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COVID-19のパンデミックは、経済・社会・文化のあらゆる側面で変化を引き起こし、その社会的なインパクトは歴史
的に見ても非常に大きなものになっています。一方で中長期的視点に立つと、COVID-19の影響にかかわらず、産業や
社会の構造を変えるようなTMT業界の変化は続いています。COVID-19の影響を色濃く残しながらも、その環境下で変
化をどのように受け止め、ビジネスの構造をいかに発展的に進化させていくかを検討し、具体的な取り組みに移すフェー
ズが訪れつつあると考えられます。

「TMT Predictions」はデロイト グローバルが2001年から発行しているレポートで、少し先の将来を見据えた形でテク
ノロジー・メディア・通信業界に関する注目すべきトピックを取り上げ、予測する内容です。今回の2022年版はグロー
バル版がリニューアルし、各トピックについてコンパクトな分量ながらも総数を19に増やす形式になり、カバレッジを広
げてより多くのテーマを俯瞰的に捉えることを目指したことが特色です。日本版ではグローバルトピックを10テーマに集
約し、それぞれの抄訳に加え、「日本の視点」としてデロイト トーマツ グループのプロフェッショナルによる考察・分析を
掲載しました。

今回の「TMT Predictions2022」のテーマを横断的に見ると、新しい行動様式や産業構造の変化、ディスラプティブな
技術が我々の生き方や社会そのものを変容させていく中で、何が論点となりTMT業界の今後に影響し得るのか、という
切り口で構成されていることが分かります。

まずCOVID-19がもたらしたインパクトが継続的に作用している領域としては、産業面で広い分野に影響を及ぼしてい
る半導体不足の問題と半導体分野への投資動向、人々のメディア消費行動の変化を踏まえた映像メディア市場（動画配
信）の分析が挙げられます。COVID-19の影響を踏まえたうえで、産業構造の変化にどのように向き合っていくかの論点
を提示する内容となっています。

一方でCOVID-19のインパクトの有無に関わらず、テクノロジーの観点で世の中や従来型のビジネス構造を変える可能
性が期待される新技術やサービスにも注目しています。直近で最も注目されているテーマの一つであるNFTについては、
メタバースの動向も含めた形で日本における市場の発展可能性を論じています。半導体の新しいオープンスタンダードで
あるRISC-V、ディスラプティブな技術として用途が注目される量子コンピューティング、5Gの普及に際し注目される技術
であるFWAも、近年世の中を賑わしているトピックです。これらの最新動向からは、新しい技術が社会をどう変えていく
かを占うためのヒントや、企業の取り組みの方向性に関する示唆が得られると想定しています。

さらに、社会変容に関する重要なキーワードとして現出している「サステナビリティ」について多様な観点から取り上げて
いるのも今回のレポートの特徴です。サステナブルな社会変容の形を検討する内容としては、AIにまつわる規制や規律、
ゲーム業界のサステナブルな発展、テクノロジー業界における女性、サステナブルスマートフォンといった幅広い内容を
扱っています。
特にAIがもたらす変化に社会としてどう対応していくかは見過ごせない重要なテーマであり、パーパスに沿ったAI倫理
規定やガバナンス体制の構築の必要性について論じています。また、この十数年の間に多様な働き方や組織における多
様性が議論される機会が顕在化したことを受け、TMT業界の多様性の現状と展望を検討する観点で、ゲーム業界を起
点としたエンタメ業界における課題と対応、テクノロジー業界における女性の働き方について考察しました。サステナブ
ルスマートフォンのトピックでは、普及が進むスマートフォンの生産と利用に際する持続可能なエコシステム構築の可能
性を検討しています。

2022年時点でCOVID-19の終息は未だ先が見えず、刻々と変わりゆく国際情勢の行く末が案じられる中、世界は重大
な岐路に直面していると言えます。ビジネスへの影響も不透明さが増す中、この先10年を見据えた大きな変革期にある
ことは間違いないでしょう。本レポートで取り上げた各トピックの中には、我々一人ひとり、そして企業が取り組む必要性
があるテーマやキーワードと、変化に対応するためのヒントが散りばめられています。この内容を通して、企業が不確定
な時代の中で将来を切り開いていくための論点が見えてくることを期待しています。ビジネスの今後を考えるための議論
の契機や施策検討の一助として、ぜひご一読頂けると幸いです。

日本版発刊に寄せて
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SVOD事業者によるグローバルでの視聴者の獲得競争は
激化しつつあり、サービス解約の促進にもつながっている。
先行プレイヤーのビジネスモデルは世界の多様な市場で効
果的に機能するだろうか?

定額制動画配信（SVOD）サービスについて、デロイトは2022年にグ
ローバルで少なくとも1億5,000万件の有料サブスクリプションがキャ
ンセルされ、各市場でのサービス解約率は最大30%になると予測して
いる。
しかし一方で、解約数を上回る新規契約が追加され、1人当たりの平
均契約数が増加すると考えられる。解約率が最も高い市場では、一度
解約したサービスに再加入するユーザーも多いと想定される。
SVODが複数の市場で成熟するにつれて、動画配信市場の成長に広告
型モデルが寄与することが増えると予測される。サービス成功の指標と
して、加入者数よりもサービス全体の包括的な収益が重視されるよう
になると考えられる。

Why does it matter?
グローバル展開が動画配信事業者の競争状況を変える 
可能性がある

動画配信のトップ事業者がグローバル化していく中、地域によってコス
トに対する感覚が異なると想定される状況下で、事業全体の成長を実
現するには、ビジネスモデルのより高レベルな革新と収益性向上への
道筋が必要になる可能性が高い。
有料サブスクリプションは先進国ではうまく機能してきたが、途上国の
ユーザーには無料の広告付きオプションが好まれる1。
中南米では、グローバルおよびローカルの動画配信事業者が、先進国
よりも低額なサブスクリプション料金でその地域と親和性の高いコンテ
ンツを配信しており2、多くの場合広告モデルも導入されている3。
アジア太平洋地域では、複数の価格設定、複数サービスのバンドルの
事例が見られ、革新的なコンテンツと広告、ゲームと音楽の組み合わ
せや、モバイルファーストのエンゲージメントが提供されている4,5,6。

サービスの解約は今後も続くと予測され、それは市場の成
熟の証でもある。とはいえ地域が違えば、顧客獲得、維持、
収益モデルに異なるアプローチが必要になるかもしれない。

All about Screens／映像メディア

グローバル版：
動画配信：サービス競争はグローバルに拡大
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動画配信事業者は、競争が 
激化する中、解約を抑制し続け 
なければならないだろう。

コンテンツの開発と獲得への投資が減
少する可能性は低く、視聴者の獲得と
維持へのプレッシャーは今後も続くだ
ろう。市場で成功するために、動画配
信事業者はユーザーをよりよく理解し、
さまざまな視聴者層に向けてより多く
のオプションを開発し、さまざまなエン
ターテインメントの選択肢がある中で
価値を提供する必要がある。

Bottom line

企業は何をすべきか?
動画配信事業者は、異なる加入者層に向けた幅広い価格オプション
を、各市場に合わせてカスタマイズした上で提供するという方法が考
えられる。有料コンテンツや独占コンテンツにアクセスする手段として、
無料広告モデルの加入者にリワードプログラムを提供するような方法
も想定される。

通信事業者やケーブルテレビ事業者と提携することで、特にモバイル
ファースト市場の視聴者へのアクセスにつなげられる。この形式で、流
通コストや顧客管理コストを削減したり、ユーザーがシンプルにバンド
ルされたオプションの利用を継続するインセンティブを増やすことがで
きる。

データを使用して、ユーザーをより深く理解し、ニーズに沿うコンテン
ツを提供し、解約の可能性が生じる時期を予測する必要がある。デー
タを使用してユーザーのライフタイムバリューを理解することで、事業
者はユーザーとの間でより永続的な関係を構築できるだろう。

1. Hernán Amaya, �Claro Box TV to be launched in all Latin American countries ,� TAVI Latam, April 28, 2021. 
2. John Hopewell, �HBO Max to launch in Latin America at $3 $6 per month with live sports, theatrical window for Warner movies ,� Variety, May 26, 2021.
3. Tom Grater, �How Brazilian TV giant Globo is planning to compete with Netflix & Amazon in the streaming war ,� Deadline , January 19, 2021.
4. Pioneer Consulting APAC Insights, �What SVOD players in southeast Asia can learn from China ,� February 17, 2020.
5. Nikki Sun, �Alibaba, Baidu and Tencent learn Netflix lessons in content fight ,� Nikkei Asia , June 1, 2021.
6. Jeff Loucks, Mark Casey, and Craig Wigginton, Ad-supported video: Will the United States follow Asia�s lead?―TMT Predictions 2020, Deloitte Insights, December 9, 

2019. Deloitte�s 2021 Digital Media Trends Survey found that churn for paid streaming video services―those who have cancelled or both added and cancelled a 
service―has stabilized in the United States around 34%.

グローバル版本文
As the world churns: The streaming wars go global
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2022/streaming-video-churn-svod.html

図表1-1 SVOD加入率および解約率
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Q. 次に挙げる定期購読・サブスクリプションサービスのうち、あなたが利用しているものは？
　  /12カ月以内に解約したものは？

出所：デロイト「Digital Consumer Trends survey」、2021年6月～ 8月
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グローバル版：
アドレッサブルテレビ広告：リーチを狙う 
ターゲティング

テレビ広告が最も効果を発揮するのは、人口の大部分に素早く到達し
たときである。しかし、リアルタイム視聴の減少と広告の入らない
SVODの視聴の増加は、特に若い視聴者をターゲットとした場合のテ
レビ広告のコストをますます高くしている。
しかしその一方で、テレビ端末やコンピュータでの動画視聴は依然とし
て堅調だ。動画配信はビデオオンデマンド、ソーシャルメディア、ビデオ
ゲームなど、より多くのメディアプラットフォームに広がっている。
ターゲティングされたデジタル広告はバナー広告などのスタティック広
告の成長を牽引しているが、テレビ広告はオーディオビジュアル広告の
制作にコストと時間がかかり、オンライン広告と同様のレベルのカスタ
マイズには適していない。
アドレッサブル広告の真の価値は、家庭や個人の視聴者ごとにメッセー
ジを区別する機能ではなく、リーチを広げ、各市場のほとんどのターゲッ
トに広告メッセージを広める能力にある。
アドレッサブル広告の潜在力を引き出す上で大きな障害となっているの
は、本格的なエコシステムが構築されていない点である。このエコシス
テムには、アドレッサブルテレビ広告の効果測定、集計、広告枠の販売、
コンテンツ作成などが含まれる。

アドレッサブル広告はテレビ広告全体のごく一部だが、2022
年の75億米ドルという予測値は、一昔前の予測の40倍に
のぼる3。

ターゲット別に異なる広告を表示するアドレッサブルテレビ
広告は、テレビ広告をさまざまな家庭にターゲティングして
届けることができるが、メッセージを区別するためではなく、
リーチを広げるために利用するのが最も有効である。

アドレッサブルテレビ広告は、同じ番組を見ている世帯ごとに異なるテ
レビ広告を表示することができる。しかしその市場の成長は、主要な広
告キャンペーンのリーチを拡大するためにどの程度利用されているか、
つまり市場内のできるだけ多くの視聴者に同じ広告を表示しているか
に依存する可能性が高い。
デロイトの予測によると、2022年にアドレッサブルテレビ広告は75億
米ドルを生み出すが 1、これはグローバルで1,530億米ドルにのぼるテ
レビ広告市場のほんの一部にすぎない2。
2022年時点において、広告主にとってのテレビ広告の基本的な価値
は、30秒の洗練されたオーディオビジュアル広告を放送することによっ
てブランドを構築する能力にあるといえる。多くの市場でテレビ放送の
リアルタイム視聴が減少する中で、プラットフォームを横断してリーチを
維持し、拡大する観点で、アドレッサブル広告の技術はますます重要に
なるだろう。

Why does it matter?
アドレッサブル広告は、リアルタイム視聴のリーチ減少の 
影響を緩和することができる
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広告代理店が、広告の一部または全編に使用できる動画コンテンツの
ライブラリを提供するという方法もある5。これにより広告制作費を削
減することができ、広告主の制作のハードルが下がる。

テレビ端末メーカー、ソーシャルメディアプラットフォーム、AVODプ
ラットフォームまで、アドレッサブル広告枠を提供するインベントリプロ
バイダが増加する可能性が高い。その仲介役を務めるアグリゲータを
通じて、広告主の広告市場へのアクセスを合理化する必要が出てくる
だろう。

メディア企業とハードウエアベンダは、広告効果の測定範囲について、
あらゆるサービスや画面に配信されるアドレッサブル広告を含める形
に拡大するため協力すべきだ 4。広告主は、従来のテレビ広告と同等
の測定品質を求めている。

Bottom line

企業は何をすべきか? 広告は正確さだけを前提としたも
のではない。

かつてもそうだったし、これからもそう
なりそうもない。コンテクスチュアルで
期待通りのものではなく、斬新で予想
外な内容の広告のリーチを拡大するこ
とは、テレビ広告の最も効果的な利用
法になるのではないだろうか。

1. Harry Harcus, �What does addressable TV mean for advertisers ?,� The Drum , April 30, 2021.
2. MAGNA, �MAGNA global advertising forecasts―June 2021 ,� press release, June 13, 2021.
3. Paul Lee and Duncan Stewart, Technology, Media & Telecommunications Predictions 2012 , Deloitte.
4. Some TV equipment makers, such as Vizio, Roku, and Samsung, have started to sell advertising directly. For instance, Vizio sells advertising space as well as viewing 

data to advertisers. Net revenues from this business were US$51 million in the first quarter of 2021; Vizio, �Vizio Holding Corp. reports Q1 2021 financial results ,� 
press release, May 11, 2021.

5. Other approaches include trading airtime for equity, enabling budget to go on creative. Startups wanting to scale users quickly need TV to attain national reach fast. 
Broadcasters or investment firms may trade a stake in the company for airtime. For an example of airtime for equity in the United Kingdom offered by ITV, see: ITV 
Media, �ITV AdVentures Invest: A unique media for equity opportunity with ITV, � accessed October 27, 2021.

グローバル版本文
Addressable TV ads: Targeting for reach
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2022/addressable-television-advertising.html

図表 1-2 アドレッサブルテレビ広告は 1,530 億米ドルのテレビ広告市場全体のわずか5%

出所：Deloitte Global prediction and MAGNA June 2021 global advertising forecast
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Why does it matter?
トラディショナルなテレビ視聴のシェア低下は、多くの国で 
起こる可能性が高い

最も視聴されているコンテンツ形態は依然として放送だが、若いユー
ザーの間でのシェアは低下している。2020年のデータでは放送局のコ
ンテンツが全コンテンツ視聴の61%を占めていたが、16歳から34歳
までの年齢層では、その割合は32%と半分強だった 3。
2027年までの5年間を予測すると、動画の視聴パターンは年齢によっ
てさらに複層化される可能性が高い4。デロイトは、英国についてソー
シャルメディアが34歳未満の若年層の間で優位に立ち、残りの層では
放送局のコンテンツが優勢になると予想しており、SVOD/AVODが全
年齢層において2番目または3番目の選択肢になると想定している。
視聴率の低下にもかかわらず、重要な大規模の視聴者を集めるという
点では、大手ブランドにとって依然としてテレビが唯一の選択肢である
ことに変わりはない。

英国市場におけるテレビ視聴割合の低下は、映像コンテン
ツのエコシステムにおける新時代の到来を告げている。

デロイトは、2022年は英国の全スクリーンで視聴されるコンテンツの
50%以上をトラディショナルな放送局による放送コンテンツが占める
最後の年になると予測している。
2017年の英国の視聴者のコンテンツ視聴時間に占める放送局の割合
は73%だった。2022年には53%、2023年には49%に低下すると
予測される。
英国のトレンドは、似たような事業者構成の他の数十の市場の行く末を
暗示する可能性が高い。具体的には公共放送と商業放送 1、有料放送
事業者（衛星、ケーブル、IPTV）に加え、ビデオオンデマンドプロバイダ
（サブスクリプションモデル、放送局による提供、広告収入モデル）、ソー
シャルメディア、ゲームコンソール 2などにより構成された市場である。

All about Screens／映像メディア

グローバル版：
動画視聴シェアの変化：トラディショナルな 
テレビの縮小
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1. In some cases, viewers will see content on third-party video-on-demand channels that was originated by and possibly branded as broadcaster content, such as ITV�s 
Love Island, or the BBC�s Peaky Blinders accessed via Netflix. This would not be included in the traditional TV count.

2. The majority of social media is watched on smartphones, tablets, and PCs; mobile games have not been included in this calculation.
3. Ofcom, �Figure 1.17: Average minutes of viewing per day, all aged 16-34, all devices (2020),� Media nations 2021 , August 2021.
4. Julian Aquilina, Joseph Evans, and Jamie McGowan Stuart, Video viewing forecasts: trends accelerated , Enders Analysis, February 18, 2021.

グローバル版本文
Traditional TV wanes: Television is about to dip below half of all UK video viewing
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2022/tv-viewership-decline.html

テレビ放送が将来的に発展を続けるた
めには、テレビはもはや家庭用ビデオ
エンターテインメントにおける最優位
性を保っているのではなく、視聴者の
注目を集める強力な競争相手の中の
1つの選択肢にすぎないという新たな
現実に向き合い、業界を再編する必要
があるかもしれない。

Bottom line

企業は何をすべきか?

放送局は広告主に対して、視聴時間が最も伸びている他のビデオサー
ビス（VOD、ソーシャルメディア、ビデオゲーム）、特に若年層の視聴
者がテレビ端末で視聴するサービスの広告枠の在庫を含む形でキャン
ペーンを提供できるだろう。

広告主は、若い視聴者にトラディショナルメディアを通じてリーチする
場合にますます費用がかかるようになるため、チャネルの組み合わせ
の多様化を試みることができる。

トラディショナルなメディア企業は、広告時間に対する価格設定につい
て、その価値を納得感を持って提供できる状態を維持することがます
ます難しくなっていく可能性がある。

図表1-3 英国におけるトラディショナルな放送局の視聴時間シェア

出所：Deloitte analysis and Ofcom Media Nations, 2018-2021

73%
53% 49%

2017 2022 2023

デロイト
グローバル
予測



Technology, Media and Telecommunications Predictions | 2022 日本版

9

日本においてSVODサービスは普及しつつあるとはいえ、 
論点は �churn�ではない
グローバル版「動画配信」の章では、SVOD（Subscription Video 
on Demand：定額制動画配信）サービスからの解約・退会（churn）
がメインテーマとなっている。欧米では既に、SVODサービスがかなり
普及しており、ユーザーによるサービスの取捨選択が進むフェーズに来
ているようだ。果たして日本でも、解約や退会が論点になるほどSVOD
の利用が主流になっているだろうか。本稿ではまず初めに、日本におけ
るSVODサービスの利用状況を概観したい。
日本では、放送局が提供しているものも含め、20程度のSVODサー
ビスが展開されている。直近ではDisney+が参入し（2020年6月）1、
高いブランド力に加え、劇場公開から間もないコンテンツをSVODサー
ビスの中で提供する戦略などが注目を集めた。また2020年度の有料
動画配信全体の市場規模は3,900億円あまりで、前年比165％以上
の大幅増となっている2。急激な伸びの背景としては、コロナ禍におけ
るステイホームの影響が指摘されている3。
このように、サービスの種類でも規模としても存在感を増しつつある
SVODだが、利用率はどうだろうか。デロイトの調査によると、SVOD
の利用率は前年度比としては堅調に伸びているとはいえ、特に利用が
進んでいる英国 4（利用率76%：2021年7月調査）や米国 5（同
82%：2021年2月調査）と比較すると日本の利用率（同36％：
2021年9月）は高くない。
以上を踏まえると、現時点の日本におけるSVOD利用は、欧米と同程
度に普及しているわけではなく、まだまだ今後の伸びが期待されてい
るフェーズにあると理解すべきだろう。

日本における論点は、コンテンツやサービスに対価を支払い続ける 
習慣をいかに根付かせるか
SVODサービスがいち早く浸透した英国や米国と比べ、日本での普及
度合いが緩やかであることには、無料で観られる映像コンテンツが充
実しているため、コンテンツやサービスに対価を支払うという慣習が根
付いてこなかったことが関係していると考えられる。

デロイトの別のレポートでも指摘したように6、かねてより衛星・ケーブ
ルテレビの契約数が多く、放送メディア／映像コンテンツに料金を支払
う土壌があった米国などと異なり、日本では数十年間、広告放送の地
上波・BSの利用が主流であった。日本においては、衛星・CATVの有
料多チャンネル放送に料金を支払うユーザーが市場の多くを占める状
況とはなっておらず、視聴者は一定の質が担保された情報やコンテン
ツが無料で手に入る環境に慣らされてきたと言えよう。
とはいえこうした環境の日本ではSVODサービスの普及は見込めない、
とは言えない。総務省が2021年1月に行った調査によると7、日本で
は、テレビ（リアルタイム）の視聴時間は平日1日当たり平均で163分
を越えている。2016年の168分からは減少傾向にあるが、156.7分
だった2018年以降は持ち直しており、下げ止まり傾向も見られる。録
画したテレビの視聴時間を加えると、1日当たりのテレビの視聴時間は
平均で180分を超えてくる。また同調査によると、インターネットを介
した動画（動画投稿・共有サービス、VOD）の平均利用時間は、平日
が約50分、休日が約75分で、それぞれ前年と比べると増加している。
特に10代では、平日も休日も100分を超えていることも特筆に値す
る。別の調査では、動画配信サービスを（トライアル利用などの無料期
間も含めて）利用した経験の有無を聞いた設問に対して、60％以上が
「利用したことがある」と回答している8。
こうしたデータを見ると、コンテンツに対価を支払う習慣こそ根付いて
こなかった日本でも、生活のさまざまな場面で既に動画コンテンツを
視聴・消費するという行為自体は広く浸透していることが分かる。この
土壌のもとでサービス選択の幅が広がっていく中で、SVODの利用が
日本でも拡大していく可能性は十分にある。その際に鍵となるのは、自
分のニーズに合致するコンテンツのみを選択して視聴できることや、広
告が表示されないことなどの価値と併せて、そうした付加価値に求め
られる対価の妥当性が広く理解されること、対価を支払い続ける習慣
が根付くことであると言えよう。
なお、グローバル版「動画視聴シェアの変化：トラディショナルなテレ
ビの縮小」の章では、英国における動画視聴シェアの変動について分
析しており、動画配信市場の成長と併せて、テレビの視聴シェアの縮小
が加速していくこと予測されている。こうした傾向は多くの地域で進む
可能性があるとも指摘され、日本でも同様の動きが今後目立つように
なることも想定される。本稿では詳述しないが、この観点からも、
SVOD普及の可能性や広告なども含めたビジネスモデルの変容といっ
た論点についても検討することができるだろう。

Netflixは、日本発のコンテンツ力で世界のユーザーを魅了する
ここで、SVOD市場における最大手の1つ、Netflixの日本展開を見て
いきたい。もともとNetflixは、1998年に米国でオンラインDVDレン
タル事業を開始した。2007年に動画ストリーミング事業にも進出し、
2013年より、独自番組制作を本格的に手掛けるようになった 9。いまや、
世界190カ国以上の国でサービスを展開し、有料会員は2億2,000
万人を突破している10。
同社が日本でのサービス提供を始めたのは2015年9月で、2020年9
月には国内の利用者数が500万人を突破した 11。メディア・コンテン
ツ業界の「黒船」などと評されるなど、グローバルコンテンツを日本市

All about Screens／映像メディア

日本の視点：
国内動画配信市場：グローバルプレイヤーを
中心に盛り上がる国内市場で生き残るには
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36%

N=日本 2018（2,000）、2019（2,001）、 2020（2,000）、2021（2,000）
注：18～ 75歳の回答者
出所：デロイト 世界モバイル利用動向調査 2018、2019、
　　　Digital Consumer Trends 2020、2021
*：例：Netflix、Amazon Prime Video、Hulu、DAZNなど

図表1-4 日本におけるSVOD*利用率（2018年～2021年）
Q. 次に挙げる定期購読・サブスクリプションサービスのうち、あなたが利用
しているものは？
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場に多くもたらしたイメージが強いNetflixだが、日本でもこれまで6
年間に約90本のオリジナルコンテンツを制作している。今後も、2021
年に東宝から賃借した東京・世田谷のスタジオなどを拠点に、日本の
ユーザーを引き付けられるコンテンツを配信・制作するため、そして日
本産のコンテンツを世界に展開するため、日本での制作を強化していく
方針だ 12。実写、アニメ、少女漫画原作作品など、ジャンルの幅を広げ
る他、テレビ局などとの共同プロデュースにも注力していくとしている13。

競争環境は激化しているため、コンテンツ以外においても 
差別化が必要か
Netflixだけではなく、Amazonなどの海外プレイヤーも日本発のコン
テンツ制作を強化しており、今後日本国内では映像クリエイターや俳
優、監督など、映像に関わる人材の争奪が熾烈になっていくものと考え
られる。このような状況下で、今後資金面で優位性が低下することも想
定される既存の放送局などの国内のプレイヤーが優良なコンテンツを
制作していくことが困難になっていく可能性があるため、コンテンツの
みではなくサービスモデル自体でも差別化を図ることが求められるよう
になるだろう。その際、有料課金モデルのSVODにとどまらず、動画配
信をベースとしたサービスモデルを検討していく必要がある。サービス
モデルを検討するにあたり、まずは米国などの海外も含めた事例を参
考に紹介していきたい。

