14 August 2017: http://www.
nydailynews.com/entertainment/federal-inquiry-comic-books-ruining-kids-
article-1.816665. 

63. Rock and roll is banned in Santa Cruz, California, History, 3 June 1956: http://
www.history.com/this-day-in-history/rock-and-roll-is-banned-in-santa-
cruz-california. 

64. Don’t touch that dial, Slate, 15 February 2010: http://www.slate.com/
articles/health_and_science/science/2010/02/dont_touch_that_dial.html. 

65. In calendar-year 2016, the major supplier of GPUs to data centers for 
machine learning was Nvidia. The company has a January 31 year-end, so its 
fiscal 2017 figures are close to calendar 2016 but off by one month. In the 
quarters prior to Q4 fiscal 2016, NVDA reported GPU sales to data centers 
of about $75 million per quarter, which was largely for the high-
performance computing (HPC, aka “supercomputers”) market. In fiscal 2017, 
they publicly reported total sales to data centers of $830 million,  
and so for calendar 2016, we estimate that GPU sales to data centers  
were about $800 million. Of that, about $300 million was HPC and other, 
and therefore GPU sales for ML were about $500 million. When Nvidia  
sells to the data center for ML, they don’t just sell a GPU chip but also  
an entire package, which usually includes memory and cooling. With  
a very high-end GPU chip, these boards are expensive. The exact price, 
pricing mix by product (in 2016, Nvidia sold all P4, P40 and K40 boards for 
ML applications, all at different price points) and discounts for volume 
purchase are not public information, but Deloitte Global (based largely on 
the resale market) believes the average price in 2016 was between $2,500 
and $5,000 per board, which suggests the total number of GPU chips for ML 
in the data center (assuming one chip per board) was in the range of 
100,000 to 200,000 for calendar 2016.

66. How large is the deep learning data center market? Seeking Alpha, 26 June 
2017: https://seekingalpha.com/article/4084040-large-deep-learning-data-
center-market?page=2. 

67. Investor Day Presentation 2017, Nvidia, 10 May 2017: http://files.shareholder.
com/downloads/AMDA-1XAJD4/4376258341x0x942329/A2FCD200-F141-
4A26-8E5D-215F6F2171E0/NVIDIA_Investor_Day_2017.pdf, slides 24 and 25.

68. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity, Springer, as 
accessed on 3 November 2017: https://link.springer.com/
article/10.1007%2FBF02478259. 

69. A tale of two cities: GPU Computing and Machine Learning, Dr. Xiaowen Chu, 
Department of Computer Science, Hong Kong Baptist University, as 
accessed on 3 November 2017: https://www.comp.hkbu.edu.hk/~chxw/
ppts/hkust_chxw.pptx. 

70. Intel Xeon Phi Knights Mill for Machine Learning, Serve The Home,  
21 August 2017: https://www.servethehome.com/intel-knights-mill-for-
machine-learning/. 

71. And the winner of the best FPGA of 2016 is, EE Times, 6 March 2017: https://
www.eetimes.com/author.asp?doc_id=1331443. 

72. Can FPGAs Beat GPUs in Accelerating Next-Generation Deep Neural 
Networks? ACM, 22 February 2017: http://dl.acm.org/citation.
cfm?id=3021740. 

73. Microsoft unveils Brainwave, a system for running super-fast AI, Venture 
Beat, 22 August 2017: https://venturebeat.com/2017/08/22/microsoft-
unveils-brainwave-a-system-for-running-super-fast-ai/. 

74. Baidu adopts Xilinx to accelerate machine learning applications in the data 
center, Xilinx, 17 October 2016: https://www.xilinx.com/news/press/2016/
baidu-adopts-xilinx-to-accelerate-machine-learning-applications-in-the-
data-center.html; As semiconductors’ focus on AI grows, Xilinx could be a 
winner, Barron’s, 23 August 2017: http://www.barrons.com/articles/
as-semiconductors-focus-on-ai-grows-xilinx-could-be-a-
winner-1503506665. 

75. Intel to ship new Nervana Neural Network Processor by end of 2017, 
TechCrunch, 17 October 2017: https://techcrunch.com/2017/10/17/intel-to-
ship-new-nervana-neural-network-processor-by-end-of-2017/. 
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76. Fujitsu’s ‘DLU’ AI processor promises 10x the performance of ‘The 
Competition,’ Tom’s Hardware, 19 July 2017: http://www.tomshardware.
com/news/fujitsu-dlu-deep-learning-processor,35037.html. 

77. An open-source software library for Machine Intelligence, Tensor Flow, as 
accessed on 3 November 2017: https://www.tensorflow.org/. 

78. Tensor processing unit, Wikipedia, as accessed on 3 November 2017: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tensor_processing_unit. 

79. Will ASIC chips become the next big thing in AI? Forbes, 4 August 2017: 
https://www.forbes.com/sites/moorinsights/2017/08/04/will-asic-chips-
become-the-next-big-thing-in-ai/#19ebf7ed11d9. 

80. The Deloitte Global 2017 prediction was for 300 million smartphones to 
ship with onboard ML chips. These tend to be found only in the higher-end 
phones ($400 and up), and we assume that another 300 million to 400 
million smartphones will have onboard ML chips in 2018. But not all 2017 
phones will still be in use by the end of 2018 (breakage, upgrades, etc.), so 
we assume that there will be at least 500 million, likely more than 600 
million, phones with these chips by the end of the year. https://www2.
deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/technology-media-
telecommunications/predicitons2017/ME-Predictions-2017-Brains-at-the-
edge.pdf. 

81. Intel unveils neural compute engine in Movidius Myriad X VPU to unleash AI at 
the edge, Intel, 28 August 2017: https://newsroom.intel.com/news/intel-
unveils-neural-compute-engine-movidius-myriad-x-vpu-unleash-ai-edge/. 

82. Speck-size computers: now with deep learning, IEEE, 28 March 2017: http://
spectrum.ieee.org/semiconductors/processors/specksize-computers-now-
with-deep-learning. 

83. True North, Wikipedia, as accessed on 3 November 2017: https://en.
wikipedia.org/wiki/TrueNorth; IBM Finds Killer App for TrueNorth 
Neuromorphic Chip, Top 500, 24 September, 2016: https://www.top500.org/
news/ibm-finds-killer-app-for-truenorth-neuromorphic-chip/. 
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