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Deloitte TMT Predictions 2017の日本語版をお届けします。このレポートはデロイトが2001年から毎年発行している
もので、テクノロジー・メディア・通信業界に影響のある10程度のトピックについてデロイトの見解をまとめたものです。毎
年同じトピックを取り上げる定点観測ではなく、その年にあるターニングポイントを迎えそうなことと、将来に向けて「今から
気にしておくべき」ことを取り上げています。

前者の例としては、

 ・2017年にはDDoS攻撃がスケールアップし、最大で毎秒1テラビットを超えるものが毎月1件は発生する

 ・2017年に出荷されるスマートフォンのうち、オフラインの機械学習能力を持ったものが5分の1を占める

 ・2017年のタブレットの出荷総数が2016年比10%減になる

後者の例としては

 ・2020年の5G無線通信サービス開始に向けて規格標準化・商品化が加速している

 ・2020年には自動緊急ブレーキがすべての新車に標準装備される（米国内における予測）

 ・2022年までにはユーザー・デバイスが使用するデジタルナビゲーション4分の1以上が屋内ナビゲーションになる
 
などがあります。

このレポートで取り上げた「予測」は、より根本的な変化の目に見える一部を取り出したものに過ぎません。目に見えない
部分にも重要なインプリケーションがあり、それらについては読者の皆さんの想像力でビジネスチャンスを探っていただくこ
とを期待しています。例えばDDoS攻撃の増大はハードウエアメーカーにとってサイバーセキュリティ対策が非関税障壁にな
りつつあることを示唆しています。その一助として今号からはデロイト トーマツ グループ TMTインダストリーのプロフェッ
ショナルが日本発の視点を発信しています。自社の戦略を考える上でご参考にしていただければ幸いです。

最後に、これらの事象の根底にある機械のネットワーク化（IoT化）とAIの進化と普及は、指数的（エクスポネンシャル）な
スピードで進んでおり、その利用にあたっては既存の議論の枠組みの見直しが必要になります。例えばインターネット上で個
人の行動や発言はdata exhaust（副産物として得られる膨大なデータ）として分析の対象になっていますが、物理的な世界
においても位置情報の利用と監視カメラによる顔認識は、個人のプライバシーに対する新たなコンセンサス作りを必要とし
ます。またAIが人間の判断を補完・代替する場合、AIが下した判断の説明責任についてはまだ議論が始まったばかりです。
技術の進歩は成長機会と同時に社会的・法的リスクをもたらします。企業の経営者には技術利用に関するグローバルな
ルール作りに積極的に関与していくことが望まれています。

日本語版発刊に寄せて
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デロイトでは、指紋リーダー内蔵デバイスの利用台数が2017年前半
に初めて10億台を超えると予測している。さらに、センサーが1台当たり
1日平均30回使用されるとすると、指紋読取機能の利用回数は世界全
体で1年間あたり合計10兆回以上に達すると予想している1。

さらにデロイトは、スマートフォンへの指紋リーダー搭載率も予測して
いる。2016年中頃の搭載率は30%であったが2、2017年末の時点では
先進国の全スマートフォンの約40%に拡大すると予測している。同機能
の利用率は、2016年中頃は69%であったが3、今後は指紋リーダー内蔵
スマートフォンのユーザーの少なくとも80%以上がこのセンサーを常用
するようになると予想される。

指紋リーダーを搭載するアクティブデバイスの90%以上はスマートフォ
ンとタブレットになる可能性が高い4。3年前にはこうしたセンサーはハイ
エンドモデルにしか搭載されなかったが、2017年はほとんどのミドルク
ラスモデルにも搭載されるようになるだろう。2019年末までに指紋リー
ダーはスマートフォンの前面カメラと同様に広く普及した機能になり、
ローエンドモデルを除くほぼすべてのデバイスで利用できるようになって
いると予想される。その頃になると、指紋センサーはノートパソコンから
リモートコントロールデバイスに至るまで、各種のデバイスに識別・認証
機能として搭載されていると考えられる。

スマートフォンの指紋リーダーの普及が成功しつつあるのは、パスワー
ドと比べて、スマートフォンのロックを解除し操作を認証するうえで手軽
で目立たない方法であるためだ（コラム「認証要素」を参照）。2020年ま
でに一般的なユーザーは200個のオンラインアカウントを所有する可能
性があるが5、6ほとんどの人にとって、オンラインアカウントが増え続ける
中で堅牢なパスワードを複数記憶することは困難である。さらに、スマー
トフォンはほとんどの人が1日中携帯するデバイスであるとはいえ、そうし
たパスワードを入力するのは特に難しい。

指紋リーダーのセットアップには、一般に指紋1つにつき15～30秒か
かる。通常そのデータはデバイスのSecure Enclave（チップのセキュリ
ティアーキテクチャ）に保存され、クラウドにアップロードされない。読み
取った指紋がデバイスに保存されている「イメージ」と一致すれば認証さ
れる。2017年前半の時点で多くのスマートフォンに静電容量方式のセン
サーが搭載されており、この種のスマートフォンの場合、取り込まれている
「イメージ」は、指紋のアーチ、ループ、渦巻きのほか、毛穴などの変化要
素の特徴を含むものである7。

生体認証：2017年中に数十億台の 
デバイスに搭載

認証要素

ある人が自称する本人かどうかは、いわゆる認証要素と呼ばれる
ものによって証明される。これには大きく分けて3種類ある。

 ・記憶的要素：パスワード、PIN、「あなたが最初に飼った犬の名前
は？」といったチャレンジ・レスポンス方式（事前に回答を登録し、問
い合わせに正しく答えられるかで本人確認を行う）など、個人の記
憶・知識に基づくもの

 ・生体情報：署名、指紋、声紋、虹彩、顔、網膜のパターンなど、人の
生体に基づくもの8

 ・所持的要素：IDカード、パスポート、銀行のキャッシュカード、ハード
ウエアまたはソフトウエアのトークン（認証情報）を装備したデジタ
ルデバイスなど、個人が所持している物理的物体

これまで信頼できる認証情報と見なされていた要素が、現在では
信頼性が十分ではないと見なされるようになってきた。パスワードの
いくつかの課題については後述するが、物理的物体は紛失の恐れが
あり、署名は生体情報としてはあまりセキュアではない。

スマートフォンは3つの要素をまとめられる便利さから、強力なオー
ル・イン・ワンの認証ツールとして機能すると考えられる。

 ・記憶：スマートフォンへのアクセスは、PINの入力など、さまざまな
記憶的要素に基づいて行われる。これは、中期的には指紋リーダー
が普及するまでの中継ぎとして使用されるようになるだろう。生体
情報に加えてそれ以外の認証が必要な場合、スマートフォンのコマ
ンドでチャレンジ・レスポンス方式のセキュリティ質問の回答を求め
るという手段が使用できる。

 ・生体情報：後述のように、多要素認証に生体情報を容易に利用できる。

 ・所持：人々はスマートフォンを常に携帯する傾向にあり、置き忘れた
り紛失したりすれば、すぐに気づく。これに対してオフィスの入室
カードは、金曜日に職場に忘れてくると月曜日まで気づかないかも
しれない。パスポートを置き忘れた場合、所有者が紛失に気づくま
で何ヵ月もかかる可能性があり、その時には何者かによってすでに
何度も使用された後かもしれない。さらに、スマートフォンはネット
ワーク接続デバイスであるため、行方不明になっても比較的簡単に
居場所を追跡できる。スマートフォンが盗まれたら遠隔で中身を消
去し無効化できる。デバイスのソフトウエアに不具合が見つかって
も、無線ネットワークを通じてアップデートを送信できる。
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音声認識の課題は、雑音の多い場所で使いにくいことである。さらに、
例えば仕切りのないオフィスや食事中に使用するとマナー違反と見なさ
れる恐れがある。また、音声は犯罪者予備軍によって簡単に録音されて
しまう恐れがある。想定される解決策は、特定のフレーズを繰り返す、セ
キュリティ質問に回答するなど、チャレンジ・レスポンス方式を音声認識
と組み合わせることなどである。

顔認証は基準画像を撮影した時と同じライティングが必要なことが多
く、そうでない場合は認識されない可能性が高い13。メガネ、帽子、スカー
フを身に着けているとさらに精度は下がる。虹彩認証の場合は、正確な
位置合わせと特定のライティングが必要で、光の反射に敏感なため、コ
ンタクトレンズや眼鏡の影響を受ける。顔認証と虹彩認証のもう1つの課
題は、なりすましに使用されやすいことである。どちらも顔や眼の写真を
使用してなりすましに悪用される可能性がある。回避策の1つは、双方向
の顔認証を使用することである。例えば、瞬きを要求するシステムなどで
ある。しかし、動画や連続写真をうまく使えば、システムを欺くことは依然
として可能である14。

これとは対照的に、指紋認証は暗くても機能するものであり、歩いてい
ても、凹凸のある道を高速で走る車の後部座席でも実行できる。

生体認証はスマートフォンからその他のデバイスへ
指紋などの生体認証はスマートフォンでは新しい技術だが、実は何十
年も前から使用されている。しかしスマートフォンによって、身近で日常的
に生体認証が利用されるようになり、生体データの提供に伴うタブーの
一部はすでに払拭されているかもしれない。

デロイトでは、スマートフォンでの生体認証が主流になれば、それが
触媒となって他の環境でも生体センサーの導入が促進されると予測し
ている。

例えば、近赤外線を使って人の指や掌の静脈構造を認識する静脈ス
キャナを、自動現金預払機（ATM）にPIN入力の代わりに搭載したり、高
額な企業間取引の認証手続きに導入したりすることができるだろう。学
校では、校舎に入る時や下校時の認証の手段として、静脈スキャナを使
用できる可能性がある。生徒たちはまた、授業の出席・退出管理や、食事
や文房具の購入といった学校内での行動に静脈スキャナを使用できるか
もしれない。

国民の身元確認制度に生体認証を使用することを検討する国も増加す
るだろう。現状で最大規模の制度はインドのもので、顔、指紋、虹彩のデー
タを収集している。2016年には同制度の登録者が10億人を超えた15。

生体認証の利用の歴史は数千年前にまで遡ることができるが、近代技
術を利用して大々的に取り入れられたのは最近になってからである。
2017年以降は、生体認証はさらに洗練され効果的なものになる可能性
が高い16。

指紋リーダーは2017年には何兆回も使用されるようになると予想さ
れるが、特にスマートフォンやタブレットのロック解除の目的が多いだろ
う。ユーザー1人が1日に何十回もロック解除機能を使用すると考えられ
る。初の指紋リーダー内蔵スマートフォンが市場に投入された2013年後
半と比較して、機能の使用回数は顕著に増加するだろう。発売当時は、
生体データを提供しようとする人はほとんどおらず、提供するとしても特
定の国に入国する場合などに限られ、回数もそれほど多くなかった。
指紋リーダーが普及するにつれて、パスワード入力に代わる手段とし

て、指紋認証に対応するアプリとウエブサイトの割合が増加するとデロイ
トは予想している。

2017年には、指紋リーダーの信頼性、とりわけ偽物の指紋を見破る
能力に関する信頼性が問題になるだろう。初期の指紋リーダーはなりす
ましを見逃しやすかった9。ただし実際には、2年前のモデルのスマート
フォンに搭載された指紋リーダーに、なりすましで認識させるための指紋
を採取するにも、狙われた被害者の十分な協力を得る必要があり、非現
実的である。指紋のコピーを作成する手法の1つは、被害者の指を歯科
用パテや木工用ボンドに数分間置き、型を作成しなければならない。こ
の種のやり方は、展示会のデモンストレーションで行うには面白いかもし
れないが、実生活の状況にはそぐわないだろう10。

最新の指紋リーダーは超音波技術をベースとし、指紋の詳細な画像を
撮影するもので、なりすましが困難と評されている。指が生きた人間のも
のか模型かも容易に判断できるほど精密なためである11。

超音波センサーのもう1つの利点は、湿度の高い条件や濡れた状態で
も機能することである。静電容量センサーを用いた従来型の指紋リー
ダーでは、指の表面に水が付いているとセンサーが読み取れない。超音
波式の指紋リーダーは、水の影響を受けない超音波で生成された指紋
の3D画像を読み取る形式である。したがって、濡れた手でも乾燥した手
でも認証可能である。

指紋は生体認証の先駆者
2017年には何十億台ものスマートフォンとタブレットが、顔認証、音声

パターン、虹彩スキャンなど、複数の種類の生体情報を収集・処理できる
ようになると予想されるが、その先鞭をつけるのは指紋だろう。デロイト
では、2017年末の時点で、スマートフォンまたはタブレットの所有者のう
ち顔認識、音声認識、または虹彩認識を認証に利用する割合は5%未満
なのに対し、指紋リーダーの利用率は40%になると予想している12。

指紋リーダーは最も新しく導入された種類のセンサーにもかかわら
ず、認証において他の機能をリードしている。携帯電話にはマイクが必ず
内蔵されているため、携帯電話の登場以降は音声認識が生体情報とし
て使用できるようになっている。前面カメラ付きデバイスでは虹彩認証と
顔認証が可能だが、認証のスピードと正確性はレンズとプロセッサの性
能に左右される。
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要点

指紋リーダーが増加するとともに、スマートフォン経由での指紋認証の利用に慣れたユーザーが拡大している。企業および公的機関は、この
状況を具体的にどのように生かしていけるかを検討すべきだろう。

課題は、どのようなアプリケーションを追加すれば指紋リーダーなどの生体情報を利用して素早くセキュアな認証を行えるかを見極められ
るかどうかである。

 ・金融機関：デロイトの調査によると、先進国の成人スマートフォンユーザーの43%が、スマートフォンで自分の銀行口座をチェックしている17。
銀行は、不正行為の検知、顧客による口座へのアクセスや口座の新規開設、支払時の認証において、生体認証をどう利用すべきか検討すべ
きだろう。

 ・小売業者―オンライン取引：指紋リーダーを使用すればタップ1回で決済できるようになるが、消費者がアプリをダウンロードした上で、クレ
ジットカードのデータや使用したい請求先住所といった情報を入力する必要がある。デロイトの調査によると、スマートフォン所有者の過半数
が20個程度のアプリを自分のスマートフォンにダウンロードしている18。しかし、素早くセキュアに支払を行うためには、ユーザーはさらに追
加でアプリをダウンロードする必要がある。

 ・小売業者―店内取引：店内支払アプリは、近距離無線通信（NFC）技術を使用すれば、ユーザーがセンサーに指を置いてスマートフォンを
NFCリーダーにかざすことで支払いを認証できる。これによりPINを入力する必要がなくなる。

 ・企業ユーザー―データへのアクセス：電子メールやイントラネットなどのサービスにアクセスするためのパスワード入力に代わる手段として、
生体認証を利用できるだろう。タップ1つでタイムシートにアクセスし、認証できるようになるだろう。デロイトの調査によると、企業向けアプリ
は現在あまり使用されていない18。シンプルながらセキュアな認証手段があれば、今後企業向けアプリが一気に普及するかもしれない。

 ・企業ユーザー―物理的セキュリティ：建物への立ち入りを管理するために生体認証を使用できる可能性がある。生体認証を使用すれば、パ
スに頼らずに済む。生体認証はパスと違って交換されることはなく、また、自宅に置き忘れることもない。

 ・メディア企業―オンラインサブスクリプションサービス：音楽、プレミアムニュース、テレビなど、ペイウォール方式で有料コンテンツを提供す
る事業者は、指紋による認証をユーザーに要求することで、ユーザーIDとパスワードの不正な共有を抑制できるだろう。単一ユーザーのアカ
ウントを1セットの指紋に紐付けると、指紋はパスワードよりもはるかに共有しにくいためIDの不正利用を防ぐことができる。

 ・行政サービス：納税、カルテの閲覧、さらには電子投票といったサービスを利用する際に、従来の方法に加えて生体認証を使用できる可能性
がある19。生体認証を使用した電子投票によって、若者の投票を促進できるかもしれない。現状では、若年層はスマートフォンの所有率と利
用率が高いが、投票率は平均より低くなっている。

本章の予測では、主に指紋リーダーの利用に重点を置いているが、日常生活のあらゆる場面においてスマートフォンがさらに利用されるよう
になれば、タイピングパターンや位置情報など、ユーザー固有の様々なデータを生体認証情報と組み合わせることが容易になる。

デロイトでは、多要素認証と呼ばれる、さまざまな生体情報を織り交ぜて使用する方法がさらに普及すると予想している20。これにより、認
証機能はさらに堅牢になるだろう。例えば、銀行アプリは指紋認証と音声認証を併用し、指紋認証で最初のアクセス、音声認証で追加の認証
を行う、といったことができるようになる。
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日本のコンサルタントの見解
生体認証

日本での生体認証の現状
2017年の生体認証の市場規模（推計値）は、全世界の201億ドルに対

して、日本では7億4,420万ドルとされ、構成比で3.7%と決して大きな市
場ではない＊1。10億人規模の生体認証を活用しようとしているインド政
府のような迫力は日本にはないものの、オリンピックに向けて世界平均
の2倍弱の成長スピードで需要が拡大しているとみられている。日本では
現在主に、1）金融機関ATM、2）入出国管理、3）モバイル端末 で利用さ
れている。

1） 金融機関ATMにおける利用
金融庁の調査によると、2015年3月末時点の生体認証対応ICキャッ

シュカードの発行枚数はキャッシュカード全体の16.4%、生体認証機能
対応のATMは全体の51.8%という普及状況にある＊2。2004年に三菱東
京UFJ銀行が世界で初めてATMへの静脈認証を導入した時には、生体
認証はあくまでICキャッシュカードの補足といった位置づけであり、登録
の手間がかかることなどから普及は進まなかった。しかし2011年の東日
本大震災時にカードや通帳などを全て失った被災者の声がきっかけと
なって、紛失することなく個人を証明できる生体認証の有用性が認識さ
れ、通帳もカードも不要な生体認証対応ATMの導入が増えてきた。例え
ば大垣共立銀行は2012年に手のひら認証を導入し、40万人以上が利
用している。ネット銀行でも導入が進んでおり、イオン銀行はベンチャー
企業Liquid社の高速認証技術をもとに、指紋認証のみでのATM利用を
一部店舗で実現している＊3。

2） 入出国管理における利用
日本は2007年に入出国審査手続きを変更し、16歳以上の外国人入
国者には個人識別情報として指紋と顔写真の提供が義務化された＊4。
提供された顔写真は登録され、入国時に自動で顔認証を行う自動化
ゲートの導入も成田空港から始まった＊5。2020年には東京オリンピック
が開催されるため、顔認証を用いた監視・サーベイランス需要は更に高
まっていくとみられる。

3） モバイル端末における利用
モバイル端末での生体認証では、生体情報をネットワークには出さない

（端末内に留めた状態で認証が可能）、また他人の接触跡に触れること
がないという２点で大きなメリットがあり普及が進みつつある。
というのもモバイル認証の主流である指紋認証は、非接触型の指紋認
証端末も一部では登場しているものの＊6、大多数の端末では指紋リー
ダーとの物理的な接触が必要であるからだ。公共の場に設置されていて
誰が利用したかわからない指紋リーダーに触れることへの抵抗感や、指
紋採取＝犯罪者というイメージも重なり、生理的に抵抗を感じる層が一
定数いると言われる。そうした抵抗感をクリアして利便性を確保するとい
う点でモバイル認証は優れているのである。
グローバルでは、「FIDO Alliance（Fast IDentity Online Alliance）」
がネットワーク経由での認証にバイオメトリクス等を利用するためのグ
ローバルな技術仕様の標準化をすすめている。FIDOは生体認証の標準
化を目指すアライアンスである。2012年にPayPalとLenovoの主導で発
足して以来、現在はMicrosoft、Google、Visa、MasterCard、Intel、
Samsung、NTTドコモ、Qualcomm、ARMなど各分野の有力企業31
社がボードメンバーを務め、スポンサー・アソシエイトメンバー企業は数
百に上る。すでに主要メーカーのスマートフォンやWindows10がFIDO
の使用に準拠している。後述するように、日本企業もNTTドコモを中心に
参加しており、今後もモバイルでの指紋認証を利用したサービスの拡大
が日本でも見込まれる＊7。

生体認証の受容は進むか
生体認証のさらなる普及のためには生体情報の読み取り技術向上と
同時に、セキュリティの向上が絶対条件である。
昨年のニュースでデジタルカメラの画質向上により撮影時のピースサ

インで指紋を読み取られる可能性があると話題になったことは記憶に新
しいが、つまりは生体認証に関する技術が進歩すればするほど生体情報
が流出する・盗まれる危険も高まるのである＊8。指紋や光彩といった生体
情報は紛失することが無いメリットがある一方、パスワードのように変更
することはできないので、情報が流出あるいは偽造されてしまった場合は
対処が難しいというデメリットがある。そのため、いかにセキュリティを確
保していくか、そしてセキュリティ精度の高さを誰にとっても理解できる形
で説明し、利用者に安全と安心を実感させることができるか、この点が、
今後生体認証マーケットを拡大させていく際の大きな鍵となるはずだ。

＊1 Technavio, 「Biometrics Market in Japan　2014-2018」 P18-21
＊2 キャッシュカード問題等に対する対応状況（平成27年3月末）, 金融庁: http://www.fsa.go.jp/news/27/ginkou/20150828-5/01.pdf
＊3 「生体認証」本格普及へ、安全性と利便性を両立, ニッキン,2016/11/4
＊4 新しい入国審査手続（個人識別情報の提供義務化）の概要について, 法務省入国管理局: http://www.moj.go.jp/content/000001941.pdf
＊5 自動化ゲート 事前登録でスイスイ、対象拡大 ４空港OK, 毎日新聞, 2016/10/29: http://mainichi.jp/articles/20161029/k00/00e/040/247000c
＊6 1秒以内に4本の指の指紋を同時に読み取る認証装置, 日経テクノロジーオンライン, 2016/10/23: http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/101904613/
＊7 FIDO Alliance: https://fidoalliance.org/
＊8 ピースサインの写真撮影で指紋盗難の恐れ、日本の研究者が警告, ロイター, 2017/1/17: http://jp.reuters.com/article/sign-japan-digitalcamera-idJPKBN1510H4
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日本における今後の展望 
現在の日本の生体認証マーケットの主流は、価格と精度のバランスの
良さによって導入がしやすく、7割を占めているとされる指紋認証である。
モバイル端末での導入も進み、2016年にデロイトが行った「世界モバイ
ル利用動向調査」では、日本の回答者の33%が指紋認証機能の付いた
携帯電話を所持していた。利用法としては23%が指紋認証を携帯電話
のロック解除、モバイル決済またはその他の取引の認証の際、本人確認
のために使用したと回答しているのだが、これは調査対象15か国の平
均を上回る使用状況である＊9。日本での使用率が高い背景には、普段自
国の科学技術力の高さや犯罪件数の低さを意識していることからセキュ
リティに信頼性を感じる割合が高く、生体認証のために情報を提供する
ことへの抵抗感が少ないということが一つの可能性としてあるのではな
いだろうか。

生体認証に取り組む企業としては、当初からFIDO Allianceのボード
メンバーであるNTTドコモが生体認証のデバイスおよびサービスへの展
開に積極的に関与しているほか、大日本印刷や富士通、楽天、ヤフーな
どFIDOに積極的に取り組む企業も広がりを見せている＊10。国内におい
てFIDOのサービスを取り入れる事業者が増えれば、NTTドコモのデバイ
スやサービス活用の幅も広がってくるため、同社は今後も積極的な関与
を続けていくと考えられる。

また技術面では、NECが米国国立標準技術研究所（NIST）の実施した
動画の顔認証技術のベンチマークテストで世界1位の性能評価を獲得し
たほか＊11、富士通、日立、その他Liquid社やDDS社といった新技術に特
化したベンチャー企業を含めて、生体認証の技術力を梃子に日本のエレ
キ産業メーカーが業界をリードしている。

生体認証使用率の高さ、取り組む企業の広がり、技術力の進化などさ
まざまな条件が揃いつつある日本には、世界に先駆けて生体認証の普
及を進め、マーケットを拡大していく可能性が秘められている。
デロイト トーマツ グループ TMTインダストリーとしては、企業の持つ
高度な関連技術について、オープンイノベーションの推進も含めて、より
よい応用法を提案し活躍の場を拡大していくとともに、生体認証に関し
て日本政府への政策提言を積極的に行って高い技術レベルを担保でき
るようにすることで、生体認証技術および社会利便性の発展に貢献して
いきたいと考えている。

＊9 デロイトトーマツ コンサルティング合同会社,「世界モバイル利用動向調査2016」: https://www2.deloitte.com/jp/mcs2016
＊10 FIDO Alliance,�メンバーリスト�: https://fidoalliance.org/participate/members/
＊11 米国国立機関による動画顔認証の性能評価で第1位を獲得, 日本電気株式会社, 2017/3/16: http://jpn.nec.com/press/201703/20170316_01.html

日本担当者

本下　雄一郎 
Motoshita, Yuichiro
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

ハイテク、電機、情報機器、通信業
を中心に、事業戦略立案、新規事
業立案及びグローバルプロジェク
トを含めた業務改革実行、IT化の
構想・計画策定・実行などを数多
く手掛けている。また、国内外を問
わず、生体認証を含めたフィジカ
ルセキュリティ、サイバーセキュリ
ティに関する戦略立案案件にも数
多く従事している
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デロイトでは、2017年にはサイバー攻撃の一形態である分散サービス
拒否（DDoS: Distributed Denial-of-Service）攻撃の規模が拡大し、対
策が難しいために影響が深刻化しやすく、攻撃の回数も増加すると予測
している。平均すると1ヶ月に1つ以上のTbit/s（テラビット／秒）規模の攻
撃があり21、すべての攻撃の回数は合計1,000万回22、攻撃の平均規模は
1.25～1.5 Gbit/s （ギガビット／秒）のジャンクデータを送信23するもの
になると考えられる。放置されたGbit/s 攻撃（影響を抑え込めない攻撃）
は、多くの組織をインターネット接続不可状態に追い込むだろう24、25。

2013～2015年の最大規模の攻撃はそれぞれ300、400、500 Gbit/s 
であった。2016年には初めてTbit/s規模の攻撃が2回確認された26。
（コラムを参照：「DDoS攻撃の仕組み」）