広告を活用したAVOD（広告型動画配信サービス）
日本では、サイバーエージェントとテレビ朝日が出資して運営する動画
配信サービス「ABEMA」が、無料で一部のコンテンツを広告ありで視
聴できる広告プランと、月額一定の料金を支払うことによって広告無し
ですべてのコンテンツが視聴できるプレミアムプランを提供している14。
無料プランで視聴できるコンテンツは限定的であるものの、ニュースや
一部のオリジナルコンテンツを配信するなど他サービスとの差別化を

図っている。
米国huluでは一定料金を月額支払うが安価の広告ありプランと、より
高額な広告無しプランなどを提供している15。これまで地上波放送で
無料の広告放送を視聴してきた日本の視聴者にとって、料金を支払っ
て広告ありの動画を視聴することは抵抗感につながる可能性もある。
だが、これまで値段を理由にVODサービスに加入していなかった潜在
的なユーザー獲得のために料金体系にバリエーションをもって視聴者
の選択の幅を広げることは、動画配信サービスの成長戦略として有効
な一手であると考えられる。
広告視聴の負担を軽減する取り組みも一部の事業者では行われている。
米国huluでは動画を視聴する際に広告の選択肢が表示され、自分で
視聴する広告を選択することができたり（毎回広告の選択肢が表示さ
れるわけではない）、動画を一時停止している間のみ広告が配信され
たり、というような取り組みも見られる。

価格面や提供コンテンツなどで差別化を図るバンドルプラン
他の動画サービスとのバンドルプランの提供は、動画ラインナップの拡
充による加入意向の上昇や離脱率の低減およびARPU（Average 
Monthly Revenue Per Paying User：顧客1名当たりの売上金額）
の上昇が期待される。
例えば、米国huluは2017年5月よりケーブルテレビとのバンドルプラ
ン16を、2019年11月からはDisney+およびESPN+とのバンドルプ
ラン17の提供を開始しており、会員数とARPUの増加に成功した。具
体的には、2016年の2Q末で1,200万人だった会員数は2017年の
4Q末には1,700万人と500万人も増加し18、さらに2019年4Q末
には3,040万人だった会員数は一年後の2020年4Q末までに900
万人増えて、3,940万人に増加、2021年4Q末時点では4,530万人
まで拡大した 19。
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出所：「THE WALT DISNEY COMPANY REPORTS」各四半期版を基にデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社作成

図表1-5 米国hulu会員数推移（単位：百万人）
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1. ついに日本へ！Disney+（ディズニープラス）、6月11日よりサービス開始！, Disney.jp, 2020/5/28: https://www.disney.co.jp/news/20200528_01.html
2. 一般社団法人 日本映像ソフト協会・株式会社 文化科学研究所, 「映像ソフト市場規模及びユーザー動向調査2020」, 2021/5/11: 

http://jva-net.or.jp/report/annual_2021_5-11.pdf
3. 経済産業省, 「令和2年度 産業経済研究委託事業（電子商取引に関する市場調査）」, 2021/7： https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/

statistics/outlook/210730_new_hokokusho.pdf
4. Deloitte, �Subscription Video-on-Demand�, 「Digital Consumer Trends 2021: The UK Cut」, 2021/9/21: 

https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/digital-consumer-trends-svod.html
5. Deloitte, 「Digital media trends, 15th edition」, 2021/4/16: 

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/digital-media-trends-consumption-habits-survey/summary.html
6. デロイト トーマツ, �日本の動画配信市場の現状と将来展望�, 「Digital Consumer Trends 2021日本版, 2021/12/21： 

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/digital-consumer-trends-2021-japanese-vod-market.html
7. 総務省情報通信政策研究所, 「令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」, 2021/8: https://www.soumu.go.jp/main_content/000765258.pdf
8. MMD研究所, 「動画視聴に関する利用実態調査」, 2021/9/3： https://mmdlabo.jp/investigation/detail_1993.html

さらに、米国huluのSVODプランのARPUは2018年4Q末の
＄14.49から2021年4Q末には＄12.96にまで減少しているのとは対
照的に、同期間において、ケーブルテレビとのバンドルプランについて
は＄52.31から＄87.01まで増加している20。

米国huluがバンドルプランを拡充する背景の1つにはDisneyが動画
配信事業への積極的な投資を行い、事業再編を進めていることが挙げ
られる。Disneyは2009年に傘下のABCを通じて米国huluに出資を
していたが、2019年には米国hulu株式を保有していた21世紀フォッ
クスを買収し、2019年5月にはNBCユニバーサルの保有する米国
hulu株式の取得についても合意した。強力な自社 IPを軸とする
Disney+が2021年4Q末には全世界の会員数が前年同期比+60％
と好調に伸長しただけにとどまらず21、オリジナルドラマや映画作品が
豊富な米国hulu、スポーツコンテンツに特化したESPN＋も同様に高
い成長率（2018年4Q末時点で140万人だった会員数は2021年
4Q末時点で2,130万人と10倍以上増加 22）を維持しており、グルー
プ内でコンテンツの重複が少ない異なる動画サービスを連携させるこ
とで、同社の動画配信セグメントを収益基盤として確立させたいという
姿勢がうかがえる。
こうしたバンドルサービスの究極的な姿がAmazon Prime Videoと
も言える。Amazon Primeの特典は配送料や日時指定便の無料化や、
音楽配信、ゲーム、電子書籍などのコンテンツ系サービスの無料化な
どといったサービスに加えてSVODサービスもある、という形になって
おり、「他のSVODサービスと比較の対象とならないほどにバンドル
サービスの充実したSVODサービス」と位置付けられる。Amazon 
Prime Videoが日本で最も利用されているサービスであり23、解約率
が他のSVODサービスと比べ圧倒的に低い24ということは、こうした
バンドルサービスがSVODの利用者獲得に有効な戦略である可能性
が高い、と見ることもできる。

ポイントを活用した、自社サービス、あるいは自社経済圏内での循環
また日本ならではの取り組みとして、ポイント利用／経済圏への囲い
込みも差別化戦略の1つとして有効であると考えられる。
例えば、U-NEXTは月額課金のうち最大40%をポイントという形で
ユーザーに還元し、都度課金型の動画のレンタルやライブ配信の視聴、
漫画や書籍の購入に充てることができるサービス形態をとっており25、

他のSVODサービスと差別化を図りながら、会員数の増加につなげて
いる。また、楽天グループが提供するRakuten TVは利用に応じて楽
天ポイントが貯まる他 26、定額利用料の支払いに楽天ポイントを利用す
ることができ27、自社のポイント経済圏に属する顧客の加入促進や離
脱率の低下を狙った施策であると理解される。これ以外にもNTTドコ
モはdTV、KDDIはTELASA（旧auビデオパス）、SoftBankグループ
はGYAO!・LINE Liveなどを展開しており、各社とも通信事業以外の
セグメントの拡大を模索する中、自社のキャリア経済圏の拡大に向け
た施策の1つとして動画配信サービスへの積極的な投資を継続してい
る。
日本のプレイヤーによる広告モデルやポイント利用などの施策は
NetflixやAmazonといった強力な外資プレイヤーへの対抗策の1つ
となり得る。3rd party dataへの規制が強まる中、各事業者が単なる
動画配信事業に閉じるのではなく、広告の視聴履歴などを決済情報や
属性情報などの他のマーケティングとひもづけることで、自社製品の開
発・クロスセルやデータの外販などといった新たな展開に取り組むこ
とが期待される。

結論
冒頭で述べたとおり、日本における動画の視聴習慣は欧米などとは異
なり、SVODサービスの普及率はまだ低いが、市場の成長余地はある
ものと考えられる。料金を支払って動画視聴する習慣がこれまでに広く
根付いてこなかった日本において動画配信市場が成長するためには、
魅力的でクオリティーの高いコンテンツを各事業者が提供し、それに
人々が対価を支払うという慣習を根付かせることが不可欠である。
一方で、毎年数千億円～数兆円単位の予算を投じてコンテンツを制作
し、全世界で配信をしているNetflix28やAmazon29などの海外プレイ
ヤーの存在は日本でも大きく、日本の映像制作業界にも大きな影響を
与えている。優秀な映像クリエイターや俳優、スタッフを海外勢が囲い
込んでいる中、日本国内でのみ配信している日本国内のSVOD事業者
がコンテンツだけで勝負をすることは難しくなっていく可能性が高い。
国内プレイヤーは洗練された広告モデルや、日本独自のポイントサー
ビスを活用したポイント経済圏の拡大も含めたバンドルサービスの実
現など、サービス面でも海外プレイヤーと差別化を図り、まだ成長余地
のある日本の動画配信市場のシェアを取りに行く必要があると考えら
れる。
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9. Netflix, �Netflixの歩み�, 2022/2/10アクセス: https://about.netflix.com/ja
10. NETFLIX, �Netflix Fourth Quarter 2021 Earnings Interview�, 2022/1/20: https://ir.netflix.net/ir-overview/profile/default.aspx
11. 【2021年から2022年へ】ジャンルを拡大し続けるバラエティ豊かな日本ライブアクション作品, NETFLIX, 2022/1/7: 

https://about.netflix.com/ja/news/look-back-2021-2022-japan-local-titles 
12. 「Netflix、東宝スタジオを舞台に、国内発の実写作品の更なる拡充に前進」, NETFLIX, 2021/3/17： 

https://about.netflix.com/ja/news/toho-studio-soundstages
13. Netflixは2022年、「日本発」で�爆速�のコンテンツ開発を目指す, WIRED,2022/1/23: https://wired.jp/2022/01/23/netflix-japan-2022-strategy/
14. AbemaTV, �どのようなプランがありますか？�, 2022/2/10アクセス：https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360013830391-どのようなプランがありますか-
15. Hulu, �Plans and Prices�, 2022/2/10アクセス：https://help.hulu.com/s/article/how-much-does-hulu-cost
16. HULU LAUNCHES NEW LIVE TV STREAMING SERVICE, ADDS CHANNELS FROM SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE, Hulu, 2017/5/3: 

https://press.hulu.com/news/2017/05/03/hulu-launches-new-live-tv-streaming-service-adds-channels-from-scripps-networks-interactive/
17. Hulu, �The Disney Bundle with Hulu, Disney+, and ESPN+�, 2022/2/15アクセス: https://www.hulu.com/hulu-disney-espn-bundle-offer
18. Hulu Grows To Over 17 Million Subscribers In 2017, Emerges As Powerful Pay TV Alternative Combining Live Television With The Largest SVOD TV Library In 

The U.S. , Hulu, 2018/1/9: https://press.hulu.com/news/2018/01/09/hulu-grows-to-over-17-million-subscribers-in-2017-emerges-as-powerful-pay-tv-
alternative-combining-live-television-with-the-largest-svod-tv-library-in-the-u-s/

19. THE WALT DISNEY COMPANY, INVESTOR REPORTS, 2022/2/15アクセス:  https://thewaltdisneycompany.com/investor-relations/
20. Ibid.
21. Ibid.
22. Ibid.
23. インプレス, 「動画配信ビジネス調査報告書」, pp.256, 2021/5
24. デロイトが日本で独自に実施した消費者調査の結果によるもの
25. U-NEXT, �ポイントパックプログラムとは�, 2022/2/15アクセス: https://help.unext.jp/guide/detail/how-to-pointback-program
26. Rakuten PointClub, �Rakuten TVポイントが貯まる�, 2022/2/15アクセス: https://point.rakuten.co.jp/get/entertainment/video/
27. Rakuten TV, �定額見放題で楽天ポイントが使える！�, 2022/2/15アクセス: https://tv.rakuten.co.jp/static/svod_point_redeem/
28. NETFLIX, �Netflix 2021 first quarter earnings�, 2021/4/20: 

https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/2021/q1/FINAL-Q1-21-Shareholder-Letter.pdf
29. Amazon.com Inc., �FORM 10-K For the Fiscal Year Ended December 31�, 2021, 2022/2/4: https://ir.aboutamazon.com/sec-filings/default.aspx
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All about Screens／ゲーム

グローバル版：
ゲームコンソール：発売から50年で 
さらなる発展

Why does it matter?
多様なイノベーションがコンソールのエコシステムを強化

消費者は、膨大な帯域幅を必要とするクラウド処理型のゲームよりも、
家庭内の強力なエッジコンピューティングデバイス（コンソール）とマ
ルチプレイヤーの組み合わせを好むようだ。
サブスクリプションは市場発展において重要である。2022年には、ゲー
ムコンソールの所有者によるマルチプレイヤーゲームのサブスクリプ
ション契約数が2億を超えると予測される。これらのサブスクリプショ
ンは、2020年の66億米ドルから増加し、2025年までに110億米ド
ル以上の収益を生み出す可能性が高い3。
他の重要なイノベーションは、定期的な新しいチャプターの導入、仮想
通貨の使用、ゲームアドオンなどを提供する「ゲームパス」である。また、
FIFAシリーズのような定期的なタイトルリリースは、収益を維持するた
めの重要な方法である。異なるプラットフォーム間でプレイできる「クロ
スプレイ」のトレンドも今後加速するだろう。

ゲームコンソール市場には、中だるみのスランプはない。 
コンテンツ・エクスペリエンス・ビジネスモデルの革新によ
り、競争力を維持している1。

デロイトは、2022年のゲームコンソール関連市場の収益は810億米ド
ルで、2021年から10%増加すると予測している。ゲームコンソール
ユーザーは2022年末までに9億人に上ると推計され、1人当たりに換
算した年間収益は平均92米ドルと予想される。これはPCゲーマー1
人当たり23米ドル、モバイルゲーマー1人当たり50米ドルを大きく上
回る値である2。
2022年のゲームコンソール関連売上のうち約590億米ドルは、ビデ
オゲームのタイトル、サブスクリプション、アプリ内課金で構成されるソ
フトウエア販売によるものになると考えられる。最新世代のゲームコン
ソールの供給を抑制していたサプライチェーン問題の解決により、ゲー
ムコンソール（ハードウエア）自体の収益は220億米ドルを超えると推
計されている。
家庭用ゲームコンソール市場のエコシステムは、ハードウエアやゲーム
ソフトの最終製品の売り切り型のモデルをベースにしたものから、毎日
多人数でのゲームプレイを楽しむことができ、安定した収益を生み出す
永続的かつ発展的なエンターテインメントサービスへと進化している。
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ゲームパブリッシャーは長期的に人気を保つシリーズの価値を引き続
き享受すべきである。過去の作品のストーリーは繰り返し、より高画質
にリメイクできるだろう。

クラウドゲームが軌道に乗るためには、コンソールよりも明らかに優
れた価値を提供する必要がある。例えば、同じインスタンスで何千人
ものプレイヤーをホスティングできる、より大規模でリッチなゲーム世
界を実現する形が想定される。

ゲームコンソールメーカーは、より多くのゲームプレイがネットワーク
上に移行する未来を想定すべきだ。コンソールのエコシステムが競争
力を保つ最善の方法は、コンソールとクラウドの最良の要素を融合さ
せることかもしれない。

コンソールは、より没入感があり 
インタラクティブで、課金も 
しやすいゲーム体験を可能にする。

コンソールゲームは未だ、パフォーマン
ス、サービス品質、ユーザーの導入状
況においてクラウドゲームの脅威にさ
らされているわけではない。魅力的で
非常にソーシャルなゲーム体験を提供
するコンソールの能力と、継続的な収
益を可能にするビジネスモデルが相
まって、コンソールゲーム市場は将来
的な成長の体制を整えつつ存続すると
考えられる。

Bottom line

企業は何をすべきか?

1. The first home video games console was the Magnavox Odyssey, which was launched in September 1972. The console could display three square dots and one line 
of variable length. The console sold 350,000 units over its lifetime. See: Wikipedia, �Magnavox Odyssey ,� accessed October 6, 2021.

2. 2 Deloitte estimate based on data from Tom Wijman, �Global games market to generate $175.8 billion in 2021; despite a slight decline, the market is on track to 
surpass $200 billion in 2023 ,� Newzoo, May 6, 2021; IDG forecast cited in Sony Interactive Entertainment presentation: Jim Ryan, �Game & network services 
segment ,� Sony, accessed October 6, 2021; App Annie, Gaming spotlight 2021 report with IDC , accessed October 6, 2021; Dean Takahashi, �Newzoo: There will be 
over 3 billion gamers by 2023 ,� VentureBeat , June 25, 2020; James Davenport, �2022 is eating 2021 alive to become a monster year for PC gaming ,� PC Gamer , 
July 21, 2021.

3. Juniper Research, �Video games subscription revenue to exceed $11 billion by 2025, but cloud growth will be slow ,� press release, October 5, 2020.

グローバル版本文
The games console: Fitter than ever at 50
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2022/video-game-console-market-growth.html

図表2-1 家庭用ゲームのデバイス別1ユーザー当たり収益

23

50

92

1ユーザー当たりの収益（＄）

出所：Deloitte estimate based on data from Tom Wijman

コンソール

モバイル

PC
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ついて事前に確認し、品質を管理することに対する反発が制作現場に
存在するという側面もある。その環境下では、トップクリエイターとして
過去に名作を生み出したディレクターの発言力が強くなりやすく、プロ
デューサー側に開発実績がない場合、品質やスケジュールを実質的に
プロデューサーが管理できなくなり、開発途中で資金が枯渇してしまう
ことすらある。

② 開発環境に関する課題
ゲーム業界では近年これまで以上に大量のアセットの制作が行われる
ようになったことで、複雑なシステムの中でそれらを統合・管理し、バ
グの発生をチェックするといったプロセスの負荷が高まっている。また
発売後も継続的なアップデートが求められるなど、開発現場の忙しさ
が増すばかりで開発環境が改善されにくい状況にある。また、ゲーム
開発者のモチベーションの高さによる「やりがいの搾取」が指摘される
中で、労働環境自体の見直しの必要性にも迫られている。
さらに労働時間の問題だけでなく、近年はハラスメントの問題も多く指
摘されるようになったことも注目される。ハリウッド業界を中心に一躍
注目されたハラスメントに関する課題は、依然男性が多くを占めるゲー
ム業界ではこれまで軽んじられる向きもあったが、近年内部からの告
発が相次いだこともあり動向が注視されている2。

ここで取り上げたような課題が、ゲーム関連企業の株価や業績に大き
な影響を与える事例も実際に起こっている。そして、これらの課題は
ゲーム業界にとどまらず映像業界をはじめとしたエンターテインメント
（以下エンタメ）業界全般でも従前から散見されるものでもある。この
ことを踏まえ、次項ではこうした課題に対して、対応策や改善策や導入
した先行事例について取り上げ、解決に向けた足掛かりを見出したい。
ゲームや映像・放送といった産業ごとに性質が異なる部分はあるもの
の、同じエンタメ業界として捉えた際に、課題解決に向けて共通する要
素が含まれていると考えられるためである。

課題解決に向けた取り組み
① 制作管理における課題改善手法
本課題に対して、ゲーム業界と同様に大規模な商業化や品質管理が求
められる映像・放送業界における近年の開発の工程管理／評価プロ
セスにおける取り組みから学べることは多いだろう。有名な例としては、
ピクサーとBBCが挙げられる。

＜ピクサーの事例＞
ピクサーの品質管理／向上施策がうまく機能している理由は、トップク
リエイター同士（監督経験者やプロデューサー、脚本家など）が、自然
と品質向上に向けた議論をしあう環境と、品質が至らない場合はプロ
ジェクトをゼロにリセットすることすら厭わない意思決定のプロセスに
ある3。特に品質向上のための「Brain Trust」という手法は有名だ。
この手法では、いくつかのルールを定めて作品に対する討論を行い、監
督が自身の権限を制約されずに、クリエイターから忌憚のないフィード
バックをもらう。それによって、一度立ち止まって作品を見直すとともに
インスピレーションの起点を得ることに成功している4。そして、この手

コロナ禍で在宅時間が長くなったことによる娯楽需要の高まりも影響
し、ゲーム業界の業績は非常に順調であり、従来の成長がより加速し
ているように見受けられる。同時に、その将来性に対する評価が上昇
していることを背景とした大企業のM&Aが後を絶たない。こうしたト
レンドを踏まえ、昨年2021年版のTMT Predictions日本版では、資
本提携などを中心に今後のゲーム業界拡大における攻めのトレンドや
IP育成の重要性について取り上げた 1。さらに2022年グローバル版
では、この観点からゲームコンソール市場のさらなる拡大について論
じている。
しかし、業績拡大といったプラスの要素に注目が集まる一方で、ゲーム
業界には制作環境に関する問題点など内部的な課題がまだまだ山積
していると考えられる。ゲーム業界がサステナブルな発展を目指すに当
たっては、環境変化やユーザーニーズといった外部要因を活かして、自
社の事業／業界全体の発展を可能にするための基盤を整えた上で、組
織運営を行うことが不可欠である。しかし、内部の構造的な課題が人
材離れや組織運営上のつまずきを引き起こし、その成長を妨げる要因
になる可能性もある。
その観点から、今回2022年の日本版では、ゲーム業界がサステナブ
ルな業界であるためにはどのような点を考慮すべきかという視点で、守
りの側面も含めた方向性について取り上げる。特に、制作時のリスク
の低減に向けた人材の維持・育成や制作現場の環境改善が求められ
ている中で、ゲーム業界の内部に視点を向け、具体的な論点と対応策
について他のエンタメ業界の事例も踏まえて方策を検討したい。本稿
がゲーム業界の未来をより明るくする上での一助になると幸いである。

ゲーム業界におけるコンテンツ制作時の課題
議論の前提として、ゲーム業界では近年ハードウェアのスペック向上に
より表現可能なデータの容量と種類が拡大し、開発方法の変化や開発
期間の長期化が起きていることを認識しておきたい。また業界の拡大
に伴い1コンテンツ（タイトル）当たりのビジネス規模が拡大する中で、
タイトなスケジュールが影響し、新作の発売前に業務が集中して過酷
な労働環境を引き起こす事例もしばしば発生している。関与者が増加
する中で複雑化する制作工程、スケジュール管理の重要性がより増し
ていると指摘できる。
そうした状況において特にゲーム業界のサステナブルな成長を阻害す
る要因となりうる大きな課題として、①制作管理における課題、②開発
環境に関する課題の2点が挙げられる。

① 制作管理における課題
ゲーム業界のコンテンツ制作においては、製造業のような完成品のイ
メージの共有や経験知の蓄積による品質改善が相対的に困難だと一
般的に言われる。つまりゲーム業界では、予算を用意し、事前に市場
分析をしながら計画的にコンテンツを制作することが、良作の誕生と
ヒットに結び付くとは限らないということだ。
よほどの目利きでなければ、最終的にコンテンツが完成するまで、ない
しは完成してから実際に顧客の反応を見るまで、ヒットするかどうかを
予測することは難しい。また、職人気質な業界でもあるため、ディレク
ター以下の制作現場以外の人間（経営層やプロデューサー）が作品に
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日本の視点：
ゲーム業界がサステナブルに発展するために 
取り組むべき課題
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法をマイルストーンごとに実施することで、ストーリー上の問題を早期
に発見し改善することにつなげている5。

＜BBCの事例 6＞
一方で、クリエイター間の信頼を基に相互の批判が許され、監督など
の自己批判精神に依存する取り組みを導入することの難易度は高い。
この点に関してBBCは、人材育成により重きを置くことで、組織として
の課題解決につなげている。
取り組みのきっかけになったのは、英国の番組制作会社の育成を目的
とした「WoCC（Window of Creative Competition）」制度である。
「WoCC」とは、BBCの放送番組の制作主体に関する割合規定で、
BBCが制作する内制枠、外部プロダクションに委託して制作する外制
枠、内制／外制を問わない競争枠の割合が定められている。この制度
によって、BBC以外の制作会社の事業機会が増大し、英国のクリエイ
ティブ産業全体の成長が促進されているが、競争枠の更なる拡大が図
られていることもあり、BBCとしては自社の制作能力向上を迫られて
いる。
そうした中で、BBCはいかに人材育成をするかに主軸を置いた施策を
導入した。制作現場のスタッフを人材プールに配属し、各番組で必要
な際に適宜アサインされる仕組みを取ることで、幅広いジャンルや業務
の経験を積めるようにしたのだ。
そして、制作現場を通してスキルアップする中で、（制作の）スペシャリ
ストパスとマネジメントパスを選択できるようにし、制作志向が強い人
間は現場に残して活躍を継続させつつ、制作経験もあるマネジメント
層を生み出すことにつなげている。その結果、マネジメント層は現場の
課題を実体験として理解し、一方的な観点からのコミュニケーションで
はなく、現場のニーズを理解した状態でスケジュールやリソースの管理
といった、制作を支援する体制を構築している。
このように、クリエイターが自発的ないしは信頼できる形でコンテンツ
制作を管理可能な状況を導き出すことが非常に重要である。

② 開発環境に関する課題改善手法
本課題に関しては、前半部分でテクノロジーや仕組みの導入によって
開発負荷の低減に努める施策として、UBISoftとスクウェア・エニック
スの事例を見ていきたい。また後段ではエシックスの観点で、ハラスメ
ントが現場で起きにくくなるための取り組みを実施しているNetflixの
事例について紹介する。

＜UBIsoft／スクウェア・エニックスの事例＞
UBIsoftにおいては「バグの発生」を未然に防ぐAIを配置することで、
プログラマーがバグにつながるコードを書いた際に事前に指摘し、見
直し工数の削減につなげる試みを実施してきた 7。また近年ではAIを
活用し、ゲーム内のキャラクターに、より「プレイヤーらしさ」を感じら
れるようにAIがキャラクターの挙動を制御している。例えば、キャラク
ターがどんな言語にも対応して自然と唇を動かすことや、キャラクター
がゲーム内の文脈に応じて自然に動くようなアニメーションを実現させ
ている。そして人間が操作しているような移動経路を動くように深層強
化学習を実施し、自然な演出を行っている8,9。

