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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。
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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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