TMT Industry
August 2016

Thought Leader’s News vol.10
デジタルエコシステムにおける
ビジネスチャンス

デジタルテクノロジーの最新動向と
テクノロジー、
メディア、
通信
（TMT）
企業への影響

原文作成：2016年4月

Follow @DU_Press
Sign up for Deloitte University Press updates at www.dupress.com.
デロイトユニバーシティプレスについて
デロイトユニバーシティプレスはビジネスや公共サービス、そしてNGOに関わる人々にインサイトを与える、オリジナルの記事
やレポート、定期刊行物を発行しています。私共のプロフェッショナルサービスを提供する組織とビジネスや学術に関わる共著
者から研究成果や経験を引き出し、企業幹部や政府のリーダーとなる方々に、幅広い視野で議論を進めて頂くことを目的とし
ています。
デロイトユニバーシティプレスは、Deloitte

Development LLC.によって発行されています。

この出版物は一般に公開されている情報だけを含んでおり、Deloitte

Touche Tohmatsu Limitedおよびそのメンバーファー

ム、関連法人は、この出版物により、会計・ビジネス・ファイナンス・投資・法律・税務その他のプロフェッショナルとしてのアド
バイスやサービスについて影響を受けるものではありません。この出版物はプロフェッショナルとしてのアドバイスやサービス
を代替するものではなく、ファイナンスやビジネスの成果に関わる、組織の決断や行動を判断する際の基礎資料となるもので
もありません。ファイナンスやビジネスに影響し得るいかなる行動・決断についても、事前に適切なプロフェッショナル・アドバ
イザーに相談されることをお薦めします。
この出版物に基づく判断により個人が損失を受けた場合でも、Deloitte
ファーム、または関連法人は、いかなる責任も負うものではありません。

Touche Tohmatsu Limitedおよびそのメンバー

日本語版発刊にあたり

もともとは生物学の用語である「エコシステム（生態系）
」がビジネスの文脈で
頻繁に使われるようになっています。私はこれには三つの大きな理由があると
考えています。一つ目はデロイトが「ビッグシフト」とよんでいる技術の指数関
数的（エクスポネンシャル）な進歩と、経済活動の自由化が引き起こすグロー
バルレベルでの経済的・社会的な変動です。ビッグシフトの結果、産業の境界
はあいまいになり、消費者とメーカー、専門家とホビイスト、芸術家と大衆、社
内と社外、のようなかつて明確だった区別がなくなりつつあります。人や組織
がデジタルネットワークを通じてグローバルに集合離散する関係を結ぶことが
できるようになっています。二つ目は2000年前後に成人を迎えたいわゆるミ
レニアル世代の台頭です。この世代の特徴は会社に対する忠誠心の低下、モ
ノを所有することへの執着の薄さ、社会的・環境的な関心の高さであると言わ
れています。引退しつつあるベビーブーマーと団塊の世代に代わって登場し
たミレニアル世代は20世紀の大企業の固定化した経済社会観を持ち合わせ
ていないようです。三つ目はGoogle、Amazon、Uberのような寡占化した
「プ
ラットフォーム」を提供する大企業とそのプラットフォームを利用して成長する
その他企業および個人のグループが出現し、これがエコシステムという言葉
が流行する直接のきっかけになりました。共通して言えるのはデジタル技術に
よる自由な結びつきが新たな常識になりつつあるということと、企業間の競争
がエコシステム間の競争に置き換わりつつある、ということです。
今回お届けする「デジタルエコシステムにおけるビジネスチャンス」は、エコシ
ステム形成が最も活発に見られるテクノロジー、メディア、通信（ＴＭＴ）業界を
例にとり、エコシステムを構成する企業群がどのような経済価値を生み出して
いるか、そしてビジネスチャンスがどこにあるかを俯瞰しています。もちろんこ
こでご紹介できるのはコンセプトに過ぎませんが、ご紹介したキーワードは次
の一手を考える経営者に新たな視座を与えるものだと期待しています。
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「Where

do you fit in the new digital ecosystem?」より抜粋・一部加工

注意事項
本誌はDeloitte

Development LLC.が発行した内容をもとに、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社が翻訳したもの