こうした取り組みにより、ゲームの開発現場の作業効率は格段に向上
するとともに、自然な演出による没入感の提供といった付加価値を生
み出すことにも成功しており、開発者がよりクリエイティブな業務に注
力することが可能になりつつある。
同様の取り組みは、日本のゲーム会社であるスクウェア・エニックスで
も行われており、RPGシリーズとして世界的に有名な「ファイナルファ
ンタジー」においても、キャラクターの動きや台詞のタイミング、表情を
自動的に組み合わせて自然な表現を生み出す仕組みが用いられてい
る10。

＜Netflixの事例＞
エシックス的な観点で、エンタメ業界における労働環境改善施策として
注目を集めている事例としては、Netflixが全世界100カ所以上の制
作現場で導入している「リスペクト・トレーニング」が挙げられる11。現
在は企業の垣根を超え映画「孤狼の血 LEVEL2」やNHKの大河ドラマ
「鎌倉殿の13人」でも取り入れられたことでも有名だ 12。
トレーニングの特徴は、ハラスメントに該当する行為を明確にするので
はく、特定の行為に相手に対するリスペクトが存在していたかを問うこ
とを繰り返して、自然に意識と改善を促すという点にある。こうした取
り組みがマネジメントサイドから一方的に実施されるのではなく、クリ
エイティブサイドが意識的に実施を望み、効果を実感することで持続的
な取り組みにしようとしていることも重要である。

こうした取り組みは、これまで労働環境が改善していないと認識され、
就労先として敬遠されることもあったゲーム業界において非常に有用
であり、今後同様の取り組みが進んでいくことが期待される。若者が同
業界で働くことを魅力的に感じ、働きやすい環境の中で定着することが、
次世代のゲーム開発者育成において重要であると考えられる。

今後への期待
ここまで見てきたように、エンタメ業界全般において近年ビジネスの拡
大や情報化が進み、これまでは漫然と対応が先送りされてきた課題へ
の対応が急速に求められる中でも、ゲーム業界には特に労働・開発環
境の面で未だ対応が遅れている点が存在する。本稿で取り上げた事例
からは、エンタメ業界において企業と人材双方のサステナビリティが損
なわれるような課題が次々とあらわになる状況において、組織制度や
育成制度／トレーニング手法の変革、テクノロジーによる対応策の導
入検討が進んできていることが明らかになった。
日本のゲーム会社が今後も世界のゲーム業界をリードする存在である
ためには、このような先進事例を参考にしつつ、ゲーム開発者がより
ゲーム開発に専念し、雑念に振り回されない環境づくりを行うことが非
常に重要である。今後日本のゲーム会社がゲームそのものや業績だけ
でなく、制作プロセスや政策の環境づくりの側面でもリーダーシップを
発揮し、日本発の取り組みが世界をリードすることに期待したい。
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Why does it matter?
新しい工場を作るには数年（そして100億米ドル）かかる

最大規模の半導体製造企業は、2021年から2023年の間に200億米
ドルの設備投資を行い、生産能力を増強する計画だ 2。
半導体関連の投資の大半は台湾と韓国での生産能力の向上に向けら
れるが 3、一部は他の地域にも投入される予定だ。政府（米国 4、欧州 5、
中国 6、その他）は、それぞれの地域にさらにプラントを建設するだろう。
半導体業界は一般的な市場の成長トレンドと比較して、歴史的に変動
が激しい。今回が最初の半導体不足ではなく、最後にもならないだろう。
2022年以降の新しい傾向は、ハイエンドのチップからコモディティの
チップに至るまで、従来よりも半導体チップの「重要度」が高くなってい
ることである。この傾向は将来的にも続くだろう。
また、自動車一台当たり平均の半導体含有量は、電気自動車への移行
と自動化が進むにつれて増加する。

2022年にはより多くの製品に重要な半導体が搭載され、製
品ごとに重要とされる半導体が増加した。

消費者、産業界、政府の半導体ニーズは非常に高く、半導
体業界は需要に追いつこうと躍起になっている。

デロイトは、多くの種類の半導体（チップ）が2022年中も供給不足に
なると予測している。供給不足は24カ月続くと推計される1。
リードタイムは2021年半ばには累計20～52週間にも達したが、
2022年末までには10～20週間、そして、需給のバランスが戻るのは
2023年以降であると考えられる。
パンデミックなどの影響による物流の問題も影響しているが、AI、デー
タセンター、コンピュータ、IoTなど、あらゆる分野でのチップ需要が非
常に高いことが最大の「問題」となっている。

All chips, all the time／半導体業界動向

グローバル版：
半導体不足：2022年も継続予測
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My kingdom for a chip: The semiconductor shortage extends into 2022
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短期的な不足ではないことに 
留意が必要である。

以前にも半導体不足は起こったが、最
終的には事態は改善された。今回の場
合も解決には至るだろうが、それまで
にかかる期間は想定されているより長
い。
その予測に応じて計画を立ててるべき
である。

Bottom line

企業は何をすべきか?

各国政府は自国における半導体生産能力を向上させ、人材層の拡大
を支援すべきであり、そのために数十億米ドルを要する複数年のプロ
セスが必要であることを理解すべきである。

半導体の購入者と流通業者は、（半導体メーカーと協力して）デジタ
ルサプライネットワークを構築する必要がある。デジタルサプライネッ
トワークは、需要に対する可視性と洞察力を高め、サプライネットワー
ク全体の内外要因をより詳細かつタイムリーに把握し、適時の意思決
定と調整を可能にする。

半導体メーカーはもっと多くの場所に工場を建設すべきである。しか
し、供給過剰になったり過剰な生産能力を持つほど多くする必要はな
い。見極めは困難を極めるが同時に、デジタルケイパビリティモデル
（DCM）を開発し、独自のDXに取り組む必要がある。

図表3-1 世界の半導体生産能力―地域別シェア （1990～ 2025年）
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Why does it matter?
小さな投資でも大きな成果を上げることが可能 
ベンチャーキャピタルの期待

上場、SPACとの合併、あるいは他の半導体企業による買収など、収
益性の高いエグジット・オプションがここ数年で頻度と評価額の両方
で増加しており、VCによる半導体業界への投資は依然旺盛な状態が続
く1。
コーポレートVCの動向は引き続き活発と予想される。半導体業界の
巨大合併は、この種の取引にさらに意欲的な新しい企業を生み出して
いる。
今後数年のうちに、過去20年間よりもはるかに多く、市場で成功する
半導体が登場することはほぼ間違いない。
2021年の取引額平均2,600万米ドルは、今世紀のほとんどの期間の
平均のほぼ3倍である2。半導体関連のスタートアップは、イノベーショ
ンに投資し、つまずきを乗り切るためにより多くの資金を調達すること
ができる。

世界は、新しく革新的で、エネルギー効率が良く、プライベー
トで安全、高速かつスマートで、オープンで安価な半導体を
必要としている。そして何十億ドルものベンチャーキャピタ
ルの資金がその実現を後押しするだろう。

ベンチャーキャピタルがファブレス半導体のスタートアップ
に巨額の資金を投じる中、イノベーションエコシステムが間
違いなく勝者となる。

デロイトは、世界中のベンチャーキャピタル（VC）企業が、2022年に
半導体企業に60億米ドル以上を投資すると予測している。規模は
2021年からわずかに減少しているが、過去20年間で比較するとその
大半の年よりははるかに多い。
最近の傾向からすれば、この投資の大部分は中国企業向けのものにな
るだろう。中国の半導体企業への投資は2019年から2020年にかけ
て3倍になった。
VCはこの資金を新しい半導体製造工場の建設に投資しているのでは
ない。ほとんどの投資は新しい半導体を設計する「ファブレス」半導体
企業に向けられるだろう。

All chips, all the time／半導体業界動向

グローバル版：
半導体投資：ベンチャーキャピタルの 
半導体企業への投資が加速



22

All chips, all the time／半導体業界動向

1. Downing Ventures, �The rise and rise of the semiconductor ,� May 26, 2021
2. Deloitte analysis of PitchBook data; FIGURE2 Semiconductor deal size shot up in the first half of 2021:https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/

technology/technology-media-and-telecom-predictions/2022/semiconductor-investors-venture-capital/_jcr_content/root/responsivegrid_380572564/
advanced_image0.coreimg.95.800.jpeg/1638292861331/glob164588-figure2.jpeg

3. Matthew Gooding and Victor Vladev, �AI semiconductor funding rockets as demand for advanced chips grows ,� Tech Monitor, July 21, 2021
4. Semiconductor Industry Association, �CHIPS for America Act and FABS Act ,� accessed October 6, 2021
5. Toby Sterling, �EU says its ready to invest �significant� funds in chip sector ,� Reuters, May 20, 2021; Foo Yun Chee, �EU plans �Chips Act� to promote semiconductor 

self-sufficiency ,� Reuters, September 15, 2021
6. James Thorne, �It�s US vs. China in race to build chip technology of tomorrow ,� PitchBook, May 4, 2021
7. Eric Chang, �China struggling with semiconductor self-sufficiency ,� Taiwan News, May 10, 2021
8. Yonhap, �Global chipmakers to break ground on 29 fabs by 2022: Report ,� The Korea Herald, June 23, 2021
9. EPS News , �Five fabs own 54% of global semiconductor capacity ,� February 10, 2021

グローバル版本文
Upping the ante: Venture capital investment in chip companies reaches new highs
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2022/semiconductor-investors-venture-capital.html

半導体業界における製造キャパシティの拡大と資本および研究開発費
の拡大計画をみると、生産能力の大幅な増強が行われることは明らか
である8,9。そしてVCが資金を拠出しているスタートアップがそのうち
の相応量のキャパシティを使用すると考えられる。

高性能コンピューティング、AI/ML、プライバシー強化技術、自動車ア
プリケーション、5G、IoT、および暗号通貨のマイニングなどの新興・
高度成長領域に対応する新しい半導体、設計、およびアーキテクチャ
に対する需要は引き続き高い状況が続くだろう3。

大手テクノロジー企業やSPACでさえも半導体企業に目を向けており、
VCに追加のイグジットオプションを提供している。一方、半導体業界
への政府による投資は大幅に増加し、世界的な半導体スタートアップ
エコシステムを支えている4,5,6,7。

Bottom line

企業は何をすべきか? 「DXはシリコン上に構築される。それ
は半導体イノベーションの推進するドラ
イバーとなるものだ。半導体の需要と
は、もはや1つか2つのキラーアプリ
ケーションのためのものではなく、経済
におけるデジタル化と自動化への大規
模な構造転換に資するものである。」

-  Gary Dickerson, President and CEO, 
Applied Materials

図表3-2 世界的なベンチャーキャピタルによる半導体への投資が増加している

出所：Data for 2000 to Q2 2021 based on Pitchbook; 2021E and 2022P values are based on Deloitte's estimate based on partial data
 for 2021, and our prediction for 2022
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半導体不足でサプライチェーンのリスクが顕在化
2021年の11月までの半導体の年間累計販売数は1兆500億個に達
し、業界史上最高の年間累計販売額となった 1。販売が過去最高を記
録する中、供給不足が深刻となり、各産業に多大な影響を与えている。
半導体不足解消の見通しについて、デロイト グローバルは、多くの種
類の半導体での2022年を通じての供給不足、一部については2023
年までの供給不足を予測している2。COVID-19の影響によるデジタル
トランスフォーメーションの進展により需要が供給を大幅に超過してい
る状況が背景にあると考えられる。
特に、2021年初頭のPCの販売台数は前年比で50％以上増加し3、ク
ラウドコンピューティングのデータセンターの半導体購入量は30％増
加した 4。自動車産業においてはコネクテッド化の進展により、半導体
需要が急伸していることもあり、深刻な半導体不足を理由とする生産
停止により2021年に2,100億米ドルの売上、770万台分の生産が失
われたとされる5。

これに加え、COVID-19による世界各地の製造シャットダウンが混乱に
拍車をかけている。半導体産業では、設計開発、製造、サービスの水

平分業化が進展しており、製造の大部分は台湾、韓国などのアジア企
業に移行している。数十年の時系列で見てみると、米国、欧州、日本の
半導体製造力は減退してきており、例えば北米の半導体製造シェアは
2020年末時点で12.6％、日本は同15.8％となっている6。特に、10
ナノメートル以下の先端半導体の製造拠点の92％はTSMCを筆頭に
台湾にあり、残り8％はSamsungのある韓国とされる7。サプライヤー
階層間の可視性が低く、リアルタイムのコミュニケーションが欠如して
いると、需要の小さな変動が増幅され、結果的に需要の累積的な変動
が大きくなる「ブルウィップ効果」が発生する8。長引くCOVID-19によ
り度重なるアジアでの製造シャットダウンが起こり、半導体不足に拍車
がかかったことが、半導体サプライチェーンを自国に有しないリスクを
顕在化させた。

半導体供給力強化に向けた取り組み
半導体供給不足、アジア地域への依存体質による国家安全保障への
影響を鑑み、各国政府はそれぞれの国や地域の半導体製造能力を高
めるローカライゼーションの取り組みを進めている。
米国では、自国内のサプライチェーン強化を主目的とする520億米ド

All chips, all the time／半導体業界動向

日本の視点：
グローバルの半導体供給不足と 
今後の投資領域
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設計から製造まで自社で行うIDMの他に、設計・開発に特化したファブレス企業と前工程・後工程の製造受託を
行うファウンドリー・OSATへの水平分業が進んでいる
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出所：Research Gate、Gartner、EE Timesなどを基にデロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社作成

図表3-3 半導体の業界構造 
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ルの予算執行額を見込むCHIPS for America Actの執行により、国
内に7～10の新しい半導体工場が設立されることも見込む。米国産業
界では Intelの動きが活発である。同社は世界規模で急増する半導体
製造需要に対応するために、「Intel Foundry Services」と呼ばれる
独立した新規部門を開設し、米国と欧州でファウンドリ大手プロバイダ
を目指す計画を発表している。200億米ドル以上を投じてアリゾナ州
に2つの新工場を建設するなど、新しい施設の建設に積極的である9。
また、米国は海外企業の誘致も積極的に行う。TSMCは2020年に
120億米ドルを投資しアリゾナ州に最先端である5ナノメートルの工場
建設を決定、Samsungはテキサス州に170億米ドルでの高度ロジッ
ク半導体工場の建設を決定した 10。2021年7月には、IntelがGlobal 
Foundriesと300億米ドルで買収交渉をしているとの情報も流れた 11。
今後、M＆Aによる買収が半導体製造力強化の有力な選択肢とされる
可能性もある。

米国は、サプライチェーンの可視化にも動く。政府商務省は9月、ボト
ルネックの特定と透明性の向上を目的として、自動車メーカーや半導
体メーカーなど半導体サプライチェーンに関わる企業に対し、半導体
の在庫、販売、使用状況などのデータを提出するよう要請した。要請に
対する回答は11月初旬に提出されたが、世界150社の企業から回答
があったとされる12。政府が産業上機密性の高い情報を収集すること
に対する懸念が寄せられる中、同要請を主導する米商務Gina 
Raimondo長官は「（アンケートから得られるデータによって）危機に
なる前に問題を予測することができ、サプライチェーンの適切な場所に
戦略的な投資を行うことに資する13。」と有効性を強調する。

米国が先端半導体を誘致する一方、日本は政府からの大型の助成金
を活用し、特に現在の自動車や家電製造で活用され、供給が逼迫して
いる22～28ナノメートルプロセスの汎用半導体工場の誘致を行う14。
半導体供給の地政学リスクへの対応を最重視した格好とも取れる。

以上のように世界各国で供給体制の増強やサプライチェーンの可視化
を通した需給最適化が行われているが、供給力の増強に加えて、微細
化技術、3次元・高密度実装にも期待が集まる。微細化技術の研究に
おいて、米国は前述のCHIPS for America Actで、半導体の先端技
術を研究するNational Semiconductor Technology Centerの設
立を後押しする。このイニシアチブでは、Intelが、微細化技術2ナノメー
トルプロセスのトランジスタを開発するIBMのアルバニー半導体研究
施設と協力して先進的な半導体技術の研究を進めていくことが報道さ
れている15。日本は、微細加工が物理的限界に近づいているため、後
工程での3次元・高密度実装に力を入れる。産業技術総合研究所は、
TSMCジャパンと共同で、3DIC実装のための新材料・新プロセス技
術の開発に関する共同研究を実施する16。

ベンチャーキャピタルの半導体領域での投資傾向
一方で、AIやデータ処理の重要性が増し、半導体の供給不足が深刻に
なる中、VC（ベンチャーキャピタル）からの投資はますます活況になっ
ている。特に、ファブレスへの投資がますます活況になっている。これ

は数十億米ドルないしは百億米ドル規模の費用がかかるファウンドリ
サービスとは対照的に資本効率が良いことと、目的の用途で汎用品を
超える性能を達成する特定目的のカスタム設計が隆盛なことが理由で
ある。他にもVCからの投資が盛んな領域として、AI関連半導体、特に
データセンター向けを中心としたカスタム設計、RISC-Vが挙げられる。

AIチップメーカーとしては、Cerebras Systems（シリーズF, 720
百万米ドル）（カッコ内ラウンド、総調達額で以下同様）とXsight Labs
（シリーズD, 100百万米ドル）が挙げられる。
Cerebras Systemsの高性能AIチップ「CS-2」は、これまでに製造さ
れた唯一のウエハスケールプロセッサで、2兆6000億個のトランジス
タ、85万個のAI最適化コア、40ギガバイトの高性能オンウエハメモリ
を搭載し、すべてのAI処理の高速化を目指している。「CS-2」は従来
のGPUに比べて123倍のコアと1000倍のメモリを搭載している。同
社は、同チップを拡張的に機能させ、100兆個のシナプスを持つ脳と
同等規模の120兆を超えるパラメータサイズのモデルをサポートする
技術を発表した。モデルのパラメータをオフチップに保存しながら、オ
ンチップの場合と同等の学習・推論性能を実現する技術により、ユー
ザーはソフトウエアを変更することなくCS-2を1台から最大192台ま
で拡張できるようになる。また最大192台のCS-2にまたがって最大1
億6,300万個のAIに接続し、協調して1つのニューラルネットワークを
学習できる技術により、120兆個のパラメータを持つブレインスケール
のニューラルネットワークを実現する17。同社のシステムは、米国エネ
ルギー省のアルゴンヌ国立研究所やリバモア国立研究所にも採用され
ている。

Xsight Labsは、クラウド、ハイパフォーマンス・コンピューティング、
AIアプリケーションパフォーマンス要求を満たす超高速のプログラマブ
ル・スイッチを開発する。同社は2020年12月、業界で初めて最大
25.6テラビット／秒の速度を実現したスイッチ「X1」のサンプル出荷を
開始したと発表した。X1は、業界初となる毎秒25.6テラビットの高速
通信を可能にするスイッチであり、そのスイッチシリコンは、非常に低
い電力でこの高速通信を実現し、ハイエンドモデルでは300ワット以下
の電力しか必要としない18。

データセンター向けのカスタム設計の例としては、Fungibleシリーズ
C, 310百万米ドル）とNeuroBlade（シリーズB 110百万米ドル）が
挙げられる。
Fungibleのデータ処理ユニットは、データセンターのさまざまな機能
をCPUからオフロードすることができる。標準的なサーバーでTCPスト
レージが最速かつ最も効率的に適用できるようにする。同社のソリュー
ションにより、データセンターは、パフォーマンスを犠牲にすることなく、
プールされたストレージのメリットを享受することができる。同社は、
2019年の2億米ドルのシリーズCラウンドを含め、投資家から3億米
ドル以上の資金を調達している19。同社の投資家には、Samsung 
Catalyst Fund20などが名を連ねる。

IntelCapitalから出資を受けるNeuroBlade21は、データセンターに
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おけるデータ移動のボトルネックを解消するために、「Intense 
Memory Processing Unit（インテンス・メモリー・プロセッシング・
ユニット）」と呼ばれる新しいデータ分析アーキテクチャを持つチップを
開発した。このチップには、何千もの並列プロセッサが搭載されており、
DRAMと密接に連携することで、データがメモリ、ストレージ、CPUコ
アの間を何度も行き来することを削減する22。

RISC-V領域の事例としては、SiFive（シリーズE, 190百万米ドル）が
挙げられる。同社はオープンでフリーなRISC-V命令セットアーキテク
チャをベースに、AIやハイパフォーマンス・コンピューティングなどの
成長市場向けのコアデザインやカスタム半導体設計ソリューションを提
供する。カリフォルニア州サンマテオを拠点とするこの新興企業は、最
近、トップ10の半導体企業のうち8社を含む100社以上の顧客との間
で、300件以上の設計契約を締結していると発表した。SiFiveのシリー

ズE資 金 調 達 に は、Western Digital Capital、Qualcomm 
Ventures、Intel Capitalなど、複数の投資家が名を連ねる23。なお、
RISC-VおよびSiFiveについては本レポートのグローバル版「RISC-V:
半導体のオープンスタンダード」、日本の視点「オープンソースの
RISC-Vは日本のロジック半導体復権の足掛りとなる」も参照されたい。

半導体不足が深刻となる中、各国政府は半導体の製造を国内に回帰
するローカライゼーションやサプライチェーンの可視化を通した需給最
適化を進めつつ、微細化、3次元実装など各国の強みを発揮できる分
野での研究開発を推進している。また、グローバルVCは半導体の性能
を飛躍的に高める特定用途目的でのファブレス分野、AI関連半導体、
カスタム設計を可能にするRISC-Vに投資を行う。日系企業にも、激変
する環境を理解しつつ、自国および自社の強みを活かせる投資領域、
注力領域を見定めていくことが求められる。
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23. SiFive Secures $61 Million in Series E Funding - SiFive, 2020/8/11:  
https://www.sifive.com/press/sifive-secures-61-million-in-series-e-funding#:~:text=Aug%2011%2C%202020%20%2D%20SiFive%2C,Sutter%20Hill%20
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Why does it matter?
中国を端緒に IntelとARMによるISAの寡占を解消する 
可能性がある

現在、アプリケーションプロセッシングコアのほぼすべてが、Intel ISA
またはArm ISAのいずれかを使用している。
オープンソースの ISAはこれら既存の ISAに比べ自由で柔軟性があり、
変更が容易で、輸出規制などの制裁を受けない。
最近の米国政府による中国メーカーに対する制裁により、x86やARM
の ISAにアクセスできない事象が発生したり、アクセスできなくなる懸
念などが生じている4。RISC-Vの組織メンバー内中国出身者は1/3近
くに上り、中国の複数の大企業は既にRISC-Vチップの採用を公表して
いる。
RISC-Vの採用において最も可能性が高い市場は（順番に）中国、スター
トアップ 5、AI6、自動車 7、IoT市場だ。スマートフォンとPCについては
将来的に市場が拡大する可能性もあるが、直近で重要になる可能性は
低い8,9,10。

命令セットアーキテクチャ（ISA）は年間数十億個生産される
チップの中核をなしており、市場はわずか2つの企業に支配
されている。チップを使用する企業にとって第三の選択肢が
あることは非常に重要だ。

オープンソースのチップアーキテクチャの市場性は確実では
ないが、低コストとアクセス性の高さをもたらす。

RISC-V（�risk five� と発音する）は、チップ設計用のオープンソース命
令セットアーキテクチャ（ISA）だ。デロイトは、2022年のRISC-Vプロ
セッシングコアの市場は2021年から倍増し、2023年にも拡大を続け
さらに倍増すると予測している1。RISC-Vの収益は2024年には10億
ドル近い規模に成長する見通しとのデータもある2。
2020年時点で、新規のASICおよびFPGA設計のうち1/4がRISC-V
を使用している。大手チップメーカーも現在、自社のチップにRISC-V
を使用している3。
自社の ISAを持つ Intelでさえも、新設されたファウンドリ部門は
RISC-Vの大手であるSi-Fiveと提携している。

All chips, all the time／RISC-V

グローバル版：
RISC-V：半導体のオープンスタンダード



28

All chips, all the time／RISC-V

1. Jeffrey Osier-Mixon, �Semico forecasts strong growth for RISC-V ,� RISC-V, November 25, 2019
2. Aditya Kaul and Anand Joshi, RISC-V Processors Report , Omdia, 2019, accessed October 27, 2021 
3. Paul Dempsey, �RISC-V in nearly a quarter of designs (Wilson Functional Verification 2020―part one) ,� Tech Design Forum, November 27, 2020
4. Dan McCarthy, �China�s chipmaking just hit a record high, but self-sufficiency is still far away ,� Emerging Tech Brew , July 19, 2021
5. Paul Dempsey, �RISC-V in nearly a quarter of designs (Wilson Functional Verification 2020―part one) ,� Tech Design Forum, November 27, 2020
6. Nicole Hemsoth, �AI is RISC-V�s Trojan horse into the data center ,� Next Platform , June 8, 2021
7. Nicole Hemsoth, �AI is RISC-V�s Trojan horse into the data center ,� Next Platform , June 8, 2021
8. Gareth Halfacree, �China's ISCAS to build 2,000 RISC-V laptops by the end of 2022 as nation seeks to cut reliance on Arm, Intel chips ,� The Register , June 8, 2021
9. Dr. Ian Cutress, �Russia to build RISC-V processors for laptops: 8-core, 2 GHz, 12nm, 2025 ,� AnandTech , July 14, 2021
10. Semico, RISC-V Market: Momentum building. 