DDoSの脅威が拡大すると予想される背景には、以下に示す3つのト
レンドがある。

 ・セキュアでないInternet of Things（IoT）デバイス（ネット接続可能な
カメラやデジタルビデオレコーダーなど）の設置数が増加したこと。通
常、パソコン、スマートフォン、タブレットよりもボットネット（右記解説あ
り）に取り込まれやすい27。

 ・比較的スキルの低い攻撃者でもセキュアでないIoTデバイスを操って攻
撃を仕掛けられる、Miraiなどのマルウェアがネット上で入手できるよう
になったこと。

 ・帯域速度が大きく向上したこと（一般消費者向けと企業向けのGbit/s
レベルの超高速ブロードバンド製品の種類が増加したことを含む）。こ
れにより、ボットネットに取り込まれた1台の感染デバイスから送りつけ
ることができるジャンクデータの量が大幅に増加した。

過去数年間にDDoS攻撃の規模は着実に拡大しており、防御策もそれ
に比例して増加している。どちらも相手を圧倒できず、いたちごっこの様
相を呈しているが、この状況は2017年に変化するかもしれない。なぜな
ら、セキュアでないIoTデバイスが大量に設置され、IoTデバイスの脆弱性
を悪用した大規模攻撃がこれまでより簡単に実行できるようになってい
るからである。

その結果、大規模同時攻撃の影響を軽減しようにも、オンラインのコン
テンツデリバリネットワーク（CDN）もローカルのミティゲーション（緩和
措置）も、直ちに適用できないかもしれない28。 そのため、DDoS攻撃に
対処する新たなアプローチが求められる可能性がある。

DDoS攻撃（Distributed Denial-of-Service）：
テラビット/秒規模に突入

DDoS攻撃の仕組み

DDoSの目的はウェブサイトや接続デバイス（サーバーなど）を
使用不能にすることである。つまり、eコマースサイトは商品を販売
できなくなり、政府のサイトは税申告を処理できなくなり、ニュース
サイトは記事を掲載できなくなる。

最も一般的なタイプのDDoS攻撃は、ウェブサイトや接続デバイ
スへのアクセスを不可能にさせるものである。DDoS攻撃を実店
舗で例えると、たくさんの偽の客が同時に店に殺到するようなもの
である。当然ながら店舗はたちまちあふれてしまう。本物の顧客が
入店できず、店舗は顧客に対応できないため商売が成り立たない。

混雑を生み出す手法は複数ある。最も一般的な2つの手法は、
ボットネットとアンプ攻撃である。

ボットネットとは、悪質なコードに感染し、破壊的な動作をする
よう第三者が指示できる状態になってしまった、大量の（現在では
何十万台もの）接続デバイスである。ボットネットは、現在最も一般
的な攻撃形態であるフラッド攻撃（flood attack）に利用される。

2つ目の手法であるアンプ攻撃（amplification attack）とは、
悪質なコードをサーバーに注入し、サーバーに偽のIPアドレスを
複数作らせ（いわゆる「なりすまし」）、そのIPアドレスから大量のコ
マンドをウェブサイトに送信してパンクさせるというものである29。
マルウェアに感染したマシン1台で何千個ものIPアドレスを偽造で
きるため、アンプ攻撃は比較的少ない（数千台の）感染サーバーで
大規模な混乱を引き起こせる。

DDoS攻撃対策の標準的な仕組みは、ウェブサイトへの有害な
リクエストのフィルタリングを専門とするサードパーティーへトラ
フィックを迂回させるという形式である。実店舗の例でいうと、本
物の顧客を偽の顧客から分離するようなものだ。サイバー攻撃対
策を専門とするサードパーティーは、攻撃を抑え込む大規模な
キャパシティを持つが、無限に対応できるわけではない。通常はこ
うしたサードパーティー事業者がクライアントに代わって複数の攻
撃を同時に軽減するが、クライアントに対する攻撃の総量がサード
パーティーの攻撃対処能力を超えることがあり、その結果クライア
ントのサービスが中断する場合もある。
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感染デバイスの性能の低下は通常認識されることはない。所有者の就
寝中に悪意を持って使用され、別のタイムゾーンの対象の攻撃に使用さ
れる場合もある。例えば、ヨーロッパにあるルーターが真夜中に利用さ
れ、北米の西海岸にある標的が夕方に攻撃されることがある。ボットネッ
トに取り込まれたデバイスの何百万人もの所有者は、性能の明らかな低
下に気づかず、何年も放置される場合もある。

さらに、IoTデバイスメーカーが各種のオペレーティングシステムやブ
ラウザに対応したユーザーインターフェイスを作る努力をおろそかにし
たため、パスワードなどの設定の変更がさらに難しくなっている可能性
がある。

一般にしっかりと保護されているパソコンやタブレット、スマートフォン
に比べて、セキュアでないIoTデバイスは脆弱性が大きいため、ハッカー
がIoTデバイスを対象にボットネットを作成してDDoS攻撃を仕掛ける可
能性が高いのである。

スキル不要でDDoSが扱える
これまでDDoS攻撃の量と影響度は、攻撃を継続的かつ大規模に仕
掛けることの難しさが制約となり抑えられていた。

しかし2016年後半、Miraiとよばれるマルウェアを使った620Gbit/s
の攻撃が可能になったのを受け、この攻撃を真似る方法がネット上に掲
載された。恐らく攻撃実行犯をトラッキングできないようにする目的で情
報が出回ったと推察される。具体的にはマルウェアのソースコードや、さ
まざまな接続デバイス（ほとんどはIoT）のデフォルトのユーザーIDとパス
ワードが掲載された34。そのため、すぐに簡単に攻撃を真似できるように
なった。2017年は、単なる好奇心から組織的攻撃に至るまで、さまざま
な理由でMiraiのコードを使った攻撃が増加する可能性がある。

帯域速度の向上
大規模なDDoS攻撃を増加させるもう1つの要因は、ブロードバンドの
上り速度の向上である。上り速度が高速になるほど、感染デバイス1台あ
たりから送信されるジャンクトラフィックが増加し、攻撃対象のサービス
が中断してしまう。Gbit/sの上り回線を持つユーザーのデバイス1台が感
染した場合、上り10Mbit/sの回線に接続された100台の感染デバイス
と同じレベルの被害を知らぬ間に与える恐れがある。

2017年には複数の市場で、2種類の大規模なネットワークのアップグ
レードが行われると予想される。ケーブルネットワークが次世代規格の
DOCSIS 3.1（マルチギガビットの速度を実現）にアップグレードされ、メタ
ルネットワークがG.fast（従来敷設されていた銅線経由で数百Mbit/sのア
クセスが可能になる）にアップグレードされる見込みである。アップグレー
ドされたケーブルネットワークとメタルネットワークは引き続き下り速度を
優先する可能性が高いが、上りもかなり高速化すると考えられる35。
これに加えて、Fiber To The Home（FTTH）とFiber To The Premise

（FTTP）の敷設数が世界的に拡大しつつある。
2020年までに世界全体で数億回線がギガビットの容量に対応すると想
定されるが、上下接続が1対1になる対称接続を提供するものは少ない36。

セキュアでないIoTデバイス
DDoS攻撃の影響拡大の第一の要因は、ビデオカメラからデジタルビ

デオレコーダー、さらにルーターから家電製品まで、セキュアでない（悪
意ある第三者に乗っ取られるレベルの脆弱性を持つ）IoT接続デバイスの
増加である。

遠隔で接続デバイスに侵入するには、通常そのユーザーIDとパスワー
ドを知る必要がある。それらを知っていればそのデバイスを乗っ取り、悪
意ある目的で使用できるようになる。

ユーザーの多くは、デバイスを初めて使用する前にユーザーIDとパス
ワードを変更し、それ以降も定期的に変更する必要性を十分認識してい
る。しかし、世界中の何十億台ものIoTデバイスのうち約50万台（全体に
比べれば小さな割合だが、絶対的な台数で見れば比較的多い）はユー
ザーIDとパスワードがハードコーディングされ、ユーザーが変更したくて
も変更できない状態になっていると言われている30。

ユーザーIDとパスワードがハードコーディングされていても、それを誰
も知らなければ問題にはならないが、多くの場合は簡単に見つけられ
る。ハードコーディングされたログイン認証情報は、プログラミングの知
識を持つ人がデバイスのファームウエアを探せば見つけられるものであ
る。ガイダンスの中でソフトウエア開発者に提供されたり、ユーザーマ
ニュアルに掲載されていたり、違法に入手したり、ネット上に掲載された
りするかもしれない。脆弱性のあるデバイスをリコールして、よりセキュア
な代替品に交換することもできるが、所有者が返品するまで時間がかか
るかもしれず、またデバイスの脆弱性に一切気づかれない可能性すらある。

第二の要因は、単純に多くのユーザーは認証情報をわざわざ変更し
ないことである。その理由は恐らく、IoTデバイスに新しいパスワード（可
能な場合はユーザーIDも）を設定するのに予想以上に手間がかかるから
だろう。フルサイズのパソコンのキーボードで新しいユーザーIDとパス
ワードを作成するのは簡単で、スマートフォンのタッチ画面でもそれほど
難しくないが、画面やキーボードが内蔵されていないIoTデバイスではは
るかに困難な場合がある。認証情報を変更しない（または、できない）と
脆弱性が生じる31。

第三の要因は、ネット接続可能なカメラやデジタルビデオレコーダー
など、画面がない、あるいは小さなディスプレイしかないデバイスは、アッ
プグレードが必要でも通知できず、ウイルス対策ソフトも実行できない場
合があることだ32。

さらに、マルウェアに感染したノートパソコンやタブレットやスマート
フォンが攻撃に使われるとバッテリーを通常より早く消費するのと異な
り、IoTデバイスはコンセントで電源を取ることが多いため、消費電力の
増加を認識できない33。
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要点

DDoS自体は新しいトピックではないが、2017年はその想定される攻撃規模の大きさに注視する必要がある。インターネットへの依存度を
高めているどの組織も、こうした攻撃に突然さらされる可能性を認識すべきである。特に、オンライン収益の割合が高い小売業者、オンライン
ビデオゲーム会社、オンラインストリーミングサービス、オンラインサービス提供企業（金融サービス、プロフェッショナルサービス）、政府のオン
ラインサービス（例えば税徴収）などにおいては常に警戒すべきだが、他の事業体にとっても他人事では済まない。

企業と政府は、DDoS攻撃の影響を軽減する以下のような幅広い選択肢を検討すべきである。

 ・分散化：クラウドコンピューティング、C2（コマンド&コントロール）、状況認識、マルチメディアセッション制御といった重要機能は、共有度の
高い一元的なサーバーやデータセンターに大きく依存している。情報とコンピューティングが一点に集中していると、標的（データセンター、
サーバー）を絞りやすくなり、DDoS攻撃を助長する恐れがある。従来の一元的手法の性能を維持しながら、これらの機能を物理的かつ論理
的に分散させたアーキテクチャを設計し実装することは検討に値する。

 ・帯域幅のオーバーサブスクリプション：大規模な組織は、事業の成長とDDoS攻撃対策を見越して、必要量を大幅に上回る回線容量をリース
することが多い。攻撃者がこの容量をあふれさせるほどのトラフィックを動員できなければ、帯域幅消費型の攻撃は基本的に効き目がない。

 ・テスト：DDoS攻撃の検出や対策を阻害する弱点や脆弱性を事前検出すべきである。統制され、悪意を伴わない形でテストを行うことで、
DDoS対応の仕組みと基本的なレジリエンスを確認できる。これにより、テストシナリオの設計、指標、仮設、対象範囲における欠点を見つ
け、思いもよらなかったDDoS攻撃の方法と特徴に対する危機意識を向上させることができる。

 ・ダイナミックディフェンス（動的防御）：攻撃対象が静的で予測可能な行動を取った場合、攻撃の計画と実行が容易になる。企業は機動的な
防御技術を開発すべきであり、敵を欺くような状況を作り出して敵のトラフィックをそらしたり分散したりできるような手法を設計するなど、具
体的な準備を行うべきである。

 ・フォールバック：オンラインストリーミングメディアを運営する企業は、オフラインモードを提供すべきかどうか検討する必要があるかもしれな
い。例えば、ユーザーが前もってコンテンツをダウンロードして後で視聴する形式などである。

 ・保護：デバイスメーカーは自社製品にセキュアな証明書を付与すべきである。これは義務化してもよいかもしれない。また、その旨をパッケー
ジに記載すべきである。認証情報の変更は簡単かつセキュアに行えるべきである。製品1台ごとに固有のカスタマイズされた認証情報が付属
されることが理想的である。つまり、ユーザーがIDとパスワードを再設定する必要がなくなるのである。ユーザーには認証情報付きの製品を
買うよう促すべきである37。製品のセキュリティの質をユーザーが理解できるように、ソフトウエアの格付制度を導入することも考えられる38。

 ・検出：トラフィックのフィルタリングの精度を地域単位のレベルまで上げることを検討すべきである。特定の場所からのトラフィックが急増す
れば、その場所が疑わしいと見なされる。新規のトラフィックが大量に発生した場合（1Gbit/sの接続が突然行われた、など）も疑わしいが、
合法的なトラフィックの場合もあり、正確に特定し受け入れることが課題である。

 ・撃退：通信会社は必要に応じて、他国（または主なインターネットエクスチェンジ：相互接続点）からのトラフィックを追跡し、DNS（ドメイン
ネームシステム）レベルでフィルタリングすることが求められるかもしれない。

DDoS攻撃に関して無関心になりつつある組織もあるかもしれない。しかし、これらの攻撃は2017年以降にその程度を増す可能性が高く、
攻撃者がさらに巧妙になることは間違いない。残念ながら、DDoS攻撃への警戒を緩めることはまず不可能だろう。DDoS攻撃は止められな
くなりつつあり、後戻りはできないのである。
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日本のコンサルタントの見解
DDoS攻撃（Distributed Denial-of-Service）

IoTの進展に伴い危険性が拡大
DDoS攻撃によるリスクは以前からあるが、近年のIoT化の進展に伴

い脆弱なデバイスがボットに加わるようになり、2016年はMiraiのような
マルウェアによって攻撃規模が飛躍的に拡大した。

Miraiのソースコードは公開され、その亜種も出現している。DDoSプ
ログラムのアンダーグラウンド市場での金銭価値は、攻撃対象の規模と
サービスの社会的・経済的重要性に比例する。今後、攻撃者はより多くの
脆弱なデバイスをボットネットに組み込むために、DVR、CCTV（IPカメ
ラ）、ルーターの更に内側にあるデバイスにも感染を拡大させようと、マ
ルウェアを改悪する可能性が高いと考えられる。本章にも解説されてい
るとおり、デバイスのセキュリティ対策は総じて不十分であるため、攻撃
者にとっては格好のターゲットとなる。

諸外国における規制強化
米国では2013年の大統領令で国家安全保障省（DHS）がサイバーセ

キュリティを主管することになり、16の重要インフラセクターはサイバー
セキュリティ対策の底上げを始めた＊12。デバイスにおいても医療、自動
車セクターでは米国内の医療機器や自動車を対象にガイドラインやベス
トプラクティスの制定・施行を進めている。医療機器に至っては2016年
末に市販後、つまり病院等で稼働しメーカーの手を離れたデバイスの脆
弱性管理までをメーカーに求めるようになった＊13。また、DHSは2016
年11月に各セクターの取り組みを紹介しながらIoTセキュリティに関する
指針＊14を提示し、全セクターに対して更なる取り組みを促している。
連邦取引委員会（FTC）はIoTのセキュリティとプライバシーを対象とし

たレポートを発行する一方、2017年1月には、ドイツテレコムをターゲッ
トとしたDDoS攻撃に利用された、Miraiに感染したルーターの生産元で
ある台湾のデバイスメーカーD-Linkを「消費者をリスクに晒した」として
提訴している＊15。

EUおよび加盟国は米国の政策・規制に協調路線を取りながら推進し
ている状況である。まずEUでは2016年4月にGDPR（一般データ保護規
則）が制定され、個人データを収集、処理を行う事業者に対して多くの義
務を課す一方、違反に対しては2,000万ユーロ、又は前年度の全世界売
上の4%のいずれか高い方が制裁金として課すことが決められた＊16。ま
た、2016年8月にネットワーク・情報セキュリティ指令（NIS Directive）
が施行され、各国は重要インフラ事業者に対するサイバーセキュリティ法
整備を進めている＊17。

これらの規制強化は、組織のセキュリティ・プライバシーを保護するた
め、インターネットの治安を守るためといった大義名分を掲げてはいる
が、そこには外国企業・製品を排除しようとする保護主義的な思惑も透
けて見えるようだ。
特に2017年1月のFTCによるD-Linkの提訴のケースは、同社も製品を

アピールしていたコンシューマー・エレクトロニクス・ショー（CES） の開
催期間中に発表されており、一種の「見せしめ」のようにも見受けられる。

法整備で遅れをとる日本 
翻って日本ではデバイスのサイバーセキュリティ対策に対する法規制

が不十分な状況にある。2016年7月に、IoT 推進コンソーシアムおよび
経済産業省・総務省がIoT機器やサービスを提供する関係者が取り組む
べき「IoTセキュリティガイドライン」を発表したが、これは法規制のような
強制力を持たない＊18。また、主務官庁はデバイスを対象とした規制やベ
ストプラクティスを打ち出しておらず、諸外国と比較すると質、量ともに不
足している。
現在は民間団体＊19が主導し製品分野別のセキュリティガイドを発行す

るなどの活動をしているが、デバイスメーカー・サービス提供事業者の責
任なども含めた形での、政府レベルによる法整備にはまだまだ時間がか
かるだろう。
デバイスに組み込まれたソフトウエアに脆弱性があり、それを悪用され
たサイバー攻撃により、利用者が被害を受けた場合の補償についてはど
うだろうか。消費者保護の観点においては、消費者庁管轄の製造物責任
（ＰＬ）法は1995年の立法時の考え方により、民法上の有体物、つまり動
産であるデバイスのハードウエアを対象とし、無体物であるソフトウエア
そのものは対象外としている。ただしソフトウエアが組み込まれたデバイ
スが、そのソフトウエアの不具合が原因で製品に欠陥があるとみなされ
た場合は、そのデバイスの製造業者には損害賠償責任が発生するとの解
釈もある。しかし条文はなく、都度の状況の判断となるため、曖昧さが残
る＊20。製造物責任法を適用出来ない場合、消費者は民法の不法行為責
任などに基づきメーカーに損害賠償を請求することが可能である。しか
し、原告となる消費者はメーカー側の故意または過失などについて証明
する責任を負っており、製造物責任法の認定要件と比較しハードルは高
い。米国FTCのように法執行機関が消費者保護のために訴訟を自ら起こ
すことがベストであるとは思わないが、IoT化が進展する今後を見据え、
組み込みソフトウエアに対するメーカーの責任認定に関してはガイドライ
ンがあっても良いのではないか＊21。

＊12 Improving Critical Infrastructure Cybersecurity, U.S.Government, 2013/2/19: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-02-19/pdf/2013-03915.pdf
＊13 NH-ISAC: http://www.nhisac.org/
＊14 DHS Releases Strategic Principles For Securing The Internet Of Things, US Department of the Homeland Security, 2016/11/15: 

https://www.dhs.gov/news/2016/11/15/dhs-releases-strategic-principles-securing-internet-things 
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Strategic_Principles_for_Securing_the_Internet_of_Things-2016-1115-FINAL....pdf

＊15 FTC Says D-Link Routers and Cameras Are Vulnerable to Hackers, Fortune,2017/1/5: http://fortune.com/2017/01/05/ftc-d-link-hackers/
＊16 Repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation): http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
＊17 The Directive on security of network and information systems (NIS Directive): https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-

security-nis-directive
＊18 IoTセキュリティガイドライン, 経済産業省, 2016/7: http://www.meti.go.jp/press/2016/07/20160705002/20160705002.html
＊19 一般社団法人 重要生活機器連携セキュリティ協議会: https://www.ccds.or.jp/index.html 

https://www.ccds.or.jp/public_document/index.html
＊20 組込みソフトウエアを用いた機器におけるセキュリティ, 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）,2006/4: https://www.ipa.go.jp/files/000003116.pdf
＊21 製造物責任法とは,消費者庁: http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/seizoubutsu/pl-j.html 

製造物責任にかかわる法律, 国民生活センター, 2012/8: http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201208_12.pdf
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日本企業に求められる対応 
IoTデバイスを輸出する日本の機器メーカーは、諸外国の法規制に基

づくサイバーセキュリティ・プライバシーの要求水準が国内とは異なるた
め、その差分を把握する必要がある。また、米国においてMirai等がター
ゲットにしているDVR、CCTV（IPカメラ）、ルーターなどを生産/販売して
いる事業者は、D-Link社の場合と同様の訴訟とそれに伴うレピュテー
ションリスクが生じる可能性に留意することが必要だ。ちなみに、2017
年2月現在、このD-Linkの訴訟について取り上げた日本国内のメディア
はほとんどないが、企業側は今後、そうした情報への感度を上げていく
必要がある。

IoTデバイスに関してはサイバーセキュリティが輸出戦略上のリスクで
あり、海外での売上比率を伸ばしたい日本企業にとって無視出来ないも
のである。製品のライフサイクル全般にわたりセキュリティ・プライバシー
機能を具備していく「Security by Design＊22」「Privacy by Design」を
意識した製品開発が求められる。
またSecurity by Designの観点においては、市販後の自社製品に脆
弱性が発見され、DDoS攻撃に巻き込まれた場合を想定した検討も実施
すべきである。2012年に国内でホームルーターが数万台規模でサイ
バー攻撃の踏み台として悪用された＊23。このケースでは、ルーターの製
造メーカーがファームウエア更新をリリースするも、セキュリティを意識し
ていない一般ユーザーは対応せず、複数のISPが直接ユーザーに電話な
ども駆使して連絡し、更新を促すという対応まで取っている。しかし、全
ユーザーがファームウエアを更新するまでには相当な時間がかかるよう
である。

IoTの進展により、IT導入においてはデバイスの売り切りからサービス
提供（従量課金）へのシフトが進みつつある＊24。今後は法規制要求や
DDoS攻撃への対応コストを踏まえ、メーカーが適切なタイミングで
ファームウエアを更新出来ることが重要になるため、セキュリティがIT-
as-a-Service（ITaaS）へのシフトを加速させるドライバの一つに加わる
可能性がある。既にITaaS型に切り替えたメーカーは、製品販売後の運
用フェーズでサイバー攻撃を監視する等の対策を採っている。将来、サー
ビス提供における運用業務の一環としてセキュリティリスクを管理出来
るデバイスが増え、そのような方式が一般的になるだろう。その場合イン
ターネットの治安維持という名目で、攻撃者に乗っ取られた、もしくは基
準を満たさない脆弱なデバイスは通信キャリアから強制的に接続を遮断
される、“繋がる世界の繋がせない仕組み”が作られる日が来るかもしれ
ない。

日本担当者

小野寺　正 
Onodera, Tadashi
デロイト トーマツ リスクサービス
株式会社 
マネジャー

システムエンジニアを経て、情報セ
キュリティ専業サービス企業で中
央官庁からの調査研究の請負およ
び政策提言をはじめ、セキュリティ
戦略策定から技術的対策の導入
まで幅広くプロジェクトに従事。ま
た、業務プロセス改革、IT戦略立
案/導入などにも従事。
現職では、デロイト トーマツ リス
クサービスのIoTセキュリティ担当
マネジャーとして、日本のみならず
Deloitte海外事務所が実施するプ
ロジェクトにも関与している。

＊22 Security by Design の概要については以下を参照; 安全なIoT システムのためのセキュリティに関する一般的枠組、内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）,2016/8/26: 
http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/iot_framework2016.pdf, 
セキュリティ・バイ・デザイン入門, 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）, 2016/11/17-18: https://www.ipa.go.jp/files/000055823.pdf

＊23 IoT時代のセーフティ・セキュリティ確保に向けた課題と取組み, 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）, 2015/12/7:http://sec.ipa.go.jp/users/seminar/seminar_
tokyo_20151207-01.pdf

＊24 「IT-as-a-Service」の章を参照（P55）
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デロイトでは、2022年までに米国の交通事故死亡者数が年間6,000
人減少すると予測している。これは2017年の予想死亡者数と比較する
と16%の減少になる39。死亡者数の減少に貢献すると考えられる自動車
安全技術には様々なものがあるが、最大の要因は自動緊急ブレーキ
（AEB：automatic emergency braking）技術である。これは、フロント
フェーシング（前方向きの）カメラ、ミリ波レーダー、レーザーによる物体
検知と距離測定（LIDAR）、その他関連する視覚処理システムから構成さ
れる。デロイトでは、2022年までに米国の乗用車と小型トラックの6分の
1がAEBを装備すると推定している。搭載の割合が増えるほど、救われる
命もさらに増加するだろう40。

高校レベルの物理学の知識、自動車安全技術の歴史、さまざまな状況
下での自動車の衝突に伴うリスクを総合して考えれば、AEBシステムの
重要性が理解できる。

自動車事故の影響の数量化
2017年の自動車衝突事故の死亡者数は世界全体で125万人以上と
予測される41。自動車事故は世界全体における死亡原因の第9位であり、
15～29歳の死亡原因の第1位である42。米国だけでも2017年に約3万
8,000人が死亡し、440万人以上が重傷を負うと推定されている43。

死亡者数を減らす取り組みを理解するために、物理学の復習から始め
よう。米国の平均的な乗用車は約1,800 kgの質量を持つ44。この乗用車
が州間ハイウェイの制限速度の時速70マイル（m/h）つまり時速113キロ
（km/h）で走るとする。その車の運動エネルギー（単位はジュール）は
運動エネルギー（K） = 1/2mv2という公式で表される。
上記の数値を使用すると、自動車1台の運動エネルギーは881キロ
ジュールであり、自動車2台の直接正面衝突ではエネルギーが2倍にな
る。その結果エネルギーは1.8メガジュール近くになり、手榴弾の爆発力
に等しく、TNT火薬1kgの半分弱に匹敵する規模になる45。これはとてつ
もないエネルギーであり、乗員に与える影響は深刻である。

自動車の歴史では、衝突時の高い運動エネルギーを減らしたり軽減し
たりするために、さまざまな技術が導入されてきた。1950年代にシート
ベルトが導入され、1970年代以降は多くの国で義務付けられた。現在で
はほとんどの車が全席に3点式シートベルトを搭載している46。シートベル
トは米国だけでも年間1万2,500人以上の命を救っていると推定される47。