です。和訳版と原文（英語）
に差異が発生した場合には、原文を優先します。
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はじめに

テクノロジー、メディア、通信（TMT）業界は情報技

デジタルエコシステムを形成する企業群は情報技

術の進化の影響を最も受け、急激に変化している。

術におけるハード、ソフト、コンテンツおよびそれら

その中で自社の価値の源泉をどこに求めるかとい

を利用するためのプラットフォームやサービスを提

う問いはすべての経営者の課題である。

供している。これらの企業は、様々な顧客と複雑な

携帯電話がスマートフォンに駆逐され、スタンドア

相互関係を持ち、同時に顧客に対して集団的な影

ロンのソフトウエアがSaaSに取って代わられた。こ

響を与える存在である。

うした世代交代はもはや当たり前になっている。

例えば、Ｕｂｅｒはモバイルアプリを利用した配車

このレポートをまとめるにあたり、デロイトは30年

サービスによりタクシー業界に衝撃を与えた。ま

におよぶTMT企業の歴史を分析し、様々なTMT企

た、Ｎｅｔ
ｆ
ｌ
ｉ
ｘはクラウド・インフラストラクチャを活用

業の戦略担当者にインタビューを行った。その結

して、コンテンツの収集・管理および消費者への提

果に基づき、ここでデジタルエコシステムと我々が

供を実現し、通信事業者や放送事業者の提供する

呼んでいる企業群において価値創造のしくみが情

価値およびその方法に影響を与えた。

報技術の進歩につれてどのように変化してきたか、

デジタルエコシステムのトレンドを理解すること

そのトレンドを紹介したい。その理解は経営者が今

は、将来にわたって持続可能な差別化を追及する

後の会社の立ち位置を吟味するのに役立つものと

企業経営者にとって必須である。

なると期待している。
図1. デジタルエコシステム
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図2. グローバル市場におけるデジタルエコシステム企業の企業価値評価額シェア
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デジタルエコシステムの企業価値評価額シェア
（グローバル市場における全企業の企業価値評価額合計に対する割合）
デジタルエコシステムの企業数
（グローバル市場における全企業数に対する割合）

1. 企業価値評価額は、負債と資本金合計から現金を引いたものを指す
（CompuStaは世界の企業情報を網羅的に収集したデータベースである）
2. CompuStatのデータベースに格納されている全業界の企業を母数とする。
出典: CompuStat
図:

デジタルエコシステムに属する企業群は他と比べ

例えば、AmazonはＥコマース業界を革新するだ

ものにならないほど強大である。実際に全世界の

けでなく、Wal-Mart

たった1% 強の企業が、世界の企業価値評価額合

等の実店舗を中心とする小売大手との競争関係を

計の約9%を占めている
（図2参照）
。

激化させた1。

また、デジタルエコシステム企業は、TMT業界にお

GoogleやAppleは、自動車や金融サービスなど他

けるイノベーションを牽引するだけではなく、その

業界のサービスの基礎となる強固なテクノロジー

他の業界をも変革し、より幅広い競争環境を育む

基盤を提供している2。

ための土壌となりつつある。
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StoresやCostco Wholesale