グローバル版本文
RISC-y business: Could open chip standard RISC-V gain traction against dominant incumbents?
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2022/risc-v-open-source-cpu.html

IntelとArmは当面チップ製造の 
大半に使用されることになるだろう。

過去数十年間に50を超えるISAが誕
生し、そのほぼ全てが市場から消えて
しまったが、多くのプレイヤーがオープ
ンな第三の ISAを望んでいる。

現在寡占状態にある市場において、将来的にRISC-Vが業界に定着す
るかどうかを見据える必要がある。

RISC-Vには利点があるが、欠点もあることに留意すべきだ。比較的
新しいが目立った設計上の優位性がほとんどない。ARMやx86 ISA
の機能の一部が欠けており、設計者向けのサポートも同レベルでは
ないことは考慮すべきである。

チップの購入者や設計者はRISC-Vの採用状況を注視すべきだ。まだ
初期段階だが、IntelやArmの ISAに代わる理にかなった選択肢と
なった場合、各社は利点とコストを理解し、導入を準備する必要がある。

Bottom line

企業は何をすべきか?

図表4-1 RISC-V市場の収益  2018～ 2025 （百万米ドル）
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出所：Omdia, RISC-V Processors Report, 2019
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半導体を制する者が世界を制する
『優れたハード、サービスには優れた半導体が必要であり、半導体を制
する者が世界を制する。』―ここ数年で半導体の重要性は一般社会で
も広く認知され、こうした理解が定着するところとなった。
中でも演算機能を持つロジック半導体は電子機器やアプリケーション
の制御に不可欠なキーコンポーネントであり、GAFA1を始めとする海
外の有力企業は競争力強化のため、こぞって自社セットやサービスに
最適化されたカスタム半導体の開発を進めている2。従来、こうした自
社半導体の開発には多くの初期費用がかかるため、上述したような大
企業以外にとってはハードルが高いものだった。初期費用の中には演
算を司るCPUの回路設計データであるIP（intellectual property）
やCPUに対する命令を規定するISA3などに対するライセンス料が含ま
れる。グローバル版でも記述されているように従来この IPや ISAは
IntelとArmの2強によって寡占されていた。

グローバル版で述べられているようにチップの購入者や設計者は
RISC-Vの採用状況を注視すべきである。RISC-V4はCPUの設計に不
可欠な ISAであるが、IntelやARMの提供するものとは違い、無償で
利用可能なオープンソースであることから、従来は潤沢な資金を持つ
大企業以外には難しかったカスタム半導体開発の敷居を一気に引き下
げることが期待されている5。海外ではCPUシェアで世界首位の Intel
がRISC-Vに準拠したCPUコアを提供するSiFiveの買収を試みる6な
ど大きな注目を集めているRISC-Vだが、日本においてはいまだ多くの
企業が様子見を続けており、グローバルスタンダードからは大きく乖離
しているのが現状だ。
そこで本稿ではRISC-Vが日本企業にとってどのような機会をもたらす
のかを複数のステークホールダーの視点から俯瞰し、技術トレンドとし
ての重要性を改めて喚起したい（図表4-2参照）。

日系半導体メーカーにとっての機会
Intelのプロプライエタリな ISAであるx867は、独禁法抵触を回避する
目的でAMDにライセンス提供されている以外では他社には提供され
ていない。日系半導体メーカーのマイコンやFPGA8に使用されるCPU
コアのほとんどはARMコア9、あるいは自社開発の独自コアである。
ARMコアを自社製品に使用するためにはARMにライセンス料とロイ
ヤルティーを支払う必要がある。それでも各社の製品にARMコアが採
用されてきた背景には、各社の独自コアよりも開発者の裾野が広く、
優れた省電力性能を持つARMを求めるユーザーのニーズを無視でき
なかったという事情がある。いわば苦渋の決断でARMコアを推進して
いる企業も存在するのではないか。
そこでRISC-Vである。RISC-VはARMコアと同様に省電力性に優れ
るRISCアーキテクチャを採用しており、現在ARM搭載製品がターゲッ
トとしているアプリケーションとの親和性が高い。後発であるためより
先進的な設計思想で開発されており、オープンソースに賛同する世界
中のエンジニアによる改善が積み重ねられているため、その基本性能
はARM以上とも言われている。従来のARMコアをRISC-Vベースに
置き換えることによって ISAのライセンス料分のコストをカットすること
ができ、設計的にもより柔軟なカスタマイズができるというメリットがあ
る。実際の製品化には ISAだけではなくそれに準拠したCPUの回路 IP
も必要になるが、既にSiFive10、Andes Technology11といった
RISC-Vベースの安価なCPUコアを提供するプレイヤーが登場してお
り、SiFiveなどが提供するコア IPのライセンス料はARMの1/5から
1/10程度、ロイヤルティーも1/3から1/5まで程度と言われている。
日本の半導体メーカーではルネサス エレクトロニクスがRISC-Vコア
の積極採用を一早く宣言し、Andes Technology製コアを集積する
ASSP（Application Specific Standard Product:特定用途向けの

All chips, all the time／RISC-V

日本の視点：
オープンソースのRISC-Vは 
日本の半導体復権の足掛かりとなる

図表4-2 サービス・ハードウェア全体像の中での ISAの位置付け

出所：デロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成
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汎用製品）、SiFive製コアを搭載した車載用ハイエンドソリューション
などを次々に発表している12。削減できたライセンスやロイヤルティー
のコストは事業採算性の改善に直結するため、技術的にRISC-Vが使
用可能なアプリケーション領域では採用を躊躇する理由はないだろう。
さらに一歩踏み込んだビジネスモデルとしては、Western Digitalのよ
うに ISAに準拠したCPUのコア自体を自社で開発するという選択肢が
ある13。ISAは無料なので開発コストの償却を終えれば他社コア使用
時には社外に支払っていた IPのコストを全て自社の利益として確保す
ることができる。自社でRISC-V準拠のCPUコアを開発した場合には、
自社のマイコンやASSPに搭載することに加え、ARMのようにCPUコ
アの IPを再販するビジネスモデルも選択し得る。この場合、各社固有
の回路設計のノウハウや競争力のある独自 IPなどが他社差別化要因
となる。日本ではデンソー子会社で IPコア開発を行うNSITEXEが
RISC-VベースのCPUコアを開発しているが 14、自社独自コアの開発
ができるエンジニアを擁するメーカーや競争力のあるIPを保有する
メーカーであれば勝算の高いビジネスモデルであると言える。
RISC-V準拠のコアを独自開発した場合、一部の開発環境はRISC-V
準拠のオープンベースのものが使用可能だ。今後グローバルでRISC-V
のソフト開発者は増加していくと想定され、こうした開発者に対して訴
求しやすいことも安心材料の1つだろう。

日系ファウンドリへのインパクト
半導体の製造を請け負うファウンドリにも新たな事業機会が創出され
るだろう。既にTSMCにはRISC-V準拠のCPUを先端の5ナノメートル
プロセスでテープアウトした実績があるが 15、RISC-Vの需要先として
期待される自動車や産業機械、IoTなどではそこまでの微細化が不要
なケースもある。RISC-V準拠製品の製造ノウハウを確立し、マーケティ
ング活動を展開することで成熟プロセスでのRISC-V需要の取込みを
狙うことが可能だ。

半導体ユーザーへのインパクト
自社セットにCPUを組み込んで自動車、情報家電、産業機器や各種
IoTデバイスを生産している企業も、既存のx86、ARMコアから
RISC-Vコア搭載の半導体に切り替えることによってロイヤルティー、ラ
イセンス料分のコストダウンを期待することができる。専用開発ツール
が不要なことやRISC-Vの普及によって、ソフトエンジニアの育成・採
用コストなどが下がることによるTCOの削減なども期待できるだろう。
自社サービスや製品に最適化されたカスタム半導体を持つことは差別
化を確立する上で有効な手段である。近年、GAFAMやBATH16に代
表される大企業による自社専用チップ開発の事例は枚挙に暇がない。
現状こうした専用チップにはARMコアが採用されるケースがほとんど
だったが、今後はライセンス料、ロイヤルティーのコストメリットや拡張
命令の追加などの自由度の高さ17から、RISC-Vも多くの企業の検討
の土俵に上がることになると予想される18。

自動車やプリンター、デジタルカメラ、IoTエッジデバイスや産業機械
など、日本がグローバルで高い競争力を保持している領域でもRISC-V
が専用チップ開発のハードルを下げることだろう。キーコンポーネント
の汎用化が進む中で機器の頭脳部であるSoCを独自開発することは
コモディティを脱し、模倣困難な差別化を確立する最も有効な手段だ。
その敷居を下げる役割を果たすRISC-Vは詳細検討に値する技術では
ないだろうか。

パラダイムシフトを見極める
グローバルで大きな注目を集めるRISC-Vだが、前述の通り日本にお
いては一部の先進的企業を除いて相応の検討が行われていないのが
実情だと分析できる。日本的経営の現場では帰納法的思考に基づいた
意思決定がしばしば行われるが、判断に足る成功事例を探し続けてい
る間に変革の波に完全に乗り遅れていた、というのは良く見られる光
景ではないだろうか。ビジネスモデルや技術条件が不変な業界の成熟
期においてはベストプラクティスに学ぶアプローチは一定有効ではあ
るが、ゲームのルールが根本から覆されるようなパラダイムシフト時に
は演繹的に未来を予想し決断していくことが求められる。
RISC-Vの重要性の本質は技術としての新しさでは無く、オープンソー
スというビジネスモデルが初めてCPU設計の領域に持ち込まれたとい
うことだ。過去にオープンソースという概念は携帯電話のOSや機械学
習のフレームワークなど多くの技術領域におけるビジネスルールを一
変させてきた。優れた先端技術がオープンソースで提供された場合、プ
ロプライエタリな旧来の技術は遅かれ早かれ駆逐される、というのが
上記の事例の示すところであるが、残念なことにそうした業界のパラダ
イムシフトに上手く適合してきた日本企業は少ないのではないだろうか。
日本半導体復権の必要性が声高に叫ばれる中、CPUの業界構造が変
わりつつあることは大きな機会である。本稿の結びとして、新規技術の
成熟度合いを様子見するという観点ではなく従来ハードウエアビジネ
スでは前例の少なかったオープンソースの潮流にビジネス判断としてど
う対応するか、という観点でRISC-Vに対する戦略ポジションを明確に
することを関連するすべての企業に対して提言したい。
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Why does it matter?
Wi-Fi 6と5Gはパートナーである

Wi-Fi 6と5Gは共同での利用が進んでいる。デロイトが2021年に実
施したGlobal Advanced Wirelessの調査では、ネットワークを担当
する経営層の98%が、3年以内に両方を使用することになると回答し
ている4。
企業向けWi-Fi 6のパイロット／導入は、調査対象9カ国すべてで5G
を上回っており、2022年内もこのリードが続くと予想される5。
どちらのテクノロジーも、高速化、低遅延、デバイス密度の向上、ネッ
トワーク容量の増加を可能とするが、通信距離、モビリティのサポート、
コストにおいて異なる強みを持ち、それぞれを補完する関係にある。
Wi-Fiは小型な設備であり、安価なローカルエリアネットワーク（例え
ば家やオフィスの中）において使用される傾向があるが、5Gなどのモ
バイルネットワークは屋内と屋外の両方のネットワークに使用され、多
くの場合モバイルデバイスに使用される6。
Wi-Fi 6と5Gはスムーズに連携するように設計されており、業界団体
や標準化団体は、統合を可能にする将来のネットワーク標準を共同開
発している7。

無線通信業界は、5GやWi-Fiなどあらゆる種類の無線ネッ
トワーク間でデバイスが安全かつシームレスにローミングで
きる未来に向かっているようだ。

次世代Wi-Fiは、先進的なネットワーク技術を用いたイノ
ベーションにおいて重要な役割を担うだろう。

デロイトは、2022年にはWi-Fi 6デバイスの販売台数が5Gデバイス
を上回り、今後数年はその傾向が続く可能性が高いと予測している。
2022年には少なくとも25億台のWi-Fi 6デバイスが出荷されるのに
対し、5Gデバイスの出荷台数は約15億台になると推計している1。
Wi-Fi 6は、企業の無線ネットワークの将来において重要な役割を担っ
ている。Wi-Fi 6搭載デバイスには、スマートフォン、タブレット、PC、ワ
イヤレスカメラ、スマートホームデバイス、ゲーム機、ウェアラブル、AR/
VRヘッドセットの他、鉱山、港湾、工場などで使用されるツールが含ま
れる2。
先進的なワイヤレス技術は戦略的な優先事項である。企業における先
進的な無線ネットワーク技術の活用は戦略的な優先事項として認識さ
れている。デロイトの調査によると、ネットワークを担当する経営層の8
割が、「2023年までに自社のネットワーク運用方法を変革し、新製品
やビジネスモデルを開発し、顧客との関わりを改善すること」を期待し
ている3。

Making connections／FWA/Wi-Fi 6

グローバル版：
Wi-Fi 6：企業のコネクティビティの未来に 
不可欠な技術
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2021年に実施したデロイトの調査
「Advanced wireless survey」では、
企業のネットワーク関連意思決定者の
3/4が、高度な無線ネットワーク技術
の導入によって、組織に大きな競争優
位性がもたらされる可能性があると考
えているとの結果になった 11。

先進的なネットワークを組織のイノベーションの中核として捉える
包括的で高度な無線通信ソリューションを構築するには、クラウドおよ
びアプリケーションプロバイダ、コンサルティング会社およびその他の
インテグレータ、通信会社、ネットワーク機器プロバイダなどの中から、
どのパートナーと連携するかを検討する必要がある10。

目標を明確にする
経営層を対象にした調査では、無線ネットワーク技術の先進的な導入
を推進している主な要因が明らかになった。「新しいテクノロジーによ
るイノベーション」、「効率性向上」が同率トップとなり、「顧客とのイン
タラクションの強化」が次点だった 8。

ターゲットとする使用シナリオを決定する
また、アプリケーションの要件と導入および支出の制約を明確にする
ことが必要である。Wi-Fi 6および5Gの特有の機能とコストを理解す
ることで、さまざまな状況下でどちらがより適しているかを判断できる9。

Bottom line

企業は何をすべきか?

組織のビジネスイニシアチブにおいて、
重要な無線通信技術のトップ3として選択された割合

注釈：N=437 企業のネットワーク担当経営層
出所：Deloitte’ s Global Study of Advanced Wireless Adoption, 2021

69%

58%

43% 42%

31%

76%

65%

39%

24%

15%

5G Wi-Fi 6 NB-IoT Wi-Fi 5以前 4G LTE

現在 3年以内

図表5-1 Wi-Fi 6と5Gの比較

Wi-Fi 6と5Gは既に最も重要な無線技術と見なされて
おり、その重要性は今後も増していくと予想される

5GとWi-Fi 6は補完的な用途を持つ
さまざまなユースケースに対する
各国企業のネットワークを担当する経営層の選択
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1. To arrive at our projections, we reviewed estimates of 2022 Wi-Fi 6 and 5G device shipments made by a variety of analysts, research firms, and industry groups. We 
computed weighted averages of these projections, giving relatively less weight to industry associations (which may have a vested interest in making exuberant 
estimates) and relatively more weight to analyst/research firms with long tenures.

2. 5G isn�t limited to smartphones, tablets, and PCs either; 5G can be found in telecom base station equipment, connected vehicles/devices, broadband access 
gateway devices, and others. 

3. A related Deloitte study of US networking executives shows a similar view of the future: By 2023, 70% of US networking executives expect Wi-Fi 6 to be a top-three 
most critical wireless technology for their business, and 76% expect 5G to be in their top three. See: Dan Littmann et al., Enterprises building their future with 5G 
and Wi-Fi 6: Deloitte�s study of advanced wireless adoption , Deloitte Insights, June 1, 2020.

4. To understand how enterprises around the world are adopting advanced wireless technologies, in Q4 2020, Deloitte surveyed 437 global IT and line-of-business 
executives who are responsible for networking at organizations in the process of adopting 5G and/or Wi-Fi 6 or planning to adopt either technology within the next 
three years. Nine countries were represented: China, India, Japan, United Kingdom, Germany, Netherlands, Portugal, Brazil, and Australia. See: Jack Fritz et al., 
Accelerating enterprise innovation and transformation with 5G and Wi-Fi 6: Deloitte�s study of advanced wireless adoption, global edition , Deloitte Insights, March 
22, 2021.

5. Ibid.
6. Intel, �5G vs. Wi-Fi 6: A powerful combination for wireless ,� accessed October 5, 2021
7. The 3GPP cellular standards organization is working to support integrated noncellular (e.g., Wi-Fi 6) access handling in core 5G networks, and the Wireless 

Broadband Alliance―backed by several wireless providers―has released a blueprint for convergence. See: NGMN, �NGMN & Wireless Broadband Alliance join 
forces to address RAN convergence opportunities ,� press release, January 22, 2019; Joe O�Halloran, �Wireless Broadband Alliance rolls out roadmap for 5G, Wi-Fi 6 
convergence ,� Computer Weekly , January 26, 2021; Wireless Broadband Alliance, �Wireless Broadband Alliance releases blueprint for 5G and Wi-Fi 6 convergence ,� 
January 26, 2021.

8. Jack Fritz et al., Accelerating enterprise innovation and transformation with 5G and Wi-Fi 6
9. Catherine Sbeglia, �Three key considerations when comparing Wi-Fi and cellular for your enterprise ,� RCR Wireless News , January 22, 2021; Intel, �5G vs. Wi-Fi 6: A 

powerful combination for wireless .�
10. Jack Fritz et al., Accelerating enterprise innovation and transformation with 5G and Wi-Fi 6
11. Ibid.

グローバル版本文
Wi-Fi 6: Unsung, underexposed―and indispensable to the future of enterprise connectivity
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2022/wifi6-vs-5g-essential-partners-in-the-next-generation.html
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Why does it matter?
ブロードバンドの資金調達と経済性の向上によりFWAの 
採用が促進される

経済発展におけるブロードバンド接続の重要性を認識し3、多くの政府
が普及拡大プログラムに補助金を出している。また政府は、接続方法
について有線、無線、衛星といった技術にとらわれない姿勢を強めて
おり、FWA導入拡大への道が開かれている。
5Gの優れたネットワーク密度と周波数帯効率により、FWAをブロード
バンド接続に導入する際の経済性と技術的な実現可能性が向上する。
多くの通信事業者は、FWAを5Gへの多額の投資を収益化するための
手段の1つと見なしており、競争の激しい市場では、ケーブルやxDSL
の代替手段として、また、ラストマイルの光接続を敷設することが経済
的でない領域でFWAを導入している。

FWAはインターネットをより広く利用可能にする上で重要
な役割を果たす一方で、通信事業者に新たな収益、成長、イ
ノベーションの機会を提供する可能性がある。

FWA（固定無線アクセス市場）1は急速に成長しており、5G
によってパフォーマンスが向上している。FWAはデジタル・
ディバイドを解消する鍵となるのだろうか。

デロイトは、FWA接続数が2020年の約6,000万から2022年には約
8,800万に増加し、5G FWAが全体の約7%を占めると予測している。
この数字は、固定サービスのみを対象としたものである。
電波を利用してインターネットサービスを提供するFWAの経済性と
データ速度性能は、ついに有線インターネットサービスと競合するよう
になった。
分析の結果、FWA接続全体では2020～2026年のCAGRが19%で
あることが明らかになったが、5G FWA接続は同時期にさらに急速に
成長し、CAGRは約88%になると推計される2。

Making connections／FWA/Wi-Fi 6

グローバル版：
FWA（固定無線アクセス）： 
有線ブロードバンドに迫る勢い
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1. FWA is defined as a wireless internet connection between two fixed locations such as a mobile tower and customer home or office. It does not include portable 
battery-based Wi-Fi routers or dongles.

2. Ericsson, Ericsson mobility report , June 2021; TelecomLead, �Report on 5G fixed wireless access market ,� August 12, 2021; S. O�Dea. �FWA connections worldwide 
from 2020 to 2026 (in millions), by technology 2026 ,� Statista, February 4, 2021; The Carmel Group, 2021 fixed-wireless and hybrid fiber-wireless report, accessed 
March 6, 2021; Ericsson, Ericsson mobility report , November 2020.

3. Jack Fritz and Dan Littmann, Broadband for all: Charting a path to economic growth , Deloitte, April 2021
4. ABI Research suggests that the 5G FWA CPE market will experience a 48% compound annual growth rate (CAGR) between now and 2025, with approximately 41 

million units being shipped annually by that stage. Mark Patrick, �FWA: A truly tangible 5G use case that's already gaining traction ,� Electronics Media, June 20, 2021

グローバル版本文
Fixed wireless access: Gaining ground on wired broadband
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2022/fixed-wireless-access-market.html

FWAの最も重要な効果は、イン
ターネットの可用性を向上させる
ことによって、デジタル・ディバイ
ドの縮小に貢献することかもしれ
ない。

FWAは無線であるため、顧客の施設
に導入するために必要な膨大な初期費
用と時間を削減でき、これまで利用で
きなかった地域においてもブロードバン
ドサービス市場を開拓できる。

ブロードバンドインターネットプロバイダ、特にケーブル事業者は、モ
バイルネットワーク事業者との競争が激化しつつあることを警戒すべ
きである。5G FWAをモバイルサブスクリプションにバンドルすること
で、新たな顧客を引き付け、契約の定着率を向上させようとしている。

通信機器プロバイダは、相互運用可能な機器を大規模に商業化する
ために規格を統一し、コストを削減してオペレーターとユーザーの双
方において機器設置を簡素化する必要がある4。

Bottom line

企業は何をすべきか?
ネットワーク事業者は、FWAを収益増の源泉として、もしくは未使用
のネットワーク容量を活用した収益増加機会として考慮する必要が
ある。

図表5-2 FWA接続数（百万件）

世界のFWA接続数は急速に伸長しており、5Gのシェアが増加すると予想される
4Gなどの技術　　　5G　　　FWA 5Gの割合

出所：Deloitte analysis based on data from Ericsson, Statista and ABI Research

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

59

2
3

7

70 82 94 103 108 103

14
25

42 65

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2%
4%

7% 13%

20%

28%
39%



Technology, Media and Telecommunications Predictions | 2022 日本版

39

5Gの現在地とその拡張・補完技術としてのFWA
5Gは2020年3月の商用化から約2年が経過し1、当初はスマート化
を実現するキーテクノロジーとしての期待が高まっていたが、限定的な
エリアカバーや対応端末の不足、5Gの特徴である高速通信・低遅延・
同時多接続を実現するキラーアプリケーションの不在から「幻滅期」と
呼ばれる機会が増えている。ただし、こうした事象は4G以前の次世代
ネットワークも導入期にも発生しており、社会インフラとして普及・浸
透するまでに必要なプロセスとして捉える視点が重要である2。
利用者目線では目に見える変化を実感しにくい一方で、5Gに関連する
テクノロジーが着実な進化を遂げている点にも着目すべきである。デ
ロイトの過去レポートでも「ローカル5G」「5G×エッジコンピューティ
ング」などのトピックを取り上げているが 3、共通するキーワードとして
ネットワークの「多様化」と「民主化」が挙げられる。「多様化」はユー
ザー視点での5G以外の通信ネットワークの選択肢（例：Wi-Fi 6、
LPWA、衛星通信）が増加する流れを意味し、「民主化」は従来通信キャ
リアが主体となって提供していた通信サービスのオープン化やクラウ
ド・エッジなどの ITシステムとの融合による柔軟性の向上や、UXの改
善が進みユーザーが主体となってコントロールできる範囲が拡大して
いる流れを指している。

本稿で取り上げるFWAはネットワークの多様化・民主化のトレンドに
位置付けられる技術領域であり、単体技術ではなく通信ネットワークの
技術進化の全体像のなかで捉えることが重要である。5Gを中心に高
速なネットワーク環境が整備され、周辺技術が広がりを見せるなか、
本稿では固定無線アクセスシステムであるFWAが日本でB2C、B2B
で何をもたらすかを考察する。

B2C領域でのFWAの展開状況
FWAはFixed Wireless Accessの略であり、無線通信で固定通信の
用途を代替するユースケースの総称である。固定通信がカバーしてい
ない山間地などでの利用や、固定回線のラストワンマイル部分での利
用などのブロードバンドアクセスの補完としての利用が主な用途であ
る。従来は4Gでの利用が一般的だったが、5Gの普及と共に、5Gの
大容量・高速通信の特性をFWAでも活用することができるようになっ
ている。FWAは日本での知名度は低いが5G以前から存在していた技
術であり、米国のように国土が広く全国的な光ファイバー網の整備が
困難な国ではデジタルデバイドの縮小・解消を目的に普及が進められ
ている技術であり、米国の他にヨーロッパ・英国などでは政府機関も
5G FWAの普及を後押ししている4。

Making connections／FWA/Wi-Fi 6

日本の視点：
5Gの多様化／民主化と拡張領域としてのFWA

図表5-3 固定回線とFWAの比較
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光回線の場合では、マンション内の工事や宅内の工事が必要であったが、
FWAの場合は、エリアであれば、回線工事のリードタイムがなく、通信回線を利用できるようになる
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出所：デロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成
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米国では、2018年10月よりVerizonが5Gを用いたFWAサービス
を開始しており、その他、T-Mobileでも、エンドユーザ向けの動画配
信サービスとバンドルしたFWAサービスや、スタートアップやホームオ
フィス向けのFWAサービスの提供を開始している5。