1970年代には一部の乗用車にエアバッグが搭載されるようになり、
米国では1997年より乗用車とトラックを対象としてさまざまな形態での
エアバッグの搭載が義務付けられている48。米国ではエアバッグが年間
約2,300人の命を救っていると推定される49。1971年にはアンチロック
ブレーキシステム（ABS）が導入され50、現在ではほとんどの乗用車で標
準装備されている。米国では、ABSが濡れた路面、積雪した路面、凍結し
た路面での乗用車の死亡事故を12%減少させている51。横滑り防止機能
（ESC：米国では地域によっては乗用車とトラックで装備が義務付けられ
ている）と組み合わせる形で作用した場合、年間400人近い人の命を
救っていると推定される52。最後に、1950年代から自動車にクラッシャブ
ルゾーンが導入された。これは衝突時の運動エネルギーを吸収し、より
長時間に渡って力を分散させるよう設計された部分である53。

AEBで車の安全性が向上する理由
平均的な運転者の場合、障害物が視界に入った後、それを問題として
認識し、反応してブレーキを踏むまでに2、3秒かかる54。したがって、
113km/hで走っている場合、ブレーキがかかるまでに車はフルスピード
のまま2秒間走り、63m進むことになる。

これに対し、AEB技術を搭載した自動車は1～2ミリ秒で反応できるた
め、多くの場合に衝突そのものを避けられるかもしれない。こうして2秒
稼げれば、車は50km/hまで減速でき、速度は56%低下する。運動エネ
ルギーは速度の2乗で求められるため、50km/hで正面衝突した時のエ
ネルギーは113km/hで衝突した時と比較して80%小さくなる。50km/h
での衝突も深刻な事故であり、車両に大きなダメージを与える可能性が
高いが、死亡の可能性は大幅に下がる。

速度は遅いほど良い。しかし具体的にどれだけ遅くすればよいのか？
事故時に車の絶対速度よりも重要なのは、デルタv、つまり速度の変化
量である。113km/hで走る車がコンクリートの柱に衝突すると、車は完
全に停止する。この車のデルタvは113km/hである。2台の車がそれぞれ
57km/hで走って互いに正面衝突した場合も、デルタvは113km/hであ
る。100km/hで走る車が別の車または物体に斜めに衝突し、事故後も
50km/hで走り続けた場合（それ以外の衝突や横転はないと仮定する）、
この車のデルタvは50km/hである。2010年の研究（図1参照55）では、自
動車事故における速度の変化量が死亡リスクに与える影響が示されて
いる。デルタvが113km/hの時、運転者の死亡リスクは100%近い。
50km/hではリスクはゼロ近くまで下がる。デルタvが56%低下すると運
動エネルギーが80%低下し、これにより死亡リスクはほぼ払拭される。

米国では自動車事故のうち正面衝突は2%にすぎないが、死亡者数で
は10分の1を占める56。AEB技術が広く普及するに従って、一方の車が
AEBを搭載していれば救われる命の数が大幅に増加し、さらに両方の車
がAEBを搭載していればより多くの命が救われる可能性がある。

自動緊急ブレーキ（自動車向け）： 
新車への標準装備が進む

図1：ロジスティック回帰で計算した運転者の死亡リスク

出典：英国交通研究所（OTSおよびCCISデータセットから抜粋）、英国運輸省、2010年。
出典の詳細は巻末の注釈を参照。

正面衝突の運転者（全年齢、シートベルト装着、自動車との衝突、n=620）
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ただし、自動車は買い替えのサイクルが長く、平均所有期間が7年近い
ことに留意すべきである64。そのため、既存の多くの乗用車が新技術を採
用する車に完全に入れ替わるまでには数十年かかる可能性がある。

AEBはすべての事故に役立つわけではないが、多くの事故で助けとな
る。2台の衝突事故で1台が減速しさえすれば、衝突時に放出される運動
エネルギーが減少し、両方の車の乗員を救う。デロイトでは、AEBとほか
の要因とが組み合わさることで、交通事故の予想死亡者数が2017年の
3万8,000人から2022年までに3万2,000人に減ると推定している65。

調査は語る…自動車購入者はAEBをどう考えているか
デロイトが最近実施した調査によると、世界の様々な市場において、

30以上の自動車技術の中でAEBが最も好まれる技術であるということ
が分かった。これは年次で実施している消費者意識調査の結果であり、
直近の調査である「Deloitte Global’s annual Global Automotive 
Consumer Ins ights Platform: Future of  Automotive 
Technologies survey」は17カ国2万人以上の回答者を対象に実施さ
れた66。30以上のさまざまな先進自動車技術をランク付けするよう求め
る質問に対し、6つの重点国（米国、ドイツ、日本、韓国、インド、中国）の
消費者の回答で、AEBなどの「路上の物体の存在を認識して衝突を回避
する」技術が最も望ましい選択肢として挙げられた。

国別で比較すると、韓国と日本ではAEBを役立つ技術だと回答した消
費者が自動運転技術の約2倍、その他4ヶ国では3倍以上だった。

研究によると、AEBは背面からの追突事故のリスクを40%低下させる
とされている57。米国では背面からの追突事故による死亡は衝突事故の
全死亡者数の約5%にすぎないが、非常に一般的な事故であり、件数で
は全事故の30%を占める58。

2015年には米国で5,300人の歩行者が死亡しているが、AEBは歩行
者の命を救うことにも役立つ59。路上に停まっている車を検出できるセン
サーは人間も検出できる。事故を完全には回避できなくとも、車を大幅
に減速できる可能性は非常に高い。概して、車が遅いほど死亡する歩行
者の数は減る。特に高齢歩行者の事故生存率を向上させるには、ブレー
キの改良が重要である。50km/hの場合、車にはねられて死亡する15～
59歳の歩行者は10%に満たないが、60歳以上の歩行者に車が同じ速
度で衝突すると、死亡率は50%を超える60。

AEBによる危険性減少の計算
米国で販売される車の99%を生産する自動車メーカー20社はAEBに
関する自主協定を締結しており、米国の新車のほぼ100%が2022年ま
でにAEBを搭載すると予想される61。現在AEBは主に高級車向けと認識
されることが多いが、2022年までには2万5,000～3万5,000ドルの価
格帯の複数の中級モデルに搭載されると考えられる。

毎年約1,600万～1,800万台の新車の乗用車または小型トラックが販
売またはリースされており62、2022年時点の乗用車台数は約2億7,500
万台になると予測される63。2017年に販売される乗用車のうち約100万
台がAEBを搭載し、2022年に米国で販売される1,600万～1,800万台
の新車の99%に達するまでAEB搭載車の台数が毎年増え続けると仮定
すると、2022年までにAEB搭載車の台数は約4,500万台となる。これは
米国で路上を走っている全乗用車の6分の1強を占めることになる。

図2：消費者が支払いを容認する予想価格：2014年／2016年

注：各国の金額（USD）は、安全、接続、運転席、自律、代替エンジンという5種類の技術すべてに関する加重平均価格を示す。USD以外の通貨は2016年の平均為替レートを用いてUSDに換算。

出典：「Deloitte Global’s annual Global Automotive Consumer Insights Platform: Future of Automotive Technologies survey」、2017年1月
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手頃な価格もAEBを後押しする。デロイトの調査では、ドイツと日本の
回答者が将来の自動車技術に支払う額は約360ドルが妥当と回答して
いる一方、中国の回答者は700ドル、米国では900ドル、インドではさら
に高く1,100ドルと回答している。どの金額も2014年の調査で行った同
じ質問より30～70%低くなっており、完全自動運転の予想価格をはるか
に下回った。しかし、消費者が支払いを容認する金額は、今後1～2年の
AEBの予想価格とおおむね一致する（図2参照67）。AEBは消費者に最も
求められている機能であるだけでなく、価格の手頃さでもツボを押さえ
ているようだ。

この種の安全機能は全世代から支持されている。国を問わず、戦前／
ベビーブーム世代、ジェネレーションX （1960～70年代生まれ）、ジェネ
レーションY/Z（1980年代以降生まれ）のいずれの世代でも、望ましい技
術の第1位か第2位に物体認識・危険回避技術が挙げられ、常に自動運
転技術を大きく上回っている。米国、ドイツ、日本、インドでは、最も若い
層が自動運転に関心を示している割合がやや高いが、韓国と中国の消費
者はそうではない。

性別によっても違いが見られる。6つの重点国すべてで、女性は男性の
回答者と比較して自動ブレーキのような技術を上位に挙げている。また、
完全自動運転を同じ国の男性回答者よりも低くランク付けしている。

要点

AEB（およびそのカメラ、レーダー、LIDAR、プロセッサ）の装備は完全自動運転の実現に向けた最初の重要な一歩であり、普及するに従って
テクノロジー業界にも恩恵をもたらすと考えられる。2016年の世界の半導体市場は約3,400億ドル規模と推定される68。2015年の半導体市
場における自動車業界向け製品の規模は、割合では全体の8.5%、金額にして290億ドルと推定される69。2019年までの予想成長率は年6%
と、チップ市場全体の成長率を大きく上回ると予測されている70。ちなみに、現在の自動車1台当たりのチップ部品価格は350ドルである71。

一方、AEBを装備する際の自動車1台当たりのコストは下落しつつある。現在は約460ドルと推定されるが72、金額はカメラとレーダーと
LIDARの構成によって異なる。2017年にはカメラ技術とレーダー技術のコストがかなり下がるが、レーザー画像技術には依然として数万ドル
かかる見込みである73。短期的には、カメラとレーダーの低価格化によって安価なAEBが実現する可能性が最も高いが、2022年までには
LIDARの価格が大きく下がる可能性がある74。価格（どの技術を使うかを問わず）が350ドル（現在のミドルエンド車に使用されるチップの価格
と同等）まで下落すると仮定すれば、AEBだけでも2022年に米国で約60億ドル規模のテクノロジー市場になる75。グローバルの市場規模がそ
れを大きく上回るのはほぼ間違いない。

すべての運転自動化技術には潜在的問題がある。研究によると、部分的な自動化はリスクを逆に増加させる。ほとんどの運転を自動で行い、
ドライバーがごくまれにしか手を出す必要がない場合、ドライバーは運転にあまり注意を払わなくなるだろう。さらに、ドライバーがあまり自分
の手で運転せず、自動運転が失敗した時にだけ運転を引き継ぐ場合、運転スキルが減退し、緊急時にハンドルを握ることを強いられた時に能
力が追い付かないリスクがある76。一方AEBの場合、ドライバーは基本的に自分で運転する必要があるため、注意力は高く保たれ、運転スキル
も損なわれない。よって、上記の2つの問題が生じる可能性は低い。とはいえ、（ABSや四輪駆動など、その他のテクノロジーと同様）車が自分
を救ってくれることを期待するあまり、AEBを誤用してかえって危険な運転行動を取ってしまうドライバーもいるかもしれない。

米国に限らず他国でも、AEBのために法規制や法的責任範囲の改正が必要になるとは予想されていない（ただし、保険金の請求が最大
35%減少すると考えられている77）。AEBは技術移行の成功例となる可能性がある。消費者には好意的に受け入れられ、メーカーは安定性と
信頼性を大幅に向上させ、価格を大きく下げられるようになるかもしれない。

通信がAEBに与える影響はそれほどない。最速の5Gで最低のレイテンシであっても（5GについてはPredictionsの他の章を参照）、車が
ネットワークに信号を送信してリプライを受信するまでにミリ秒単位であっても時間がかかりすぎ、事故の確率を下げられるほど完全にブレー
キをかけることができない。よって自動ブレーキはネット接続が必要ない車内ソリューションとなる可能性が高い。しかしこれは、2020年、ある
いは2017年であっても、自動車が車両・インフラ間（vehicle-to-infrastructure、V2I）または車両間（vehicle-to-vehicle、V2V）の形でネッ
トワークに接続されないという意味ではない。デロイトでは、2020年にネットワーク接続された自動車がやり取りするデータ容量は、米国だけ
で月0.6エクサバイト（60万テラバイト）以上に達し、全無線トラフィックの9%を占めるようになると推定している。ただしこのトラフィックは
AEBと関係ない場合があり、車載インフォテインメント（情報提供機能）、無線でのソフトウエアップデート、地図情報なども含まれる78。

そしてAEBは最終的な問いを提起する。つまり、AEBが急速に普及し、消費者に支持され、安価になり、乗員と歩行者の死亡者数を減らした
場合、完全自動運転車はいつ登場することになるだろうか、という疑問である。いつの日か運転が完全に自動化されることはほぼ間違いない。
しかし、AEBなどのはるかに安価な技術が非常によく似た安全機能を提供し、先に車両に採用されるとしたら、少なくとも自動運転が実現する
「いつの日か」は、一部の人が考えている時期よりも少しだけ先送りされるかもしれない。
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AEBの大義と普及ドライバー
クルマ社会の発展は、人々に移動の自由と生活の質の向上をもたら

し、経済成長にも大いに寄与してきた。一方で、交通事故に伴う死傷者の
発生という社会課題を産み出してきたのもまた事実である。本章は、クル
マ社会に内在する負の側面の改善に向けたAEB（自動緊急ブレーキ：
automatic emergency braking）普及の見通しと、そのインパクトを論
じたものである。
本章にある通り、米国では2022年をターゲットに、全ての新車への

AEB搭載が官民で合意されている。欧州でもEuro-NCAP（New Car 
Assessment Program, 自動車購入に多大な影響力を持つ新車性能ア
セスメント基準）において、AEBは既にその評価対象に含まれており、市
場が急速に拡大している。興味深いことに、完全自動運転の普及には各
種法制度・規制が障壁になると言われている一方で、その過渡的技術で
あるAEBにおいては、規制や基準と言ったルールが、その普及を加速する
ドライバーとしての役割を果たそうとしているのである。すなわち、先進
技術に対する消費者の支払意思額（Willingness to pay）が先進国・新
興国問わず減少傾向にある中、消費者の自律的選択による漸進的な
AEB普及には時間がかかりすぎるため、ルールによる強制力を働かせる
ことで速やかに社会全体の安心・安全の確保を図ることが必要というわ
けである。

自動車業界が迎える変曲点
このような急ピッチのAEB普及を無理なく進めていくためには、システ
ムの低価格化が不可欠である。本章ではAEBを構成するセンサーの例と
して、カメラ、レーダー、LIDARが挙げられているが、近年急速に市場を
拡大しているのは単眼カメラ方式であり、これは比較的簡素な構造でコ
スト競争力に強みがある点が特徴の一つである。このシステム構成に最
適化されたSoC（System on a Chip）のファブレスサプライヤであるイ
スラエルのMobileye社は、高い認識性能を支えるアルゴリズムを武器に
急成長を遂げている。同社は1999年創業のベンチャー企業であるが、
同社製品は2017年までに自動車メーカー27社の総計313車種への搭
載が進む見通しであり、2014年にはニューヨーク証券取引所に上場を
果たし、イスラエル企業としては過去最高の8億9,000万米ドルを市場か
ら調達するまでに至っている＊25。
ここで着目すべきは、長きに渡って高い参入障壁を維持してきた自動
車産業のサプライチェーン上に、大学出自の一介のベンチャー企業が突
如として現れ、自動車の安全性能を左右する重要な領域で圧倒的なポ
ジションを確保しつつあるという事実である。これは、AEB（および自動
運転関連領域）がエレクトロニクス／ソフトウエアをベースとする技術で
あり、従来のメカニカルな技術を中心としたすり合わせ力を競う自動車
業界の競争原理を破壊するものであることを示唆している。ちなみに
IntelがMobileyeを2017年3月に153億ドルで買収している＊26。NVIDIA
やQualcommのような車載領域の取組みを強化する半導体競合に対抗

し、今後の成長分野である自動運転領域での一足飛びのプレゼンス獲得
を狙った、同社の歴史で二番目の規模の買収案件になった＊27。後に振り
返れば、自動車業界の劇的な変化は、AEBにおけるMobileyeがその象
徴的なトリガーだったということになるのかもしれない。

エレクトロニクス業界への示唆
AEBに端を発する自動車産業の競争構造の変化は、エレクトロニクス
業界各社にとっては、取りも直さず自動車ビジネスのコア領域への参入
の好機の訪れであるという見方ができよう。将来の自動運転に向けて
AEBの機能を高度化していくためには、より高精度かつ広範囲の検知の
ためのセンサフュージョン化＊28が必須であり、エレクトロニクス領域は一
層拡大する。さらに、自車位置認識や遠く離れた地点の交通状況の把握
のために、高精度地図や交通管制情報等、各種インフラとの連携もより
深まっていくと想定される。こうしたトレンドは、IoT化する社会システム
において自動車の端末化が進んでいくことに他ならず、既存自動車業界
のプレイヤーが自前で対応しきれるものではない。
今後、業界を跨ぐ巨大なエコシステムの形成は不可避であり、それは

すなわち、これまで自動車業界の枠組みの外に位置していたプレイヤー
が、その中核の役割を担うチャンスの到来を意味する。エレクトロニクス
業界各社の意欲的な取組みが、新たなビジネスフィールドの創造に繋が
ると共に、真に安全なクルマ社会の形成が早期に実現されることを期待
したい。

日本のコンサルタントの見解
自動緊急ブレーキ（自動車向け）

日本担当者

浜田　悠
Hamada, Yu
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

自動車業界を中心とした製造業を
対象に、業界メガトレンド分析、競
争戦略・R&D戦略の立案等の支
援プロジェクトに従事している。
共著に、「図解 次世代自動車ビジ
ネス早わかり」がある。 

＊25 Mobileye Raises $890 Million as Largest Israeli IPO in the U.S., Bloomberg, 2014/8/1, https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-07-31/mobileye-
raises-890-million-as-largest-israeli-ipo-in-the-u-s-

＊26 Intel Acquisition of Mobileye：http://intelandmobileye.transactionannouncement.com/
＊27 インテル、モービルアイを150億ドルで買収へ-自動運転分野を強化, Bloomberg, 2017/3/13: https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-03-13/

OMR5JA6K50XS01 
＊28 特徴の異なる複数のセンサーを組み合わせて、周辺の認識精度を高める技術のこと
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デロイトでは、第5世代の携帯電話ネットワークである5Gの導入に向
けた重要かつ具体的なステップが2017年に踏み出されると考えている。

第一に、5Gネットワークの中核的要素の多くを盛り込んで強化された
4Gネットワーク、いわゆるLTE-Advanced（LTE-A）とLTE-Advanced 
Pro（LTE-A Pro）の商用運用が始まる。2017年末までに200社以上の
キャリアがネットワークの一部でLTE-Aを提供し、20社以上がLTE-A Pro
ネットワークを実装することが想定されている79。

第二に、5G規格の設計が継続実施される80。5Gは複数のテクノロ
ジーを統合した枠組みということもあり、これまで導入された全世代の
携帯電話ネットワークの中で最も複雑で困難なものになりそうだが、5G
規格策定に向けた計画は合意に達している81。重要なマイルストーンが
2020年まで毎年計画されており、同年までに数十のネットワークの運用
が開始され、少なくとも限定的なサービスが始まると考えられる82。

第三に、2017年には世界の通信事業者約800社のうち数十社が、5G
と銘打ったサービスの試験・開発、場合によっては商用展開にも積極的
に関与する可能性が高い83。活動のペースは前年までと比較して加速す
るだろう。

批准された規格が未だなく（初回は2018年に予定されている）、商用
運用が開始されておらず（2020年までほとんど予定がない）、現時点で
5Gスマートフォンが市場に投入されておらず、未だ4Gすら導入していな
い通信事業者が何百社もあるが、これらの事実を次の10年に入っても5G
導入の取り組みに勢いが出ないことの根拠として解釈すべきではない84。

5Gの高い性能は、4Gネットワークの2つのバージョンであるLTE-Aと
LTE-A Proで段階的に試験導入されることになるだろう。どちらの規格
も2017年中に全世界で商用展開される予定である。それぞれのネット
ワークのアップグレードがどの程度の範囲で行われるかは市場ごとに異
なることが想定され、LTE-A Proは2017年初めの時点で都市部のみで
の展開だが、2020年に向けて、またそれ以降も着実に拡大するだろう。

LTE-AとLTE-A Proのどちらの規格も5Gネットワークの要素を盛り込
んでいるため、その展開状況から、5Gがユーザーとキャリアと企業に何
をもたらすかが垣間見られるはずである。それらはつまり、通信速度の大
幅な高速化、低レイテンシ、および省電力かつ低ビットレートのIoT
（Internet of Things）デバイスおよびセンサーへの対応である。これら
は5Gが実現する主な技術的要素とほとんど同じであるため、5Gのトラ
イアルと同様に、LTE-AとLTE-A Proの展開から得られる経験からも、
5Gネットワークの導入と応用に利用可能な極めて有用なデータが得ら
れるはずである。例えば、LTE-Aでキャリアアグリゲーションが期待通り
に機能すれば、5Gでも機能するということになる。

携帯ネットワークのギガビット化
LTE-Aは規格速度で下り最大3Gbit/s（ギガビット／秒）、上り最大

1.5Gbit/sとなるよう設計されているが85、LTE-A Proは最大3Gbit/s以
上とより速く、5Gは数Gbit/sでさらに速い86。実効速度は規格速度の約
10～20%と見られる。

デロイトでは、2017年末までに数千万人、場合によっては数億人の
LTE-Aユーザーが実効速度数百Mbit/s（メガビット／秒）で通信回線に
アクセスできるようになると予想している。日常的な使用環境では、実効
速度は数十Mbit/s程度かもしれないが、十分に高速であり、現時点の多
くのブロードバンド固定回線の速度に匹敵する87。

デロイトでは、2017年初めの時点で多くのスマートフォンがこうした高
速化の恩恵を受けられるという予想もしている。2016年末の段階で4G
スマートフォン全モデルの半数以上がLTE-Aに対応しており、下り速度は
最大150～600Mbit/sに達している88。LTE-AネットワークでGbit/sの速
度に対応する初のモバイルルーターは2016年後半に発売された89。4G
の初期の下り速度は最大50Mbit/s以下であったことと比較すると、高速
化が進んでいる90。

2020年前後に5Gが広範囲で導入されるまでの間に、かなりの割合の
ユーザーが実効速度100Mbit/s以上、場合によってはそれを大きく超え
る接続速度を利用することに慣れ、また常にそのレベルの速度を求める
ようになるはずである（図3参照91）。

5G：2017年は商用化に向けた第一歩

図3：LTE-Advanced Proのデータ速度と帯域幅

出典：Deloitte Global Analysis
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低レイテンシ
LTE-A Proでは、レイテンシ（データパケットがネットワークの一点から
別の一点に進むのにかかる時間）がさらに大幅に低下する。標準的な
LTEのレイテンシが8ミリ秒（8,000マイクロ秒）なのに対し、LTE-A Pro
では600マイクロ秒である104。

レイテンシが低いとアプリケーションの反応速度がより速くなるが、さ
らに重要なことは、高速移動する機械の制御などへの適用が大きく現実
味を帯びることである。

低レイテンシは、自動・半自動運転制御機能の一部にセルラーネット
ワークを利用する車両向けの用途に不可欠なものになるだろう。一般的
な用途の場合、自動車は近くの基地局にPingコマンドを送り、認識され、
パケットを送信し、エラーが発生したら調整し、正しい応答を受信すると
いうプロセスを経る必要がある。標準的な4Gネットワークでは、この一通
りのプロセスに30～80ミリ秒かかる。よって、130km/h（36m/s）で走る
車はこの間に2.9m以上走ることになる。一方、レイテンシがマイクロ秒
単位となる5Gでは、車の移動距離はわずか数cmにとどまる。

車両が基地局や信号機などのインフラや他車両と高速で通信できると、
事故の影響が小さくなり、事故を回避できる確率が高まる。

2017年に数十件導入される予定の、レイテンシが非常に低いタイプの
LTE-A Proネットワークは、応答時間が大幅に短縮されることで実現でき
る用途のためのアプリケーションのテストベッドとなるはずである。

2017年にLTE-AとLTE-A Proによって可能になると期待される高速
化は、さまざまなネットワーク技術（詳しくはP21のコラムを参照）に基づ
いている。これらは5Gの基本的要素でもあり、以下のようなものである。

 ・キャリアアグリゲーション

 ・LAA（Licensed Assisted Access）

 ・MIMO（multiple-input multiple-output）

 ・QAM（quadrature amplitude modulation:直交振幅変調）

 ・リレーノード

 ・ビームフォーミング

回線容量の拡大
LTEの各バージョンは、同規格の最初のリリース時と比べると、接続デ

バイス数を大幅に増やすことができる設計になった。
LTE-A Proの回線容量は、2008年に確定した最初の4G規格の10倍

である。回線容量を拡大する手法は以下のように複数ある。

 ・セルの大幅な小型化：携帯電話技術の世代が進化するごとにセルのサ
イズは小型化している。LTE-AとLTE-A Proでは、通信カバレッジをす
みずみまで行き渡らせるために、ショッピングモールの店舗や街頭など
の場所に基地局を設置できる92。このように小型セルで高密度ネット
ワークを展開する経験は、超高密度ネットワークを必要とする5Gの展
開にとって重要だろう93。

 ・キャリアアグリゲーション

 ・MIMO（multiple-input multiple-output）

 ・リレーノード

 ・より高い周波数帯を使用する。

100億台のデバイスに対応することを想定する5Gネットワークは、こ
れらすべての手法を用いて展開されていくと考えられる。
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キャリアアグリゲーション：帯域幅が1.4～20MHzのキャリア（チャネ
ル）を複数束ねて広帯域化するもので、2017年後半に普及が進む見
込みである94。使用する帯域が多いほど高速化する。LTE-Aではキャ
リア5本まで、LTE-A Proは32本まで対応する（図4参照）95。LTE-Aは
通常Wi-Fiに使用される周波数（5GHz台）などのアンライセンス周波
数帯も使用できる。ライセンス周波数帯とアンライセンス周波数帯を
組み合わせることで接続を高速化できる。

LAA（Licensed Assisted Access）：一般にWi-Fiで使用される周
波数など、より高いアンライセンス周波数帯（5GHz）をライセンス周
波数帯と組み合わせることで高帯域化する。複数の周波数帯を統合
することで高速化が可能になる。

図4：最大32のキャリアコンポーネントを束ねるキャリアアグリゲーション

出典：Deloitte Global Analysis
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MIMO（multiple-input multiple-output）：1台のデバイス
（受信機と送信機の双方）に複数のアンテナを実装することで、周波数
利用効率を向上させ（同じ量の周波数で、より多く利用できるようにす
る形式）、回線容量を拡大する96。