デジタルエコシステムにおける
価値創出方法

デジタルエコシステムが経済的価値を生み出す方

オペレーションの効率化

法は3通りある

既存の企業は、販売、オペレーション、サプライ

• 新たな事業機会の創出

チェーンなどのデジタル化を利用した社内業務プ

• オペレーションの効率化

ロセス改善により、コスト削減を実現できる。スター

• 先進的なテクノロジーの早期利用

トアップ企業にとってオープンイノベーションや従
量課金制のサービスの出現は新規参入の障壁を低

新たな事業機会の創出

くした。さらにエコシステム内外の多くの関連企業

近年では、デジタル化によって多くの事業機会が

にとって、デジタル化は投資額の削減を可能とし

新たに生み出されると同時に、既存業界および企

た。また、インテリジェント・オートメーションにより、

業のビジネスモデル変革が促された。例えば金融

コスト削減と同時に生産性の向上が可能になった。

サービスおよび小売業界は、デジタルペイメントや
電子商取引プラットフォームなど、商品・サービス

先進的なテクノロジーの早期利用

のデジタル化を進めている。また、医療、自動車、

テクノロジーをパッケージで提供する製品やサー

エネルギー、教育の各業界および政府もデジタル

ビスの増加は企業にとってテクノロジーの利用を

化を推進している。

より容易にした。情報とトレーニングの普及により
テクノロジー活用のライフサイクルはますます速く
なってきている。

図3.

3つの軸から成る価値創出のフレームワーク

新たな事業機会の創出

デジタル
エコシステム

オペレーションの効率化

先進的なテクノロジーの早期利用
図:
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テクノロジー、メディア、通信業界を
再編するトレンド

今後数年間におけるTMT 企業の事業機会の可能

ソフトウエアセクター

性を検討するには、デジタルエコシステムを構成す

ソフトウエアセクターは、過去 30 年間爆発的な成

る各セクターの盛衰、および各セクターのトレンド

長を見せた。80 年代後半から90 年代初頭はイン

が相互に与える影響を理解することが重要である。

フラストラクチャソフトウエア、90年代はシステム
ソフトウエア、そしてこの10年間はアプリケーショ

ハードウエアセクター

ンソフトウエアが牽引した。特にインフラストラク

1980 年から2013 年におけるハードウエアセク

チャ、プラットフォーム、ソフトウエアを含むクラウ

ターの年平均成長率（CAGR）は5%に留まり、エコ

ドベースの「Everything

システム全体の成長に辛うじて一致する程度で

デルが成長を牽引した5。さまざまな開発プラット

あった。仮想化技術とコスト低下によりハードウェ

フォームとオープンソース技術によってソフトウエ

アのコモディティ化が進み、結果としてソフトウエ

ア開発が民主化（デモクラティゼーション）
し、アプ

アレイヤーへの価値の移行が起こった。

リケーションソフトウエアの高性能化や開発投資の

コンピュータの処理能力の劇的な向上が長期にわ

低減およびリードタイム短縮が実現された。

たって続いている3。企業が保有する機器は減少か

デロイトの調査では、
ソフトウエアセクターにおける

つ小型化し、ストレージとコンピュータにかかるコ

インターネットポータルとプラットフォームセグメント

ストは低下した。1980 年代と1990 年代にハード

の収益は、過去13年間で年平均成長率（CAGR）が

ウエアセクターを牽引したのはPC、ネットワーク機

23%増加し、現在はセクター全体の40%近くを占

器、および半導体であったが、この10年では、モバ

める。Google、Amazon、Facebookは、デジタル

イルデバイスが飛躍的な伸びを見せている。ユビ

エコシステムにおいて中核技術のセクターから

キタスな接続性、インターネットプロトコル、ブロー

ショッピング、マーケティング、さらにデジタル領域

ドバンド高速化、そしてミニチュア化などの要素が

まで高範囲に影響を与える好例である。

相まって、現在の「コネクテッドワールド」の基礎と

企業はデータアナリティクスソフトウエアを活用し、

なった 。今 後 はさらに、モノの インタ ー ネット

重要なビジネスインテリジェンスや洞察を得て、新

（Internet

of Things=IoT）とスマートシティが大

きな価値の源泉となる可能性が高まっている4。

」XaaS）モ
as a service（

たな事業機会を生み出している。企業は顧客の嗜
好をより深く理解することで、製品・サービスの開
発や、顧客アプローチの改善につなげている。さら
にますます多くのモノがネットワークにつながり、
企業や個人のデジタルデータが増えるにつれ、アプ
リケーション、ネットワーク、デバイスすべてのレベ
ルにおけるセキュリティの重要性が高まっている。