国内においても、2021年から通信事業者ではドコモが「home 5G」、
SoftBankが「SoftBank Airターミナル5」を提供していることに加え、
ソニーがローカル5Gを利用した「NURO Wireless 5G」を2022年
春から提供開始するなど、FWA市場での競争が始まっている6。
国内の事業者の狙いは、主に2点の狙いが存在する。
1点目は「ユーザーの通信も含めたコンテンツ体験の最大化」である。
例えば、上記のようにソニーは個人向けローカル5G「NURO 
Wireless 5G」を2022年春に提供することを発表している。ソニーグ
ループとしてネットワークからアプリケーションまで統合したサービスを
提供することでメディアやゲームの利用に必要な通信回線の新規契
約・回線工事などでの既存キャリアが抱える課題を解消する狙いが見
られる7。将来的にはコンテンツから回線までの垂直統合モデルを構築
し、通信キャリアに依存することなくユーザー体験の最大化を実現する
ことが可能となるだろと考えられる8。
2点目は「インターネット利用までのリードタイムの短縮や工事負担の
削減」である。図5-3にあるように、光回線の工事では集合住宅の管
理組合などとの折衝や、敷設工事が求められる。集合住宅内の設備に
新たに配管を敷設することに難色を示す集合住宅のオーナーも一定存
在しており、こうしたボトルネックを解消する手段としてFWAは有効で
はないだろうか。また、ユーザーが負担する費用としては各社が提供す
る家庭向けホーム5Gルーターサービスの間で差は生まれにくいもの
と考えられる一方、ユーザーにとっても、期間や工事における手間にお
いてはメリットが享受できる。
従来は通信キャリアによるサービスに限定されていたが、NUROの事
例のように、ローカル5Gの活用により、参入障壁が下がり、通信キャ
リア以外のプレイヤーが参入することが予想される。また、2022年1
月よりノキアからローカル5Gに対応した屋内Wi-Fiゲートウェイ端末
が発売されるなど9、デバイスの普及もFWAの導入を後押しするもの
と考えられる。

FWAのB2B領域での利用の可能性
他方、B2Bであるエンタープライズ領域では、現時点で有力なユース
ケースが見出されているわけではないが、ローカル5Gと同様にロケー
ションを限定したスポット的な展開が予想される。また、回線の提供主
体に限定されず、ローカル5Gや通信キャリアが展開する5Gにおいて
デバイスまでの無線区間のラストワンマイルを補完・拡張する目的で利
用される。
これまでの固定回線を中心としたネットワークでは回線品質は安定し
ているものの、光ケーブルの敷設やルーターなどの機器の設置などの
際に物理的な制約を受けるケースが多く見受けられる。既に敷設され
ている固定回線（例：工場内における機器・装置との接続回線）を無
線化することで、業務の効率化や新たな価値の創造につなげられる。
製造領域ではローカル5Gによる工場内生産設備の無線化による「レ

イアウトフリー」を求める動きもあり10、FWAは5G展開においてネッ
トワークアーキテクチャーの柔軟性を高めるために利用されることが
想定される。

FWAは既存のネットワーク技術を置き換えるような新規性の高い技術
ではないものの、既存技術では対応できないような場面での効果を発
揮する。特にコンシューマ向けのコンテンツ体験の最大化や導入まで
のリードタイム削減を目的に徐々に利用が拡大している。その一方、エ
ンタープライズ用途では主にローカル5Gとの組み合わせを通じて5G
ネットワークを補完・拡張する役割として導入が進むことが期待される。

通信ネットワークをめぐる今後の変化は？
前段でも触れたようにネットワークの民主化・多様化が進むなかFWA
のような個別技術・領域が今後次々と登場することが想定される。そ
れではどのような視点でこのトレンドを捉えるべきであろうか。同様に
この20年で民主化・多様化が進展し、従来のオンプレミスからクラウ
ドへのシフトが進んだ ITビジネスにおけるインパクトを参照することが
ヒントとなり得る。
クラウドサービスの登場による変化として、民主化の視点では大きな初
期投資を必要とせずユーザー主導で最適なベンダー・サービスを選択
可能になったこと、多様化の視点では複数のマイクロサービスの組み
合わせによるサービス・オペレーションの最適化が実現可能となった
ことが挙げられる。自社内での最適化に限らずAPIを通じた他社サー
ビスとの連携や市場でのニーズ検証と改善を繰り返すアジャイル型開
発モデルの確立などのサービス開発の在り方の変化がもたらされたこ
とも見逃せない点である。
また、ビジネスインパクトの観点では2000年前後に新たな業態として
SaaSが誕生し、その後業界横断型のHorizontal SaaSが市場として
確立、さらに業界特化型のVertical SaaSが登場するなど多段階の発
展を遂げながら新たなビジネスカテゴリーを創出した点が大きな変化
である。
中長期的にはこうした変化がネットワークの世界でも起こることが想定
される。通信サービスは従来通信キャリアがサービス提供主体であり、
ユーザーがコントロールできる範囲が限られていたが、今後は民主化
が進みユーザー主体で通信サービスを選択する流れが加速すると考え
る。また、通信サービスも各業界ニーズに合わせたVertical型やWi-
Fi・モバイル通信の融合サービスなどの多様な形態で提供されるなど、
ユーザーの選択肢・自由度の増加が見込まれる11。
ビジネスインパクトの観点では現時点でSaaSのような新たな業態の
確立までは至っていないが、米国を中心にOpen-RANなどのソフト
ウェア領域のスタートアップも増加しつつあり、新たな業態成立の萌芽
が見られる。SaaSと同様にソフトウェア技術を活用したHorizontal市
場が確立したのち、業界特化型のVertical市場が拡大する流れとなる
と想定する。ネットワークの民主化・多様化のトレンドは通信サービス
を自前で持たない企業にとっても参入・事業機会の広がりを意味する
と考える。通信ネットワークのトレンドを継続的にウォッチし、自社のコ
スト削減やサービスの改善に用いるだけでなく、新たな業態や事業機
会として捉えることが重要になってくるであろう。
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監修

真鍋 裕之
Hiroyuki Manabe
デロイト トーマツ コンサルティング
合同会社
執行役員

著者

越智 隆之
Takayuki Ochi
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

大手通信キャリアの海外M&A部
門を経て現職。電機メーカー・医
療機器メーカー・デバイスメー
カーを中心に新規事業戦略立案、
組織・人事戦略・M&Aプロジェ
クトなどに従事。特にクロスボー
ダー案件に強み。

渡邊 裕之
Hiroyuki Watanabe
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

大手通信会社の無線アクセスネッ
トワーク部門、コンシューマサー
ビス部門を経て現職。主にテクノ
ロジー企業の新規事業戦略や実
行計画策定、マーケティング戦略
などのプロジェクトに従事。

相楽 健太
Kenta Sagara
デロイト トーマツ コンサルティング
合同会社
シニアコンサルタント

日系通信キャリアを経て現職。モ
バイルネットワークインフラにおけ
る新技術導入などの経験を有す
る。
近年は、通信業界・テクノロジー
業界における新規事業開発や新
規事業会社設立の支援に従事。
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Why does it matter?
排出量削減のためには、小さなことからコツコツと

排出量は、製造工程での再生材料の使用 5、製造施設におけるエネル
ギー効率の状況 6、および製造のエコシステムが再生可能エネルギー
にどの程度依存しているかに左右される。
スマートフォンメーカーは、修理を容易にし、下取りを奨励するなど、
消費者にスマートフォンの寿命を延ばすよう促している。
スマートフォンが物理的に強くなって故障が減り、ソフトウエアサポート
が長期間にわたり提供されるようになると、消費者はスマートフォンを
長く使い続けるようになる可能性が高い。持続性の高い携帯電話ほど、
再販価格が高くなると想定される。

スマートフォン業界の取り組みは、他のデバイスカテゴリの
排出削減にも影響を与える可能性が高い。

スマートフォンの寿命を延ばすことは、環境への影響減に役
立つだろう。しかし、スマートフォンベンダは他の収益源を
見つけることができるのだろうか?

デロイトは、2022年に世界で45億台に上る利用があると試算される
スマートフォンをめぐって、1億4,600万トンのCO2/CO2eが排出される
と予測している1,2。この値は、世界全体の温室効果ガス排出量（CO2e）
の0.5%に満たない量であるものの、削減すべき対象であることに変わ
りはない3。
排出量の大半（83%）は、2022年に出荷されると予測される14億台
の新型スマートフォンの製造、出荷、初年度の使用に起因するため 4、
端末の寿命を延ばすことが排出量削減の鍵になる。
そのためには、市場でのリユース端末の活発な取引や再利用、可能な
限り長期間のソフトウエアやセキュリティのアップデートが必要になる。

Green and diverse／サステナブル スマートフォン

グローバル版：
通信業界のサステナビリティ： 
スマートフォンを持続可能なものに
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スマートフォン業界においても他の業
界と同様に、脱炭素化の目標を達成す
るためには、企業はビジネスの取り組
み方を変える必要がある場合が多い。
しかし、最終的に発生する利益は、ス
マートフォン業界にとどまらずはるかに
大きくなる可能性がある9。

デバイスをより長く使い続けるための施策が必要である。また、最終
的な所有者数にかかわらず、各デバイスの寿命を延ばすために、デバ
イスの再販市場に対するサポートを強化する必要がある。

通信事業者の施策としては、修理調整後端末をバンドル契約の対象に
することなどが想定される。

スマートフォンメーカーが率先してCO2排出量を削減すべきである。
生涯排出量などの情報を基に消費者が自発的にスマートフォンのブラ
ンドを選択する可能性は現状では低いためである7。メーカーはまた、
サプライチェーンにおける排出量を削減するために影響力を行使すべ
きである。例えば委託製造業者の再生可能エネルギーへの移行を支
援するなどの方法が考えられる8。

Bottom line

企業は何をすべきか?

図表6-1 過去18カ月以内にスマートフォンを購入したと回答した割合

出所：デロイト、「Digital Consumer Trends surveys」
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1. Gartner, �Gartner forecasts global devices installed base to reach 6.2 billion units in 2021 ,� press release, April 1, 2021
2. We have used a range of publicly available information to arrive at this prediction. For CO2e emissions per device and the split by production, use, transport, 
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2021; Google, Pixel 5 product environmental report , accessed October 6, 2021. For 2022 smartphone shipments information, see: International Data Corporation, 
�Smartphone shipments to grow 5.5% in 2021 driven by strong 5G push and pent-up demand, according to IDC ,� March 10, 2021; for the 2022 installed base of 
smartphones, see: Gartner, �Gartner forecasts global devices installed base to reach 6.2 billion units in 2021 ." TMT Predictions 2022 is an independent publication 
and has not been authorized, sponsored, or otherwise approved by Apple Inc.
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the fab ,� McKinsey & Company, accessed October 6, 2021; Shih-Cheng Hu et al., �Energy savings approaches for high-tech manufacturing factories ,�Case Studies 
in Thermal Engineering 17, no. 100569 (2020)

7. Based on responses from Deloitte�s multinational Digital Consumer Trends survey, fielded in 2021
8. Apple has announced that 100 of their manufacturing partners are moving to 100% renewable energy. Once this is complete, this will remove 15 million metric tons 

of CO2e annually. Apple, �Apple powers ahead in new renewable energy solutions with over 110 suppliers ,� press release, March 31, 2021. TMT Predictions 2022 is 
an independent publication and has not been authorized, sponsored, or otherwise approved by Apple Inc.

9. There are multiple other ways in which emissions for smartphones may be reduced. One would be to have battery technology that could tolerate far more 
recharges than that possible with the current formulation for which 500 recharges is considered a typical lifetime before performance degrades. New battery 
technologies that offer sufficiently better performance to warrant a wholesale industry shift is challenging―and would likely require, for example, the replacement 
of billions of chargers. There are lots of examples of innovations in battery tech, and one such example is here: IANS, �New technology to extend battery life in 
smartphones, electric cars ,� Bridge Chronicle , November 3, 2020.

グローバル版本文
Making smartphones sustainable: Live long and greener
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2022/environmental-impact-smartphones.html
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日本のスマートフォンエコシステムはどのような 
�サステナブルな取り組み�を行うべきか
本稿では、スマートフォンエコシステムにおいて、現状どのような �サス
テナブル� な取り組みが行われているのかを整理した上で、このエコシ
ステムに属する日本企業が今後どのような取り組みを行うことが企業
としての価値向上につながるのか、バリューチェーンの企画・設計、調
達・製造、販売の3つの活動の段階に分けて考察する。

企画・設計段階における�サステナブルな取り組み�
1つ目はスマートフォンのR&Dや企画・設計業務が該当する �創る�
段階での取り組みだ。この段階においては、スマートフォンの利用で生
じる温室効果ガスの排出量 1をいかに減らすか、また利用者が買い替
えなどで製品を廃棄する際の廃棄物を削減するかが論点と思料する。
半導体の電力効率の向上や、リユース・リサイクルに適した設計など
が取り組みの一例と認識している。
筆者が注目している取り組みの1つは IOWNである。IOWNとはNTT
が2030年頃の実用化にむけて推進している次世代コミュニケーショ
ン基盤の構想である2。IOWN構想は3つの主要技術分野によって構
成されているが、その中の1つである �オールフォトニクス・ネットワー
ク� においては �電力効率の100倍� の実現を標ぼうしている。ネット
ワークからスマートフォンなどのデバイスに至るまで、できるだけ光の
まま情報を伝達する技術構想である。これまでの通信ネットワークは電
子を用いて情報伝達を行っていたが、電子で伝達するためにネットワー
クを構成する通信機器や通信経路で多くの電力を消費してしまってい
た。これを光による情報伝達に進化させることで、通信の超高速化な
ど他のメリットに加えて、低消費電力化も同時に図るということが構想
されている。そのためのキー技術としてNTTが挙げているのが、光と
電子が融合したチップを実現する �光電融合技術� である。当該チップ
が搭載されたスマートフォンが普及すれば、電力消費を大幅に抑えるこ
とができ、持続可能な社会を実現するために大きな役割を果たすと推
察している。
また廃棄物を削減するという観点で、シャープが2021年12月に発表
した5G対応スマートフォン �AQUOS wish� も筆者が注目するサステ
ナブルな取り組みである。AQUOS wishでは筐体に再生プラスチック
を35%使用するなど環境を考慮した設計を行っているが 3、それだけ
ではなく、2万円代後半～3万円代前半という販売価格 *3になっている
こともポイントと考える4。環境を考慮した製品に対する消費者の感度
は高くなりつつあるという調査結果 5もある一方で、弊社独自調査では、
スマートフォンの購入時にリサイクル素材が使用されていることを重視
するのは日本ではわずか1%、グローバル全体でも2%にとどまってい
る6。環境配慮への関心はあるものの、実際に購入する際には環境に
配慮していない消費者が多い中で、低価格というわかりやすい価値を
訴求することで、消費者の行動変容を促すことが期待できると考える。
廃棄物を削減するという観点では、スマートフォンの耐久性を高め、長
期間利用できるようにすることも効果的なアプローチと思料する。具体
的な事例では、サムスンとドイツテレコムのグリーン5Gスマートフォン
に係る提携 6が興味深い7。スマートフォンが故障した場合に簡単に修
理可能な設計にするとともに、バッテリーを交換式にすることで、長期

間の利用をサポートするものだ。また、バッテリーを交換可能にするこ
とで、バッテリーの劣化不安によってリユーススマートフォンの購入を避
けていた消費者に対して、リユース品の購入を促す効果も期待できる。

調達・製造段階における�サステナブルな取り組み�
2つ目は主に調達や製造業務が該当する�造る�段階だが、スマートフォ
ンエコシステムに属する企業だけではなく、製造業においては製造段
階で多くのエネルギーを消費しており、従前からエネルギー最適化の取
り組みが進行している。そのような中で、欧州では、2021年6月から
スマートフォンや携帯電話のサステナビリティ性を評価するシステム
「Eco Rating」が導入されている。Eco Ratingはスマートフォンのライ
フサイクル全体（製造・輸送・使用・廃棄）にわたるスマートフォンの
環境パフォーマンスを評価し、スコアリングするものである。スコア結
果を消費者に開示し、環境配慮に対する関心を高めると共に、持続可
能な製品を求める消費者にとって製品の比較検討における利便性を提
供するものである8。製造におけるエネルギー最適化は、従来はコスト
削減が目的であったと認識するが、Eco Ratingによりエネルギー最適
化を付加価値増につながられる可能性がある点で、興味深い取り組み
であると考える。

販売段階における�サステナブルな取り組み�
3つ目は主に販売業務が該当する �売る� 段階だ。この段階においては、
リユーススマートフォン販売が注目すべき取り組みではないかと思料す
る。近年では、リユーススマートフォン認定事業者制度（一般社団法人
リユースモバイルジャパンが制定した制度で、2020年の11月に4事
業者が認定を受けている）や9、通信キャリアであるauが認定したリ
ユーススマートフォンを販売するau Certified（UQ mobileが2020
年に開始）など10、消費者にとって一定存在していたリユース端末の�不
安感�を払拭する制度・サービスが登場しており、リユーススマートフォ
ン市場の興隆が期待できる。市場は微増の傾向にあり、2020年度の
リユーススマートフォンの販売台数は前年度13.5%増の185万台で
あったのに対し、2021年度予測は10.3%増加し204万台になる予測
もある11。ただし、スマートフォン販売台数全体に占める割合は非常に
小さく、弊社の独自調査においても、日本で実際にリユース端末を利用
している消費者は3%にとどまっているのが現状であり、更なる普及が
持続可能性を高める上では重要になると考える12。

スマートフォンエコシステムに属する企業は何をするべきか
社会の �持続可能性�に貢献し、顧客にとって価値があり、企業および
関連企業にとって経済的価値があることに取り組むことが重要である
と考える。その観点で、以下取り組みはスマートフォンエコシステムに
属する企業にとって重要なアジェンダになると推察する。

1.  �光電融合技術� などの超低消費電力を実現する次世代技術の
研鑽（スマートフォン向け半導体・電子部品企業など）

2.  リユーススマートフォンの新たなビジネスモデル構築（スマート
フォンメーカー、通信キャリアなど）

1については、スマートフォンなど民生機器で培った技術はいずれ産業
機器などへも浸透していくことが過去の経緯からも読み取れるため、

Green and diverse／サステナブル スマートフォン

日本の視点：
持続可能な日本のスマートフォンエコシステム
構築の方向性
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多様なデバイスに今後浸透していく可能性も高い。したがって、当該技
術の研鑽が社会の持続可能性の向上に大きく貢献することも考えうる。
半導体・電子部品企業においてもスマートフォンで成熟化させたのち、
他のアプリケーションへの展開で事業としてもスケール拡大が企図でき、
経済的な価値貢献も期待できる。光電融合技術についてはその将来性
や市場性を探る、もしくはサステナビリティ社会実現に貢献する一環と
して、IOWN構想のコンソーシアムに参加し、実現可能性を探求すると
いうアクションも一例として想定される。
2については、現状のリユーススマートフォン市場が全体で大きな割合
を占められていない要因を考えておく必要があるが、これは①スマート
フォンメーカーや部品・部材メーカーにとっての収益源にならないこと、
②リユース製品に対する消費者の不安があることと推察する。グロー
バル版にあるようにスマートフォンメーカーや通信キャリアがリユース
を自ら手掛け、そこに係る検査などの付加価値を乗せたリユーススマー
トフォンを販売することで収益獲得することも①への対応策としては十
分に考え得る。一方で、②についてはどうか。メーカーやキャリア認定
で払拭されることもあるが、十分ではない可能性もある。リユースス
マートフォンの購入を忌避する理由の多くは �バッテリーの劣化が不安
である� �汚れやキズがある� ためといった適正な品質管理基準に基づ
く検査などで解消可能な問題もあるが、�前の利用者が不明である�、

�リユース端末を生理的に受け付けないため� といった類の理由も多い
状況と認識している13。そのため、②を解消するアプローチとして例え
ば、ブロックチェーンを活用して製造段階からリユース品に至るまでの、
トレーサビリティを実現することで、消費者にとっての心理的障壁を更
に和らげることができないか。�造る� の項で記載したEco ratingのよ
うな仕組みを構築することも一案だ。ユーザーにとって透明性をもって
情報開示するプラットフォームなどをリユーススマートフォン販売事業
者間で共同構築・展開することで、市場に対する啓蒙効果も期待でき
ると推察する。また、スマートフォンメーカーや通信キャリアの収益源
にも寄与する可能性がある。真正性を担保できれば、仮にリユースス
マートフォン販売事業者が消費者に販売した額又は得られる利益の
数％をシェアするビジネスモデルも構築可能ではないか。販売事業者
に対するメーカーや通信キャリアとしてのサポートを提供するなど、販
売事業者にとってのメリットも構築も必要だが、スマートフォンメーカー
や通信キャリアが自社でリユースビジネスを展開しなくとも、多様な
チャネルを活用可能となり、収益機会が増加する可能性もある。このよ
うに既存のリユーススマートフォンのビジネスをスマートフォンメー
カー・通信キャリア、販売店、最終消費者にとって価値あるビジネスモ
デルを構築することがポイントになると考える。

出所：デロイト, Digital Consumer Trends 2021
N=日本1,745、英国3,683、ドイツ1,840、オランダ1,916、オーストラリア1,842
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図表6-2 現在リユースの端末を使用しているスマートフォン所有者の割合
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1. スマートフォン1台のCO2排出量は年間88kgであり、日本に存在する携帯端末1億8,000万台の排出量は1年間で自動車1,000万台分の排出量に相当すると試算されている　カーボン
ニュートラルな社会をめざして, NTTドコモ, 2021/9/28:  
https://www.nttdocomo.co.jp/corporate/ir/binary/pdf/library/presentation/210928/presentation_210928.pdf

2. NTT 研究開発, �IOWN構想とは？�, 2022/03/31アクセス: https://www.rd.ntt/iown/
3. 5G対応スマートフォン「AQUOS wish」を商品化, シャープ株式会社, 2021/12/06: https://corporate.jp.sharp/news/211206-c.html
4. 「AQUOS wish」本日14日発売――価格や対応バンド、eSIM対応は？, ケータイWatch, 2022/1/14:  

https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1380402.html#:~:text=%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%97%E8%A3%BD%E3%81%AE5G%E3%82
%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3,%E7%99%BA%E5%A3%B2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E4%BA
%88%E5%AE%9A%E3%81%A0%E3%80%82

5. Co-operative Group Limited, 「Ethical Consumerism Report 2021 Can we consume back better?」, 2021: https://assets.ctfassets.net/5ywmq66472jr/3kwPOTPk
1xuAUGpJmyLEdM/1249d071ea404f526041af2fdd1e86f8/COP58366_Ethical_Consumerism_Report_Final.pdf

6. デロイト トーマツ, Digital Consumer Trends 2021 日本版, 2021/12:  
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/digital-consumer-trends-2021.html

7. MICHAELA WEIDENBRÜCK, Deutsche Telekom and Samsung cooperate for a greener future, 2021/06/28:  
https://www.telekom.com/en/media/media-information/archive/deutsche-telekom-and-samsung-cooperate-for-a-greener-future-630558

8. Eco Rating evaluates the environmental impact of the entire process of production, transportation, use and disposal of mobile phones., Eco Rating, 
2022/3/31アクセス: https://www.ecoratingdevices.com/

9. 一般社団法人リユースモバイル・ジャパン, 2022/3/31アクセス: https://rm-j.jp/
10. au Certified, 格安sim・格安スマホ UQ mobile オンラインショップ, 【公式】UQモバイルオンラインショップ, 2022/3/31アクセス: https://shop.uqmobile.jp/shop/aucertified/
11. 中古スマホ販売が過去最高を記録「2025年度にはさらに1.5倍」との予測も。今後は中古も機種変の選択肢か？ Business Journal, 2022/1/13： 

https://biz-journal.jp/2022/01/post_274541.html 
2020年度の中古スマホ販売台数は過去最高の185万台「中古スマートフォン市場規模の推移・予測（2021年9月）」, 株式会社MM総研, 2021/9/14:  
https://www.m2ri.jp/release/detail.html?id=507

12. Op Cit. Digital Consumer Trends 2021 日本版
13. 「中古スマホをメインで愛用」はわずか2.4％、日本で中古が浸透しないワケ」, マイナビニュース, 2020/03/12：https://news.mynavi.jp/article/20200312-993796/
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Why does it matter?
テクノロジー業界のリーダーは、多様な人材がビジネスに
とって重要であることを認識している

継続的な進展には、新たなコミットメントと一層の努力が必要である。
教育機関との連携、採用と雇用、リテンション、給与、昇進に関連する
要因などが、テクノロジー業界において女性の公平な立場を維持する
上での課題として認識されている4。
デロイトの調査によると、パンデミックの期間中、TMT業界の女性のう
ち、「所属組織が自身を十分に支援している」と感じているのはわずか
38%で、「雇用主が柔軟な勤務形態を推進した」と答えたのはわずか
30%だった 5。
TMT業界の女性の51%が、パンデミック前と比べてキャリアの見通し
について楽観的ではなくなっている。57%が2年以内に職場を離れて
新たな役割を担うことを考えており、その最大の理由としてワークライ
フバランスの欠如を挙げている6。

テクノロジー企業は、パンデミックが沈静化する中で、同分
野におけるジェンダーの多様性を推進するという決意を新
たにすべきだ。

テクノロジー業界全体、あるいは少なくともその大手プレイヤーたちは、
今後1年でジェンダーギャップを縮小し続けるだろう。
デロイトの予測によると、2022年には世界の大手テクノロジー企業の
全従業員に占める女性の割合が33%近くに達し、2019年から2ポイ
ント上昇する1。技術職に占める女性の割合も増加するが、全体に占め
る女性の割合と比較すると8ポイント程度低くなると見込まれる。
報道機関の調査によると、パンデミックによって世界的な失業率が急上
昇し、特に女性の労働参加率の低下に影響しているにもかかわらず、
大手テクノロジー企業20社の人材多様性に関する年次報告書を分析
した結果、これらの企業は過去2年間でジェンダーの多様性推進のモ
メンタムを維持していることが分かった 2,3。

Green and diverse／テクノロジー業界における女性

グローバル版：
テクノロジー業界の女性：地歩を固めつつも、 
新たな逆風に直面
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従業員（特に女性）が仕事上の責任を
もちつつ、家族のケアとウェルビーング
のニーズの間でのバランスを保つのを
支援するプログラムやポリシーを積極
的に策定しているテクノロジー企業は、
燃え尽き症候群を回避し、所属組織へ
のロイヤリティを高め、危機を乗り越え
た後も多様な才能を確保することがで
きるかもしれない。

人材の定着と公正な推進に取り組む
ジェンダーバイアスは、テクノロジー業界の女性がリーダーの地位に
就くことを妨げる最大の障害だ 9。女性のための正式なメンターシップ
プログラムと能力開発機会は、昇進に関するジェンダー目標とともに、
人材の定着率を改善し、女性が上級管理職レベルに進むことを可能
にする上で大いに役立つ可能性がある10,11。

見落とされた人材セグメントからの採用
テクノロジー企業は、仕事に復帰したり、他の業界から転身したりして
いる女性や、キャリアチェンジを志向する「型にはまらない才能」を持
つ女性を引き付けることを目指すことができる8。

人材プールを拡大する
パンデミック前を振り返り、テクノロジー企業は将来的な仕事のモデ
ルが、より広く多様な人材プールの獲得に役立つことを考慮すべきだ。
「どこからでも仕事をする」というモデルは、優れた多様な人材プール
を国境を越えて拡大することができる7。

Bottom line

企業は何をすべきか?