MIMO対応のアクセスポイントに接続する場合、アンテナが多いほ
ど高速化する。LTE-A Proはアンテナが8～16本で、予定通りLTE-A 
Proがアップグレードされれば最大64本に対応することが想定され
ている。これは5Gで予定されるMassive MIMO機能に向けた進化
段階であり、2017年には128本のアンテナを使用して試験が行われ
る可能性が高い97。

QAM（直交振幅変調）：この手法でも周波数利用効率を改善できる98。
QAMが高いほど効率性が高く、1シンボル当たりビット数が多くなり、
ピーク時データ速度が速くなる99。例えば、256 QAMは1シンボル当
たり8ビットを送信し、この場合64 QAM（6ビット）より効率性が33%
高い。LTE-Aの最新バージョンは256 QAMを導入しており100、5Gで
はさらに高ビットのQAMとなる可能性がある。

リレーノード：このネットワーク要素はLTE-Aに初めて導入されたも
ので、セル周縁部とホットスポットにおける通信範囲とより多くの回線
容量を実現する省電力基地局である。大規模セルと小規模セルが混
在したネットワークを構築できる101。

ビームフォーミング：LTEの最初のリリース時に導入された技術で、固
定された角度で信号を拡散させるのではなく、基地局から各デバイス
の方向に向けて、より高い指向性を持たせて信号を送信する形式であ
る102。2Gと3Gの基地局は通信範囲を複数のセクタに分割する形式
のため、たとえば6セクタの場合1セクタ当たり60度をカバーすること
になる。一方、ビームフォーミングを使用するとカバー角度が1～2度
になるため、これにより高速化できるとともに、デバイスに向けてより
長い信号の「ビーム」を発信できるようになる。ビームフォーミングはソ
フトウエアで提供されるもので、アンテナには可動部分がない。LTEは
2次元のビームフォーミングを利用し、LTE-A Proは3次元のビーム
フォーミングを追加するため、その結果として高速化が可能になる103。

回線の速度と容量を向上させるネットワーク技術



Technology, Media and Telecommunications Predictions | 2017 日本版

22

後方互換性
5Gのグローバル展開が完全に実現するまでには何年もかかる見込み

である。市場によっては、10年後もまだ5Gがロールアウトの段階かもし
れない。同じ市場でもキャリアによって導入時期が異なる場合があり、各
通信事業者が、都市部と郊外から始まって農村部に至るまでの範囲で
5Gの導入を完了するまでには数年かかるだろう。5G規格の複数のバー
ジョンが今後数十年間にロールアウトし導入されていく可能性が高く、展
開のスケジュールは市場と事業者によって異なる。

展開のペースが大きく異なることは、過去の世代の携帯電話テクノロ
ジーの場合にも起きたことである。最初の4Gネットワークは2009年に
導入されたが、2017年初めの時点でもサービスを開始していない事業
者がまだ数百以上ある。

5Gネットワークは2G、3G、4Gネットワークと並行して運用されるだろ
う。5G対応の携帯電話は、これら3世代のテクノロジーにも対応するも
のになる可能性が高い。2017年には大部分の国において、2G、3G、4G
ネットワーク技術とそのアップグレード（GPRS、EDGE、HSPA、LTE-A、
LTE-A Pro）の混在するネットワークが運用されるだろう。2017年には、
同じネットワーク上の同じユーザーでも、ある場所では500Mbit/sで接
続し、別の場所では50Kbit/s（0.05Mbit/s）で接続するという状況が生
じるかもしれない。固定ネットワークとモバイルネットワークのネットワー
クパフォーマンスはますます多様化しており、この傾向は今後10年間も
継続するだろう。

IoT対応専用
5Gの中核であり、LTE-A Proで導入されるもう1つのイノベーション
は、IoTデバイスに特化した機能である105。LTE-A Proは、主にバッテリー
で駆動するタイプの接続デバイスに低帯域幅（最大250Kbit/s）で接続で
きる、省電力広域ネットワーク（LPWAN）仕様を盛り込んでいる。このネッ
トワークでは、デバイスのバッテリーを数年間交換せずに済むように、低
電力伝送（20～23dBm：デシベルミリワット）を実行できるよう設計され
ている。

さらにLPWANは、信号が地下や建物の内部まで届き、公共料金の
メーターやボイラーなど一般に地下に設置される機械にも接続できるよ
うに、180KHzの低周波数（携帯電話ネットワーク周波数の現行の最下
端は600MHz）で運用するよう設計されている。

IoTは5Gにおける最も重要な新用途の1つであり、新たなネットワーク
接続形態の普及を推進する大きな要因になることが期待されている。
LTE-A Proネットワークが利用可能になれば、このイノベーションの最良
の活用方法について、2017年以降数年の間に、非常に有用なフィード
バックが得られるはずである。
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要点

5Gはビッグバン的なインパクトを持つ可能性が高い。それはLTE-AとLTE-A Proという中間マイルストーンを経由して、実現に向かいつつあ
る。5Gは4Gを大幅に、かつ複雑にアップグレードしたものだが、4Gの最初のリリースから一足飛びにアップグレードされたのではなく、長年に
渡って4Gネットワークから持続的にアップグレードされた結果である。

実際、5G対応の技術的構成要素は2017年時点で展開が始まっており、市場によってはすでに実用化されている。5G展開に必要な基礎技
術は広く導入されつつある。

5Gネットワークの構築
各事業者は5Gの計画とそれに関連するロードマップを策定する際、これらの基礎技術を統合することを検討すべきであり、5G登場に間に合

うように「（技術的）中核から外へ」のアプローチを取るべきである。

キャリアは、3次元ビームフォーミング、キャリアアグリゲーション、MIMOなど、5GとLTE-A・LTE-A Proに共通するネットワーク要素を導入
することの経済性とパフォーマンスをさらに理解する必要がある。特に屋内の通信カバレッジに関する分野で、これらの新技術を利用する際の
技術的課題について有用な実証データを集められるかもしれない。

また、ネットワークの高密度化に当たっては、基地局の設置用地を追加取得する必要が生じるが、キャリアはその際のロジスティクスについ
て学ぶ必要がある。用地取得には通常かなりの費用がかかるので、何百万個ものセルを配備するには、1用地当たりの費用を大幅に抑えられ
る新しい配備方法が必要である106。またキャリアと関連する組織・団体は、専用の省電力・低周波数ネットワークを提供することでIoT需要が
さらに喚起されるという点について、さらに理解を深めるべきである。

5Gのマーケティング
5Gネットワークの展開自体は大きな課題だが、その販売についてはまた別の問題がある。より高速なネットワークを展開するコストは高く、

EUだけでも5Gの導入に631億ドル（570億ユーロ）かかると推計されている107。しかし、通信速度の高速化によって現在では想像できないよ
うな用途や気付きもしなかったニーズが掘り起こされる可能性が高い。5Gには複数の「キラーアプリ」が登場するだろう。あらゆる財とサービス
に対する消費者の需要は際限がなく、ネット接続に対するニーズもその一部である。

5Gには単一ではなく複数の大幅アップグレードが含まれる。有用で、かつ娯楽も含めた面で実用性のある、ネットワーク機能（性能、浸透度、
価格の面から）を構想するには、膨大な作業が必要となるだろう。エンジニアリング、カスタマーエクスペリエンス、マーケティングなどのチーム
から構成されるキャリアの機能横断チームが緊密に連携するとともに、5G対応製品を扱うハードウエア・ソフトウエアベンダーとも幅広く密接
に協力すべきである。

業界（ベンダーとキャリア）は、大幅に進化したセルラーネットワークのコアとなる利点を広く周知する必要がある。

コネクティビティは現代経済のカギとなる要素である。コネクティビティの向上は今後数十年間の世界の経済的なアウトプットの重要な部分
を生み出すこともあれば、阻害することもあるだろう。4Gは米国だけで最大1,500億ドルの経済成長に寄与し、最大77万1,000人分の雇用を
生んだと推定される108。

業界はまた、5Gの技術的ブレイクスルーによって可能になるアイデアを市場化するべきである。第5世代のセルラーネットワークは歴代で最
も高度なものとなる。5Gの基礎となる複数の技術的ブレイクスルーは、いわば圧倒的なものですらある。一般の消費者は、仮想現実（VR）、ス
マートウォッチ、3Dプリンタなどのイノベーションに魅了されてきたが、接続の高速化が個人と企業と社会にもたらすメリットはそれよりもはる
かに大きなものになるだろう。通信業界は、高精細・高フレームレートの動画を無線で全世界に瞬時に送信できる仕組みを簡単に消費者に説
明できるようにするとよいだろう。5Gネットワークの素晴らしい仕組みの基礎を理解した消費者は、進んで料金を支払うようになり、「通信ネッ
トワークはコモディティ化した公共サービスである」という認識が薄れていくかもしれない。



Technology, Media and Telecommunications Predictions | 2017 日本版

24

モバイルアプリケーションの進化
企業は、通信回線の高速化、回線容量の拡大、1Gbit当たりのコスト削減をベースとした新製品・サービスの導入に向けた実験を開始すべ

きである。
企業はまた、データダウンロードの高速化と低コスト化が、スマートフォンの容量拡大と相まってユーザーの使用習慣をいかに変化させるかを
考慮すべきである。例えば、4Gが3Gより高速化したことで、車内での音楽ストリーミングや公共交通機関での動画視聴の需要が顕在化した。

さらに通信速度が高速化すれば、複数のアプリを外出中にダウンロードするユーザーが増える可能性がある。アプリのダウンロードに数分
もかからず数秒で終わるようになれば、モバイルに最適化されたウェブサイトではなく、アプリを使用するユーザーが増えるだろう。小売業者
は、屋内ナビゲーションや、指紋リーダーを使用したワンタッチ決済など、より高機能のユーザーエクスペリエンスを実現できるようになる。一
方で、ユーザーの多くはスマートフォンに約30個ものアプリをインストールしながら109、毎日使用しているアプリは数個程度にとどまっている。
5Gによる高速化ではこの「使用範囲に限りがある」状態は変わらないかもしれない。

4Gの各バージョンと5Gによって実現する主な新機能は企業向けのIoT分野のものであり、その最適な応用方法を見つけるには、IoTの分野
で多くの実験を実施することが必要となる。

固定回線の代替
通信事業者はまた、消費者がLTE-A Pro（数年以内に5Gも）を敷地内のブロードバンド固定回線の代替とみなすようになるかどうかという
点も検討すべきである。固定ネットワークは着実に高速化しているが、モバイルネットワークもそれに追いついている。5Gを使用すれば、光回
線の敷設よりはるかに費用が安く済む可能性がある110。LTEの速度がWi-Fi経由の固定回線ネットワークへの接続と競合するまでになった市
場もある。

いずれ、LTE-A Proと5Gが十分な通信範囲と速度と回線容量を提供するようになれば、固定ブロードバンド回線を契約しない家庭も出てく
るかもしれない。低～中速の接続回線を組み合わせて使用している家庭では、今後はLTE-A Proまたは5Gの接続のみで事足りる可能性があ
る。こうした世帯では主にノートパソコンとスマートフォンで動画を視聴していると推測される。その際、ユーザーは高精細（HD）と超高精細
（UHD、いわゆる4K）の区別がほとんどつかず、標準画質（SD）のストリーミング動画程度の画質で満足しているかもしれない。こうした家庭で
は、ネット接続可能なキッチン家電やスマートサーモスタットなど数十台の接続デバイスを所有している可能性があるが、いずれも帯域を大量
に消費するものではないため、超高速の固定回線を必要としないかもしれない。スポーツの生中継を観るために4K接続を契約している世帯
は、今後も固定回線での接続を必要とするだろうが、そうでなければモバイル（5GまたはLTE-A Pro）の接続も同等の画質を実現できるように
なる。

レガシーネットワークへの影響
キャリアはまた、自社のレガシーネットワークの一部を廃止すべきか、するとすればいつになるかを検討すべきである。例えば、事業者によっ

ては2Gネットワークをオフにしてその分の周波数帯を割り当て直すほうがよい場合がある。これは周波数帯の利用効率の改善につながるだろ
う。2017年には、数社の事業者が2Gネットワークの一部または全部を廃止すると予想されるが、大多数は具体的な計画を発表していない111。
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日本のコンサルタントの見解
5G

5G元年としての2017年
5Gの国際標準規格はまだ批准されておらず、また2020年までに商用
運用される予定もほとんどない中、本章では2017年は十数社の事業者が
「5G」と銘打ったサービスの試験や開発を開始する最初の年になると予
測している＊29。まさに2017年は5Gのスタートポイントに位置付けられ、誰
がよいスタートを切り、「先頭集団」を形成するかが決まる年となるようだ。
現在、5Gの主導権争いを見てみると、欧州、米国、日本、韓国が積極
的である。また最近では中国も意欲的に取り組み始めており、実際にバ
ルセロナで開催されたモバイル・ワールド・コングレス2017では、中国の
ZTEが世界初となる「5G対応スマートフォン」のデモ機を展示した＊30。こ
のスマートフォンは実測で1Gbpsの通信速度を実現しており、5Gの目指
す10Gbpsまでは至らないものの、実測でのパフォーマンスで世界中の
注目を集めた。また韓国と日本は2018年、2020年にオリンピック・パラ
リンピックを控えているため、この大会を世界へのアピールの場とするべ
く開発を急いでいる。

5Gに求められる要件
ここで5Gについて基本的な要件を整理しておきたい。5Gは2020年以
降の超高度情報社会に向けて、現行のLTEに比べて100倍の伝送速度、
1000倍の大容量化といった飛躍的な性能をもつ移動体通信規格であ
る。これによりIoTの本格的な普及やモバイル動画の一般化が期待され
ている。

Qualcommは、2020年にはストリーミングビデオの70%がモバイル
回線経由になり、4K動画の映画を18秒でダウンロードすることが可能に
なるとの予測を明らかにしている＊31。VR/ARも飛躍的に普及していく中
で、エンターテインメントだけでなく、医療や教育などの社会環境へも大
きな影響を及ぼすとみられている。

5Gの求める具体的な要件は、4Gと比較してピーク速度が10倍
（10Gbps以上）、移動性が500km/h（新幹線など高速移動時でも途切
れない通信）、システム容量が1,000倍以上、接続機器数が100倍（1基
地局あたり）、遅延が10分の1（データ送信から受信までにかかる時間）、
消費電力が2～3分の1である＊32。この要件を満たすためには、本章に書
かれているようなキャリアアグリゲーションやMIMOなど、様々な技術や
方法論を複合的に適用しなければならない。

日本における標準規格の動き
総務省は2014年9月30日に第5世代モバイル推進フォーラムを設立

し、オールジャパンで5Gの技術開発や標準化を取り組む体制を作った＊33。
4Gから5Gへの移行を視野に、4Gは6GHz以下の帯域を使い、5Gは
6GHz超の帯域を使って推進する方向である。

5Gで問題となるのが、不足する移動体通信帯域である。近年はスマー
トフォンなどの普及で通信量が大幅に増加しており、現状の通信量に対
応するだけでも割り当てる周波数帯域が不足している。今後5Gを見据え
ると、どのように大量の帯域を確保するかが課題となっているのだ。
現在使用されている移動体通信の周波数帯は、3Gや無線LANなどを
合わせて610MHz幅である。これに対して総務省は2020年までに4Gへ
の追加1300MHz幅を含めて、合計2000MHz幅へ増幅することを明ら
かにしている。また5G用として6GHz以上に23GHz幅の帯域を確保しよ
うとしている＊34。

＊29 本文は2017年1月に発表されたものだが、2017年2月末に5Gの標準仕様の早期策定が決まり、2019年に商用化が前倒しされる見込みも出ている。ただし一方で規格が 
乱立する可能性も示唆されている。 
モバイル第5世代、商用化が2019年に前倒しへ, 日経エレクトロニクス, 2017/4/11: http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/mag/15/398082/040600040/?rt=nocnt

＊30 ZTE、下り1Gbpsを実現するGigabit Phoneを発表, ITMedia, 2017/3/2: http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1703/02/news122.html
＊31 CES2017現地レポート②-5Gの時代がやってくる, AdverTimes, 2017/1/7: https://www.advertimes.com/20170107/article242176/
＊32 「2020年に向けた社会全体のICT化推進に関する懇談会」 幹事会（第4回）資料4-3, 総務省, 2015/4/24: http://www.soumu.go.jp/main_content/000355246.pdf
＊33 「第5世代モバイル推進フォーラム」には2017年1月31日時点で一般会員94社が参加している。: http://5gmf.jp/
＊34 「電波政策2020 懇談会　報告書」, 総務省 2016/7: http://www.soumu.go.jp/main_content/000430220.pdf
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携帯事業各社の動き
IoTや自動運転の実現に向けた動きが世界中で進められているが、5G

に関しても各国の規格に対する主導権争いや開発競争が激化してきてい
る。中国のチャイナモバイル（中国移動）は2020年までに5Gを実用化す
ることを明らかにしている＊35。また、スウェーデンのエリクソンは、2022年
までに5Gの契約件数が5億5,000万件に達するとの予測を発表した＊36。
一方、国内でも大手通信事業者が5G関連の様々な取り組みを開始し

ている。NTTドコモは幅広いパートナー企業と連携し、5Gを活用した
サービスを体験できる通信環境「5Gトライアルサイト」を2017年5月に
お台場・青海地区と東京スカイツリータウン周辺等に構築すると発表し
た＊37。まずALSOKとは、複数のセンサーから収集した大容量データを解
析して異常検知等を行う高度警備システムの実現に向け、NECの協力を
得て実証実験を行う。ジャパンディスプレイとは、4K/8Kなどの高精細動
画やVRといった新しいマルチメディアサービスを体験できるデモンスト
レーションを実施する。また凸版印刷とは、ストリートミュージアムや
VRscopeといった凸版印刷のサービスコンテンツを高解像度で提供する
デモンストレーションを行う＊38。
ソフトバンクは、通信速度が遅くなりがちだった駅や繁華街でも快適な
モバイル通信を実現する「5G Project」を立ち上げた。そのプロジェクト
の第一弾として、5Gの有力な要素技術の一つであるMassive MIMO
（空間多重技術）の商用サービスを世界で初めて開始した。これは大量の
アンテナとビームフォーミングなどの技術により、ひとりひとりに専用の
電波を割り当てることで高速通信環境を実現している。すでに全国の主
要駅に加え、渋谷センター街や新宿歌舞伎町などの繁華街、東京ドーム
や横浜スタジアムなどのイベント会場でサービスを提供している＊39。

KDDIは、5Gを活用して、IoT時代における高度なセキュリティシステ
ムの実現に向けた実証実験をセコムと共同で推進することを発表してい
る。セコムはこれまでも、飛行船を使った監視システム、ウェアラブルカメ
ラを装着した警備員による巡回警備、高精度な3次元立体地図によるセ
キュリティサービスなどを展開してきたが、両社は2017年5月以降に5G
の特徴である高速・大容量、低遅延、多接続を活かして、これら監視シス
テムによる映像伝送の飛躍的な品質を向上させることに加えて、災害地
支援活動を想定した実証実験を行うとしている＊40。
今後も大手通信キャリアによる投資拡大が見込まれる中、日立や

NEC、富士通といった大手電機メーカーやシステムベンダー、さらには
スマートハウス／スマートシティ、医療、小売、交通、エンターテインメン
ト（動画配信やゲーム等）といった、5Gの技術を活用できる幅広い分野
のプレーヤーにもビジネスチャンスが広がることが予想される。5G元年
の2017年は、初期的な5Gの商用化の動きに大いに注目が集まるであ
ろう。

真鍋　裕之
Manabe, Hiroyuki
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

IT／ハイテク業界を中心に、事業
戦略、M&A／アライアンス、組織
再編などを数多く手掛けている。
大手通信キャリアのアカウントマ
ネジメントを担当。
近年は、デジタル時代の新規事業
開発を中心に支援。

日本担当者

芳野　剛史
Yoshino, Tsuyoshi
デロイト トーマツ コンサルティング
合同会社 
執行役員

通信／ハイテク業界を中心に、事
業戦略、海外進出、経営管理、予
算管理、組織戦略、グローバルマ
ネジメント等の戦略／ビジネスコ
ンサルティングに20年以上にわた
り従事。
近著に『海外進出のためのフィー
ジビリティスタディ』（2015年 中央
経済社）、『不況を勝ち抜く予算管
理ガイドブック』（2012年 中央経
済社）などがある。

＊35 中国勢「5G」急ぐ　携帯最大手が20年実用化表明, 日本経済新聞, 2016/6/30: http://www.nikkei.com/article/DGXLZO04247480Z20C16A6TJC000/
＊36 世界スマホ契約22年までに68億件、今年から倍増＝エリクソン, ロイター, 2016/11/16: http://jp.reuters.com/article/world-smartphone-contract-forecast-erics-

idJPKBN13A20P
＊37 株式会社NTTドコモ �5Gトライアルサイト�: https://www.nttdocomo.co.jp/corporate/technology/rd/docomo5g/index.html
＊38 「5Gトライアルサイト」での実証実験に向けたパートナー企業との連携を拡大, 株式会社NTTドコモ, 2016/11/16: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_

release/2016/11/16_00.html
＊39 ソフトバンク株式会社 �5G Project�: http://www.softbank.jp/mobile/special/5g-project/
＊40 セコム・KDDI、次世代移動通信システム「5G」の技術実証で提携, KDDI株式会社, 2017/2/22: http://news.kddi.com/kddi/corporate/

newsrelease/2017/02/22/2331.html



Technology, Media and Telecommunications Predictions | 2017 日本版

27

デロイトでは、2017年に販売されるスマートフォン台数の5分の1以上
に当たる3億台以上が、ニューラルネットワークによる機械学習機能を内
蔵すると予測している112、113。これは人間の脳の構造と機能の諸側面を
模したコンピューターモデルで、各構成要素は神経ニューロンとその相
互接続に相当する機能を有している。これにより、スマートフォンはネット
ワークに接続されていなくても機械学習のタスクを実行できるようにな
る。この機能によって、遠隔地、地下、飛行機内など、携帯電話ネットワー
クやWi-Fiにほとんど、またはまったく接続できない状況でも、屋内ナビ
ゲーション、画像分類、拡張現実、音声認識、翻訳といったアプリケーショ
ンを利用できるようになる。ネットワークに接続した場合は、内蔵の機械
学習機能によってタスクを高度かつ迅速に実行でき、プライバシーの向
上にもつながる。

コンピュータやモバイルデバイスが実行するタスクには単純なものも
ある。キーボードのボタンを押すと情報は2進数に変換され、プロセッサ
はそれを認識するようプログラムされている。「I」の文字を例に取ろう。ス
マートフォンで言語が英語に設定されている場合、小文字の「i」だけを押
すと、プロセッサはそれを自動的に大文字の「I」に変換する。なぜなら、
英語では小文字の「i」が単独で存在することはまずないからである。この
自動修正の例はプログラムされたものであり、機械学習ではない。しか
し、その他の自動修正は、実は機械学習を利用している114。

とはいえ、ほかの機能は同じ方法で明示的にプログラムできない。光
源や帽子やメガネなどの要素が変わる状況の中で、対象とする物体が顔
なのか、それが誰の顔なのか、ということを認識するようプログラムを組
むことは、プログラマーにとって非常に難しいことである。音声認識と翻
訳も同様に挑戦的な課題である。

こうした種類の課題は機械学習で扱う方がよい。機械学習とは、コン
ピュータがデータに触れることでタスクの実行が上達するプロセスのこ
とである。これまでは、専用のプロセッサを搭載した、電力を大量に消費
するクラウドベースのコンピュータサーバーの集合体でなければ通常は
実現できないような、巨大な計算能力が要求された115。その一例がコン
ピュータによる翻訳である。何年も前は、保存された辞書で1つの言語の
1、2個の単語を引き、その単語を別の言語に置き換える、という作業が
必要であった。この種の大規模な統計的機械翻訳は、無いよりましだっ
たが、完璧には程遠かった。ニューラル機械翻訳の機能を追加すること
で、段階的に翻訳するのではなく、1度に複数の文を翻訳し、これまでよ
り文法的・慣用語法的にかなり適切な分かりやすい結果を生成できるよ
うになった116。2016年にはこの機能はすべて、モバイルデバイス上では
なくクラウド上でしか実行できなかったが、いずれこの種の翻訳や、画像
内の物体認識などその他のタスクが、デバイス上で行えるようになるかも
しれない。

機械学習：モバイル端末への搭載が加速

インテリジェンスがネットワークの中心から末端に移動する（エンド
ユーザーに近づく）と、当初の用途としては画期的なものでなかったと
しても、次第に大きな変化を引き起こすようになるのが常である。

1970年代と1980年代には、ほとんどのエンタープライズコン
ピューティングは高層オフィスビルの地下に設置された巨大なメイン
フレームとミニコンピュータから構成され、従業員はブラウン管モニ
ター（「グリーンスクリーン」と呼ばれた）とキーボードからなる、処理
能力を内蔵しない簡易式端末で仕事をしていた124。コンピューティン
グの歴史の中では、処理機能とメモリは希少で高価であった。その結
果、ITアーキテクチャは高度に一元化され、すべてのインテリジェンス
が中心に置かれたため、さまざまな周辺機器が処理能力を持つこと
はほぼなかった。

1980年代には、処理機能とメモリが急激に安価になり、デスクトッ
プパソコンに使用されるようになった。最初に提案された用途として
は、会計、Lotus 1-2-3（1980年代に大人気だった125）などのスプ
レッドシート、ワードプロセッシングなどがあり、それまでの一元的な
方法と比較して作業が効率化された。そしてその後のパソコン革命に
よって、さらに興味深く重要な多くの用途と成果がもたらされた。
同様に、インテリジェンスがデスクトップだけでなくノートパソコン

でも使えるようになると、まったく新しい市場が開拓された。スマート
フォンによってインテリジェンスがさらにエンドユーザーに近づくと、ま
ず使われたのはパソコンから離れていてもウェブと電子メールを閲覧
することができるアプリケーションだった。ここ10年間では、アプリや
カメラ、翻訳に至るまで、手に収まるサイズのスマートフォンがいかに
大きなパワーと変革力を持ち得るかを実感することができた。