7

では次に、上述のトレンドが今後どのように進化し、

である。この分類は、各トレンドが様々なビジネス

相互に影響しあい、企業価値を創出または毀損す

に対してどのような影響を与えたのかを理解する

るかを考察していこう。

際に役立つ。また、デジタルエコシステムにおいて

TMT業界の企業経営者は、エコシステムの発展を

1つまたは複数のトレンドが新たな価値を生み出し

牽引しているトレンドを掘り下げて理解を深めるこ

た経緯を理解するにあたっても役立つであろう
（図

とで将来に向けて賢明な施策を講じることができ

4 参照）。特定のクラスターのトレンドがそもそも

るようになるだろう。

は下位層を元にして出現したのだとしても、以降の

我々はまずテクノロジートレンドを3つに分類し、そ

成長は双方向の影響によるものである可能性もあ

こに含まれる要素およびその相互関係を明らかに

る。例えば、コネクテッドデバイスの普及は、いつ

した。

でもどこでもネットワークに接続できるようになっ

3つの分類とは、根底にあるトレンド（他のトレンド

て初めて可能になったが、その普及が今度はネット

の出現につながる根幹となるトレンド）
、影響の第

ワークプロバイダーが帯域幅の拡大と高速化への

一波（根底にあるトレンドから生まれたトレンド）
、お

投資をする必要性を作り出した。

よび影響の第二波（第一波から生まれたトレンド）

図4. デジタルエコシステムの主要トレンド

影響の第二波

データとアナリティクスの高度化

サイバーセキュリティの重要性の増大

影響の第一波
接続されたデバイスと
マシンの急増

ハードウエアと通信、
ITサービスの
コモディティ化

全てのサービス化
as a service）

（Everything

世界のデジタル化
of the world）

（Digitization

根底にあるトレンド
ソフトウエア開発の民主化
（デモクラティゼーション）

コンピューティング能力の増大と
ミニチュア化

通信の高速化と
ユビキタスな接続性

出所: デロイトによる分析
図:
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根底にあるトレンド

コンピューティング能力の増大とミニチュア化

根底にあるトレンドは3つの要素に分解することが

ミニチュア化によってモバイルデバイスにPCレベ

できる。

ルの処理能力が搭載され、モビリティが実現した。

• ソフトウエア開発の民主化（デモクラティゼー

半導体メーカーは、プロセッサの小型化、高速化、

ション）

省電力化を実現する新しいデザインとアーキテク

• コンピューティング能力の増大とミニチュア化

チャを開発した。ミニチュア化によりモバイルデバ

• 通信の高速化とユビキタスな接続性

イスのサイズは小さくなり、また価格も消費者に受
け入れられるものとなった8。

ここではこれらが業界をどのように方向づけ、企業
がどのように対応してきたか概要を示す。

通信の高速化とユビキタスな接続性
インターネットが世界中に普及し、現在全世界で

ソフトウエア開発の民主化
（デモクラティゼーション）

38億人がモバイルネットワークに接続している9。

開発者は、より高品質で高速かつ安価な製品を提

テクノロジーの進化に伴い加入者の規模はさらに

供するために、アプリケーションプログラミングイ

拡大し、モバイルネットワークはより大きな役割を

ンターフェース（API）など、他のアプリケーション

担うようになる。例えば、mHealth（モバイルヘル

と相互連携するオープンソースアルゴリズムを活

ス）サービスでは、超音波画像やスキャン画像を

用してきた。APIのようなオープンソースライブラ

SMS、MMS、電子メール経由で送信することによ

リ機能により、ソフトウエア開発は民主化され、今

り、リアルタイムな遠隔医療診断を可能にする。

では大規模な B2Bソフトウエアベンダーに留まら
ず、小規模ソフトウエアベンダーや顧客までもがソ

上述した3つのトレンドは、単独で、また相互に関連

フトウエアを「アセンブル（組立）
」できるようになっ

しながら、現在のデジタル化を牽引してきた。最近

た。例えば、アプリケーションベンダーは通信API

注目されるブロックチェーン、IoT、人工知能などの

を使用して、通信キャリアが所有する顧客の位置情

コンセプトは、これらの基本技術の過去50年間に

報データを活用している6。

及ぶ発展の上に成り立つものである。

例えばAlaska

AirlinesはAPIを活用し、顧客と従

業員に対してより充実したモバイルエクスペリエン
スを提供している7。APIはアプリケーションの利用
状況を記録できるため、企業が今後どのAPIに投資
すべきか判断を行う上でも役立つ。
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影響の第一波