全従業員に占める女性の割合
技術職に占める女性の割合

30.8% 31.5% 32.2% 32.9%

22.4% 23.1% 24.0% 25.0%

2019 2020 2021P 2022P

大手テクノロジー企業の女性従業員の採用は
ゆっくりとではあるが着実に進んでいる。

出所：Deloitte Global analysis and 2021 and 2022 
predictions based on published diversity reports from 20 
large technology companies （with an average workforce of 
more than 100,000 employees）.

図表6-1 大手テクノロジー企業に
おける女性の割合

TMT業界の女性はパンデミックの間、
生活や仕事に対する満足度が大幅に低下した

出所：Deloitte analysis of TMT sector respondent data from 
Deloitte's Women@Work global survey, 2021

パンデミック前　　　調査時点

46%
65%

オンオフの切り替え

31%
67%

精神的なウェルビーイング

47%
69%

仕事の満足度

42%
69%

身体的なウェルビーイング

32%
70%

ワークライフバランス

57%
73%

所属組織へのロイヤリティ

42%
74%

仕事のモチベーション

49%
74%

仕事の生産性

パンデミック
前後の変化

-25

-32

-16

-38

-27

-22

-36

-19

図表6-2 TMT業界の女性が、
生活の各側面について「良い」または
「非常に良い」と評価した割合
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1. Deloitte conducted analysis and projections using data from the diversity reports published by 20 large global technology companies, covering their diversity data 
through 2020

2. Although not every large global tech company publishes these reports, almost all the largest players do, and we believe that the data is therefore a good proxy for 
large tech companies in general.

3. Rakesh Kochhar and Jesse Bennett, �U.S. labor market inches back from the COVID-19 shock, but recovery is far from complete ,� Pew Research Center, April 14, 
2021; Courtney Connley, �Unemployment rate understates what�s going on, expert says, as millions of women remain out of workforce ,� CNBC, March 5, 2021; 
International Labour Organization, �Slow jobs recovery and increased inequality risk long-term COVID-19 scarring ,� June 2, 2021; Karen Gilchrist, �Covid-19 has 
destroyed 22 million jobs in advanced countries, says OECD ,� CNBC, July 7, 2021.

4. Deloitte, Women in IT jobs: It is about education, but also about more than just education: TMT Predictions 2016 , January 13, 2016
5. The Deloitte Women @ Work study surveyed 5,000 full- or part-time employed women aged 18–64 across 10 countries (Australia, Brazil, Canada, China, Germany, 

India, Japan, South Africa, United Kingdom, and United States) between November 2020 and March 2021. Respondents were diverse in terms of seniority, from 
C-level executives to nonmanagerial employees. We specifically analyzed responses of 500 women in the TMT sector. While the study did not break out technology 
results, we believe the TMT findings are a good proxy for the technology sector. See: Deloitte, Women @ Work: A global outlook , May 19, 2021

6. Ibid.
7. Katherine Bindley, �Work-from-anywhere perks give Silicon Valley a new edge in talent war ,� Wall Street Journal , July 27, 2021
8. Kristi Lamar and Anjali Shaikh, Cultivating diversity, equity, and inclusion: How CIOs recruit and retain experienced women in tech , Deloitte Insights, March 5, 2021
9. Ibid.
10. Sylvia Ann Hewlett, Melinda Marshall, and Laura Sherbin, �How diversity can drive innovation ,� Harvard Business Review , December 2013; Beth Castle, ��You have 

to see it to be it�: Why women role models are key to gender equality ,� InHerSight, March 7, 2021
11. Deloitte, Women @ Work: A global outlook.

グローバル版本文
Women in the tech industry: Gaining ground, but facing new headwinds
https://wwAw2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2022/
statistics-show-women-in-technology-are-facing-new-headwinds.html
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女性活躍の現状：グローバルと同様、日本においても 
テクノロジー業界における女性比率は低い状態にある
本文では、2019年には30.8%であったテクノロジー企業の女性従業
員比率が、2022年においては32.9%と2.1ポイント上昇するという予
測が述べられており、グローバルで見るとゆっくりではあるが徐々に業
界で活躍する女性が増加する見込みであることが想定されている1。
では、日本ではどうだろうか。同調査における日本のみを取り出した数
値がないため直接的な比較はできないが、2020年の IPAの IT人材白
書によると、2009年度から2019年度の情報サービス業における女性
比率は20.6%から24.8%と徐々に増加しており、日本においてもグ
ローバルと同様の傾向が見られることが分かる。しかし、2019年度に
おける全産業の女性比率は44.5%と、テクノロジー業界の女性比率
（24.8%）よりも19.7ポイント高い数値となっており、さらに、従業員
規模別でみた場合でも、企業規模に関係なく女性比率が20%以下の
企業が半数以上を占めており、そもそも業界として女性活躍が進んで
いないという現状が浮き彫りになっていると言えるだろう2。

そもそもの原因はどこにあるのか？
近年、女性活躍の取り組みはもはやあらゆる企業において必須の取り
組みとなっていると言っても過言ではない状況において、なぜ、テクノ
ロジー業界の女性比率は他業種と比較して依然として低いままなので
あろうか。もちろん、各社手をこまねいているわけではなく、採用や育成、
キャリアのあり方について、あの手この手でさまざまな施策・対応を実
施し、女性比率を高めようとしている。しかしながら、それでもなお他
の業界と比較して女性比率が低い背景には、企業が行う採用や育成で
は補いきれない、もっと根本的な課題があるのである。

それは、そもそも学校教育の段階で �理系� を選択する女性の少なさ、
である。
なお日本では、IT人材を見てみると、その3割は IT情報系ではない文
系出身者であるため、テクノロジー業界の人材プールは理系だけとは
限らない3。文系の女性に対してもテクノロジー業界への関心を高めて
いく取り組みが必要になってくるだろう。実際に後述するDTCで実施し
ている� Woman in Tech� の取り組みにおいても、この領域で必要な
能力は高い専門性ではなく�想像力�であると考え、文系・理系関係な
くテクノロジー業界に対する興味を高めるためのワークショップなどを
実施している。その一方で、7割の人材は理系出身者であることを踏ま
えると、ここでは母集団として大きい理系に焦点を当てようと思う。

OECDの調査によると、高等教育機関に入学した女性比率の36カ国
の平均は、自然科学で52%、工学で26%となっているが、日本におい
ては自然科学で27%、工学で16%と女性比率が低く、いずれも37カ
国中最下位の比率となっている４。

そして、さらに遡って15歳時点で「科学／数学リテラシーの上位成績
者で、科学／工学部門の専門職に就くことを希望する女子」の割合を
OECDが調査した結果をみると、36カ国平均でも14%と、そもそも低
い割合であるところ、日本においてはわずか3.4%とさらに低くなって
いる。能力の高さにも関わらず、理工系領域への関心の低さは10代
の頃から既に発生しており、特に日本においてその傾向は顕著である
ことがわかる５。
この関心の低さには、例えば理工系領域の専門職の具体的なイメージ
がない、あるいは他により魅力的と思える職業があるなど、さまざまな

Green and diverse／テクノロジー業界における女性

日本の視点：
日本のテクノロジー業界における 
女性活躍推進に向けた課題

図表7-1. 全産業および情報サービス業で見る男女比率（日本）

2019年度

全産業で見る男女比率 情報サービス業で見る男女比率

0％ 25％ 50％ 75％ 100％ 0％ 25％ 50％ 75％ 100％

2014年度

2009年度

2019年度

2014年度

2009年度

55.5

57.0

57.9

44.5

43.0

42.1

75.2

78.4

79.4

24.8

21.6

20.6

出典：労働力調査 , 総務省統計局 : https://www.stat.go.jp/data/roudou/index.html
IT人材白書2020, IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 : https://www.ipa.go.jp/jinzai/jigyou/about.html

男性割合 女性割合
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要因が考えられるが、ジェンダー・バイアスが一定の影響を与えている
と考えられる。
最近では、PCやスマートフォン、ゲーム機が日常的に生活の中にあり、
小学校でもプログラミングの授業が行われるなど、幼少期からテクノロ
ジーに触れる機会は多く、実際、小学生の段階ではテクノロジーに関
する興味関心に男女差はあまり見られない。しかし、中学生になり、将
来に向けた進路（文系／理系）を選択する段階で、急激に男女差が顕
著に表れ始める。そしてこの差が生じるのは、女性を取り巻くさまざま
な要因（学校・家庭・その他の社会全体）からのバイアスが働いてい
ることが、大きな原因の1つとなっているのである。
例えば、「理系は男性が選択するもの」「女の子は文系」という社会的
な固定概念が存在していたり、その結果、学校・家庭において（無意
識に）発信されているジェンダー・バイアスに基づく発言（女の子なの
に理系を選択するなんて変わってるね、女の子に理系は向いていない、
女の子は無理して大学に行かせなくてもよい…等々）により、女性の選
択肢の幅が狭められていることは事実として未だに存在している６。
では、実際に女性の方が本当に理数系に弱いのか、と言えばそうでは
なく、先ほどのOECDの調査（PISA 2018）によれば、日本の女子生
徒の数学の平均点は調査全体の平均点より高く、男女差についても若
干男子の方が高い傾向にはあるものの、その差は他の国よりも小さい
方である、という結果が出ているのである７。しかし、この調査において、
調査国の大半では数学に対する �不安� を持っている女子生徒のほう
が男子生徒より多く、高得点を取っている生徒であっても女子生徒の方
が男子生徒と比較して自信を持っていないという調査結果も報告され
ており、能力ではなく、「自信」という点において男女格差が生じている
ことがわかる。そして、その �自信� の有無が成績や進路選択に影響を

与えているのである。ちなみに、数学に同程度の自信と不安を持ってい
る男女間を比較すると、成績に差はなかったという８。
このように、周囲の環境による影響によってそもそも理系を選択する女
子学生が少なくなり、さらに業界の男性比率の高さからくるサポート不
足・理解不足などが追い打ちをかけ、女性が理系やテクノロジー領域
を自身の進路として選択することを躊躇し、結果として冒頭のような男
女比率の差につながっているのである。

テクノロジー業界における女性の裾野を広げるために
これまで述べてきた問題は簡単に解決できるものではなく、日本社会
におけるジェンダー・ステレオタイプから変えていかなければならない
という、非常に大きく根深い問題である。しかしながら、女性に限らず
どのような人材であっても、業界や会社の中でその比率を増やすため
には、まず、その人材になり得る母集団を増やさなければ、求める人
材を増やしていくことは難しい。例えば、経営者人材の育成やグローバ
ル人材の育成といった特定のスキルを持った人材を一定数確保しよう
とする場合には、必要となる人員数の何倍も候補人材としてピックアッ
プし育成していくが、女性についても同様の取り組みが必要なのである。
すなわち、業界・会社内に女性を増やそうとするのであれば、その候
補となり得る �テクノロジー業界に興味を持っている女性� を増やして
いくことが必要不可欠であり、中長期的な目線に立って取り組むべき社
会課題と言えるだろう。
こうした観点から、Deloitteでは �Women in Tech� と題してTech
業界における女性活躍推進に焦点を当てた取り組みを推進している。
この取り組みは、社内におけるTech領域で働く女性の活躍推進、とい
うだけに留まらず、教育からビジネス創出まで、あらゆるステージにお

図表7-2. 高等教育機関 *1の理系領域に入学した女性比率（日本、OECD加盟国平均）

出所：Share of graduates by gender in fields of education, Education at a Glance, OECD.Stat, 16-09-2021: 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=EAG_GRAD_ENTR_FIELD
*1 Tertiary education 
*2 Natural sciences, mathematics and statistics
*3 Engineering, manufacturing and construction
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21%

52%
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エンジニアリング、製造および建設 *3

自然科学、数学および統計 *2

OECD平均 日本
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ける女性の活躍の幅を広げるための活動を行っている。一例として、
キャリア層向けには関連団体とのコラボレーションによる就業機会の
提供など、特にキャリアを出産や育児で中断した女性を対象に、今ま
でのキャリアを活かしながらリスキルにより活躍の場を広げていただく
機会を提供している他、大学生に向けてセミナーを開催し、就職に向
けて自身のキャリアを考えるにあたり、幅広く自由に（例えば、文系バッ
クグラウンドであってもTech業界で活躍できる、など）キャリアを選択
できることを啓蒙する活動を行っている。さらに、上記で述べたように、
男女格差が拡大するターニングポイントとなる中高生に対しても、ワー

1. Deloitte, "Women in the tech industry: Gaining ground, but facing new headwinds�, 「TMT Predictions 2022」, 2021/12: https://www2.deloitte.com/xe/en/
insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2022/statistics-show-women-in-technology-are-facing-new-headwinds.html

2. 総務省統計局, 「労働力調査」, 2022/3/31アクセス: https://www.stat.go.jp/data/roudou/index.html 
IPA独立行政法人情報処理推進機構, 「IT人材白書2020」, 2020/8/31: https://www.ipa.go.jp/jinzai/jigyou/about.html

3. デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進に向けた企業とIT人材の実態調査, 独立行政法人情報処理推進機構社会基盤センター, 2020/6/2:  
https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20200514_1.html

4. Share of graduates by gender in fields of education, Education at a Glance, OECD.Stat, 2021/09/16:  
https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=EAG_GRAD_ENTR_FIELD

5. Table II.B1.8.22 Expectation to work as science and engineering professionals amongst top performers in science or mathematics, by gender, Percentage of 
top performers in science or mathematics who expect to work as science and engineering professionals when they are 30, 「PISA 2018」, OECD, 2022/3/31アク
セス: https://www.oecd.org/pisa/publications/

6. 内閣府男女共同参画局, 「令和3年度 性別による無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）に関する調査研究」, 2021/9/30:  
https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/seibetsu_r03.html； 
この調査の「教育」における事例集では、女性の3割がサポートに回るべきだ（女性に高い学歴は必要ない）と言われた経験があり、2割は理系の進路に向いていないという思い込みの決
めつけを、父親や母親から受けたと回答している。

7. PISA 2018 Results Table II.B1.7.3 Mathematics performance, by gender, 「PISA 2018」, OECD, 2022/3/31アクセス: https://www.oecd.org/pisa/publications/ 
PISA 2018 Country Note Japan, OECD, 2022/3/31アクセス: https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_JPN_Japanese.pdf

8. 教育における男女格差の背景、PISA IN Focus, OECD, 2015/03: https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/PIF-49%20(jpn).pdf
9. 【イベントレポート】女子中高生・大学生の進路を応援するキャリアイベントWaffle Festival, Waffle Project, 2022/1/31:  

https://waffle-waffle.org/2022/01/31/waffle-festival2/

クショップなどを通じてテクノロジーをより身近に感じてもらい、自身
の未来を選択する際の選択肢の一つとして考えることができる環境を
提供することで、長期的に業界としての女性比率を底上げするための
取り組みを実施している９。
こうした取り組みは、今すぐに業界や自社の女性比率の向上に結び付
くような施策ではない。しかしながら、このような中長期的な取り組み
なくして、テクノロジー業界における女性活躍もまた、実現し得ないの
である。
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Why does it matter?
NFTはチームやアスリートにさらなる収益をもたらす 
可能性がある

スポーツ業界で最も一般的で収益性の高いNFTの用途は、スポーツの
瞬間を切り取った動画や、プレイヤーカードの限定販売だろう2。
プラットフォーム事業者や権利者は、NFTのさまざまな所有モデルのテ
ストを継続する可能性が高い。その目的は、消費者のニーズを喚起しつ
つ、基盤となるデジタル資産に対して既存の第三者の権利を尊重する
知的財産権（IPR）を維持する観点で最適なバランスを見つけ出すこと
である。
NFTの範囲が拡大するにつれて、スポーツ選手がデザインしたり、ブラ
ンド名を冠したりした、現実世界のモノ（スニーカーなど）のデジタル
版が追加される可能性もある。例えば、「Gucci Virtual 25」は、拡張
現実（AR）でしか履けないデジタルシューズだ 3。

2022年末までに、世界中の4～500万人のスポーツファン
がNFTスポーツコレクターズアイテムを入手（購入またはギ
フト形式）すると考えられる4。

スポーツファンが好きな競技の瞬間をとらえたデジタルメ
ディアを所有する機会は、スポーツコンテンツ市場における
NFTの地位固めにつながるだろう。

デロイトは、スポーツメディアのためのNFT（non-fungible tokens：
非代替性トークン）は、2022年には2021年の倍の20億米ドル以上
の取引を生み出すと予測している1。
NFTを使用すると、分散データベースまたはブロックチェーンに記録さ
れている複製不可能な特定の識別子をコンテンツに割り当てることで、
デジタルコンテンツの所有権と使用権を改竄されることのない記録と
して保持することができる。
NFTはデジタルコンテンツにあらかじめ定義された希少性をもたらす。
NFTは遥か昔からヒトが持つ �コレクション（収集）� 行動を、デジタル
の世界でも加速させる一因となるだろう。

New and next／NFT（Non fungible tokens）

グローバル版：
スポーツNFT：デジタル時代のファングッズ
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1. As of September 2021, NFTs were available or expected for the NBA, UFC, and baseball. The NBA�s Top Shot was the most established of all the platforms, with 
trading volumes of about US$700 million by August 2021. LaLiga in Spain is reported to be launching it in June 2022. See: Eben Novy-Williams, �UFC to sell first NFTs 
as fighters gain share of licensing ,� Yahoo News , August 5, 2021; Tracy Hackler, �Panini America unveiling 2021 Prizm Baseball NFT Blockchain packs Monday ,� 
Panini America, August 22, 2021; Cryptoslam.io, �NBA Top Shot sales volume data, graphs & charts ,� accessed October 7, 2021; Jacob Feldman, �NBA Top Shot 
maker to create LaLiga NFT collectibles ,� Sportico, August 23, 2021. 

2. Each video moment is likely to be accompanied by a wide array of data explaining the context in which the play happened. See: SportsPro, �What is NBA Top Shot? 
Dapper Labs� Caty Tedman explains the NFT platform everyone is talking about ,� May 4, 2021

3. Gucci, �Gucci sneaker garage ,� accessed October 7, 2021
4. The definition of art is both subjective and in a current state of flux. At the time of writing, in early September 2021, art included penguins, drawn digitally, and 

selling for thousands of dollars each. As well as penguins, there are kittens, ducks, apes, and more. New forms of art are always controversial, and NFTs are just the 
latest trigger for a chorus of disapproval. Trading volumes on the OpenSea marketplace, the largest for NFTs, was US$2.5 billion in the first half of 2021. The value of 
the top 5 art sales was US$102.83 million as of August 26, 2021. See: Olga Kharif, Vildana Hajric, Justina Lee, and Bloomberg, �Rolexes and Lamborghinis are so 
yesterday. NFTs are the new digital �flex� ,� Fortune, August 28, 2021; Nfttrending.com, �NFTs are going mainstream as trading volume reaches new record level ,� 
August 3, 2021; Daniel Phillips and Stephen Graves, �The 15 most expensive NFTs ever sold ,� Decrypt , August 26, 2021.

5. Justina Calma, �The climate controversy swirling around NFTs ,� The Verge, March 15, 2021

グローバル版本文
From trading cards to digital video: Sports NFTs kick sports memorabilia into the digital age
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2022/sports-nfts-digital-media.html

2021-22シーズンは、NFTが収益の
観点から大きな成果を上げ始める最初
の年になるかもしれない。アーリーアダ
プターの経験が肯定的であることが証
明されれば、市場は成長を続けるはず
だ。そしてファンエクスペリエンスのデ
ジタル化、グローバル化、商業化にお
いて重要な位置を占めるようになるだ
ろう。

Bottom line

企業は何をすべきか?

ブロックチェーンによる取引はエネルギー集約型の側面もあるため、
NFTの作成・発行に関与する企業はゼロカーボン計画を策定する必
要がある5。

取引可能な資産はマネーロンダリングの媒介となる可能性があるため、
規制当局は、「顧客を判別する」ための強固なプロセスを組み込むべ
きである。

スポーツクラブやスポーツ選手は、特別なイベントを記念してNFTを
作ることができる。まずは最大規模のファン基盤と収益を擁するスポー
ツにおいて、積極的に導入される可能性が高い。



Technology, Media and Telecommunications Predictions | 2022 日本版

61

NFTブームの到来
オークションでNFT（Non-Fungible Token：非代替性トークン）とし
て出品されたアート作品などが数億円規模で落札された話を耳にした
ことがある人も多いだろう。近年、特にメディア・エンタテインメント領
域においてブロックチェーン技術を用いたNFTビジネス推進の動きが
顕著にみられる。
ブロックチェーン上で発行・流通するデジタルデータの一種であるNFT
は、改ざん・コピーが難しく他のデジタルデータとの識別が可能な唯
一無二の存在として追跡可能であるため、デジタル資産として固有の
価値を持たせることができることから、一点物として付加価値を持つ商
品取引に適している。そのため、特にアート作品や音楽、ゲームアイテ
ム、ファッションアイテム、アイドルを始めとする著名人のグッズなど、レ
アアイテムを扱う各分野におけるNFT利用が活発化している。NFT市
場の盛り上がりは、NFT関連事業者の資金調達規模を見ると明らかで、
2021年に急激に注目度が上がったことがわかる。
デロイトのスタートアップ企業とベンチャーキャピタル投資のデータ
ベースTechHarborTMのデータによると、2020年に4,000万ドル弱
だったグローバルにおけるNFT関連事業者の資金調達規模が2021
年には18億ドル超に拡大し、またNFTに関する会社の設立は2020
年の61件から2021年には180件となった 1。（図表8-1）

大手事業者の相次ぐ市場参入
この一大市場の牽引を狙うべく、国内外で多くの事業者がNFTへの参
入を始めている。特に、NFTの売買プラットフォームとなるマーケットプ
レイス事業や、NFT取引を支える基盤となるNFTウォレットやチェーン
開発そのものに新規に参入する事業者は少なくない。国内でも、LINE2

やメルカリ3、楽天 4などの大手事業者がプラットフォーマーとしての立
ち位置を獲得するべく、参入を表明している。また、これらインフラ層
へのアプローチに加え、NFTコンテンツに対する動向も活発化してき
た。海外ではWalt DisneyがNFT事業への参画余地に言及している5

他、国内でもスクウェア・エニックスが2022年の年頭所感でNFTゲー
ム領域への本格姿勢を示す6など、大手コンテンツホルダーのNFTへ
の期待が膨らんでいることがわかる。

NFTのビジネス的なメリットとして、1点物の付加価値を訴求できる点
に加え、コンテンツの2次流通以降をトラッキングできるという利点も
ある。需給に応じたプレミアム価格をデジタルアイテムに関しても適用
し、収益化につなげることで市場拡大が見込まれるのである。そのため、
特にファン層のコンテンツ消費行動との親和性が高いと想定されるメ
ディア・エンターテインメント業界におけるNFTの注目度が高まってい
ると考えられる。

New and next／NFT（Non fungible tokens）

日本の視点：
日本企業のNFTビジネスの課題と 
今後の可能性

図表8-1 NFT関連事業者の資金調達規模 

資金調達年別

NFT関係企業投資総額（米ドル）

出所：デロイト, TechHarborTM Insights
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/strategy/solutions/cbs/drive-open-innovation.html
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しかしながら、実のところNFTビジネスは多くの一般企業にとっては未
だ黎明のフェーズであり、事業化にあたってはさまざまな課題が想定さ
れる。一方で現時点での先行事例からは、乗り越えるべき課題や、コン
テンツ力をベースにNFTを活用してビジネス展開をするためのヒント
が見えてきつつある。

そこで本稿では、NFTを活用した事業創出を検討・推進する際のNFT
ビジネスの課題について考察し、今後の事業展開のカギとなる要素を
紐解いていきたい。

NFTビジネスの抱える課題と留意点
NFTビジネスを取り巻く課題は、法規制・法制度整備の問題、技術課
題（二次流通におけるトークン規格・スマートコントラクト）、運用上の
課題（ガス代 7、秘密鍵の管理）、管理上の課題（会計処理、システム）、
環境問題への配慮（PoW8からPoS9への移行）など多岐にわたる。今
回は、中でもビジネス構想に大きく影響を与えうる、「コンテンツ価値」
に関わる論点に着目して考察を進めたい。