このトレンドに基づくと、インテリジェンスの特殊形態である機械学
習が末端の機器にまで行きわたることで変革が引き起されると予想
できる。これによって、想像もつかない機会や産業までもが生まれる
可能性がある。言うなれば、新たに何が発明されるかをスマートフォ
ンに尋ねなければならないというほどの状況が訪れるかもしれない。

中心から末端まで：分散インテリジェンス小史
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機械学習機能を備えた携帯デバイスはスマートフォンに限らない。機
械学習はいずれ、何千万台（あるいはそれ以上）ものドローン119、タブレッ
ト、自動車120、仮想現実・拡張現実（VR・AR）デバイス121、医療機器122、
IoTデバイス123、さらには予想もできないような新技術にまでも利用され
るようになるだろう。

これまでは、接続性の格差は大きな問題ではなかった。スマートフォン
を使って画像分類や屋内ナビゲーションが実行できなかったとしても、私
たちはそれほど困らなかった。しかし、スマートフォンの性能が向上し広く
普及するに従って、私達の日常生活に欠かせないデバイスになりつつあ
り、今や「ほぼ常に」ではなく常時、機械学習タスクを実行できる必要が出
てきた。翻訳は機械学習の機能の一例にすぎない。スマートフォン対応で
常時動作する医療機器や、自動運転のアプリケーションに関しては、利便
性だけの問題ではなく、生死の問題に関わるものになるかもしれない。 

2016年時点では、単一の顔や指紋の認証など、極めて限られた機械
学習機能を搭載したスマートフォンはあったが、これよりも強力な認知タ
スクを実行するには大規模データセンターに接続する必要があった。今
後は、CPU（central processing units：コンピュータとモバイルデバイ
スの伝統的な「脳」の部分）、GPU（graphics processing units：これま
ではゲームに使用されていたが、機械学習タスクも実行できる）、専用
FPGA（field-programmable gate arrays：製造後に使用者側が再構
成または再プログラム可能な、より高価だが柔軟なチップ117）、特殊なソ
フトウエアエミュレーター（例えばソーシャルネットワーク：新しいFacebook
アプリには、スマートフォンが内蔵プロセッサを使って1/20でニューラル
ネットワークのプロセスを実行できるソフトウエアが搭載されている118）
の新しいチップが、スマートフォンに適した価格と大きさと消費電力で
ニューラルネットワークを提供できるようになるだろう。

要点

モバイルデバイス上で機械学習タスクを実行できるようになるに従い、通信に関して興味深い影響が生じている。画像認識などのタスクをデ
バイス上で実行できれば、利用者がアップロードしなければならないデータ量が減るはずである。とはいえ、何千倍ものデータ量を必要とする
動画の視聴やアップロードといった作業と比べるとその影響は小さいと考えられ、その場合内蔵型の機械学習機能の影響はほぼない。しかし
ながら、IoTアプリケーションとアナリティクスを活かすには、伝送データ量とレイテンシを削減することは非常に重要である126。さらに、デバイ
ス上での機械学習はよりプライバシーを保護でき安全である127。

スマートフォンは災害救助の場面でも欠かせないツールになりつつある128。機械学習があれば、外国の救助隊員がスマートフォンを使用して
リアルタイムに言語を翻訳したり、必要な治療法を検討したりすることができる。現時点では、モバイルの機械学習デバイスを使用するには遠
く離れたデータセンターに接続しなければならないが、セルラーネットワークが機能していなければ不可能である。無線ネットワークの耐障害
性が高まりつつある一方、最悪の緊急事態で基地局が壊滅した場合、ネットワークが混雑して使用不能になる可能性がある。また、予備の発
電機があった場合でも、燃料切れになれば電力を失う可能性がある129。こうした緊急事態の際に、モバイルデバイス上でネットワークに接続せ
ずに機械学習タスクを実行できれば、大きなメリットになるだろう。

近い将来、内蔵型機械学習機能の大半がスマートフォンやタブレットなどの民生用デバイスに搭載されるだろう。そして、IoTデバイス向け用
途はさらに進化していくだろう。自動走行車は通信回線の信号が強い時だけでなく常に機械学習を実行できる必要がある。自動車が幹線道路
を走行する速度（130 km/h［36 m/s］）では、デバイス上で意思決定を行うと通信回線経由と比較してレイテンシが低下する。デバイスに機械
学習機能が搭載された場合、レイテンシが低下するという利点があるため、ジェット機や医療機器、さらには石油やガスのパイプラインでも、機
械学習のチップやソフトウエアの導入が進んでいくと考えられる。

インシュリンの投与やてんかん発作の検知を行う医療機器は、ネット接続の有無にかかわらずパターンを認識しリアルタイムに対応する必要
がある。機械学習機能を内蔵するドローンはすでに市販されており、スマートトラクターやジェット機から水平石油掘削機に至るまで、あらゆる
デバイスが内部処理による機械学習を活用できるに違いない。例えば、石油ガス業界ではすでにダウンホール掘削のデータ分析で機械学習（メ
インフレームで実行するもの）を利用している130。このインテリジェンスがさらに穴の奥にあるドリルヘッドにまで利用できるようになれば、さら
に高度なディープラーニングに役立つ可能性がある。

Predictionsの別の章では、マルウェアに感染したIoTデバイスが分散サービス拒否（DDoS）攻撃で果たす役割について扱っている131。IoT
デバイスは定期的にマルウェアのスキャンが行われるものではなく、パッチの適用も容易ではない。マルウェアは駆除できるが、パスワードを変
更しない限り、すぐにまた再感染する可能性が高い。再感染までにはおそらく98秒程度しかかからないだろう132。IoTチップベンダーはすでに
2016年後半の段階で、内蔵の機械学習機能がゼロデイマルウェア（zero day malware、新種の型）を検出でき、疑わしい動作や異常な動作
の検出や分類を行える、と提案している133。内蔵型の機械学習機能には日常的にデバイスを保護できる潜在力があり、高まるサイバー攻撃の
波に対抗する潮流を生み出すことにまで貢献できるかもしれない。
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日本のコンサルタントの見解
機械学習

コンピューティング技術のトレンド
本章でも紹介されているように、コンピューティング処理のトレンドは、
中央集中型処理モデルと末端分散型処理モデルの間を振り子のように
行ったりきたりしている。利用可能なコンピューティングパワーと通信速
度のバランスを見た時に、末端端末でのコンピューティングパワーが高価
で非力であった時代には、メインフレームなどの中央集中型サーバでの
処理が中心であった。
その後、末端端末であるPCのコンピューティングパワーが強化され、
エンドでの処理も十分に強力になると、通信回線の制約を受けにくい末
端端末での処理が中心になった。しかし回線が高速化し、クラウド化され
たサーバがより安価で強力なコンピューティングパワーを提供するように
なると、中央集中型の処理が再び拡大してきている。
今後は中央集中型処理モデルと末端分散型モデルは用途によって使

い分けられつつ、併存して運用されると考えられている。クラウド上の潤
沢なコンピューティングパワーを活用し、高度な処理が可能な中央集中
型処理モデルは今後拡大し、この流れは通信回線の5G化による通信の
高速化・大容量化で加速化すると想定されている。しかしながら、通信品
質や通信網のカバレッジには課題が残るため、自動運転車や自律走行
ロボットなど低レイテンシー性やミッションクリティカル性が高いシステ
ムにおいては、依然として末端分散型処理モデルが中心になると予測さ
れている。

AIを支えるコンピューティング技術の開発
前述の流れを踏まえ、人工知能（AI）のためのコンピューティング処理

については、現在、サーバサイドでの処理を拡大する流れと、末端端末
（＝エッジ）サイドでの処理を拡大する流れが存在している。
ビッグデータから知見を抽出するといった、深層学習技術を利用しつ

つ大量の学習データの中から隠れた特徴を発見するような用途において
は、学習データやネットワークの大きさが精度向上において重要になる
ため、高速での学習が可能なAI用の超高性能サーバ機が必要となる。こ
の領域においては、GoogleのTensor Processing Unit（TPU）＊41のよ
うな専用チップやNVIDIAのGPU＊42のように高速処理を実現するチップ
が開発され、市場に投入され始めている。
これに対して、自動運転車や自立走行ロボットにおけるセンシングのよ

うに、深層学習で学習させたディープニューラルネットワーク（DNN）に
よって高い精度で画像・音声などのパターン認識をさせるような用途に
おいては、末端端末側でDNNを使った推論を低消費電力かつ高速に実
行できることが重要になってくる。
現在、この末端端末側での処理の発展が目覚ましい。自動運転車の領
域ではNVIDIAやIntel（MobileyeやMovidiusを買収）などが低消費電
力でDNN推論を実行可能なAIチップを投入してきており、より軽い処理
で画像認識が可能なアルゴリズムなども開発されてきている。またこの
流れは自動運転車以外にも拡大している。例えばGoogleは非力な末端
端末においても処理可能な軽量な会話型AIフレームワークを開発し、ス
マートフォンやホーム端末への実装を進めている＊43。

＊41 Google's TPU Chip Creates More Questions Than Answers, Forbes, 2016/5/26: https://www.forbes.com/sites/moorinsights/2016/05/26/googles-tpu-
chip-creates-more-questions-than-answers/#1c8f63de4c7c

＊42 NVIDIA �GPUアプリケーションの紹介�: http://www.nvidia.co.jp/object/gpu-applications-jp.html
＊43 Google Assistant: https://assistant.google.com/,  

Google Home: https://madeby.google.com/home/
＊44 インテリジェンス革命 インテルのAIで、より良い世界を実現, Intel, 2016/11/19: https://newsroom.intel.co.jp/editorials/krzanich-ai-day/
＊45 グーグルは「モバイルファーストからAIファースト」へ、最新スマホ「Pixel」やDaydream製品を発表, ITPro, 2016/10/05: http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/

news/16/100502896/
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AI技術での主導権争いの過熱化
このような流れの中で、現在主要プレイヤーはAI技術の開発能力の強
化を積極的に進めてきている。例えばIntelはIoTのエッジからクラウドに
至る「End to End」でAIの学習と実行を支えるハードウエアとソフトウエ
アを提供することを宣言している＊44。既に同社はAI向けのソフトウエアプ
ラットフォームを手掛けるSaffron Technologyや、AIチップを開発して
いるNervana System、Movidiusなどを買収してきており、直近も自動
運転車向けの認識技術に強みを有するMobileyeを買収するなど、積極
的にAI領域でのケイパビリティを取得強化してきている。
またGoogleなども「モバイルファーストからAIファーストへの移行」を
宣言しており、AI重視の姿勢を明確化している＊45。同社も人間のプロ囲
碁棋士を破り有名になったAlpha Goを開発したDeep Mindを買収して
いるだけではなく、画像解析に強みを有するMoodstockやディープラー
ニングの創始者を抱えるDNN Researchを買収するなど、AI技術の取得
に積極的な投資を重ねてきている。
これらのプレイヤーは、自社サービスにおいて深層学習を活用するだ
けではなく、深層学習の開発用フレームワークを整備し、画像認識や音
声認識用のAPIをユーザ企業に公開してきている。また、APIの開放を通
じて、大量のユーザーデータの取り込みによるAIの精度向上と、自社を
中心としたエコシステムの形成を狙う姿勢を明確にしつつある。

AI領域における主導権争いはまだ始まったばかりである。しかしなが
ら、今後日本企業にとってはこれらの大手プレイヤーの仕掛けるエコシ
ステムに巻き込まれるか、独自のエコシステムの形成を目指すかが大き
な焦点となってくる。主要プレイヤーがAI領域において投じている資金を
考えると、この領域で競争力を有するためには、相応の投資と人材獲得
が必要になってくる。汎用的なアルゴリズムやフレームワークなどについ
ては、大手プレイヤーがリードするとしても、機器への組み込みを意識し
た軽量な学習アルゴリズムなど、自社が差別化できる応用領域を見極め
た上で、AIについての技術戦略を確立することが課題となっている。
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「人間と機械：AI時代における予測の技術」
Thought Leader's News vol.11

これまで人間が様々な経験やデータに基づき行ってきた判断や予測は、AI（人工知能）に
よって飛躍的に向上する可能性があります。本稿では、AIが急速な進歩を遂げる中、AIと
人間の補完関係について取り上げています。また日本での実際のビジネスにおけるAI活
用に向けた検討ポイントを紹介し、企業経営におけるデジタルトランスフォーメーション
についての見解を示しています。

当グループでは、TMT業界における旬なトピックスをテーマに、デロイトトーマツならで
はの知見を発信しております。バックナンバーの冊子をご希望の場合は、巻末の問い合
わせ先にご連絡下さい。
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デロイトでは、2022年の時点でデジタルナビゲーション（人間と機械
が利用するものの双方を含む）の4分の1以上が屋内区間を含むものか、
または完全な屋内移動用のものになると予測している。屋内向けナビ
ゲーションは2017年時点では全利用の5%に満たないと推定されるが、
位置情報データが充実し、屋内の複数の位置情報データを並行して解釈
できる分析ツールの機能が高度化し、屋内マップの質が向上することに
よって、中期的に屋内ナビゲーションの精度が改善し続けることが追い風
となり、利用が拡大すると考えられる。

市街地図のデジタル化が進むにつれ、衛星を利用したデジタルナビ
ゲーション（コラム参照：「衛星ナビゲーションシステム」）は、人と物体を
測位しガイドする方法に革命を起こしてきた。しかし、衛星ナビゲーショ
ンには根本的な盲点が1つある。地上2万4,000kmの高さから送信され
る信号が弱すぎ、地表に到達するまでに建物の屋根を透過できないこと
が多いのである134。

その結果、屋内にいるユーザーが窓の近くやガラス屋根の下にいなけ
れば、スマートフォンなどの受信機が信号を捉えられない場合がある。
人々は90%以上の時間を屋内で過ごすが、そこには自動車から工具や
部品に至るまで、位置を特定する必要がある数十億もの物体が収納され
ている。

屋内の人と物体の位置を特定できるようになることで、おそらく屋外デ
ジタルナビゲーションがもたらしたインパクトに勝るとも劣らぬ高い価値
が創出できるようになるだろう。米国市場に関するある研究では、GPSに
よる経済的利益はGDPの0.4%以上と推定されている（コラム参照：「地
図の経済的影響」）137。

屋内ナビゲーションの可能性を実現するには、屋外ナビゲーションの
場合と同様に、位置のリアルタイム通信とデジタルマップという2つの中
核的要素が必要である。

屋内測位には、屋外ナビゲーションを可能にする衛星コンステレー
ションと同様の機能を持った仕組みが必要である。残念ながら、ナビゲー
ション衛星と同じくらい広大な面積をカバーでき、かつユーザーにかかる
コスト（スマートフォンなどの受信機の所有コスト）が同等の、屋内用のシ
ステムは単体では存在しない。

しかし、いくつかのデータセット（既存のものと新規に収集されるもの
を含む）を組み合わせて統合すれば、屋内ナビゲーションが可能になる。
これらのデータセットは単体でも複数でも、年を追うごとに充実し、精度
を向上させる可能性が高い。とはいえ、データの質は人や物体の場所に
よってさまざまである。そのため複数のデータセットを使用することがカ
ギとなる。

屋内ナビゲーション：ナビゲーションの 
最後のフロンティア

衛星ナビゲーションシステム

屋外ナビゲーションシステムは、4つの衛星コンステレーション
（多数の衛星を協調させたシステム）から地上に向けて常時発信さ
れている位置・時刻情報の信号を使用している。

ほとんどのスマートフォンに搭載されているタイプの衛星受信機
は、複数の衛星から信号を受信する。信号の送信と受信の時間差
を比較することで、各衛星からの距離を算出する。複数の衛星から
のデータを基にすれば、民生用途なら数メートル程度の精度で位
置を特定できる135。

現在、4つの衛星システムで合計91機の衛星が使用されてい
る。米国が所有するGPS（グローバル・ポジショニング・システム）
は32機の衛星からなるコンステレーションを使用し、ロシアが所
有するGLONASSは24機で構成されている。中国が所有する北斗
は21機を使用し、さらに14機の追加が計画されている。EUが所
有するガリレオは現時点で14機が運用中で、計30機の導入が予
定されている。受信機の中には複数の衛星システムから信号を受
信できるものがあり、より精度を向上できるようになっている136。

衛星は1機で広大な地域をカバーしている。例えば具体的には、
GPSの衛星1機で1,600万km2以上をカバーする。

地図の経済的影響

地図は数千年間に渡って市場経済の中核をなしてきた存在であ
り、将来的にもその重要性は維持されるはずである138。21世紀の
技術革新によって、デジタルマッピング、衛星による測位、低価格の
受信機（スマートフォンに搭載されるのが最も一般的）を組み合わ
せることができるようになり、そのことが市場に対して重層的なイ
ンパクトを与えている。

デジタルマッピングがビジネスに与える一次的な影響は、運送
業などの企業に対するものである。運送業者のドライバーは地図
を覚える必要がなくなり、地図の読み方を知る必要すらなくなっ
た。二次的な影響は、配達員になるためのハードルが低くなったた
め雇用が増加し、宅配できる商品とサービスの種類と量を増やせ
るようになったことである。宅配コストが十分に下がれば、例えば
インクトナーやおむつといった定期的に購入が必要な日用品を宅
配で購入することが可能になる。また、デジタルナビゲーションは、
配達員が初めて訪問する住所を見つけるのにかかる時間とコスト
の削減にも役立つ。



Technology, Media and Telecommunications Predictions | 2017 日本版

32

今後、デバイスは信号が障害物にぶつかった場合もより正確に認識で
きるようになるだろう。アルゴリズムで信号の跳ね返りを修正し、信号を
受信した角度を推定できるようになると考えられるためである141。信号
が完全に途切れてしまう間も、デバイスのほかのセンサーが、移動距離
と方向を推定する加速度計とジャイロスコープを使用して位置を推定で
きるようになる可能性がある。

4Gが高速化し、ギガバイト当たりのコストが低下するに従って、Wi-Fi
のサービスの質が4Gに比べて劣っていれば、Wi-Fiをオフにしたいと考え
るスマートフォンユーザーが増えるだろう。例えばショッピングモールで
は、複数の無料Wi-Fiホットスポットが設置される場合があるが、混雑す
ることが多い。デロイトの調査によると、先進11カ国のスマートフォン
ユーザーのうち、自分のデバイスをWi-Fiに頻繁に接続するユーザーの割
合は2016年には54%で、2015年から10%下落している142。この間、4G
の普及率は16%上昇して56%になった。

モバイルネットワークを使用した測位はネットワーク接続サービスの
提供の副産物でもあるが、現状のこの手法での測位精度は4Gネット
ワーク上でせいぜい半径50m以内である。今後ネットワーク密度が上昇
するに従って、精度も着実に改善するはずである。
モバイルネットワークを使用し、通信範囲内の各基地局からの信号の
強さを測定することで、位置を推定できる。信号が強いほど各基地局に
近いことになる。各基地局の位置は分かっているため、したがって複数の
基地局からの信号の強さで三角測量すれば、基地局を起点としてデバイ
スのおおよその位置を把握することができる。

測位の精度はデバイスが接続するネットワークの世代に依存して変化
する。2017年の時点で、位置測定結果の正確性が最も高いのは4Gネッ
トワーク接続時であるが、それはセル密度が最も高い（1km2当たり基地
局数が最も多く、したがってセルが最も小さい）からである。第2世代
（2G）ネットワークはセル密度がはるかに低いため、測位精度は半径
1kmまで落ちる場合がある。農村部では、4Gネットワークが普及してい
ないことが多く、この方法を用いた屋内測位はうまくいかない可能性が
高い。

ネットワークのセル密度は、今後10年間にまずは4Gネットワークで、
続いて5Gにおいて上昇するはずである。2016年末の時点で4Gの基地
局数は450万カ所と推定される。チャイナモバイルは2016年上半期だ
けで4G基地局を20万カ所追加した143。米国では、5Gの基地局が2016
年第3四半期の20万カ所から今後数百万カ所にまで増加する可能性が
ある144。
一部の場所では、訪問者の位置情報を得るという目的のもとで、単一

の敷地内にフェムトセルなど超小型の基地局を設置できる。その場合、
非常に正確な測位が可能になるだろう。

既存の屋内位置データセット：Wi-Fiと携帯電話ネットワーク
2017年現在、屋内における位置はWi-Fiルーターと携帯電話基地局

という2つの主要な情報源によって特定できる。
中期的には、ビーコン、LED照明、超広帯域無線（UWB）、磁気式測位

を使用して既存のデータセットを補完できるようになるだろう。
Wi-Fiネットワークは、ネットワーク密度が十分にあれば、数メートル単
位で正確に位置情報を捕捉できるため139、現在のところ最も充実した屋
内測位データソースである。
このレベルの精度があれば、ショッピングモール内の店舗とその中の
売り場、スタジアム内の階段、オフィスフロアの会議室、自分が乗るべき
列車の車両といった特定の場所にユーザーをガイドできる。

Wi-Fiルーターは屋内におけるネット接続環境を良くする目的のもとで
設置されるものであり、そこで得られるデータは当初の目的からすると副
次的なものである。よって測位だけのために、新規で設備投資の算段を
立てる必要はない。接続の需要が増すに従い、Wi-Fiルーターの数と密度
も増加し、それがWi-Fi経由の測位の精度向上につながる可能性がある。

2017年初めの時点で、Wi-Fiルーターの数は携帯電話基地局よりもは
るかに多くなっている。ある予測によると、2018年までに全世界のWi-Fi
ホットスポット（共有ルーター）数は3億4,000万台になり、2015年の
5,000万台の7倍になると推定されている140。

Wi-Fiルーター経由の測位は、モバイルネットワークと同様の原理で、
ユーザーのデバイスと通信範囲内の複数のWi-Fiルーターとの間の距離
を推定して判定する。位置情報を特定する際のWi-Fiの有用性は、ネット
ワーク密度、ルーターの位置を特定するデータベースの精度、Wi-Fi対応
デバイスの割合に左右される。ルーターが移動しても、Wi-Fiの位置デー
タベースが更新されなければ、デバイスの位置データは不正確になって
しまう。

測位システムの精度はWi-Fiルーターからの情報の質にかかっている。
ルーターとデバイスの間に信号を妨げる障害物があると精度が下がるこ
とがある。人の多い小売店では、ルーターと受信機の間に買い物客がい
ると信号のレベルが下がり、誤推定につながる可能性がある。
棚やディスプレイなど金属の物体がある際も、信号レベルが異常とな

る場合がある。ルーターの数を増やせば干渉を減らせるが、その分コスト
も増加する。
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LED照明は50cmの精度で測位できるが147、2017年の時点ではまだ
展開の初期段階である。
普及が進んでいるLEDはパルス点灯で信号を生成する。個々のLED照
明が個別の識別子を受信機（最も一般的なものはスマートフォン）に送信
できる148。

LEDの消費エネルギーは極めて小さいため、イーサネット経由で給電
できる。そのため、ネット接続と照明を同じインフラで提供できる149。さら
にこのネットワークは、ビーコン、カメラ、その他のセンサーなど、ほかの
デバイスの設置にも使用できるかもしれない。ビーコンと異なりバッテ
リー交換が不要であることに加え、照明はめったに移動させないため、例
えば棚を移動させてもマップを書き換える必要がないという利点がある。

小売店の環境では、イーサネット経由で電力を得られる照明とセン
サーの設置を一度に済ませる場合、通常の設置工事以上のコストはかか
らないだろう。その場合、追加のコストをかけることなくユーザーナビ
ゲーションを導入できるというメリットがある。小売店は顧客の行動をよ
り良く理解しようと常に努力しているため、その観点は測位機能をもった
照明システムを導入するきっかけになるだろう。
ただしこの手法では、ユーザーがアプリをダウンロードして起動し、ス

マートフォンの前面カメラをオンにして照明から見える場所にいなけれ
ばならない。

超広帯域無線は屋内で5～10cmの測位精度を持つ150。超広帯域無線
（UWB）による屋内測位は、複数の固定点から物体に付けられたタグま
での距離、角度、またはその両方を推定して行い、複数の測定値を使用
して位置を算出する。UWBセンサーは一般に建物の天井に取り付けら
れる。
現在この手法は、工場や倉庫で対象物をより素早く配置するために導
入されている。ただし、この方法を使用するには個別のチップが必要であ
り、今日ではほとんどが製造業の現場での使用に留まっている。

Wi-FiルーターとスマートフォンにUWB機能が搭載されていれば、
1cmの精度で追跡が可能である。しかし、現行のチップのサイズと特殊
性を考慮すると、UWBが何十億台ものスマートフォンに搭載されるまで
10年はかかる可能性がある。

新たな屋内位置情報データセット：ビーコン、LED照明、超広帯域無線
（UWB: Ultra-wideband）、磁気式測位
位置の推定に使用できる既存のデータに加えて、導入の初期段階では

あるものの、より正確な屋内測位に使用できるデータセットが複数存在
する。これらのデータセットにはそれぞれ固有の利点と弱点があり、適用
できる用途が異なると考えられる。

ビーコンは1m以内の精度での測位が可能で、幅広い用途の屋内ナビ
ゲーションに使用できる。ビーコンとは、小型で安価（約5ドル）な
Bluetooth Low Energy（BLE）対応モジュールである。2016年現在、全
世界で推定700万台のビーコンが設置され、Wi-Fiルーターや携帯電話
ネットワークよりはるかに小規模なエリアをカバーしている145。

ビーコンネットワークの密度が高ければ精度は1～2mとなり、店内の
個別の棚や列車内の座席にガイドできるだろう。
測位だけのためにビーコンを設置することは費用対効果を考えると実
現困難かもしれないが、近接マーケティング（proximity marketing：特
定のエリア内の顧客に提案を送る形式）に使用する場合、そこからの収
益で設置費用を賄える可能性がある。2017年初めの段階で、米国にお
ける最大級のスポーツスタジアムの多くがこの理由からビーコンを設置
している146。こうしたケースでは、ビーコンを設置した際の便利な副産物
として正確な屋内ナビゲーションが実現できるようになっているが、測位
を主な目的としてネットワークが整備されている訳ではないだろう。
ビーコンによる測位はWi-Fiルーターや携帯電話基地局と類似した方
式で行われる。受信した信号の強さによって各ビーコンからの距離を計算
するのである。ビーコンによる測位の精度は、マッピングの質に依存する。