ハードウエアと通信、ITサービスのコモディティ化

以下の 4つのトレンドは「根底にあるトレンド」から

仮想化は、ハードウエアのコモディティ化を推進す

の影響の第一波と位置づけられる

る最大の要素の1つである。ハイパーバイザーによ

• 接続されたデバイスとマシンの急増

りOSは仮想化され、サーバーの差別化要素は失わ

• ハードウエアと通信、ITサービスのコモディティ化

れた。多くの企業は、ブランドのハードウエアから

• 全てのサービス化（Everything as a service）

低コストのハードウエアを採用するようになった。

• 世界のデジタル化（Digitization of the world） ITサービスもまた、XaaS、クラウド、およびソフトウ
エアの民主化によって、コモディティ化が進んでい
接続されたデバイスとマシンの急増

る。例えばSDN（Software-Defined

マルチデバイス環境ではデバイスがシームレスに

は、個々のネットワーク機器ではなく、ソフトウエア

つながることが重視される10。自宅でも職場でも、

によってデータ転送処理を動的に制御することで

スマートデバイスだけでなく様々な機器が相互接

通信環境を最適化する15。このようなネットワーク

続するようになるのは時間の問題である。リモート

は大手ネットワーク機器メーカーにとって無視でき

センサーで取得した情報から、機器およびユー

ない脅威となっており、結果的に、OpenStackや

ザーが連携し自動制御を行うIoTアプリケーション

分散データストレージに対応する動的制御可能な

は、コネクテッドデバイスに次の波を引き起こすだ

スイッチなどへの投資を開始することとなった。

Network）

ろう11。例えばスマートフィットネスバンドのFitBit
やGOQiiは、コネクテッドデバイスにおけるイノベー

全てのサービス化（Everything

ションの例と言える12。

as a service）

世界はEverything

このようなウエアラブルデバイスが急速に普及す

進んでいる。これにはソフトウエアとハードウエア

る一方で、長期的にはコネクテッドカー、スマートシ

だけではなく、データ管理、業務プロセス管理、コ

ティ、ホームオートメーションなど、その他のIoTセ

ンテンツなどの領域も含む。

グメントのビジネスが拡大するであろう。コネク

XaaSは、インフラストラクチャやソフトウエアを共

テッドカーはより安全で効率的な輸送手段として自

有するマルチテナント方式により、企業が迅速な拡

動運転車への道を開いている13。

張性を実現するため広く普及した。XaaSが提供す

家庭用IoT 製品に適した通信規格はいまだ発展途

る従量課金制のオンデマンドモデルは、初期投資、

上であり、その事実は規格制定において中心的な

導入スピード、運用コスト、俊敏性（アジリティ）
、お

「オーケストレーション」の役割の必要性を示唆して

よびROIといった面で有効である。これらすべてが

as a service（XaaS）に向けて

いる14。コネクテッドデバイスがもたらす価値は、

相まってXaaSは現在のビジネスダイナミクスを揺

省電力ネットワークプロバイダー、データアナリ

るがしかねないほどの存在となっている。

ティクスソリューションを提供するソフトウエアベン

XaaSは、医療、保険、教育、救助や災害管理といっ

ダー、コアインフラストラクチャを提供するシステ

たさまざまな業界で利用されている。例えば16、イ

ムインテグレーターといったエコシステム内のプレ

ンドに拠点を置くオンライン医療情報ネットワーク

イヤー全体に波及する。

のHealthHiwayは、1,100以上の病院と10,000
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人以上の医師をつなぎ、医療サービスの改善を低