NFTだけでコンテンツ価値は証明できない：NFT不正発行への対応
NFTはデジタルデータの所有権を証明することができる技術として注
目されている。しかしながら、NFTの仕組みだけでデジタルデータが本
物であることの証明ができるかというと、そうではない。NFTは元とな
る価値（例えば、NFTアートなら画像や動画のデータ、NFTゲームなら
アイテムのデータ）とひもづいたトークンに過ぎないため、NFTだけで
ひもづく元データそのものが偽物である可能性を否定することはでき
ない。特に、NFT発行のハードルは高くなく、今やだれでも簡単にNFT
を発行できる。ビジネス化にあたっては、NFTを不正に発行する行為を
防止する仕組みを検討する必要があるだろう。

投機目的が生み出すNFTの価格高騰：NFTバブルの見極め
NFTアート界では数十億円もの価格で落札事例が出ている10他、NFT
ゲームでも、ゲームをプレイするために必要な数十万円ものアイテムが
飛ぶように売れており11、NFT元年となった2021年を通じてNFTの
高騰ぶりは激しい。もちろんNFTアートやNFTゲームアイテムの価値
への注目度が影響している面はあるものの、それ以上にバリューアップ
を見込んだ投機的購入が、この異常なまでの急激な高騰を後押しして
いることは間違いない。実際、NFT市場規模の70%以上が投機目的
の支出であるという試算も存在 12する。コンテンツが持つ相当価値を
大きく超えて高騰していると思われる、NFTバブルともいえるこの状況
がいつ弾けるのかの予測は難しく、一般企業にとっての参入リスクに
なっていることは否めない。

このように、NFTはデジタル空間におけるコンテンツの価値を大きく見
直すきっかけを作っている。ここで重要なのは、「コンテンツあっての
NFT」だということである。NFTはデジタルコンテンツが持つ価値の証
明を手伝うことはできるが、価値を創出したり、高めたりする役割はあ
くまでコンテンツ側が担っている。このことを踏まえ、後半はコンテンツ
とNFTとを結びつけるにあたってのポイントについても言及していく。

NFTビジネスの安定化の要：ファンコミュニティーへの再注目
NFTビジネスで安定的な収益を確保していくうえで、コンテンツそのも
のの集客力は欠かせない要素だ。特に、NFTビジネスの特徴の1つと
して、コンテンツホルダーが、デジタルコンテンツのN次流通からも継
続的に収益を確保する仕組みを作り得る点が挙げられるが、継続して
コンテンツを流通してもらうためには、それだけエンゲージメントの高
いコンテンツファンを確保する必要がある。このエンゲージメントの確
保・向上に大きく影響する要素として改めて注目されているのがファン
コミュニティーである。コンテンツの価値を上げるために積極的に活動
してくれる熱心なファンコミュニティーに対するインセンティブとして、
NFTコンテンツをうまくデザインできるかどうかが非常に重要になる。
（尚、本稿での詳細な言及は割愛するが、NFTなどをインセンティブと
して、ファンがコンテンツの価値向上に取り組む自律分散的なコミュニ
ティーのコンセプトであるDAO13が、NFTに続き注目され始めている）

NFTが抱えるコンテンツビジネスのタブー： 
既存ファンアンチ化のリスク
NFTビジネスにおいてファンコミュニティーが重要であるということは、
一方でファンにまつわる大きなビジネスリスクをはらんでいるというこ
とに留意が必要だ。それが、既存ファンのアンチ化である。2021年、
Ubisoftは人気ゲームシリーズ「ゴーストリコン」において、ゲームアイ
テムの一部をNFT化する旨を発表したが、発表直後にファンによる各
種SNSでのいわゆる �炎上� ともいえる状況になった 14ことは記憶に
新しい。こういった事例からは、NFTが持つ投機的なイメージが、コン
テンツが本来持つ世界観やフィロソフィーを棄損してしまう可能性があ
ることが垣間見られた。既存コンテンツを活用したNFTビジネス展開
にあたっては、既存ファンや権利者との合意形成の難易度が高いこと
に留意が必要だ。
コンテンツ事業者のNFTビジネスの展開にあたっては、特に既存ファ
ンへの影響やニーズを見定めながらの、慎重な事業判断が求められる。
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1. デロイト トーマツ コンサルティング, TechHarborTMにてNFTに関連する企業の創業実績および資金調達実績を集計
2. NFT総合マーケットプレイス「LINE NFT」を提供予定一次販売や日本円決済など、機能を大幅に拡充, PR TIMES, 2021/12/15:  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003509.000001594.html
3. パ・リーグ6球団およびパシフィックリーグマーケティングとメルカリ、共同でNFT事業に参入, メルカリプレスリリース, 2021/12/16:  

https://about.mercari.com/press/news/articles/20211216pacificleagueexcitingmoments/
4. 楽天、ブロックチェーン技術を活用した「NFT」の事業に国内で参入し、「Rakuten NFT」の提供を開始予定, 楽天プレスリリース, 2021/8/30:  

https://corp.rakuten.co.jp/news/press/2021/0830_01.html
5. ディズニー公式サイト、NFT関連の求人を掲載, COINPOST, 2022/2/5: https://coinpost.jp/?p=317788
6. 年頭所感, スクウェア・エニックスニュースリリース, 2022/1/1: https://www.hd.square-enix.com/jpn/news/2022/html/post_244.html
7. イーサリアム・ブロックチェーンにおける取引手数料を指す。
8. Proof of Workの略称で、ブロックチェーン上の暗号資産取引の公平性を担保したうえでユーザー同士の合意形成する方法であるコンセンサス・アルゴリズムの一つ。
9. Proof of Stakeの略称。PoSはPoWに比べて電力消費量が格段に少なく環境負荷が高くないため、PoWの代替システムとして注目されている。
10. BeepleのNFT作品が75億円で落札、アート界に変革の兆し, TechCrunch Japan, 2021/3/12:  

https://jp.techcrunch.com/2021/03/12/2021-03-11-beeples-69-million-nft-sale-marks-a-potentially-transformative-moment-for-the-art-world/
11. NFT Game Axie Infinity Leads in Dapp Revenue at $190.9 Million in the Past 30 Days Beating Pancakeswap, TECH TIMES, 2021/11/1: https://www.techtimes.

com/articles/267363/20211101/nft-game-axie-infinity-leads-in-dapp-revenue-at-190-9-million-in-the-past-30-days-beating-pancakeswap.htm
12. The $1 Trillion NFT Market, LOUP, 2021/9/24: https://loupfunds.com/the-1-trillion-nft-market/
13. Decentralized Autonomous Organizationの略称で、ブロックチェーン上で自律分散的に管理・運営される組織を指す。特に近年、中央管理者のいないDAO型ファンクラブなど、エン

タテインメント産業でのユースケースが増えてきている。
14. Ubisoft�s NFT announcement gets more than 95% dislikes on YouTube, Video Gamers Chronicle, 2021/12/8:  

https://www.videogameschronicle.com/news/ubisoft-nft-quartz-youtube-dislikes/
15. Metaverse may be $800 billion market, next tech platform, Bloomberg, 2021/12/1:  

https://www.bloomberg.com/professional/blog/metaverse-may-be-800-billion-market-next-tech-platform/
16. Fortnite hosted a psychedelic Travis Scott concert and 12.3M people watched, TechCrunch, 2020/4/24:  

https://techcrunch.com/2020/04/24/fortnite-hosted-a-psychedelic-travis-scott-concert-and-12-3m-people-watched/
17. The Sandbox, 2022/02/15アクセス: https://www.sandbox.game/jp/

NFTビジネスの将来性
NFTビジネスの将来性を見極める上で、NFTとメタバースの関係性に
も注目したい。メタバース上でのデジタル経済圏創出にあたり、NFTが
大きな役割を果たすのではないかと期待されている。この観点から、こ
こでメタバースの動向についても言及したい。

NFTによって価値保証されたコンテンツを通じた経済圏創出
メタバースは2028年には市場規模約8,000億米ドルにまで成長する
と期待されている15一方で、一過性のブームではないかと疑う声も挙
がっている。実証実験や単なる話題作りではなく、今まで体験できな
かったような目新しいサービスの創出を各社模索し、米国企業を中心
に積極投資がなされている。
投資先として特に注目されているのがゲーム業界だ。メタバース事業
への足掛かりとしてゲーム事業への投資が活発化している。ゲームの
3DCG空間やコミュニティーがメタバースの概念に近く、バーチャル空
間とユーザー基盤を同時に獲得できるため、ゲームの進化系としてメ
タバース事業を創出する狙いでゲーム事業への積極投資を図る企業も
多い。

従来のゲームからの進化の方向性として、デジタルコミュニティー上で
の体験の多様化や経済活動が挙げられる。Fortniteで実施された In 
game concert16のように、ライブエンタテインメントがメタバース空間
でファンと交流しながら楽しめるようになる事例も今後増えてくるだろ
う。また、NFTゲームのThe Sandboxなどでは購入したアイテムや土
地の売買、ユーザー自身が作成したアイテムの販売ができる17。
今後、NFTによって価値保証されたデジタルコンテンツを通じ、メタバー
スのデジタルコミュニティーにおいてリアルコミュニティーと同様の経
済活動が起こり、新たなデジタル経済圏が創出されることが期待され
ている。

NFTはコンテンツ力のある企業にとって武器になる
NFTはコンテンツを守り、コンテンツを活かす基盤となる技術になる。
日本企業がコンテンツ力を軸にしたビジネス展開をする際に、NFTは
活用次第で大きな武器になりえる。黎明期であるためNFTの特性や市
場動向の見極めが難しいものの、各社参入が相次ぐ中スピード感を
持った判断が求められている。NFTを活用し日本企業のコンテンツ力
を活かした新規サービスやビジネスが登場し、世界へ普及していくこと
を期待したい。
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監修

狩野 満美
Mami Kano
デロイト トーマツ ファイナンシャル
アドバイザリー合同会社
パートナー

清水 武
Takeshi Shimizu
デロイト トーマツ コンサルティング
合同会社
執行役員

著者

今市 拓郎
Takuro Imaichi
デロイト トーマツ コンサルティング
合同会社
ディレクター

15年にわたりエンターテインメン
ト領域中心に新規事業企画、
GTM、カスタマーサクセス、組織
人材管理などのコンサルティング
サービスに従事。近年はXR、NFT
など先進テクノロジーを用いた
ゲーム、エンターテインメント分
野の事業企画などに携わっている。

今村 美都紀
Mitsuki Imamura
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

メディア・エンターテインメント領
域を中心に、成長戦略立案や新
規事業開発などのグローバルコ
ンサルティングサービスに従事。
近年はバーチャルプロダクション
やゲーム、XR、NFT、AI画像解析
などの映像領域に従事し、先端
技術を用いた多様なエンタメ事業
推進に携わっている。

辻田 慶太郎
Keitaro Tsujita
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

エンターテインメント業界（映像
制作、ゲーム、エレクトロニクス
など）を中心に、成長戦略立案や
コンテンツ戦略策定、新規事業開
発、技術アセスメントなどのコン
サルティングに従事。近年は、XR
やNFTなど先端技術をテーマと
したエンターテインメント領域の
事業企画などにも携わる。
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Why does it matter?
QCは多くのコンピュテーションの難問に対応できるが…

今のところ、QCができることのほとんどはラップトップPCでも対応可
能である3。
実用化に必要な量子ビットや量子ボリュームの「魔法の数」も現時点
ではわかっていない。。
QCに関して短期的に最も興味深い市場は、量子化学や材料科学、最
適化問題である可能性が高い。いずれにおいても近年ユースケースの
発展がみられる。
量子通信と量子センシングは量子効果を利用するが、QCとはまた異
なる。それらは興味深い成長市場であり、現在のQC市場と同じかそ
れ以上の規模になる4,5。

量子コンピュータは便利に使用できるものになり、年間何
十億米ドルもの予算が使われるようになるだろう。しかしそ
れは何年も先の話だ。

量子コンピューティングの未来はまだこれからだが、だから
といって企業の準備が必要ないわけではない。

デロイトは、量子ボリュームは2022年に倍増すると予測し、量子ビット
（Qubits）や量子ボリューム（Quantum volumes）といった量子コ
ンピューティング（QC）関連指標について、その発展やニュース報道が
続くと想定している。
QC関連で数十億米ドルが政府やベンチャーキャピタリストによって投
資されており、あるQC企業は数十億米ドルの評価額で上場さえしてい
る1。
こうした盛り上がりにもかかわらず、実際のQC市場の規模はまだ小さ
い。量子コンピューティングのハードウエア、ソフトウエア、サービスの
2022年の売上高は5億米ドル未満で2、量子通信や量子センシングの
市場規模よりも小さい。
QCは長期的に見ると大きな可能性を秘めているが、それはこの先10
年の間に実現できそうにはない。現在のところ、実際のユースケースは
ほとんどない状況である。

New and next／量子コンピューティング

グローバル版：
2022年における量子コンピューティング： 
期待とその実用性
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グローバル版本文
Quantum computing in 2022: Newsful, but how useful?
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量子コンピューティングは非常に
重要であり、現在のシステムとは 
大きく異なるため、企業は今から
準備を始めるべきだ

QCは従来のコンピュータとは全く異な
り、困難な問題を解決することができ
る。一方で全く異なるがゆえに、実用と
統合が重要な論点になっている。

実験：量子アルゴリズムを試したり、さまざまな量子ハードウエアアー
キテクチャを比較したりする8。

戦略の策定：競合状況や技術開発など、トリガーとなる事象を特定す
ることで、将来に備える。それらの事象は、量子関連投資や調査の開
始または増強の必要性を示すことになる7。

業界への影響を理解する：QCは従来のコンピュータでは解決できな
い複雑な問題を解決できる可能性がある；戦略的、運用的、競争的
な観点から見て、これが意味するところを考慮する必要がある6。

Bottom line

企業は何をすべきか?

テクノロジーと業界の発展の注視：量子戦略は、技術の状態と市場
の変化に応じて進化させるべきである9。

デロイトは、2022年には量子ボリュームが倍増すると予測している。
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はじめに
量子技術については、何十年も前から政府機関や民間企業、研究機関
を中心にどう活用できるか、商用化できるかについて検討が進められ
ている。近年日本国内においては、政府を中心に今後の社会を変革す
る重要性の高い技術として量子コンピューティングを位置づけ、内閣府
の「第6期科学技術基本計画」や「統合イノベーション戦略」を策定し、
今後5年、10年、20年後の実現像を整理し、量子技術が目指す方向
性や展望を策定している1。
本稿においては、量子技術の中でも量子コンピューティング（ゲート型
量子コンピューティング、アニーリング型量子コンピューティング）の
�今� どう研究が進んでいるか、商用化も含めてどう活用が進んでいる
かを起点とし、さらに �今後�の発展に向けた取り組みの方向性につい
て論じる。

アニーリング型、ゲート型量子コンピュータの実用に向けたステージ
アニーリング型量子コンピュータについては、2011年にD-wave 
systemから量子アニーリングマシンが一般公開され、先進 IT企業や
大手企業においてマシンを購入し、活用に向けた研究を進めている。
日本国内においては、アニーリング型の特徴でもある �組み合わせ最
適化� に着目し、デンソーによる「工場内の無人搬送車のルーティング
（経路移動）の最適化」やリクルートコミュニケーションズによる「旅行
情報サイト（じゃらんnet）における宿情報の掲載順の最適化」などに
活用されている2。前述の通り、企業の抱える最適化問題に対して、ア
ニーリング型が活用され始めてはいるものの、まだ発展途上の技術で
あり、さらなる技術的な発展や先進的な活用の事例などを各企業が見
守っている状況にあるのが実情であると考える。最適化問題について
は一定古典コンピュータを使ったAIでも解くことができるケースもある
ため、アニーリング型量子コンピュータ活用による優位性が見極めら
れないことや、最適化を分析するためのデータ整備、アニーリング型量
子コンピュータを活用する自社内の専門家の採用・育成などの問題に
より、積極的な活用に至ってはいないのではないかと考えられる。
一方、研究機関や先進的な IT企業を中心に、古典コンピュータで構築
する機械学習モデルの構築時に、アニーリング型量子コンピュータを
活用し、効率的に処理を行う研究が進んでいる。このような単純なア
ニーリング型コンピュータ単独の活用だけでなく、更なる柔軟な活用
の仕方が広がっている中で、今後アニーリング型コンピュータがより発
展するステージにきたものと考える。

ゲート型量子コンピュータについては、1980年代に考察された基礎コ
ンセプトから始まり、約40年の時が経ち、基盤技術の発展（扱うこと
のできる量子ビット数の増加）、アルゴリズム開発などにより、実用化に
向けた研究・開発が活発となっている。諸外国においても、そういった
状況を踏まえ、政府から研究機関への投資や民間企業内での研究・
開発が活発化している。2019年には、IBMから世界初の商用量子コ
ンピュータの開発とクラウド公開が発表され 3、さまざまな企業やユー
ザーが参加し、ゲート型量子コンピュータでの研究・開発ができる環
境が提供されるなど、さらなる発展に向けた環境が整備されつつある。
一方で、実用化・商用化に向けてはまだ課題がある。まずは「量子ビッ

ト数の不足」である。古典コンピュータより有機的に誤り訂正の機能を
実用化するためには、約数百～数千個以上の量子ビットが必要とされ
ているが、現在も量子ビット数の増やすための研究・開発を先進 IT企
業が中心となって進めている最中にある。具体的には、IBMにおいて
は1,123量子ビットを扱う量子コンピュータを2023年に開発する計
画や、Googleにおいては2029年には100万量子ビットを扱う量子コ
ンピュータを開発するロードマップも発表されており4、ここ5年から
10年の間でゲート型量子コンピュータが実用化される前段のステージ
にあると考える。

日本が量子技術を発展させていくための取り組みの方向性
ここまで見てきたように、日本ではアニーリング型を中心にスタートアッ
プや企業でのPoC検討が進む一方、ゲート型では米中で投資が過熱し、
技術開発も先行する中、今後さらに日本で量子技術を発展させ、世界
をリードしていくためにはどのような取り組みの方向性・ステップがあ
るだろうか。

まずはゲート型、アニーリング型共に現状の（あるいは今後数年で想
定される）スペックの中でどのような社会課題を解決し得るのかを見定
め、具体的なユースケースを構築していく必要がある。比較的商用化
の早かったアニーリング型コンピュータおよびNISQ5のゲート型コン
ピュータでどのような業界のどのような課題であれば解決することがで
きるのか、そのユースケースをまず1つでも構築することが今後の量子
コンピュータの発展において重要なマイルストーンとなるであろう。
ユースケースが構築されることで量子技術の社会的インパクトについて
世の中への理解も広まり、産官で量子技術への投資余力がまた生まれ
てくる。特にゲート型については、現在のNISQから誤り訂正を実装し
たコンピュータに発展するまでに中長期的な投資が必要となる。ゲート
型・アニーリング型と比較されがちな2つの量子コンピュータであるが、
アニーリング型でユースケース構築をしていくこともゲート型の発展、
ひいては �量子技術�の発展に対して重要な役割を持つと期待される。

一方、このようなユースケース構築は必ずしも簡単ではないことも悩み
であろう。量子コンピュータを社会実装し、ユースケースを構築・探索
する取り組みをさらに加速していくためには、現状の投資余力のある
トップ企業だけがPoCやコンソーシアムで取り組めている状況から脱
皮し、量子コンピュータの導入・PoCを検討する企業のすそ野を広げ
ていくことが重要である。業界問わずあらゆるユーザー企業が、量子コ
ンピュータが自社の事業に与えうるインパクト、自社の事業戦略にどう
取り込んでいくかを検討し、小さな社会課題・業界課題であっても解決
できることを示していく体制を築き上げていく必要がある。そのために
は各企業個別の取り組みだけでなく、多くの企業が集まってそれぞれの
課題を共有しながら量子コンピュータのインパクトを理解し、量子コン
ピュータに気軽に触れられるコミュニティー・場がある方が良いだろう。
そのようなコミュニティー・場があることで、これまで企業内の研究者
が活用を試みるケースが多かった状況から、量子技術に必ずしも明る
くない新規事業・事業開発部門のメンバーも取り組みやすい状態にな
り、本格的な社会実装が進んでいくことが期待できる。

New and next／量子コンピューティング

日本の視点：
量子コンピュータに対する日本企業の 
取り組みの方向性
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上記のように裾野を広げていくためには、ベンダ企業も努力していく必
要がある。これまでは興味のある企業の限られたメンバーとまずPoC
を実施していた状態から、量子コンピュータのインパクトを経営層・事
業部が自分事として捉え、事業化に向けたプランを描くことをサポート
できる体制整備が必要になるであろう。そのためには �量子� というま
だまだ理解が難しい分野について、研究者と事業開発メンバーの理解
の差を埋めていく架け橋となるような地道な取り組みも不可欠である。
最後に、日本は少子高齢化をはじめ多くの課題を持つ課題先進国であ
る。量子技術が日本の抱える課題を一気に解決する手段になるとは結
論付けられないが、労働人口の減少やインフラ老朽化が進み、より生
産性の向上や社会構造・業界の変革が求められてくる中で、可能性の
ある手段には積極的に投資をしていくべきであろう。例えば、材料探索
の大幅な効率化によって研究者が少ない状況でも先進的な素材開発
を実施したり、最短到達時間だけでなく道路の老朽化度合いも考慮し、
道路への負荷を分散させながら効率的に配送していく物流網の構築な
どが考えられる。まずはユースケースの構築が重要なマイルストーン、
と述べたが、ユースケースを構築する上で日本は大変良い土壌を持っ
ていると言える。
上記のようにベンダとユーザーで手を取り合った状態で挑戦が加速さ
れていくことで、今後日本発の先進的なユースケースが生まれてくるこ
とを期待したい。
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1. 内閣府, 「第6期科学技術・イノベーション基本計画」, 2022/3/31アクセス: https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index6.html 
内閣府, 「統合イノベーション戦略2021」, 2021/6/18: https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/2021.html

2. デンソー社 工場内無人搬送車ルーティングの最適化; DENSO, "量子コンピューティング, イノベーション, 事業紹介�, 2022/3/31アクセス:  
https://www.denso.com/jp/ja/business/innovation/quantum/ 
リクルートコミュニケーションズ 旅行情報サイトの掲載順の最適化; 「次世代コンピュータが実現する革新的ビジネス」⑬講演4, リクルートコミュニケーションズ, 棚橋耕太郎氏, 
2019/7/4: https://www.youtube.com/watch?v=Pb2wM-nNEk4

3. IBM, "IBM Quantum Computing", 2022/3/31アクセス:  
https://www.ibm.com/jp-ja/quantum-computing?utm_content=SRCWW&p1=Search&p4=43700066778741786&p5=e&gclid=EAIaIQobChMIsoSy5L3y9gIVCmo
qCh3BCgtfEAAYASAAEgJiIfD_BwE&gclsrc=aw.ds

4. IBMの開発ロードマップ; オープンな量子ソフトウェア・エコシステムの構築に向けたIBMのロードマップ, IBM THINK Blog Japan, 2021/2/8:  
https://www.ibm.com/blogs/think/jp-ja/quantum-development-roadmap/ 
Google社の開発ロードマップ; Our quantum computing journey, Google Quantum AI, 2022/3/31アクセス: https://quantumai.google/learn/map
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合同会社
執行役員
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寺園 知広
Tomohiro Terazono
デロイト トーマツ コンサルティング
合同会社
ディレクター

外資系コンサルティング会社など
を経て現職。戦略策定～BPR/IT導
入に至る幅広いコンサル経験を経
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Why does it matter?
AIはますます普及し、より強力に、そして日常に溶け込む

2022年の段階で、わずか5年前と比較しても、AI は非常に強力になっ
た。非常に高速な専用プロセッサ、優れたソフトウエア、大規模なデー
タセットにより、AIはこれまで以上に多くのことを低コストで実現できる
ようになった 5。
規制当局は、AIが公正さ、偏見、差別、多様性、プライバシーに及ぼ
す影響について懸念している。例えば、今日のAIの基盤となる機械学
習は、規制当局やその他の機関から、潜在的な社会的偏見を生じさせ
る可能性について綿密に精査されている6。
AI規制は、地政学レベルでの競争ツールである。特定の国・地域によっ
てAI規制のグローバル標準が設定されると、当該国・地域で事業展開
する企業に競争上の優位性を与え、国外・域外企業にとって不利に働
く可能性がある。しかしながら、規制が強すぎれば、特定国・地域に不
利益を与えかねない。

「雇用、信用、医療、住宅など、さまざまな経済的利害が絡
む領域で、アルゴリズムの判断が歪められ、あるいは差別的、
また不公平な結果を生む可能性があることが、エビデンスの
積み重ねによって次々と明らかになっている」7。

-  Rebecca Kelly Slaughter, FTC Commissioner

2022年、AIは産業全体の影響を及ぼしつつも、規制当局
による監視強化に直面することになるだろう。

デロイトでは、2022年においてAIの体系的な規制に関する議論が盛
んになり、いくつかの規制案が提出されることを想定している。ただし、
実際に規制の施行に至るのは2023年以降になると予測している。
公共の場における顔認識、ソーシャルスコアリング、サブリミナル技術
といった、AIの付帯的分野を全面的に禁止しようとする規制当局の現
出さえあり得る。
こうした規制案は、欧州、中国、米国から提案されている1,2,3。（※訳注）

（※訳注）欧州のAI規制案では、制裁金の上限として、全世界年間売上高の6%または 
30百万ユーロのいずれか高い方を設定している（GDPRの制裁金上限は、全世界年間売上高
の4%または20百万ユーロのいずれか高い方）4。

New and next／AI

グローバル版：
AIs wide shut：AIの規制がさらに本格化する
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1. 欧州はAI規制案を公表; European Commission, Proposal for a regulation of the European Parliament and of the council laying down harmonised rules on artificial 
intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union legislative acts , EUR-Lex, April 21, 2021

2. 米国では連邦取引委員会が主導; Elisa Jillson, �Aiming for truth, fairness, and equity in your company�s use of AI ,� Federal Trade Commission, April 19, 2021
3. Arjun Kharpal and Evelyn Cheng, �The latest target of China�s tech regulation blitz: algorithms ,� CNBC , September 9, 2021
4. REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/

TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
5. As one example, moving to specialized AI chips can see literally thousandfold improvements; Saif Khan and Alexander Mann, AI chips: What they are and why they 

matter , Center for Security and Emerging Technology (CSET), April 2020
6. James Manyika, Jake Silberg, and Brittany Presten, �What do we do about the biases in AI? ,� Harvard Business Review, October 25, 2019
7. Rebecca Kelly Slaughter, �Algorithms and economic justice: A taxonomy of harms and a path forward for the Federal Trade Commission ,� Yale Journal of Law & 

Technology, August 2021.