ビーコンは自前の電源を持つのが普通で、最も一般的なのは小型バッ
テリーである。BLEはほとんど電力を必要としないが、使用し続ければ最
終的にビーコンのバッテリーがなくなってしまう。ビーコンは使用頻度が
少なければバッテリー1個で最長2年持つが、検出精度を改善するため
にデータ伝送時の速度を上げたり使用電力を増やしたりすれば、数週間
しか持たない可能性がある。バッテリーを大きくすればビーコンの持続期
間を伸ばせる。欠点は、容積が大きくなるため目立ちすぎる可能性があ
ることである。

ビーコンはスマートフォンのインターフェイス上で使用できる場合が多
いが、その際はユーザーがBluetoothをオンにし、アプリをダウンロード
しなければならない。
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屋内デジタルマップ
屋内測位の精度を改善するには、相応の量の屋内マッピングを導入

し、そのメリットをフル活用できるようにする必要がある。

屋内マップを充実させることで、大きなメリットを得るプレーヤーは複
数存在する。施設オーナーにとっては、屋内マップは他との差別化要因
になる。ショッピングモールは屋内マップを使用して、客が特定の店舗や
売り場、さらには通路までも素早く見つけられるようにすることができる
だろう。
モバイルオペレーティングシステムの提供ベンダーは、屋内マップの作
成を、既存の屋外マップの拡張機能として重要な差別化要因になると位
置づけている。

Googleは既存の屋外マップの拡張版として屋内マップを提供してい
る。2016年末現在、屋内マップを使用できる場所は世界中に数百カ所あ
る154。同社はサイトオーナーにはマップをアップロードするよう勧め、
精度の向上に役立つアプリを提供している155。Googleはまた、人が施
設内を歩いて地図を作成できる、バックパック搭載型のデジタル地図作
成器具を開発している。バックパックには自己位置推定・地図構築
（SLAM：Simultaneous Localization and Mapping）技術が採用され
ている156。

Appleは、Apple Indoor Locationを利用したアプリを開発者が作成
できるソフトウエアツールを同社の中心的なソフトウエア開発キット
（SDK：software developer kit）に同梱している157。Appleも施設オー
ナーに対して屋内マッピングを促進する取り組みを行っており、現在のと
ころ一般市民が入ることができる大規模施設（訪問者数が年100万人以
上158）を対象としている159。

磁気式測位は人が持つスマートフォンの磁気計（コンパス）を使用し、
建物内の金属構造物が引き起こす重力場の変動を計測しようとする方式
である151。この磁気の変動は建物ごとに固有の重力の「足跡」を作る。こ
の足跡を広範なマッピングで記録し、2mの精度で位置を推定できる。

現在のところ、磁気式測位には以下のような複数の課題がある。

 ・広範なマッピングが必要な場合がある。

 ・ユーザーが移動中でなければ機能しない。

 ・その場所の内装を変更した場合は再マッピングが必要になる。店舗内
で金属製の棚をあちこちに動かすと、磁気の特性が変化する可能性が
高い。

スマートフォンのセンサーの利用
スマートフォンに内蔵されている一連の慣性計測装置（IMU：inertial 

measurement unit）センサーを衛星測位と屋内測位のデータと併用
し、ユーザーの位置を判定することもできる152。

GPSやWi-Fiホットスポットなどによって、最後に計測されたユーザー
の位置がスタート地点となる。続いて、スマートフォンユーザーの加速度、
角速度（回転度）、地球の磁場に対する位置関係を使用し、屋内や衛星の
通信範囲外のエリアに入った人の動きや移動経路を判定する153。この手
法ではインフラの追加投資が必要なく、デバイスを改変する必要もない。

この方式の測定精度は、センサーの精度、構造物内部の磁場の変動の
ほか、スマートフォンを持ち運んだ位置や歩長など様々な変数によって決
まる。

IMUはほかの屋内ナビゲーション手法と組み合わせて導入される可
能性が高い。単体で使用した場合、距離が長くなるに従って急激に不正
確になるためである。GPSで特定された位置から10m離れると誤差は
1m未満だが、100m離れると誤差は20m以上になる場合がある。
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要点

精密な屋内ナビゲーションの潜在力は大きく、市場に変革を引き起こす可能性がある。それはほとんどの業界にとって有益であり、政府にも
企業にも消費者にも影響を与えるだろう。ただし、実現には課題があり、短期的には生成する情報の精度に一貫性が見られない可能性が高い。

克服すべき具体的な課題の1つは、入手できるすべてのデータセットを融合することである。精密な屋内ナビゲーションを実現するには、ビー
コンであれWi-Fiであれ、1つの特定のデータセットさえあれば十分だ、ということはまずない。

位置の判定は人間だけでなく物体についても行われる。作業場の工具、工場の床にある部品、醸造所の樽から、飛行機の貨物室にあるスー
ツケースに至るまで、多様な場所で物の場所を特定するためにも、屋内ナビゲーションは使用されると考えられる。

屋内位置情報の精度は、以下の諸要因を含む複数の文脈によって異なるものになる。

 ・受信したすべての位置情報を分析するデバイスの能力。これは使用するスマートフォンの機能に左右される。

 ・位置データを提供するネットワークの密度。密度が高いほど精度も高くなる。

 ・固定された位置（ルーター、基地局、ビーコンなどの情報源）から得られる基礎データベースの質。

民間企業も政府機関も、関連する市場における屋内ナビゲーションの利用状況について実用的な側面から考慮し、精密な位置データが利
用できるとどのような恩恵があるかという点に注意を払うべきである。

モバイルオペレーティングシステムのベンダーは、消費者が次に使用するスマートフォンを選ぶ際に、利用できる屋内ナビゲーションの品質
や、それぞれのエコシステムでどのようなアプリが位置データを利用できるかを考慮に入れる可能性が出てくることを想定すべきである。

緊急通報：発信者がいる位置の精密な情報が必要である。スマートフォンの屋内ナビゲーションはそうしたデータを提供できる可能性がある。
これまでは、従来型の固定回線経由の標準的な通話から位置情報を割り出していたが、固定回線は今や企業向けのVoIPと携帯電話に取って
代わられつつある。米国では、年2億4,000万件の緊急通報があると推定される160。地域によっては緊急通報の通話のうち最大70%が携帯電
話からのものである161。

小売店：買い物客がモール内で店舗を見つけられない、あるいはフロアや通路、人の少ないレジへの案内を必要としている場合は、店にとって
は機会損失になる。米国の小売売上高は月平均約3,000億ドルである162。2014年のヨーロッパにおけるショッピングモールでの支出額は
5,810億ドル（5,250億ユーロ）であった163。屋内で正確にガイドできれば、常勤店員だけでなく臨時店員であっても、売り場でも倉庫でも商品
を素早く見つけられるだろう。位置データを使用して、特定の地域を対象としたマーケティングメッセージを顧客に送ることもできる。倉庫から
商品を取り出す際にはロボットを使うこともできるかもしれない。中期的には、精密な屋内ナビゲーションを利用できることは、ショッピング
モールにおける差別化要因となるだろう。こうした恩恵を考慮すると、ショッピングモールのオーナーは、位置情報の正確性向上のために携帯
電話ネットワークやWi-Fiネットワークやその他のインフラの整備を進めることになるだろう。
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娯楽施設：位置情報を使用すれば観客は案内係に頼るよりも簡単に席につくことができる。また、観客が軽食の屋台までの最短ルートの情報
を得たり、ベンダーが空腹な観客がどこにいるかを認識したり、観客が席についたまま軽食を注文できるようになるだろう。これにより、従業員
の生産性が改善されると考えられる。

旅行：飛行機が空港の搭乗口に遅れて到着することは、航空会社にとってコスト高になるばかりか、乗客にとってもストレスである。世界中の
30以上の空港が、年間2,000万人以上の乗客を扱っている164。アプリによるタクシー配車など既存のサービスは、屋内ナビゲーションを使用
することで精度が上がり、地下のショッピングモールの駐車場やホテルの車寄せでタクシーに乗ることがますます簡単になり、運転手と乗客と
の間での言葉による指示に頼らなくて済むだろう。位置センサーをスーツケースのタグに取り付ければ、屋内ナビゲーションをさらに便利に利
用できるだろう。

ビジネス施設（官民）：出席者が部屋を見つけられなければ会議の開始は遅れる。さらに、自分の居場所をほかの人に知られていれば時間に
遅れないようにする人もいるかもしれない。ホットデスキングシステム（複数人でデスクを共有するシステム）を使用するオフィスでは、従業員が
空いた机を見つけやすくなるだろう。フロアマネージャーは、印刷されたマップに頼るよりも簡単に、交換が必要なプリンタや自動販売機の場
所を把握できるだろう。ロボット掃除機は、自分の位置を正確に認識できれば、もっと簡単にルートを辿ることができるだろう。具体的な分野を
見れば、こうしたメリットはさらに顕在化する。例えば医療現場においては、正確な屋内ナビゲーションがあれば、職員がナビゲーションアプリ
を見るだけで互いを見つけたり、特定の機器を見つけたりできるかもしれない。また、初めて見舞いに訪れた親族が患者を見つけやすくなるだ
ろう。

展示会・コンベンション：出席者や出展者は看板（不十分なものが多く、ない場合も多い）に頼るよりも簡単にブースや会議室への道順を知る
ことができる165。2015年には欧州だけで展示会に出席した人が6,700万人以上いた166。

携帯ゲーム：�ポケモンGO�などゲームの中で位置情報を利用するものがあり、屋内でもプレーできる場合がある。また、こうしたゲームでスポ
ンサーの店舗など特定の場所にプレーヤーを誘導できるようになる。

通信：ソーシャルネットワーク、メッセージング、電子メール、写真、動画は、スマートフォンでの使用頻度が最も多い用途だが、これらの機能に
おいて、屋内位置情報のタグを投稿の中に自動的に埋め込むことができそうである。

中期的には、正確な屋内ナビゲーションは消費者と企業が当たり前に利用する機能になるだろう。当面は、屋内ナビゲーションを実現する
数多くのテクノロジーとデータセットをすべて関連付けるために、さらなる研究が必要となる。実現には大きな努力が必要だが、見返りも大き
いはずである。
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日本のコンサルタントの見解
屋内ナビゲーション

屋内測位システムの現状
スマートフォンの普及によって、Google Mapやストリートビューといっ
た位置情報に、誰もが簡単にアクセスできるようになった。一般生活者が
目的地に向かう際には、もはやスマートフォン１つあれば迷うことはな
い。また、目的地に到着した後も、建物内の地図情報を活用できる環境
が整いつつある。Google Mapにはすでに、駅構内の店舗や一部のスー
パーマーケットの商品棚の配置（生鮮食品の棚、酒類の棚がどこかといっ
た情報）までもが蓄積されている。
その一方で、屋内で自分がどこにいるのかという正確な位置情報と、
位置情報を基にした屋内ナビゲーションについては、屋外におけるGPS
のような確立された測位システムが存在している訳ではない。本章にお
いても、屋内ナビゲーションには確立した単一のシステムはなく、複数の
データセットを組み合わせることが必要と指摘されており、位置情報を
取得するために、Wi-FiからLED照明、磁気式測位など様々な技術を組
み合わせた仕組みが紹介されている。では、これらの仕組みをインフラと
して構築し、サービスとして価値を提供していくためには何が必要であろ
うか。

屋内ナビゲーションにおける考慮点
まず、技術的要件として屋内測位システムがGPSなどの屋外測位シス

テムと大きく異なる点としては、緯度・経度だけでなく高さが必要なこと
が挙げられる。百貨店やショッピングセンター等の複合商業施設では、同
一緯度・経度であってもフロアが多層化しているため、GPS情報だけで
は有益な位置情報を提供することはできない。屋内測位システムの実現
のためにはまず、このような技術的な要求に応える必要がある。
次に設備を提供する側、企業側の視点では、屋内ナビの導入が位置情
報を得る目的に資する必要がある。生活者にとっては、例えば空港や
テーマパーク等の大規模施設において目的地を探すことが屋内ナビの
目的になるが、それを可能にする設備コストを負担する設備側や企業側
にとっては、ナビの利用者の位置情報と行動を基にマネタイズにつなげ
ることが主目的になる。
屋内測位において確立した単一のシステムが現時点において存在し
ない理由は、設計されたマーケティングシナリオ毎に捉えるべきユー
ザー行動が異なり、それぞれに応じた位置情報の取得の仕組みが必要
になるからである。例えば、特定のエリアに対する入場者の属性、及び入
場数などを捉えたいということであれば、Wi-Fiのようにエリアで押さえ
ることで十分である（別途Wi-Fiに接続させるための仕掛けは必要とな
る）。しかしさらに特定の顧客がどの経路を通ってどこにたどり着いたか、
というような付加情報を要する場合には、Wi-Fiだけでは十分ではなく、
高精度のビーコンによる測位が必要となる。その上、顧客が特定の棚の
前に行き、商品に興味を持ったかどうかを確認するためには、LED照明
などを用いて、スマートフォンを取り出して何らかのアクションを起こした
ことを捉える、もしくはカメラで取得した映像を解析し、棚前の顧客の行
動そのもの（商品を取った、戻した）を観察し、評価するような仕組みが必
要となる。
最後に生活者視点では、位置情報を取得されることに対するプライバ

シー上の懸念や、スマートフォンを取り出す等のアクションを起こす、とい
うことに対する面倒さが、位置情報を施設側や企業に提供する上での阻
害要因となる。ここに対する十分な配慮がなされていることも屋内測位
の普及に向けたキーポイントと考える。
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屋内ナビゲーションの実現に向けて何を備えておくべきか
迷っている顧客を純粋に特定の場所まで誘導する、ということであれ
ば、適切な地図情報を提供し、そこに対してビーコンなどの位置情報を
取得する仕掛けを敷設し、適切な導線を提供すればよい。ただし、その
設備敷設に必要なコストが劇的に下がることがない限りは、事業者側が
インフラを整える際のインセンティブを想定しづらい。そのため、前述した
ような何らかのB2B2C視点でのサービス設計に基づいたマーケティング
シナリオを用いて、必要となる位置情報取得に向けた設備投資のための
ビジネスケースを作ることが必要と考えられる。
屋内位置情報をプラットフォームとして提供するためには、各末端のデ

バイスから取得できるデータを統合的に結合・分析できるような仕組み
が必要であり、既にいくつかのソフトウエア・ベンチャー企業（RetailNext
やAbejaなど）が出現しつつある＊46。
また、それらのデータを活用し、マネタイズにつなげたい企業側の視点
に立てば、まず具体的にユーザー（潜在顧客）行動の何を捉えたいのか
を明確にし、その捉えたい行動をユーザーの自然な動きの一部としてシ
ナリオ化することが必要になる。その次の段階では、ユーザーにとって必
要十分な情報とコミュニケーションの手段を具体的に設計し、その設計
に基づいて必要なデータセットを選択し、分析を行うことがポイントにな
る。そのためには徹底して顧客側の視点に立ったUXの設計が必須であ
り、それに加えて、ユーザーに対する適切なプライバシーフレームワーク
の設計と遵守がなされなければならない。
以上が、屋内測位の技術面、提供する側と活用する企業、生活者の視
点のそれぞれで考慮すべき点である。屋内位置情報の取得とナビゲー
ションはユーザー（顧客）の目的が達成されるまでのラストワンマイルを
繋ぐための取組みであると考えられる。そこでは技術先行での考え方で
はなく、利用する顧客、生活者の体験をデザインし、その上で顧客体験を
実現できるプロセスとシステムの在り方を考えることが何よりも重要で
ある。

日本担当者

中村　旭
Nakamura, Akira
デロイト トーマツ コンサルティング
合同会社 
マネジャー

米国系IT企業のコンサルティング
部門を経て、現職。デジタルチャネ
ル、Web技術を活用したプロセス
改革、グローバル展開のプロジェ
クト実績を持つ。エレクトロニクス
業界において、事業戦略策定から
組織改革までの幅広いコンサル
ティング支援を実施

＊46 RetailNext：http://retailnext.net/ja/home-jp/ 
Abeja：https://www.abeja.asia/
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デロイトでは、2017年の米国のテレビ広告収入は2016年と変わらず
横ばいになると予測している。あまりエキサイティングではないと思われ
るだろうが、他のトラディショナルメディアに続いて急激に衰退の一途を
辿ると広く考えられている業界にすれば、「現状維持なら上出来」である。

2016年の米国のテレビ広告収入は、夏のオリンピック、米国の大統領
選、強力なスキャッター・マーケット（広告枠のばら売り）などの効果もあ
り、前年の689億ドルに比べ3.5%増の推定約720億ドル167になった。テ
レビネットワーク各局の経営幹部、広告主、今後の新番組を視聴するプ
レス等が集う年に一度の広告枠販売イベント「アッププロント（先行販
売）」に比べ、スキャッター・マーケットは放送日が近いこともあり高値168

で取引される市場である。そのため2016年の広告費は、年初に予測さ
れた前年比0.9%の微増（2017年の収入は約1%減）169よりもよい結果
になった。

2016年のテレビ広告の推定支出額が予測を上回ったのはなぜだろう
か？また、デロイトが2017年も大幅な減少はないと予測する理由はどこ
にあるのだろうか？

米国のテレビ広告がうまく持ちこたえているのは、ある程度までは広
告販売がより積極的になったおかげである。2016年のアップフロントで
は、大手英語放送ネットワーク局（ABC、CBS、NBCなど）のプライムタイ
ムの広告枠を求め、先行予約が増加した170。
各放送局が要求したCPM（視聴者1,000人あたりの広告単価）の値上
げ幅は、2015年はわずか5%だったのに対し2016年は8.5%～12.5%
となった171。

さらにテレビ広告は近年デジタルへと流出していった広告費の一部を
取り戻してきたようだ。特に消費財や医薬品の広告主は、広告費の一部
を再びテレビ広告に戻しているのではとささやかれている172。ただこれ
が事実だとしても、このような傾向は限定的なものにとどまる。米国の広
告費では、2017年にはいよいよデジタルがテレビをわずかの差で追い抜
くとみられている173。ただ、シェアは縮小傾向にあるかもしれないもの
の、テレビ広告費は未だ実質値ベースで伸び続けている。

2017年のテレビ広告費は大幅な下落ではなく横ばいになるとするデ
ロイトの予測に疑問を感じる人もいるだろう。だが実際には、テレビに追
い風となるような様々な要因があることが指摘できる。

テレビ広告収入の中で、最も大きいのはスポーツ番組である。2014
年、2015年の4大ネットワークの広告収入総額の37%は、スポーツ番組
によるものと推定される174。中でもフットボールの占める割合が高い。
2015年の視聴率トップ10のうち6つがNFL（ナショナル・フットボール・
リーグ）の試合であり、カレッジフットボールも2つがランクインした175。
2016年シーズンでは、最初の数カ月間はプライムタイムの試合の視聴
率が2桁台の下落になったものの176、これはいくつかの試合が大統領候
補テレビ討論会と重なったためであり、NFLの視聴率の低迷がずっと続く
とは思えない。大統領選挙直後の試合の視聴率は、前年比わずか2%の
落ち込みに過ぎなかった177。フットボールの視聴率は低迷したが、レギュ
ラーシーズンの野球の視聴率は1%増となった178。ワールドシリーズ第７
戦の視聴者は4千万人を超え、放送局は30秒あたり50万ドルの広告収
入を得た179。2016年のNBA（アメリカプロバスケットボールリーグ）ファ
イナルの視聴率も好調で、2016-17シーズンについても速報値ではプラ
スを示している180。

概してテレビ視聴は手堅い
2017年も従来型のテレビ広告が、今の広告収入の大半もしくは総額

を維持できるであろうとの予測には他にも根拠がある。従来型のリニア
視聴（リアルタイム視聴）やタイムシフト視聴（時間をずらしての視聴）の
時間はほとんど減っていない。

 ・2016年における18歳以上の米国人の平均テレビ視聴時間（分）は、前
年比で1日あたり1分減だった。これは割合でいうと、1%を下回る減少
にとどまる181。

 ・コード・カッティング（世帯がケーブルテレビ、衛星放送事業者、通信事
業者らとの有料放送契約をやめること）の動きもごくわずかである。米
国の有料放送の加入世帯数は2016年に175万世帯減少したが182、こ
れは全体からみるとわずか2%未満の減少に過ぎない。一方、アンテナ
直接受信での放送視聴数は100万世帯近く増えたため183、テレビ視聴
世帯数の実質的な減少は80万世帯程度にとどまった。

ライブ視聴が主流のため、テレビ広告飛ばしはどちらかといえば限定的
かつては、広告飛ばしを可能とするDVR（デジタルビデオレコーダー）

やPVR（パーソナルビデオレコーダー）といった技術の台頭がテレビ広告
の効果を奪ってしまうという懸念が広がっていた。ところが実際は、有料
放送加入世帯の3分の2がDVRを所有しているにも関わらず、タイムシフ
ト視聴は少数にとどまっている184。2016年上半期には、平均的な米国
成人による1日あたりのタイムシフト視聴時間は30分ほどだったのに対
し、リニア視聴は4時間30分であった185。タイムシフト視聴時間はほとん
ど変化していない。2014年の上半期は1日あたり29分であったので、2
年間で平均1分の微増である186。

テレビ広告：媒体としての価値は継続
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こうした米国における傾向の多くは欧州でも同様に見られる。2016
年の数値はまだ発表されていないが、2015年時点では欧州12か国の1
日あたりのテレビ視聴（リニア視聴およびタイムシフト視聴）時間は前年
比3分の微減で、タイムシフト番組の平均視聴時間は1日あたり10分未
満であった190。

こうした状況のもと、テレビ広告主を安心させてくれるのが若年層とは
対極にいる人々だ。65歳以上の高齢者は4,780万人で米国人口の15%
を占めている191。高齢者のテレビ視聴時間は増加しており、2014年以
降、毎年1%を超える伸びをみせている192。

2016年の上半期は、65歳以上の平均的な米国人によるリニア視聴お
よびタイムシフト視聴時間は1日当たり6時間57分で、前年同期比で5分
増であった193。人口全体のうち最も急速に増加しているのが65歳以上の
年齢層であり、2050年までには人口に占める割合が20%を超えると予
測されている194。若者のテレビ離れが進む中、高齢になるほど視聴時間
は増えている。

このような人口構造の変化が影響し、2017年および2018年の米国全
体の1日あたりの平均視聴時間は増加し、その後もおそらく伸びていくも
のと考えられる。

若者のテレビ離れと、高齢者のテレビ視聴増
18～24歳の若年層のテレビ離れが進んでいるが、広告主にとってはこ

うした若年層が重要な集団であることも事実である。一方で、米国人の
全てが若者ではない。高齢化は進んでおり、高齢になるほど少しずつテ
レビの視聴時間も増えていく187。

若者のテレビ離れは顕著であり、その速度は鈍化しているようであって
も、成人全体に比べれば早い。2016年に、米国の18～24歳の若年層に
よるリニア視聴およびタイムシフト視聴時間は前年比で8%減少したが、
2015年は前年比14%減だったことに比べれば、減少率は鈍化してきて
いる188（図5参照）。こうした若者層のテレビ視聴傾向については英国で
も同様の動きがみられる。2014年上半期には16～24歳の若者層のテ
レビ視聴時間は前年比12%減であったものの、2015年後半までに減少
ペースは4%程度になった189。

図５：米国における18～24歳のテレビ視聴時間: 2010年～2016年

出典：英国交通研究所（OTSおよびCCISデータセットから抜粋）、英国運輸省、2010年
出典の詳細は巻末の脚注を参照。
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ストリーミング動画は依然としてニッチ向けで、テレビのような大衆受け
の訴求力はない
広告の中でも、特にブランド構築や新商品リリースといった特定のカテ

ゴリにおいてはオンライン動画よりも従来型のテレビ広告の方がやはり
優れている。PCやスマートフォンでストリーミング動画を視聴するユー
ザーは比較的限られている。スマートフォンでのストリーミング動画を視
聴する人の83%、PCで視聴する人の87%はテレビ利用者全体のわずか
5分の1の層にすぎず195、動画視聴者はテレビ視聴者の一部にすぎない
ことが分かる。一方、従来型のテレビの利用分布はもっと均等で偏りも少
なく、テレビ利用者の上位20%が合計利用時間の52%を占めているにす
ぎない（図6）196。ストリーミング動画やスマートフォンでの動画視聴は少
数のユーザーに偏っているが、これは特定のニーズを持つ顧客層に狙い
を定めて比較的ニッチな商品を販売する広告主にとってはメリットにな
るかもしれない。
テレビのような幅広い視聴者を持つ媒体は、消費財や医薬品等幅広い
層の人々に向けた商品を販売する広告主にはメリットがあるだろう。まさ
にこうした業種の広告主たちが、広告費の支出先をデジタルからテレビ
へと戻そうとしているのかもしれない。

2016年の世界のテレビ広告市場の推定額は2,250億ドルを超え197、
2017年は2,300億ドル前後になると予測されている。多くの新興国市場
に比べると米国市場の成長率はさらに緩やかだ。英国のテレビ広告市場
は、2017年はBrexit（英国のEU離脱問題）という逆風の中にあっても
1%増と予測されている198。フランスも同様に1%増199、そして世界全体
では2.3%増と予測されている200。

もちろん、テレビ業界は広告収入だけがすべてではない。有料放送の
加入料も市場規模に含まれる。2017年の加入料収入は広告よりも明る
い見通しだ。有料放送のコード・カッティングやコード・シェービング（チャ
ンネル数の少ない安価なパッケージに切り替えること）といった動きも見
られるが、米国の有料テレビ業界では2016年にケーブルテレビ加入者
の月平均支払額が4%増加した201。デロイトでは2017年も多かれ少な
かれこの月額レベルが続くものと予測している。

仮に有料放送の加入者数が1～2%減少したとしても、収入自体は2%
増となる見込みであり、広告収入および加入料収入を組み合わせれば、
米国テレビ業界は全体として2017年も成長すると考えられる。

要点

米国テレビ放送市場の終わりがささやかれ始めたのは、はるか
昔1973年202のことであった。あれから40年が過ぎても、同じこと
が繰り返し言われ続けている203。

このような声を裏付けるデータはない。従来からのテレビ広告
の成長にかつてほどの勢いはなく、そのシェアはデジタルに奪われ
つつあるものの、今でも重要な広告媒体であることに変わりはな
い。米国成人の従来型のテレビ視聴時間は年間実質1,800時間を
超えている204。