世界のデジタル化（Digitization

コストで実現している17。

world）

XaaSは企業におけるエンドツーエンドの業務プロ

デジタル化は、他のすべてのトレンドに包括的に関

セスを一貫して提供するため、業務プロセスの設

連し、それらの実用化に不可欠な要素となってい

計から導入までの管理を容易にする。この動きに

る。現在の「コネクテッドワールド」では企業のオペ

対応して、多くのソフトウエアベンダーおよびハー

レーションや顧客、サプライヤー、ステークホル

ドウエアベンダーは、クラウドベースのサービス提

ダーへの対応方法が根本的に変化している。さら

供を開始している。Amazon、Cisco、大手OSプロ

に明らかな効率性向上に加え、従来のアセットがデ

バイダーなどの多くのフォーチュン・グローバル

ジタルアセットに置換されることで様々な業界にお

500企業は、単一のサービスではなくインフラスト

ける参入障壁が低下している。

ラクチャ、プラットフォーム、ソフトウエアを統合し

既存業界のプレイヤーは、自社におけるイノベー

たパッケージの提供を開始している18。企業が提

ションやビジネスモデルの変革を迫られている。

of the

供するものが、製品からサービスへと移行してお

「適応か撤退か」の教訓を示す例は無数にある。例

り、将来的にはビジネスモデルを再定義することに

えばCanonは、インターネットに接続してソーシャ

なるだろう。

ルアプリを実行するカメラを製造するなど、スマー
トフォンに対抗した製品を開発している19。
デジタル化はおそらく単なる差別化要素には留ま
らず、ビジネスに不可欠な要素となるだろう。デジ
タル化の波に飲み込まれる業界が増え続ける中、
生き残るためには企業の俊敏性（アジリティ）が重
要となる。
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影響の第二波

サイバーセキュリティの重要性の増大

以下の 2つのトレンドは「根底にあるトレンド」から

デジタル化およびサイバー犯罪の高度化・巧妙化

の影響の第二波と位置づけられる

が相まって、企業は多数のセキュリティリスクにさ

• データとアナリティクスの高度化

らされている。サイバー犯罪の経済的および法的

• サイバーセキュリティの重要性の増大

影響は明白であるが、顧客、従業員、およびその他
ステークホルダーの信頼喪失も深刻な問題であ

データとアナリティクスの高度化

る。ここ数年、ハッカーは多数の小売事業者、TMT

ビッグデータとデータサイエンスは、もはや企業競

企業、政府機関を攻撃しており、このセキュリティ

争に必須の要素となっている。ソーシャルメディ

侵害の結果、数テラバイトの内部データの流出、数

ア、デジタル化、コネクテッドデバイス、およびセン

百万ドルの損失、そしてユーザーおよび顧客の信

サーの急増により、固有のコンテキストを持つさま

頼を失墜することとなった。

ざまな情報源から莫大なデータを収集し、洞察を

セキュリティ戦略は従来の単独の防御システムか

得られるようになった。データに基づいたこれらの

ら、防止、検知、対応、復元を含めたより広範な戦

洞察は、商品/サービス、流通、マーケティング、デ

略へと進まなければならない。多くの CIO は、セ

リバリーにおいて役立てることができる。例えば、

キュリティリスクがクラウドサービスなどの共有イ

Macy's Inc.は、7300万点の品目について、需給

ンフラストラクチャ導入における重大な障壁である

バランスを基に価格をほぼリアルタイムで調整し

と考えている。もちろんすべての資産を同じように

ている。また、Uberは、交通に関する需給データ

保護することは現実的ではなく、最も価値が高くリ

を利用し、サージプライシング（急騰料金）モデル

スクに影響されやすい資産を特定して保護する必

による需要ピーク時の収益増を図っている20。

要がある22。

データアナリティクスは発展の初期段階にあり、や
がてはもっと正確でリアルタイムな洞察を得られ
るであろう。また、このような洞察の必要性から多
くのデータディスカバリープラットフォームが出現
している。事実、変わり続ける市場環境に対応する
ため、従来型のビジネスインテリジェンスソフトウ
エアプロバイダーは独自にプラットフォームを提供
して いる。XaaS モデ ル の 成 功に着 想を得 て 、