グローバル版本文
AIs wide shut: AI regulation gets (even more) serious
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2022/ai-regulation-trends.html

AIが意思決定を行う...しかし、 
意思決定に至った理由は不明な 
ままである

この透明性の欠如は、AIに規制を必要
とする理由でもあるが、同時に規制化
を困難にする要因でもある。
さまざまなアプローチが考えられる一
方で、アプローチ間での対立をもたら
す可能性がある。

規制当局は、規制のバランスを考慮すべきである。偏見には確かに規
制が必要であるも、一方で、行き過ぎた規制はイノベーションを阻害し、
競争力を阻害する可能性があるためだ。

予測の困難さゆえに、生じうるシナリオについて考えることには意味
がある。具体的には、つぎはぎになっている規制や、デファクト標準（例
えばAI向けのGDPRに類似した取り決め）、業界リーダーによる自主
的なアジャイルコンソーシアムが挙げられる。

業種やユースケースの差異は、AIがもたらす影響をも変える可能性が
高い。公共部門、金融サービス、人材分野へのAI適用は、注目されて
いる応用分野の一部に過ぎない。クラウドプロバイダも同様で、特にAI
の社内利用が見られ、"AI as a Service"を提供する企業が当てはまる。

Bottom line

企業は何をすべきか?

図表10-1 欧州AI規制案における、４つのリスクレベル

ソーシャル・スコアリング、大衆監視、身体的・精神的
危害を及ぼす行動操作、法執行の目的で、（特定の
限定的な例外が適用されない限り）公の場所での
リモート・リアルタイムの生体識別システム

雇用・教育および公共サービスなどへの
アクセス、重要なインフラ管理・運用の
安全性確保、法執行機関・司法当局

なりすまし、チャットボット、
感情の識別、生体認証、
ディープフェイク

その他
該当法

案にお
いては

義務な
し

（ただ
し、自

主的な
　

　行動
規範の

策定を
奨励）

透明性
の

義務

適合性

評価の
義務

許容できないリスク

ハイリスク

限定的なリスク

最小限のリスク

出所：Deloitte analysis based on information from European Commission
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AIによる価値のトレードオフ
あらゆる産業で、AIの影響力が加速度的に高まっている。膨大なデー
タ量を処理・分析してサービスを展開するにあたり、AIの存在は今や
不可欠である。AIによって、人々はきめ細やかなサービスの享受を実感
できるし、そのメリットは今後も増加し続けるだろう。
一方で、そのメリットには社会的なリスクも伴っている。他の技術と同
様に、いやさらに広範に、AIの価値にはトレードオフが発生する。

押し寄せる法規制の波
こうしたAIのもたらす価値のトレードオフに対して、EUを始め、世界的
に法規制（ハードロー）が整備され始めている。
規制の嚆矢として、2021年4月に、欧州委員会による「欧州AI規制
案 1」が提示された。その中では、AIのリスクを「許容できないリスク」・
「ハイリスク」・「限定的なリスク」・「最小限のリスク」の4段階に分類
している。
最も厳しい「許容できないリスク」の例には、サブリミナル技術 2の利用、
政府が個人の信用力を格付けする社会信用システムの運用、顔認証な
どの遠隔生体認証技術 3の公共の場でのリアルタイム利用があげられ
ている。
「ハイリスク」とされているAIシステムは、雇用・教育・医療・法執行
などの分野で個人の重大な利益に係る意思決定、重要なインフラが対
象になる。加えて、生体認証などで用いられる安全性や、基本的人権
に悪影響を及ぼすものについても同様である。この「ハイリスク」に該
当するAIシステムの提供事業者には、提供開始前に規定要件の適合
性評価手続きをとることが義務化される。加えて、提供後もリスクや品

質の管理を実施することが求められる。
「限定的なリスク」の区分では、AIシステムを利用していることを開示
する義務が課される。メディアにおいてはチャットボットも対象範囲で
ある。
「最小限のリスク」については、上記3区分に含まれないものが該当す
る。ただし、行動規範を自主的に策定することは促されている。

本規制案が、法として発効するまでには数年を要すると見られる。しか
し、GDPR同様、域外規制が求められ、日本企業も準備が必要になる
と考えられる。いわゆるブリュッセル・エフェクト4と呼ばれる現象が世
界的に影響力を及ぼす可能性が高い。
この欧州AI規制案に加えて、2021年11月には国連教育科学文化機
関（UNESCO）がAI倫理規範 5を採択し、加盟国への勧告がなされた。
これは国際的な規範としては初である。
同規範では、「いかなる人も、AIによって経済、政治、精神的に傷つけ
られてはならない」ことが明記されている。また、AI活用において、人
権や基本的自由、プライバシーを尊重するよう、各国政府に対応を求
めている。特に文化や言語、性別の違いで差別を生まないような配慮
も必要だとしている。同規範に法的拘束力はないが、先述の欧州AI規
制案と相まって、世界的なAI規制の原動力になるだろう。これは、日
本企業にとっても対岸の火事ではない。

企業に求められるAI倫理
ここで、非常に重要な点として、法規制によって定められた領域のみを
回避すればいいという訳ではない、ということを挙げておきたい。法規
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日本の視点：
AIの価値を経営へ組み込むために

価値 リスク

監視社会
（思考・活動の把握と予測）

安全な社会
（防犯・犯罪予防）

便利な社会
（パーソナライズとレコメンド）

プライバシー侵害
（個人情報の把握）

多様化社会
（マイナーな趣味・嗜好でも共有できる
コミュニティ）

孤独社会
（人との対話・付き合いの減少）

効率化社会
（労働の機械代替によるコストカット・
余暇の創出）

同質化社会
（フィルターバブルから多様な価値への
接触が減少）

出所：江間有沙「絵と図でわかる　AIと社会 ―未来をひらく技術とのかかわり方」

図表10-2 AIの価値のトレードオフ
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制によってある程度「白黒」がついた後にも、大きなグレーゾーンが残
されるためである。そこで、グレーゾーンの中で物事を判断するための
基準として、AI倫理（ソフトロー）が必要になる。国際的な倫理原則と
して「アシロマ原則」6などが挙げられると同時に、各国でも倫理原則
の整備が進んでいる。日本においても、2019年に「人間中心のAI社
会原則」7がまとめられている。
また、企業単位においても、社内で倫理方針を設定する事例も増えて
おり、この流れは今後も続くものと考えられる。
こうした国際的な倫理、国ごとの倫理、企業ごとの倫理は、それぞれが
関連しあい、グローバル展開を志向する企業にとっては避けては通れ
ない存在となりつつある。AI倫理という新たな考え方の登場によって
従来の企業倫理の変容が求められ、これまでの企業倫理にAI倫理を
篏合させる取り組みが求められているのである。

AIリスクに対する企業のスタンス
読者の中には、こうしたAI規制・AI倫理の背景にある社会の危機感
について、理解しがたいと感じるかたもいるかもしれない。
日本企業のAI人材の確保は欧米・中国と比して劣勢にある。AIを理
解する人材の不足が、組織としてAIのもたらす社会的危機感への理解
不足につながっている面は否めないだろう。また、仮にAI開発者がリス
クに気づいたとしても、それらを組織内に伝播させ難い面もあるだろう。
AI規制・AI倫理の捉えているリスクはAI開発者だけの問題ではない。
本稿で示してきたように、AIについて規制・倫理が整備されつつある
と同時に、AIがどの産業においても事業全般に密接に結びつきつつあ
る。つまり、いまやAIリスクは社会課題であり、それと同時に、どの産
業にとっても経営課題なのである。
この点について、日本企業もどういうスタンスをとっていくのかが今後
問われることとなる。ルールや規範に対する企業のスタンスとしては、
大きく4つ挙げられる。

4つのスタンス
①  ルールメイカー｜情報感度が高く、予測型取り組みを実施。自社に
加え他社への巻込みを志向

②  プロアクティブプレイヤー｜情報感度が高く、予測型取り組みを実
施。ただし、社内での取り組みにとどめる

③  アクティブプレイヤー｜情報感度が中程度であるが、規制への対応
のみ

④  パッシブプレイヤー｜情報感度が低く、場当たり的対応にとどまる
※ 情報感度｜高：規制に加え規制の背景を熟知、中：規制を熟知、低：
規制理解の不足

※ 予測型取り組み｜規制背景から、今後生じうる問題を予測して、事
前策を実施可能な状態

これまで、日本企業の規制・倫理へのスタンスは③④に見られること
が多かった。過去にあった事例として、EUが制定したGDPRが、日本
を含めた世界の個人情報保護の価値観や法整備、そして幅広い産業の
企業行動に大きな影響を与えたケースが挙げられる。これに対しても、
企業によって取り組み方は異なり、なかには対応が遅れ、事業リスクが

顕在化した企業も生まれた。
④の対応の場合はもちろん、③の対応をとる場合でも、社会課題とし
て認知されつつあるリスクにも対応しながら、ビジネスにAIを活用す
る開発・実装までのリードタイムを長くすることにつながってしまう。規
制対応を形式的に行うというだけでは、規制上の問題をクリアできて
も、社会的な批判を受ける事件を発生させることにもつながりかねな
い。実際にAI採用ツールなどで、レピテーションリスクにさらされ事業
継続が困難になった、というケースも実際に散見されるようになってき
ている。米中を始めとした「AI先進国」の企業がAIを率先して事業に
取り込むことで競争力を高めようとしてきている中で、日本企業も適切
にAIを活用できるようにならなければ、社会課題の解決やグローバル
競争の中での事業優位性の構築は難しくなる。
まずは②のスタンスで早くからAI倫理の確立を図り、競争力のあるAI
活用を目指すことが、多くの日本企業にとって望ましいのではないだろ
うか。

パーパス・AI倫理規定・AIガバナンス体制によって、 
「適切に」リスクをとる
このように規制・倫理、リスクと向き合いながら、AIの価値を経営に組
み込んでいかなければならない。そのときの論点として、AIの価値のバ
ランスをいかにとるかは、今後重要度を増していくだろう。価値のバラン
スをとることは、突き詰めると「適切に」リスクをとることと同義である。
そのために、経営にはAIの活用を前提とした「パーパスの策定」・「AI
倫理規定の確立」・「AIガバナンス体制の確立」の3点が求められる。

1．パーパス
企業がAIを経営に展開するにあたり、事前のリスク分析を重ねた末に
も、いやおうなしに経営層の意思決定に委ねられる領域は残る。そうし
た際、決断の拠り所として大きく機能するものが、企業の最上位概念に
位置するパーパスである。パーパスは、企業の存在意義であり、それは
社会課題と自社の接合点である。
パーパスには3つの効用がある。
1つ目は、推進力である。長期的な目的を示すことで、不確実性を取り
込みながら、動的な戦略の策定・実行を行える。
2つ目は、求心力である。社員をはじめとした、さまざまなステークホ
ルダーからの信頼獲得の源泉となる。
3つ目は、遠心力である。業界の枠を超えたエコシステム形成のため
の発信力や、協力を実現するための軸となる。

重要な点として、パーパスを実現するためには、戦略との一貫性が確
保されている必要性がある。
戦略に染み込んでこそ、パーパスには意味がある。パーパス自体は、
長期的に企業が目指していくものであるため、事業としての道筋が見
える8。
そのため、AIのリスクをとる決断や、組織やエコシステムを動かしてい
くときに、パーパスが拠り所となる。AIを使用することを、自社の目指
すことと照らし合わせることで、決断やモチベーションを支える。
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2．AI倫理規定
AIの価値を経営に組み込むためには、企業において最上位概念に位
置づけられるパーパスに基づくAI倫理規定の設計が必要である。
AI倫理規定には大きく３つの階層がある。（図表10-3）

AI倫理規定には大きく3つの階層がある。
まずは、AI倫理方針である。これは、全社およびグローバルのAI倫理
に関する判断基準の基礎となる。その際、グローバルのAI倫理方針を
ローカライズすることも求められる。グローバルHQで倫理方針を策定
したうえで、ローカルの経営陣に展開し、各国事情に即した倫理規程
を作成させる。
次に、AI倫理方針を全社／部門にて適応するための、AI倫理規程があ
る。これは、AI倫理方針を遵守するための管理・運用体制などを定め
るものである。ここでは、具体的な開発・レビューの体制やリスク評価
方法、従業員の教育方法、販売を禁止する顧客領域などを定義する。
また、多岐にわたるビジネス／サービス／製品単位での開発手順・禁
止事項を規定する基準についても設定する。
最後に、AI開発基準がある。これは、AI開発者が参照する開発時の禁
止事項などを規定する。

重要な点は、AI倫理を開発者（R&D）向けにとどまらせず、全社に展
開することである。組織としてのAI倫理を規定することは、AIを開発・
使用する従業員のクリエイティビティを阻害しない。むしろ、動きやすく
することもできる。AIについて踏み出していい線引きが、明確になるた
めである。
また、個人で不要なリスクを抱え込まないで済むことにもつながる。
その際、レビュー・管理について組織として取り組む、ガバナンス体制
が求められる。

3．AIガバナンス体制
AI関連の法対応と倫理規定を実現するため、組織体制を構築しなけ
ればならない。（図表10-3）
その際の大まかな始め方としては、次の3つが挙げられる。
1つ目は、開発やサービス部門など、現場の声を真摯に受け止めるこ
とである。2つ目は、法務部／コンプライアンス部門によるリードが挙
げられる。3つ目は、経営層自らがドアオープナーとなることである。
いずれにせよ、経営層のAIリスクへの深いコミットが求められる。

経営層においては、コンプライアンス担当役員、法務担当役員、ないし
はCTOが担当することが多い。さらに突き詰めた例として、Chief 
Ethics Officerといった企業倫理を所掌する役職を新設する企業もあ
る。彼らは、AIガバナンス推進へのコミットや、コーポレートのAI管理
組織の組成を指揮することが求められる。

図表10-3中のコーポレートAI管理組織は、AI倫理規定の新設・改訂
を行い、組織全体のAI倫理遵守をモニタリングする。AI技術の進展速
度は非常に速く、新たな倫理上の問題を発生させ得る。そのため、技
術動向をウォッチしながら、規定についても柔軟に改訂し続けていくこ
とが重要である。
それらに基づいて、図表10-3中の部門内AI管理組織と実際のモニタ
リングを行う。
代表例として、開発または利用するアルゴリズムに問題がないか、上市
の前後にチェックする体制が挙げられる。使用する教師データやアルゴ
リズムをさまざまな角度から検証する。

出所 : デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社・デロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成

AIガバナンス体制

CXO職
例｜Chief Ethical Officer/
Chief Compliance Officer

コーポーレート
AI管理組織

部門内
AI管理組織

（AI開発現場）

戦略レイヤー

パーパス
（ビジョン）

全社戦略
（経営計画）

事業戦略／
機能戦略

❶
パーパスに基づく

階層間の戦略に縦糸を通す

AI倫理規定

・AI倫理遵守を通じ、
組織として目指す姿を規定

・AI倫理遵守の管理・運用体制等を規定

・AI開発のレビュー項目等を規定

・AI開発者が参照する
開発時の禁止事項等を規定

AI倫理方針

AI倫理規程
（全社／部門）

AI開発基準

❸
AI倫理方針に基づき、
規定間での縦糸を通す

❷
戦略に基づき、
組織に

AI倫理の
横糸を通す

図表10-3 企業戦略とAI倫理規定・組織関係
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バイアスと向き合うことで高まるAIのサステナビリティ
AI倫理ガバナンス体制において、何よりも大事になるのは、関与するメ
ンバーの多様性である。
ヒューマンインループと呼ばれるように、AI開発において必ずヒトの眼
を入れるとする考え方が浸透しつつある。ただし、そのヒトたちが多様
なバック・グラウンド（例：ジェンダー・セクシャリティ、人種・民族、
宗教、障がいなど）を有していなければならない。そうでなければ、想
定外の問題を予期する能力は低下する。

そのため、AIガバナンス体制の主たるメンバー（社内の法務／コンプラ
イアンス部門やデータ・サイエンティスト）に加え、社外の人材の参画
も検討すべきである。例えばサプライチェーン上のステークホルダーや、
外部のアカデミック、NGO/NPOが挙げられ、多様性の拡がりに大きく
寄与すると考えられる。
こうした多様性の組織デザインは、組織固有のバイアスに抗うことにつ
ながる。バイアスはどの地域や組織にも在り、その多くが無意識の内に
ある。この無意識のバイアスが、AIのリスクを高めることから、それに
抗う仕組みを組織に埋め込むことが求められる。

AIは大きな価値のトレードオフを大きく・広く有している。社会課題を
解決することにつながると同時に、社会課題を生むことにもつながりか
ねない。企業に求められることは、自分たちの目指す方向を示しながら、
AIのサステナビリティを高めることにある。
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1. AIのリスク対応とAI開発の推進の両面でEUが世界的な主導権を握るべきとする「AI白書」（2020年2月公表）を具現化したもので、EUと加盟国間の協調計画等と併せて公表。欧州人工
知能委員会とする新組織も設立予定で、規制の一貫した適用をサポートする想定; Europe fit for the Digital Age: Commission proposes new rules and actions for 
excellence and trust in Artificial Intelligence, European Commission, 2021/4/21: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1682 
関連記事：EUがAIに包括規制案 世界で初、顔認証利用に事前審査も, 日本経済新聞, 2021/4/22: 
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR1900E0Z10C21A4000000/?n_cid=NMAIL007_20210422_A&unlock=1

2. 意識下に刺激を与えることで表れるサブリミナル効果を利用した技術
3. 人間の身体的特徴や行動的特徴の情報を用いて行う個人認証技術
4. コロンビア大学アヌ・ブラッドフォード氏の提唱した概念。EU（首都ブリュッセル）が豊富な人口を強みに、強固なルールを先んじて打ち出すことで、企業が仕様を適合させる。コスト観点か

ら、同仕様をグローバル市場でも使用することで、結果的にEUのルールがスタンダードとして普及する; 
ANU BRADFORD「The Brussels Effect: HOW THE EUROPEAN UNION RULES THE WORLD」, Oxford Univ Pr, 2020/3/2,  
中国流が国際標準に？ 『北京エフェクト』にどう挑む, 日本経済新聞, 2022/1/16: https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD11B4B0R10C22A1000000/

5. AIの健全な発展を確保するために必要な法的基盤の構築の指針となる共通の価値観と原則を定義した勧告。2018年に策定が開始され、2021年11月25日に、UNESCO加盟の193カ
国が本倫理的枠組みに係る勧告を正式に採択。本勧告は、AIが社会にもたらす利点を実現し、リスクを低減することを目的とし、データガバナンス、教育、文化、労働、医療、経済に関する
行動指針を含む各国への政策提言を含むもの; 
UNESCO member states adopt the first ever global agreement on the Ethics of Artificial Intelligence, UNESCO, 2021/11/25:  
https://en.unesco.org/news/unesco-member-states-adopt-first-ever-global-agreement-ethics-artificial-intelligence

6. 2017年カリフォルニア州アシロマにて、テック企業創立者や研究者などが加盟するFuture of Life Instituteという団体によって、「人類にとって有益なAIとはなにか」について議論され
た内容を23の原則として発表。多くの企業家や研究者、著名人らから支持を集め、AI開発の共通認識の1つとなっている; 
Future of Life Institute, 「ASILOMAR AI PRINCIPLES」, 2017/8/11: https://futureoflife.org/2017/08/11/ai-principles/

7. 2019年内閣府により発表。AI活用を通して、SDGsの実現を支えるSociety5.0を目指すなかで、AIを有効かつ安全に利用できる社会をデザインするという「AI-Readyな社会」をビジョン
としている。「人間中心の原則」など7つの原則から成っている; 
内閣官房 統合イノベーション戦略推進会議, 「人間中心のAI社会原則」, 2019/3/29: https://www8.cao.go.jp/cstp/aigensoku.pdf

8. デロイト トーマツ コンサルティング, 「DTCアンソロジー パワー・オブ・トラスト 未来を創る企業の条件」, 2022/3/2:  
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/get-connected/pub/books/management/power-of-trust.html
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AI・データ・メディアをはじめと
する情報のサステナビリティ関連
や、通信、消費財、NGOなどに
おける、メガトレンドやシナリオプ
ランニングを用いたパーパス策定、
新規事業立案、ルール形成戦略
の支援に携わる。日本経営倫理
学会正会員。

監修

國光 健一
Kenichi Kunimitsu
デロイト トーマツ ファイナンシャル
アドバイザリー合同会社
パートナー

清水 武
Takeshi Shimizu
デロイト トーマツ コンサルティング
合同会社
執行役員

編集メンバー

安田 拓
Taku Yasuda
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
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デロイト トーマツ グループ TMTリーダー

鹿山 真吾
Shingo Kayama

テクノロジーセクター 
日本リーダー

首藤 佑樹
Yuki Shuto

テクノロジーセクター　 
APリーダー

佐藤 通規
Michinori Sato

通信・メディア＆ 
エンターテインメント 
セクター 
APリーダー

松永 鋭太郎
Eitaro Matsunaga

テクノロジー・メディア・
通信インダストリー 
日本リーダー 
通信・メディア＆ 
エンターテインメント 
セクター 
日本リーダー

ビジネスセクターリーダー
有限責任監査法人トーマツ
監査・保証業務

北岡 宏仁
Koji Kitaoka
Tech

朽木 利宏
Toshihiro Kuchiki
TM&E
（ テクノロジーFast 50 日本代表）

有限責任監査法人トーマツ
リスクアドバイザリー

長谷川 孝明
Takaaki Hasegawa
Tech/TM&E

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

首藤 佑樹
Yuki Shuto
Tech

佐藤 通規
Michinori Sato
TM&E

デロイト トーマツ税理士法人
International Tax and M&A

小柴 正光
Masamitsu Koshiba
Tech

結城 一政
Kazumasa Yuki
TM&E

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

横田 智史
Satoshi Yokota
Tech

狩野 満美
Mami Kano
TM&E
（ デロイト トーマツ グループ 
テクノロジーセクター  
Deputyリーダー）

TMTインダストリーグループは、Techテクノロジー：（電機・ハイテク）・TM&E（通信・メディア・エンター
テインメント）の2つのセクターで構成されています。

テクノロジー・メディア・通信（TMT） インダストリーグループ
リーダー一覧

大久保 伸夫
Nobuo Okubo

AP（アジア・パシフィック）
C&I リーダー
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デロイト トーマツ グループ  テクノロジー・メディア・通信（TMT） インダストリーグループ
当グループでは、業界に精通したプロフェッショナルがクライアントのニーズに応じて、監査、税務、法務、
コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーなどを提供しています。Deloitteのグローバルネットワーク
や業界の知見を活用し、クライアントの直面する課題解決や企業価値の向上に貢献します。

問い合わせ先
デロイト トーマツ グループ
テクノロジー・メディア・通信（TMT）インダストリーグループ
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング
Tel: 03-5220-8600 Fax: 03-5220-8601 
E-mail: jp-tmt@tohmatsu.co.jp
www.deloitte.com/jp/dtc

著者
Global

Chris Arkenberg Paul Lee Andrew Evans Kevin Westcott
Duncan Stewart Dan Hamling Ariane Bucaille Gillian Crossan
Eiji Kodama Susanne Hupfer Sayantani Mazumder Cornelia Calugar-Pop
Suhas Raviprakash Theo Ajadi Scott Buchholz

Japan （執筆順）

菅野 千尋 二階堂 慎 淺野 開 木村 将之
児玉 英治 越智 隆之 渡邊 裕之 相楽 健太
高橋 成禎 山本 奈々 今市 拓郎 今村 美都紀

濱田 智久 本井 中庸
辻田 慶太郎 寺園 知広 上谷 学 嶋村 勇紀

発行人
松永 鋭太郎 鹿山 真吾 狩野 満美
首藤 佑樹 佐藤 通規 清水 武

戸部 綾子 柳川 素子

編集担当

益山 咲子 米田 唯 足立 多聞 糸井 凌
森岡 記人 谷島 瑞穂 宮内 亮 高橋 正彬

監修
清水 武 狩野 満美 冨田 俊一 植松 庸平
真鍋 裕之 佐藤 通規 小野 隆 森 亮
森 正弥 國光 健一

佐藤 里奈 安田 拓
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