テレビ広告市場がOTT（オーバー・ザ・トップ：通信事業者以外
の事業者が、インターネットを介してコンテンツやサービスを提供
すること）テレビサービスといった新しいサービスの登場と相まっ
て安定したことで、コンテンツ制作は記録的な水準を達成すること
ができた。テレビ番組（台本のあるドラマ等）は2009年当時には
210本だったのに対し、2017年には倍以上の500本を超えると予
想されている205。

2016年の放送業界におけるコンテンツ支出（制作・調達額）は
200億ドルを超えるだろう206。そして2017年はさらに拡大するであ
ろうとも予測される。デロイトがコンテンツ配信会社の2016年度
第3四半期の報告書や業績発表を分析したところ、大手配信会社
はオリジナル番組制作へさらに力を入れる意欲を示していたから
だ207。今こそまさにテレビ番組の黄金時代がおとずれたといえよう。

広告主はテレビ広告への予算配分をなくすことを想定する必要
はない。むしろどの商品をテレビで、どの商品をデジタルで宣伝す
るかを検討したほうがよい。現代のオムニチャネルの世界では「す
べてを総取り」してくれる単一の広告媒体をさがすのではなく、
様々な広告チャネルをうまく組み合わせて宣伝を行う必要がある。

図6： テレビ視聴時間上位20%の人が、他のメディア消費において占める
時間割合

出典：Nielsen「Total Audience Reports」2016年第1四半期版
出典の詳細は巻末の脚注を参照
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デジタル広告はテレビ広告を追い抜くか？
デロイトでは、2017年の米国のテレビ広告収入は2016年と同じ水準
を維持し、2017年以降も平均テレビ視聴時間はおそらく増加することを
予測している。テレビの広告収入の水準は維持されるものの、米国にお
いては、2017年はデジタルメディアに投入される広告費がテレビ広告費
を上回る最初の年になると予測されている。
一方、日本における広告費の動向をみると、テレビメディア広告費は、

2016年時点では前年（2015年）比101.6％と緩やかに増加しているも
のの、長期的に見ると減少傾向にある。これに対し、デジタル（インター
ネット）広告費は前年比113.0％（媒体費・広告制作費含む）と高い成長
率を維持しており、米国と同様にテレビ広告費との差を縮めている＊47。
このデジタル広告の成長率が維持されると仮定すると、テレビメディア広
告費とデジタル広告費の割合は、日本でも米国に数年遅れて逆転する可
能性があると考えられる。

視聴行動はデジタルへシフトするか？
広告費同様、視聴者の行動もデジタルにシフトしていくと言えるだろう

か。日本のメディア視聴行動について見ると、米国同様に、若年層のテレ
ビ視聴行動率は低く、高齢層になるほどテレビ視聴時間が伸びる傾向が
存在する。総務省が行った2015年の調査報告によると、日本国内の平
均テレビ視聴時間（括弧内は録画視聴時間）は平日では174.3分（18.6
分）、休日では231.2分（33.9分）となっている。しかしながら、世代ごとの
行為者率・平均利用時間をみると、10代から30代においては、平日・休
日ともにインターネット利用がテレビ視聴を上回っており、テレビ視聴の
行為者率は、10代・20代では80%を割る結果となっている。50代・60代
においては、テレビ視聴の行為者率が90%以上かつ、行為者平均利用時
間は平日・休日ともに200分超であり、50代以上の層の視聴行動が全
体の平均テレビ視聴時間を引き伸ばす要因となっている＊48。

日本のコンサルタントの見解
テレビ広告

＊47 株式会社電通,「2016年 日本の広告費」: http://www.dentsu.co.jp/knowledge/ad_cost/
＊48 総務省情報通信政策研究所,「平成27年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」, http://www.soumu.go.jp/iicp/chousakenkyu/data/research/survey/

telecom/2016/02_160825mediariyou_houkokusho.pdf

テレビ視聴・インターネット 行為者率・行為者平均時間（平日）

注1：テレビ（リアルタイム）とはワンセグやPC等のあらゆる機器を通じたリアルタイムのテレビ視聴が対象

出典：総務省情報通信政策研究所「平成27年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」
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テレビ番組の視聴方法も多様化している。大容量のDVR（デジタルビ
デオレコーダー）の普及によって録画（タイムシフト）視聴は以前にも増し
て手軽になっており、リニア視聴・タイムシフト視聴を合わせたテレビ視
聴行動のうち、10%前後がタイムシフト視聴になっている。このような視
聴行動の変化に応じ、米国のニールセン社による視聴率調査において、
Live／Live+SD／C3等の指標が存在する。Liveはリニア視聴、SDは同
日中のタイムシフト視聴を意味する。米国のテレビ広告枠の取引では、放
送3日（75時間）以内のテレビ広告の視聴率を示すC3が用いられている
と言われており、視聴者の行動の変化に合わせて、広告取引に用いられ
る指標も変化している。日本においても、視聴率調査の方法が変化しつ
つあり、ビデオリサーチ社による視聴率調査ではタイムシフト視聴率や総
合視聴率＊49の調査結果が公表されるようになった。今後、総合視聴率な
どの新たな指標が、国内においてどのように使われていくのかが重要な
論点と考えられる。
また、NHKや民放各局は、オンデマンドサービス・キャッチアップサー
ビスも展開している。放送局が提供するオンデマンドサービスは、NHKオ
ンデマンド・日テレオンデマンドなどがあり、過去放送した一部の番組に
ついて、月額定額や番組単品購入での視聴が可能となっている。キャッチ
アップサービスについては、事業者による期間の長短があり、NHKは有償
（月額定額もしくは番組単品購入）で、民放各局は無償でサービスを提供
している。たとえば、フジテレビが提供しているプラスセブンや、TBSが提
供しているTBSFREE、前述のフジテレビやTBSも含めた民放キー局によ
る “TVer”は、番組放送後1週間程度無償で見逃し視聴が可能なキャッチ
アップサービスである。無償提供であるTVerでは、番組の視聴途中（再
生開始時・再生中・再生終了時）に、広告が再生され、この広告は早送り
等の操作が禁止されているため、見逃し番組の視聴を続けるために必然
的に広告を視聴することになる。放送局ごとに有償もしくは、広告付配
信による無償提供の違いはあるが、テレビ番組のインターネットでの視
聴可能な環境は整備されつつある。

視聴者の目や耳を取り合っているのは、テレビ番組だけではない。日
本でのサービス開始時に黒船襲来と謂われたNetflixやECサイトでの
サービスとともに提供されるAmazon プライムなどの定額制のオンデマ
ンドサービス（SVOD）や、テレビ朝日とサイバーエージェントが協業して
無償で提供しているインターネットテレビ局�AbemaTV�などのサービス
が、インターネット経由でテレビ端末やパソコンだけでなくスマートフォン
などの移動端末でも利用可能になっている。放送が実現してきた「あまね
く日本全国において受信できる」の定義は、視聴者側の実感として据置
型のテレビから手元にまで広がりつつある。このような視聴行動の変化
に応じた将来的な取り組みとして、ネット同時再送信の実施について総
務省でも議論が重ねられている＊50。ただし、その実現の方法や、地方民
放局に与えうる影響については、より深い議論が必要と考えられる。
前述の総務省の調査において、10代・20代のテレビとインターネット

の行為者平均時間は拮抗しており、デジタルネイティブである若年層の
視聴者は、自然な選択肢としてインターネットを活用していると考えられ
る。彼らが30代・40代となる頃には、インターネットメディアがテレビと
同等の立ち位置になるような市場の変容もひとつのシナリオとして存在
しうるだろう。市場環境は未成熟であるが、放送事業者にとっては厳しい
状況に置かれている中で、どのように対応していくか重要な局面である。

テレビ広告が優位なのはどこか？
日本においても、テレビ広告は依然としてブランド構築や新商品の認
知向上の場面では、米国同様に一定の役割を果たしていると考えられ
る。前述の通り、若年層のテレビ視聴行為者率は40代以上と比較すると
低いものの70%超の水準を継続しており、テレビは今日においても老若
男女の幅広い層へリーチすることが可能なツールとしての機能を維持し
ていると推測される。2016年の地上波テレビにおける業種別広告費は、
情報・通信（オンラインゲーム、オンラインショップ等を含む）、化粧品・ト
イレタリー、次いで食品、飲料・嗜好品事業者が上位となっている＊51。化
粧品・トイレタリー・食品・飲料のような日用品については、継続的な認
知度の向上、接触率を高めるためにテレビCMが多く打たれている。

＊49 リニア視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標（ビデオリサーチ社の定義による）
＊50 総務省が、放送に関する諸課題について、中長期的な展望も視野に入れつつ検討することを目的として開催している「放送を巡る諸課題に関する検討会」内で議論されている
＊51 株式会社電通, 「2016年 日本の広告費」: http://www.dentsu.co.jp/knowledge/ad_cost/



Technology, Media and Telecommunications Predictions | 2017 日本版

44

デジタル広告は、よりターゲットを絞ったプロモーションに有効である。
米国の例では、特定のニーズを持つ顧客層のみに狙いを定めてニッチな
商品を販売することを例示としていたが、日本におけるその他の例として
ハイブランドのデジタル広告活用が挙げられるだろう。ハイブランドの
ファッション・化粧品等は、これまで雑誌広告に多くの広告費を投入して
きた。その場合、光沢紙や香りがついたものなど、広告が掲載される紙に
もこだわり、ターゲットと近い読者層を持つ雑誌へ広告が出稿されてい
る。それに加えて近年では、インターネットでのストリーミング動画を用い
た広告も活用されている。テレビ広告と比較した場合のデジタル広告の
特徴として、同じ動画であっても一つの動画に対する時間の制約が緩や
かであることや、利用者が目にする前後の文脈との乖離を少なくするこ
とが可能と考えられる。さらに利用者の特性に応じた広告を出すことで、
ターゲットとする層に効率的にリーチすることが可能になり、ハイブラン
ドの持つストーリーをより的確にターゲット層に伝えることができる。また
インターネットの活用をけん引する若年層へリーチするためにも、イン
ターネット広告の活用が考えられる。若年層の視聴習慣がそのまま継続
されていくと仮定すると、デジタル広告は、将来的に、より広くリーチが可
能な場となっていくのではないだろうか。
今後、テレビ広告は米国の事例と同様に、より広い層の視聴者にプロ

モーションをかけ、認知度を高めたいナショナルブランド＊52等にとって継
続して有効な手段として活用される一方で、ターゲティングの精度を高
めたい事業者はインターネット広告へ移行するというように、広告媒体と
してのメディアの使い分けがさらに進んでいくと考えられる。広告主は、
テレビ広告・デジタル広告の特性を理解し、商品・サービスと相性の良い、
より効果的な組み合わせを選んでいくことが重要であろう。

清水　武
Shimizu, Takeshi
デロイト トーマツ コンサルティング
合同会社 
シニアマネジャー

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

日本担当者

益山　咲子
Masuyama, Sakiko
デロイト トーマツ コンサルティング
合同会社 
シニアコンサルタント

日系総合電機メーカーを経て、
現職。製造業・メディア事業に対する
新規事業検討・立案、業務標準化
など幅広いプロジェクトに参画

＊52 全国規模で展開するブランド

日本の広告費

出所：株式会社電通「日本の広告費」各年版: http://www.dentsu.co.jp/knowledge/
ad_cost/
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デロイトでは2017年のタブレット端末（タブレット）の売上台数は1億
6,500万台に届かないと予測している。これは前年度の1億8,200万台
に比べ約10%減である。急激な落ち込みではないものの、タブレットは
2013年から2015年にかけては毎年出荷台数が2億台を上回っていたカ
テゴリーである。今回の予測は、2010年に一つのカテゴリーとして確立
されたばかりであるにも関わらず、タブレット需要のピークがもはや過ぎ
去ってしまったことを物語っている（図７）208。

タブレットの売上が伸び悩んでいる理由は多岐にわたる。タブレットの
登場以降、スマートフォンはより大きく、ノートPCはより軽くなった。10歳
未満の子供たちはタブレットを頻繁に利用するが、ティーンエイジャーに
なればそれほどでもなくなる209。もっと重要なのは、どうしてもタブレット
でなければならないという使用シーンがないことだ。さまざまなオンライ
ンアクティビティにおいてタブレットファンはいるものの、どのアクティビ
ティにおいてもタブレットが真っ先に選ばれることはない。

さらにデロイトでは、直近の出荷台数の水準をみるかぎり、タブレット
の所有世帯数は他の家電製品に比べはるかに低い水準で頭打ちになり
つつあることを予測している。2015年に実施した調査では、米国では14
歳以上の74～84%がスマートフォン、ノートPCまたはフラットパネルテレ
ビを利用していたが210、タブレット利用者は56%にとどまった。これは
ゲーム機やデジタルビデオレコーダーとほぼ同等の水準であり、前年比
で2%の微増にすぎない。他の普及が進んだデバイスに比べると伸長の
余地があったにも関わらず、である。

さらに米国人の過半数にタブレットの利用経験があるにも関わらず、
お気に入りデバイスとしてはなかなか上位に入らない。前述の調査にお
ける「大切なデバイスを3つ挙げよ」という設問では、タブレットは29%で
2012年～2014年の調査時よりも下落した。これはスマートフォン
（76%）、ノートPC（69%）、そしてなんとデスクトップPC（57%）と比較し
ても半分くらいか、または半分にすら満たない数値である211。

15ヶ国の先進国市場を対象としたデロイトの調査結果も似たような
様相を呈した。サイズに関わらずタブレット利用者は55%で、スマートフォ
ンは80%、コンピュータ（デスクトップPCまたはノートPC）は94%であった
（図8）。回答者のうち12カ月以内に新しいスマートフォンを購入したいと
答えたのは28%、コンピュータ（デスクトップPCまたはノートPC）の場合
は25%であった一方、タブレットに関してはわずか16%であった。

タブレット：もうピークを迎えたか？

図7：グローバル　タブレット出荷台数（単位：100万台）

出典：IDC「Worldwide quarterly tablet tracker」
出典の詳細は巻末の脚注を参照。
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2016年の英国のデータを見ると、タブレットユーザーについて若年層
と高齢者に興味深い傾向がみられる。英国の幼い子供たちにはタブレッ
トが人気だが、年齢が増すにつれその傾向は薄れてくる。「ないと一番困
るデバイスは？」という質問に5～11歳の子どもたちの20%以上がタブ
レットと回答した。しかし12～15歳では13%に、さらに14～15歳ではわ
ずか8%まで減少した213。（注目すべきは、調査対象となった年齢層の中で
「ないと一番困る」のがタブレットとなったグループは一つもなかったこと
である。）5～10歳の子どもたちにとって「ないと困るデバイス」の一位は
テレビであり、その次が携帯電話やスマートフォンであった。

他方、英国の高齢者層はどうかというと、タブレットは思ったよりも人
気がない。2016年に発表された英国の調査によれば、2015年3月時点
では55歳以上の30%がタブレットやスマートフォンの両方またはいずれ
かの利用者であった。2016年3月までにタブレットの利用者は45%まで
伸びたが、一方でその間にスマートフォンは55%とほぼ倍増した214。

その他の競争要因
デタッチャブルタブレット（ノートPCとタブレットのハイブリッド型デバイ

ス）は成長しているが、市場全体に影響を与えるほどの勢いはない。
2016年9月時点で、デタッチャブルの売上台数はタブレットの総売上台
数の約14%、2,500万台にすぎなかった215、216。

携帯電話の大画面化とノートPCの軽量化に伴い、タブレットはいくぶ
ん苦しい状況に追い込まれつつある。タブレットが華々しく市場に登場し
た2010年当時、平均的なスマートフォンの画面サイズは3.5インチに届
かなかった。これが2014年後半には40%拡大し5インチとなった217。ま
た2010年の標準的なノートPCは重さが6ポンド（約2.7kg）前後であった
が218、2016年には同様のモデルが20%程度軽量化し、約5ポンド（約
2.3kg）となった219。

さらに、タブレット自体の機器の寿命が延びてきており、3年以上使い
続けているユーザーもたくさんいる。2016年に実施したデロイトのモバ
イル利用動向調査によれば、15か国の先進国市場に存在するタブレット
のうち、2015年と2016年に購入されたものはわずか37%であった。半
数以上は2015年より前のモデルであり、4分の1以上はすでに3年以上
経過したものだった220。

買い替えサイクルが鈍化している要因は様々のようだ。タブレットは1
日にそれほど長時間使用されるわけではないため、損耗もその分少なく
なる。スマートフォンのようにひっきりなしに使用されることもないため、
落下、傷、紛失などもそれほどないようだ。スマートフォンは個人所有が
一般的だが、タブレットは特定の人の間での共有、または家族全員で使
用するデバイスとして使用される傾向がある。また、スマートフォンの契
約モデルは機種代金がデータや音声プランの一部に含まれている。こう
したモデルからはシフトしつつあるものの、未だ新しいスマートフォンに
は機種代金が補助される一方、タブレットはそうではないのが一般的だ。
さらにタブレットにはカメラ機能がついているものの、その使用頻度はス
マートフォンには到底及ばない。端末を新しいものに買い替える際に、
SNS等でより高品質の写真をシェアするために、カメラの機能を高度化
したいという点が動機になる人は多いはずだ。

男女別、年齢層別での分析
男女別、年齢層別に見てもこの状況は変わりそうにない。
14～32歳の米国人でタブレットを三大デバイスの一つと答えたのは

29%以下で、タブレットに対する価値観は人口全体で見た場合と同様
だ。携帯端末のソーシャルメディア利用状況に目を向けてみると、14～
32歳の米国人のうちの67%以上がスマートフォンで毎日ないしは毎週
ソーシャルメディアアプリを利用しているのに対し、タブレットでの利用は
45%未満にすぎない。実際、19～25歳でソーシャルメディアアプリの利
用にはスマートフォンよりもタブレットの方がよいと答えた人は36%だっ
たのに対し、スマートフォンがいいと答えた人は倍の72%であった212。米
国人は14種類のアプリケーションのうち、タブレットとスマートフォンが同
程度であったストリーミング動画を除き、すべてタブレットよりもスマート
フォンを利用する方がよいと答えている。

図8： 先進国市場におけるスマートフォン、タブレットの利用状況および 
購入意向

質問： 以下のうち所有または利用しているデバイスと、今後12カ月以内
に購入する可能性のあるデバイスはどれですか？

注：本調査はオンラインによるアンケート調査であり、スマートフォンからの回答も可能だ
が、アンケートの長さゆえスマートフォン経由の回答者は少ないと推測される。このためデ
バイスの利用者数はPCまたはタブレットに有利なバイアス（偏り）がある可能性がある。
調査母数：全回答者数（29,406人）：オーストラリア（2,006人）、ベルギー（2,000人）、 
カナダ（2,010人）、フィンランド（1,000人）、フランス（2,003人）、ドイツ（2,006人）、 
アイルランド（1,002人）、イタリア（2,000人）、日本（2,000人）、ルクセンブルク 
（1,000人）、オランダ（3,000人）、ノルウェー（1,009人）、スウェーデン（2,007人）、 
英国（4,003人）、米国（2,000人）

出典：デロイト「世界モバイル利用動向調査」先進国対象、2016年5月～7月
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図9：アクティビティ別　使用したいデバイス

質問： 以下のアクティビティではどのデバイスを使用したいですか？アクティビティごとに該当する
ものがあればお選びください。

合計 男性 女性 18～24歳 25～34歳 35～44歳 45～54歳 55歳以上

テレビのライブ視聴

見逃し配信サービスを利用したテレビ番組視聴

映画やテレビドラマのストリーミング

ショートビデオ視聴

ビデオ通話

オンライン検索

ショッピングサイトの閲覧

オンラインショッピング

銀行口座残高照会

ニュース閲覧

SNSのチェック

ゲーム

動画撮影

写真撮影

インターネット電話

  テレビ（22/120）18.3%      ノートPC（55/120）45.8%      携帯電話（41/120）34.2%      デスクトップPC（2/120）1.6%      タブレット（0/120）0.0% 

＊1位と2位でほとんど差のなかった項目
＊ビデオ通話（25～34歳）：ノートPCが1,064、スマートフォンが1,018（差＝4.5%）
＊ビデオ通話（35～44歳）：ノートPCが1,185、スマートフォンが1,165（差＝1.7%）
＊SNSのチェック（45～54歳）：ノートPCが1,379、スマートフォンが1,333（差＝3.5%）
＊銀行口座残高照会（35～54歳）：スマートフォンが1,791、ノートPCが1,173（差＝4.6%）
＊銀行口座残高照会（55歳以上）：デスクトップPCが2,892、ノートPCが2,829（差＝2.2%）
＊ゲーム（55歳以上）：ノートPCが1,291、デスクトップPCが1,270（差＝0.7%）

注：本分析では上記の各デバイスを利用できる回答者のみを対象にしている。
調査母数：全回答者数（29,406人）：オーストラリア（2,006人）、ベルギー（2,000人）、カナダ（2,010人）、フィンランド（1,000人）、フランス（2,003人）、ドイツ（2,006人）、アイルランド
（1,002人）、イタリア（2,000人）、日本（2,000人）、ルクセンブルク（1,000人）、オランダ（3,000人）、ノルウェー（1,009人）、スウェーデン（2,007人）、英国（4,003人）、米国（2,000人）

出典：デロイト「世界モバイル利用動向調査」先進国対象、2016年5月～7月
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だからといってタブレットを使用したい人が全くいないわけではない。
同調査によると、ゲーム時に使用したいデバイスとしては、（上位から順
に）携帯電話、ノートPC、デスクトップPCに次いでタブレットが4位であっ
た。しかしこのデータは重要な点を曖昧にしてしまっている。4位だったと
はいえ、それでも6人に一人はタブレットを最も優先する人がいるわけ
で、これは回答者全体の17%にあたる。
また、回答者全体では携帯電話が最も優先されるデバイスであった
が、55歳以上に限定するとタブレットを一番に選ぶ人は24%もおり、わ
ずか14%であった携帯電話をはるかに超えていた。とはいえ、ノートPC
やデスクトップPCにはやはりかなわない。
タブレットが比較的人気だという国もある。カナダでは、女性全体およ
び45～54歳と55歳以上の男女の間ではゲーム用デバイスとして二番目
に多かったのがタブレットであった。

もう一つ興味深い傾向がある。タブレットの販売台数が次第に減って
いるだけでなく、携帯電話ネットワークへの接続数がさらに急激に減って
いることである。報告書によると、販売されたタブレットの80%は従来か
らWi-Fiのみのモデルであり、セルラーモデルのタブレットでもネットワー
クに接続しているのは全体のわずか半分とのことである221。つまりネット
ワークに接続しているタブレットは全体のわずか10%ということになる。
米国の４大通信キャリアに接続しているタブレット数は2015年第3四半
期の約180万台から翌年には約70%減り、50万台強になった222。

ノートPC、スマートフォン、テレビ、さらにはデスクトップPCと 
比較しても・・・タブレットの方が好きという人はごく少数派
しかしおそらくタブレットの一番の問題は、どの用途でも、またどの男
女年齢層においても、真っ先に使いたいとされるデバイスではほぼない
という点だ。ここで使用している「2016年世界モバイル利用動向調査」の
データは、デロイトが実施した調査結果のうち、先進国の3万人弱から得
られた回答をベースとしたものである。15種類のデジタルおよびメディ
アの利用動向について、それぞれどのデバイスを優先的に使用したいか
という質問では、図9に示すとおりすべての層（男女、年齢層）およびアク
ティビティで、第一希望として最も多かったのがノートPCまたはデスク
トップPCで、図中に示した要素全体のそれぞれ半分弱を占めた。次いで
多いのがスマートフォンで、真っ先に選ぶデバイスとしては全体の3分の1
を占めた。動画利用では大画面のおかげでテレビが最も多く6分の1を超
えた。
ここで注目すべき需要な点は、どのアクティビィでも、どの男女年齢層
でもタブレットは1番のデバイスではなかったということである。

要点

オリンピックでは4位に入賞した選手にはメッキのメダルさえもな
い。国によって数は違えども、他よりもはるかに抜きんでている三大コ
ンシューマデバイスがある。すなわちテレビ、スマートフォン、PCだ。

英国を例にとってみると、世帯のテレビ所有率は95%であり223、
2016年は成人の1日あたりの平均視聴時間が3時間8分と見積もられ
ている224。さらに調査回答者の95%がデスクトップPCまたはラップトッ
プPCの利用者であり225、2016年に18歳以上が1日にPCを使用する時
間は2時間18分との予測が出ている226。スマートフォンの利用者は約
81%で227、2016年の通話以外の利用時間は1日あたり1時間46分と
みられている228。一方タブレット利用者はわずか63%で、1日あたりの
使用時間は49分と比較的控え目な数値が予測されている229、230（図10
のデバイス所有率および1日の使用時間を示す散布図を参照231）。
他の先進国のデータでも、タブレットと三大コンシューマデバイスの
普及率と利用状況を比較した場合、同様の結果を示している。それら
が示す傾向は、タブレットが三大デバイスの普及レベルには届かない
というだけでなく、今後三大デバイスの仲間入りをする可能性も低そ
うだということを物語っている。

図10：デバイスの所有率と使用時間の比較（英国、2016年）
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出典：デロイトUK「世界モバイル利用動向調査」、視聴率調査機構（BARB）、eMarketer
出典の詳細は巻末の脚注を参照。
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日本のコンサルタントの見解
タブレット

デロイトが示すタブレット市場の現状
本章では「タブレットの市場はピークに達したのか」というテーマで、デ

ロイトによる市場予測データを紹介している。それによると、2016年に1
億8200万台のタブレット端末が販売されたのに対して、2017年の販売
予測は1億6500万台に留まっており、急速な落ち込みではないものの、
前年比で約10％減と予測されている。
タブレット低迷の理由の一つとしては、スマートフォンやPCといった他
デバイスと比較して、デバイスとしての立ち位置や提供価値が曖昧であ
り、画面の大きさや機能面でも他のデバイスとの差がなくなりつつあるこ
とが挙げられている。米国のデータでは、ユーザーにとって大切な三大デ
バイスとして挙げられた割合は、スマートフォン（76%）、ノートPC
（69%）、デスクトップPC（57％）が多く、タブレットは29%で他を下回って
いる。一方で、9歳以下の子どもなど特定のセグメントではタブレットの
購入・利用が続いており、デバイスとしてのニーズは無視できない一面も
残されている。