Analytics as a serviceの提供を始めた企業もあ
る。現在ではデータアナリティクスがビジネスを変
革する原動力となっている21。ビジネスを変革する
ようなイノベーションはますますデータの集積と分
析によって実現される機会が増えている。
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トレンドを構成する要素に関する分析
新たな事業機会の創出

オペレーションの効率化

先進的なテクノロジーの早期利用

■ 接続されたデバイスとマシンの急増

• 短中期的には、スマート家電、HEMS/BEMS、 • 人の介入を必要としない遠隔監視・自動制御
テレマティクスサービスをはじめとする具体
的なソリューションを検討する。

によりコストを削減する。

• サプライチェーンのトレーサビリティ、営業体

• 長期的には、従来型のサプライヤー、システ

制の最適化などの機能向上を行う。

• リアルタイムデータ解析を活用して、性能、価
格、セキュリティ、およびプライバシーに関す
る顧客企業および消費者ニーズに対応する。

• すでに採用している既存のテクノロジーの上

ムインテグレーター、およびその他のキープ

に、新しいテクノロジーを導入することも可

レイヤーと提携することにより、総合的なエコ

能である。

システムを形成する。

■ ハードウェアと通信、ITサービスのコモディティ化

• ベースとなるハードウエアの上に組み込みソ

• ハードウエアモデル数を減らすことで製造コス

フトウエアを構築し、カスタムソリューション

トを削減し、そのかわりにカスタマイズや機能

を提供することで差別化を図る。

拡張を許諾するようなライセンスを供与する。

• ハードウエアを原価で提供しつつ、ソフトウエ
影響の第一波

アエコシステムで収益化をすることも可能で

• 従量課金制のサービスを採用し、情報技術の

• ネットワーク機能の仮想化を進めてハードウ
エアへの依存度を下げる。

• デカップリングによりユーザーの利用度向上、
インフラのカスタマイズのしやすさを狙う。

初期費用および運用コストを削減する。

ある。

■ 全てのサービス化（Everything

as a service）

• 企業向け業務パッケージを提供しているソフ
トウエア会社は新たな収益源としてXaaSを
検討する。

• 新興中小企業向けに従量課金制のオファリン
グを検討する。

• アセットライトモデル※を採用することで、サ

• 多くの企業は購読型（サブスクリプションベー

プライヤーや顧客への対応にかかる運用コス

ス）のテクノロジー利用方式を好むようになっ

トを削減する。

ている。それにより最新のテクノロジーを迅

※他社のサービスを活用し自社はコア業務に注力する
モデル

速に利用できるようになる半面、セキュリティ
とプライバシーに関する懸念は高まっている。
したがってデジタルエコノミーの企業は信頼
できるブランド作りに注力すべきである。

■ 世界のデジタル化（Digitization

of the world）

• 情報のデジタル化は物理的なメディアの消滅

• 社内プロセスと製品・サービスポートフォリオ

をもたらした。次のデジタル化は企業の内部

の両面でデジタル化を進め、コスト削減およ

• デジタル化による利便性の向上は多くの消
費者に受け入れられている。企業は顧客、サ

の業務プロセスの自動化を可能にする。これ

び開発期間短縮を図る。

プライヤー、パートナー、従業員などと、デジ

は同時に顧客とのデジタルな接点を強化し、

タルを媒介としてエンゲージする方法を探る

大量の実データ取得を可能とし、顧客の嗜好

べきである。さらにエコシステムの考え方を

に関するデータの分析により収益源となる洞

採用することでテクノロジーの普及を促進す

察を生むことができる。

ることができる。もちろんフォーカス、チェン
ジマネジメントと想像力は不可欠である。

■ データとアナリティクスの高度化

影響の第二波

• 金融および通信企業は、すでに所有している

• 企 業はアナリティクスを活 用し、サ プライ

大量の顧客データに対して高度なアナリティ

チェーンプロセスの最適化、リソースの有効

• 異なった環境にあるデータ間の相互利用を
進めることで、今までアクセス不可能だった

クスおよびコグニティブ技術を活用して新た

活用、不正検知、リスクモデリングによりコス

ビッグデータの活用およびソリューションの

な収入源を探索する。

トを削減する。

導入を強化する。

• 個人情報の保護に留意しつつデータや知見
を第三者に販売することを考える。

■ サイバーセキュリティの重要性の増大

• インフラの共有が拡大するにつれてセキュリ

• セキュリティを強化することで、データ流出や

ティへの関心は高まっている。デジタルエコ

復元にかかるコストを削減し、業務の混乱お

システムの内外で差別化のため有料のセキュ

よびブランド価値の毀損を最小化する。

リティサービスを提供する。
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• XaaS 企業は自社ソリューションのセキュリ
ティ強化に十分に投資するべきである。

おわりに

エコシステムという言葉の発祥地となった米国シリコンバレーでは

Fail early,

fail fast, fail forward. という言葉があるそうです。新規参入が相次ぐグロー
バルマーケットにおいて予測可能性は少なくなっています。予測可能なモノの
価値はどんどん低下しているとも言えるでしょう。エコシステム間の競争は大
局的には予測可能かも知れませんが、エコシステムの形成期に有利なポジショ
ンを狙うためには、いわゆる「右肩上がり」や「モノづくり」の発想では不十分で
す。必要なのはすぐに動ける、試行錯誤を許す体制と仕組みではないでしょう
か。そして社内・社外という枠組みを一度外してみるという発想が役に立ちます。
最近のエコシステム形成戦略で有名なものとしてゼネラルエレクトリック
（ G E ）社 が 普 及を図って いるPredixというプラットフォームがあります。

Predixはインターネットを介して接続されたデバイスから得られたデータを活
用するアルゴリズムを提供するオープンプラットフォームです。プラットフォー
ム戦略の成功要因は他に先んじてスケール（規模）拡大を図ることで、そのた
めには社外の協力者を多く引きつけることが必要です。GEはエコシステム参
加者が互いに競争しつつも全体のパイを大きくするようなアライアンスプロ
グラムを走らせています。我々デロイトもアライアンスパートナーの一員とな
りPredix上で動くアプリケーションを開発しています。このように今までのど
ちらかと言えばクローズドな世界だった産業系の世界もエコシステム戦略を
積極的に採用するトレンドがあります。社外との協力体制を作ることが当たり
前になってきています。
この領域はどちらかというと日本企業にとって不得手な領域のような気がしま
す。冒頭に申し上げたように団塊の世代がミレニアル世代に置き換えられつ
つある今、同じ会社で定年まで働くことを前提にした企業の組織風土やプロセ
スは役目を終えつつあるのではないでしょうか。国内外で新しいパートナーと
いち早く手を組むことができるような体制・仕組みの整備が日本企業には求め
られていると思います。
橋本

善永

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
執行役員
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付録

本書で使用したデジタルエコシステム企業一覧の

米国企業以外のグローバル企業:

作 成にお いては、TMT 企 業 11,588 社を含 む

CompuStatのデータベースを使用した。これらの

• 米国のデジタルエコシステムに影響を与える可

11,588社は、米国企業4,767社と米国企業以外

能性がある、平均収益が 5 億ドル以上の 743 社

のグローバル企業6,821社に分けられる。

を抽出した。

米国企業:

• その中から米国で主要な事業を行っている309
社を抽出した。

• 年間収益合計の95%を占める1,306社が最終
候補に残った。

• 調査対象外でありデータが限定的であることを
理由に46社を除外した。
*

• 調査対象外である75社を除外した。*
• グローバル企業263社が最終リストの条件を満
• 米国企業1,231社が最終リストの条件を満たした。

たした。
その後、2010 年以降にIPOを行った収益3億ドル
以上の18社を追加した。
この結果、デジタルエコシステムを代表する合計

1,512社が確定した。

*調査対象は、当社の「デジタルエコシステムのセクターおよびセグメント分類」を基に定義した。主要な営業収益源が無関係のセクター/セグメントである企業（映画館と遊園地を主に
経営する企業など）
は除外した。財務データが限られているグローバル企業も対象から除外した。
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