グローバルでのトレンドと日本市場との比較
データから見る限り、グローバルのマクロトレンドとしては、タブレット
は製品ライフサイクルにおいて、一定のピークを迎え、成熟期に到達した
と捉えることができる。しかしながら一方で、グローバルと日本市場のト
レンドを比較すると、日本においてはグローバルとは全く異なった市場性
が見て取れる。
デロイトは、「世界モバイル利用動向調査」（Global Mobile Consumer 

Survey, 以下MCS）と題して、日本を含めたグローバルでの調査を毎年
実施している。2016年は、PCによるオンラインアンケートを通じて、世界
31ヶ国、計53,000人を対象に調査を実施した。レポートではデバイス所
有、携帯電話の入手、携帯電話事業者、携帯電話を利用したコミュニケー
ション、携帯電話の利用習慣、モバイルペイメントについて分析している
が、その中で一部タブレットについても扱っている。当調査結果をもとに、
日本市場とグローバル市場の違いについて見ていくことにしたい＊53。

① 日本におけるデバイスの購入意向/所有率
2016年の調査結果では、日本は他国と比較してタブレットだけでなく

そもそも全体的にデバイスの所有率が低いという状況になっている。他
の先進国では７割を超えているスマートフォンの所有率は、日本は全体
平均で51%にとどまっている。電子書籍リーダーについては、イギリスや
ドイツのように所有率が20％を超えている国がある一方で、日本はわず
か4％との結果になった。タブレットの所有率は、欧米・アジア各国では
およそ30％前後の中、日本の所有率は大型タブレットが10％、小型タブ
レットが15％に留まっている。
日本のデバイス市場については、他の統計においても同様の結果が提
示されている。国内タブレット端末出荷台数の調査では、2016年の総出
荷台数が前年比9.8％減の851万台となり、2010年の出荷統計開始以
来、初の前年割れとなっている＊54。関連する別の統計においては、グロー
バルでおおよそ2.7億台／年のタブレット出荷台数（2017年予測値）の
内、日本向けが占める台数は850万台で、世界市場の約3%に留まって
いる＊55。
また、日本は他国と比較すると新しいデバイスへの反応感度が非常に
鈍い。MCSにおける「新しいデバイスに対してどのような行動を取るか」
という問いに対して、他の先進国では「すぐ最新のデバイスを購入する」と
回答した比率が4～15％だが、日本はわずか１％に留まる。「非常に気
に入った場合、最新のデバイスを購入する」という回答も、他国ではおよ
そ30％～50％である一方で、日本では13%である。このようなデータか
らはそもそも日本においては、まだデバイスの市場が十分に形成されて
いないことが示唆される。

② 日本のユーザーの行動特性
2016年のMCSの結果では、日本市場のもう一つの特性として、消極的
な消費者像が挙げられている。携帯電話事業者はタブレットを含めたデ
バイス購入者・利用者のため、様々なサービス（コンテンツ、決済、セキュ
リティ等）を提供している。携帯電話利用者に対して「現在利用中の携帯
電話事業者が提供する通信サービスに付随したオプションサービスは何
か」という問いに対して、韓国やフランスでは家庭向けのブロードバンドや
ケーブルや衛星テレビサービスを契約している割合が高く、携帯電話事業
者が提供する付随サービスを積極的に利用している状況が伺える。
一方日本では、サービスについて認識はしていたが、いずれのサービ

スも契約していないと回答した割合は44％で、いずれのサービス内容も
知らないと回答した割合と合計すると半数以上にのぼる。この結果から
は、そもそも日本ではタブレットを含めたモバイルデバイスで、回線利用
以外の多用な新サービスにアクセスできること自体が認知されていない
ことが示唆される。

＊53 デロイト トーマツ コンサルティング合同会社, �世界モバイル利用動向調査�：https://www2.deloitte.com/jp/mcs2016
＊54 2016年国内タブレット端末出荷概況, MM総研, 2017/2/27, https://www.m2ri.jp/news/detail.html?id=226
＊55 富士キメラ総研, 「ワールドワイドエレクトロニクス市場総調査2015」, 2015, p.245-250
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まとめ
世界的にはデバイスの普及が進み、タブレットのような一部のカテゴ

リーでは早くも普及がピークに達する一方で、日本ではそもそも市場自
体が十分に形成されておらず、デバイス普及が低調である。今後小売り、
キャリア、メーカーともにデバイス普及に向けた価値の訴求とその着実
な実行のための取組が必要となるだろう。
日本での興味深い動向としては、法人市場における特定用途でタブ

レット市場を底支えする動きが存在していることが挙げられる。例えば、
教育領域においては、タブレット×クラウドサービスの掛け算で教育現場
の課題に対して解決策を訴求する取組が存在している。紙媒体での出欠
情報を教員室でPCに再入力するような二度手間に対し、出欠情報をタブ
レットで簡単に入力させ、さらに出欠情報のみならず、テスト結果、クラブ
活動の履歴など、生徒の情報をサービス上で一元管理することで、教員
業務や生徒の学習効率を大きく向上させることに成功している＊56。
このような取組は、省庁レベルの取組の方向性とも整合するものであ
る。文部科学省の「2020年代に向けた教育の情報化に関する懇談会」で
は、「1人1台タブレット環境」によるデータの効果的活用と個に応じた学
習指導・学校経営を支援するスマートスクール構想を検討している＊57。
教育市場向けタブレットは、教材・学校経営の合理化という明確な提供
価値があることから、今後も一定規模の出荷台数が見込まれると考えら
れる。
今後のタブレット市場は、前述のような課題解決型の法人向け需要が
全体を底支えすることで、市場全体は横ばいで推移していくのではない
だろうか。事業者は、日本の法人市場のローカルニーズを考慮した上で
の提供価値の明確化やデジタルテクノロジーを活用した顧客体験の革
新、単なる端末売りに留まらないビジネスモデルの創造等、着実な事業
開発により活路を見出していくべきである。
折しも、2017年3月に発表された300ドル台のiPadはApple社の教
育市場攻略の鍵と位置付けられていると考えられる。Apple社はこの端
末販売に併せて、教育現場でApple製品を使用している教育者を支援す
る「Apple Teacher」のサービスの提供を開始した。同サービスでは、
iPadを教育で生かすポイントや、使い方、生徒に対するゴール設定、教師
間の連携といったアイデアが提供され始めている＊58。
このような教育向けサービスが市場全体におけるタブレット普及の促
進につながるかは今後注視する必要があるものの、Apple社の事例は教
育現場に対する学習の高度化・効率化のための明確な価値提案として
注目すべきである。他の事業者においても、タブレットの利点を生かしつ
つ、ニーズに即した形での具体的なソリューションの提案が考慮されるべ
きであると考える。

日本担当者

亀割　一徳
Kamewari, Kazunori
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

外資系コンサルティング会社、IT企
業における事業開発を経て、現職。
テレコム・ハイテク産業において、
新規事業・マーケティング革新・業
務改革を中心としたプロジェクト
を担当している。 

＊56 ソフトバンクとベネッセの合弁会社Classiが提供する学習支援クラウドサービス、2015年度に全国120校以上の高校・中学で正式採用～タブレット活用台数で日本最大規模～, 
ソフトバンク株式会社, 2015/5/8: http://www.softbank.jp/corp/news/press/sb/2015/20150508_01/

＊57 文部科学省, 「2020年代に向けた教育の情報化に関する懇談会」： http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1369482.htm
＊58 アップルジャパン, “Apple Teacher”: http://www.apple.com/jp/education/apple-teacher/
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アナログレコードは、枚数、金額ともに1970年代後半が売上のピーク
であったが、デロイトでは、現在著しい復活を見せているこのレコードの
人気が今後も続くと予測している232。 市場は今世紀に入ってはじめて世
界全体で10億ドルに迫ろうとしている233。
また、予測の内訳では、売上の90%超は中古および新品のレコード盤
によるもので、残りはレコードプレーヤーとアクセサリーによる売り上げ
になるだろうと試算している。

また、2017年は新品レコードの販売数量・金額ともに7年連続で二桁
成長を達成すると予測している。新盤売上枚数は4,000万枚に達し、8億
～9億ドルの市場規模になる。1枚当たりの平均売上は20ドル程度と想
定すると、2017年のアナログレコードの売上はパッケージによる音楽ソ
フト市場全体（50億～55億ドル）の15～18%を234、世界全体の音楽収入
（約150億ドル）の約6%を占めると予想される235。アーティストによって
は、枚数では売上全体の10%程度でも、金額ではレコードが高いシェア
を占めるようになるかもしれない236。

しかし、10年前には忘れ去られたような存在になっていたアナログレ
コードにとって、この人気の再燃は奇跡の復活を示しているように見える
が、レコード購入者はニッチ層に留まるだろう。2017年において、他の大
半の音楽フォーマットよりも割高な単価で少数のレコード盤を購入する
消費者の規模は世界全体で2,000万人程度と推定される。これは、世界
に全体で数十億人いる音楽ファンたちはおそらく今年もアナログレコー
ドを買わずに、ラジオ、テレビ、デジタルストリーミング（音声および音楽
ビデオ）、ダウンロード、CDなどといった媒体を通して音楽を消費するだ
ろうということを示唆している。

アナログレコードの購入動機は1970年代後半～1980年代前半の時
代とは対照的だ。当時は録音された音楽を聴く手段としてはレコード盤
が主流であり、米国だけでも年間の売り上げ枚数は5億枚を超えた237。
1977年の米国での8トラックカートリッジテープおよびカセットテープの
売り上げ巻数は1億6,400万巻であったが、対してレコード盤は5億
3,400万枚で、パッケージ音楽ソフト市場の4分の3以上を占めた238。
1981年のアルバム総売上は10億枚を超えた239。

2017年におけるレコード購入者の動機は多岐にわたるものだろう。
「音楽を聴くため」という理由は少数派かもしれない。今日では多くのレ
コード購入者にとって、レコード盤はデジタル化が進む社会の中で、コレ
クション、思い出の品、自慢できる物理的なフォーマット、個性を表現する
ものになっている240。

あらゆるフォーマットにおいて、メディア利用がますます無形化してきて
いることは確かである。ストリーミングサービスは音楽ダウンロードの座
を奪い、ウェブサイトやアプリが新聞紙にとって代わりつつある。そのよう
な中でも、レコード盤は今でも存在感を持ち、人によっては飾っておきた
くなるようなものなのだ。

レコード盤は、表向きにはその優れた品質ゆえより重くなったとされて
いる。現在入手可能なレコード盤は、一般的な120グラムのLPレコード
にプレミアムが付加され200グラムになっている241。アルバムの中にはよ
り優れたサウンドを保証し、それに見合った価格にするために、標準的な
33回転（毎分回転数が33回）ではなく45回転で再生するよう録音されて
いるものもある242。回転数が多いとディスク上の各トラックにより広い物
理スペースを確保する必要があるため、場合によっては1枚ではなく2～
3枚となってしまうアルバムもある。

レコード購入者は、その再生機能を超えた部分に価値を見出している
ともいえる。それらは例えばジャケットのアートワークや、ピクチャーディ
スクの形や色などである。レコード購入者を対象としたある調査では、前
月にレコードを購入した回答者の半数がまだ再生しておらず、7%はレ
コードプレーヤーすら持っていないとの結果になっている243。この点にお
いては、レコード盤を所有することは印刷物としての書籍を所有すること
と同様の意味を持っている。パッケージソフトを持っていれば、それを飾っ
たり、個々人の個性を示したり、実際にそのアーティストや著者への忠誠
心の形を表現したりできる。デジタル版ではそれを飾ることはほぼ不可
能だ。

アナログレコード市場は、2017年には成長が10%程度と緩やかにな
り安定していくというのがデロイトによる中期的な見方だ。安定はするが
結局はニッチ市場であり、レコードフォーマットに興味を持ち続ける音楽
ファンはたくさんいても、このニッチ市場がさらに拡大することはないと
予測している。この市場はアナログレコード盤の芸術性や職人技に近い
製品を楽しむミレニアル世代、すでに持っているアルバムの新プレミアム
版を購入するコレクターたちから、当時はレコード盤をやめて今では人
気のないCDへと移行したものの、再びレコード盤を買い求めるように
なった中年層まで、あらゆる年齢層の人々で成り立っている。

需要が伸びるうちは、供給も拡大するだろう。ファッション小売店がレ
コード盤の大手サプライヤーになった事例もあれば244、ホールフーズ、
ターゲット、テスコ、セインズベリーズといった食品小売業者、デパート、
スーパーも新たなレコードの流通ルートとなっている245。こうした小売業
者の中にはレコードプレーヤーを販売したところもある。実際レコードプ
レーヤーはホリデーシーズンにその人気ぶりを証明した246。

デジタルチャネルもアナログレコードの成長に一役買った。レコード市
場に関する情報を扱う一般的・専門的なサイトがいくつもある。すでに廃
盤になったレコード（公式カタログから消えてしまったタイトル）の実売価
格について膨大な蓄積データがあるため、購入者およびベンダーは価格
をよく理解することができる。また、「Vinylize」のようなクラウドファンディ
ングツールもあり、ファンたちはオンラインで聴いた曲をもとに、クラウド
ファンディングを通じてアナログレコードを作成することができる247。皮
肉なことに、今ではアナログレコードから曲を流すことに特化したオンラ
インのラジオ局もあるほどだ。

アナログレコード：ノスタルジックで 
ニッチな市場
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アナログレコード市場はカウントダウン段階？
しかしアナログレコードの市場規模には、コストはもちろん、「ユー
ザーインターフェイス」の複雑さゆえに限りがあるようだ。アナログレコー
ドのボックスセットは、デバイス上のボタンをタップするだけで高品質な
数千万曲を提供してくれる音楽配信サービスの年間利用料よりも高くな
る可能性がある。レコード制作は時間がかかり、手作業も多くコストも高
い。1枚のレコード盤をプレスするにも30秒はかかる。もとになるマス
ター盤の制作には数時間を要する248。

1990年代にCDに市場の中心を奪われ、多くのレコード工場が閉鎖し
てしまったため、製造供給にも限りがある。レコード盤をプレスして丹精
込めて制作するプロセスは、現代のデジタル記録、マスタリング、オンライ
ン配信の手軽さとはまるで正反対である。

アナログレコードを再生することは、熱烈なファンにとっては洗練され
た行為と考えられるのかもしれないが、大多数の音楽ファンにとっては複
雑すぎるものらしい。レコード再生にはかなりの神経を使う。音楽メディ
アの中で注意事項が最も多いのがアナログレコードだからだ。まずカー
ドボードスリーブに収められた紙封筒（出荷時にアナログレコードが入っ
ていた木質繊維紙を交換するため専用のライスペーパースリーブを買う
凝り性なファンもいる）の中からレコード盤を慎重に取り出す必要があ
る。聴く前にはレコード盤についた埃を毎回きれいに掃除し、レコード針
の綿埃も息を吹きかけて取る。レコード針はレコード盤の正しい位置に
慎重に置く。そして再生が終了したら針を持ち上げなければならない。
ポータブルレコードプレーヤーもあるが、移動中にレコードを聴くのは全
く現実的ではない。

また、ファッション小売店でアナログレコードが販売されることは、諸
刃の剣であるかもしれない。流行りものは長続きしないからだ。つまり、
レコード盤の流行が廃れ、一部の販売店からはすっかり姿を消す可能性
もある。2016年には英国で第１四半期に61%増を記録するなど、世界
の大半の市場でアナログレコードの売上は急成長を続けた。しかしその
一方で、世界最大の市場である米国では、上半期の売上が前年同期の2
億2,000万ドルから2億700万ドルへと6%減少している249。

要点

アナログレコードは音楽市場では前途有望であり、その芸術性
だけでなく経済的な観点からも魅力的なものであるが、市場とし
て大きく成長するものでもなければ利益を生み出すエンジンでも
なく、今後そのような存在になることも考えられない。

売上や消費という観点からみれば、音楽の将来を考えたときに
注力すべき対象はデジタルがすべてだろう。

音楽はここ数十年でもっともデジタル化が進んだ商品の一つで
ある。CDという、デジタル商品として販売された最初のフォーマッ
トのひとつであり、配信メディアにおいても最初にデジタル革命を
経験したものでもあった。

音楽業界には今でも多くのデジタル化されていない重要な要素
がある。例えば音楽を演奏、出版する際の権利者を一覧にまとめ
た単一のデジタルデータベースはまだ存在しない。音楽著作権に
関する情報の収集は多くの市場でいまだ手作業で行われている。

1970年代および1980年代にツアーをはじめたバンドは、たと
えファンが少数になっていったとしても、その作品は愛され続けて
いる。これと同様に、アナログレコードのフォーマットはこれからも
音楽市場において重要な存在であり続けるだろう。
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日本のリサーチャーの見解
アナログレコード

日本でもアナログレコード生産は回復基調
日本においても、2010年を境にアナログレコード市場が回復基調に

ある。2016年の日本のアナログレコード市場は、生産数量は前年比
21%増の約80万枚、生産金額は前年比24%増の約14.6億円だった＊59。
前年比の伸びだけを見ると、ここ数年のアナログレコード市場は急速

に復調しているように見える。しかし、数量・金額の規模を比較すると
2000年代前半と同水準に戻った段階であるという点には留意すべき
だ。CDが牽引した1990年代後半の日本の音楽市場の最盛期には、アナ
ログレコードも一定数以上（ほとんどの年で100万枚以上、年によっては
300万枚台）の生産規模を維持していた。それと比較すると、現在のアナ
ログレコード市場の規模自体は大きいわけではない。
とはいえ、現在CD市場が縮小し、配信市場も大幅には拡大していな
い中、アナログレコードの復調が前向きな話題として捉えられていること
は確かである。パナソニックが復刻発売したアナログレコードプレーヤー
が予約完売したことや＊60、レコードプレス工場やレコード針生産メー
カーでは生産が追い付かないほどの状況になっていることなど＊61、関連
メーカーに追い風が吹いていることも明るいニュースといえる。

日本の音楽市場の特殊構造
1998年のピーク時には6000億円を超える生産金額規模に達してい

た日本の音楽パッケージ市場（CD+音楽ビデオ＋アナログレコード他）
は、2016年には生産金額ベースで最盛期（1998年）の4割強となる
2,400億円台に縮小している＊62。ただし、パッケージのみで見た場合、日
本市場は世界で最大規模になっている。世界市場で比較すると、ほとん
どの国の音楽市場が配信に急速に移行している一方で、未だ日本市場
はCDに下支えされているためである。
パッケージと配信等を含めた音楽市場全体で見ると、日本市場（約25
億ドル:2015年レートで換算/1USドル=121.07円）はアメリカ（約50億ド
ル）に次ぐ世界第2位のポジションにあるが、収入シェアでは未だ市場の
3/4がパッケージ売上である。一方、アメリカでは市場の6割以上を配信
が占めており、他国でもすでに配信が市場の中心になりつつある＊63。

日本市場においてCDが売れ続けてきた主な理由としては、売上が減
少しつつあった2000年代中盤以降、CDにアイドルの握手会や総選挙等
のイベント参加券やアーティストのライブの先行予約権などを付与した
商品が登場したことが挙げられる。また、同音源でもジャケットやセット
（ボーナストラックやDVDなど）の違いといったオプション商品を複数ライ
ンナップに入れることで、ファン層の消費意欲を喚起する方策が強化され
たこともある。ただしこの方法はアーティストの人気と強く紐づいたモデ
ルであり、ファンの興味の対象の移り変わりに伴って、市場の維持が難し
くなる側面がある。特にイベント参加と紐づいた商品は、同じタイトルの
CDを大量に売るという目的のもとでは有用な手段だったが、すでに一時
ほどの勢いは見られなくなっている。

デジタル時代における、不可視な商品／手に取り所有できる商品
CD市場に限界が見えつつある一方、日本ではサプライヤー側のデジ

タルへの抵抗感を背景にスローペースだった配信対応がようやく進み、
サービスのラインナップが出揃った。2015年には、AWA＊64、LINE 
MUSIC、Apple Music、Google Play Musicといったサブスクリプション
（定額聴き放題：有料モデルと広告等無料モデルを含む）型の音楽配信
サービスが続々開始され、2016年にはグローバルで多くのユーザーを
獲得しているSpotifyが満を持して日本市場に参入した。
今後の日本市場では、短期～中期的には音楽配信、特にサブスクリプ

ションの市場で一定程度の伸びが期待される。それに伴って、諸外国と
同様に市場におけるパッケージ売り上げの比重が段階的に下がり、配信
中心に移行していくと想定される。その場合、配信市場におけるユーザー
支出額は、曲ごとの有料音楽配信の場合1曲あたり150～250円程度、
サブスクリプションの有料収入は1ユーザーあたり平均月額1000円弱程
度のため、1枚3000円のCDアルバムを販売することと比較すると総額
は相対的に小さくなり、権利者に対するロイヤリティの分配額＊65を十分
に確保するエコシステムも未だ形成されているとはいえない。

CDや配信の形で記録された音楽そのものに支払われる金額の規模が
圧縮されると予想される中、一定規模の音楽市場を確保していくために
は、それ以外の収入源をこれまで以上に確保しなければならない。まず、
その多くを占めることが期待されるのはライブである。ライブ・イベント市
場は現時点でも、（アナログレコードと同様に）音楽市場において数少な
い右肩上がりの市場となっている＊66。ライブに関してはチケットそのもの
だけでなく、グッズ販売や公演を録画したDVD/Blu-ray、ネットや映画館
での生中継などを含めて、今後も市場価値を創出していくと考えられる。

＊59 日本レコード協会,�統計情報”: http://www.riaj.or.jp/f/data/annual/index.html
＊60 30分で完売--アナログレコード人気を“本物”にしたテクニクスの新プロジェクト, Cnet Japan, 2016/4/13: https://japan.cnet.com/article/35081073/
＊61 音楽業界で唯一の成長株に！アナログレコード復活のなぜ, DIAMOND ONLINE, 2016/3/17: http://diamond.jp/articles/-/88049
＊62 詳細は日本レコード協会「日本のレコード産業』各年版および”統計情報”参照: http://www.riaj.or.jp/
＊63 2015年の世界の音楽売上トップ20の国の中で、パッケージ売上が収入の半数を上回っているのは日本、ドイツ、オーストリアの3カ国のみで、うち7割を超えているのは日本の

みである。; IFPI（国際レコード産業連盟）「Global Music Report 2016」／日本レコード協会 “2015年世界の音楽産業”, 「The Record」,2016/06: http://www.riaj.or.jp/
riaj/open/open-record!file?fid=1381

＊64 エイベックス・デジタル株式会社と株式会社サイバーエージェントの共同出資で運営されているサービス。
＊65 サブスクリプション型配信の場合は、再生回数に応じて権利者に分配される有料収入・広告料収入の額。
＊66 一般社団法人コンサートプロモーターズ協会「ライブ市場調査」: http://www.acpc.or.jp/
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同時にアナログレコードも、音楽市場におけるプラスアルファの収益
源として位置付けることができる。「音楽を聴く」という目的にとどまらず、
コレクターズアイテムやファッションの文脈で消費されるレコードは、音
源そのものを超えた付加価値を生み出している。デジタル化が進む一方
でアナログレコードが再注目されていることは、今後の音楽市場の収益
源を確保するという意味において、一つの象徴的な事例になっていると
言えるのではないだろうか。
なお、音楽市場全体の底上げには、デジタルの利点を生かすことがで

きるだろう。モバイルやタブレット経由で音楽配信サービスを使用するこ
とは、CDショップへ足を運ぶことやカタログを手に取ることに代わり、手
のひらの端末から簡単にアクセスできるようなものだ。また、ダウンロー
ドやサブスクリプションの利用ログなど、これまでのパッケージ販売の場
合よりも高い精度で消費者情報を収集できる。今後は、デジタルサービ
スの利用データを基に、例えばアナログレコードとの親和性が高い消費
者層を特定し、その嗜好にマッチするアーティストのマーケティングを重
点的に行うような施策がより本格化されると予想される。消費者への効
果的なアプローチができれば、日本でも今後アナログレコードやライブ
関連市場がさらに拡大していく余地は十分にあると考えられる。

レコードの再注目が他のメディアコンテンツ産業に与える示唆
本章でも言及されているように、規模で見ると残念ながらアナログレ

コードのみに音楽市場全体を救うようなインパクトがあるわけではない。
とはいえ、デジタル化の最先端を行く音楽市場において、手に取れる商
品であるレコードが消費の対象として再注目され、一定規模の消費者に
よって再び価値が見出されていること自体は非常に興味深い。
ジャケットやディスクのデザインやファッション性、音質などが注目さ
れ、商品そのものが消費の対象となったレコードの復調の背景には、
＜自分の選んだものを目に見える／手に取れる形で「所有」したい＞という
消費者の感覚がある＊67。これは一見デジタル化とは逆行するものに見え
るが、今後のコンテンツ消費のカギを握る重要な要素と捉えられる。
デジタル化した商品の先駆けである音楽の消費動向は、他のメディア

コンテンツ産業にも示唆を与えるだろう。レコードの復権は、コンテンツ
の流通手段がすべてデジタルに置き換わるのではなく、一定程度は「手
に取れる商品」の消費も継続されることを示している。音楽市場における
レコードの存在は、出版や映像といった他のメディア産業においても、デ
ジタル時代の「商品」の展開を検討する上でのヒントになるのではないだ
ろうか。

日本担当者

柳川　素子
Yanagawa, Motoko
デロイト トーマツ コンサルティング
合同会社 
シニアアソシエイト

メディア関連のシンクタンクでの
調査研究業務を経て現職。
TMT/E Divisionのリサーチ&ナ
レッジマネジメント職として、業界
情報の調査、エミネンスビルディン
グ等に携わっている。

＊67 CDに関しても、作品のボックスセットや復刻版等に関しては、レコードと類似した消費対象だといえる。
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デロイトでは、2018年末までにデータセンター、ソフトウエア、サービ
ス向けの「IT-as-a-Service（ITaaS）」（フレキシブルコンサンプションモデ
ル＝FCM：使用量ベースの課金方式と呼ばれるものの一例250）に費やさ
れる支出は世界全体で5,500億ドル弱と予測している251。これは2016
年の予測値の3,610億ドルから50%以上増加している。
ガートナーによれば、データセンター、ソフトウエア、ITサービス向けIT
支出の世界市場は、2016年は1兆4,060億ドル、2017年は約5%増の1
兆4,770億ドルと試算されている252。この成長基調が続くと仮定した場
合、デロイトでは2018年までに当市場が1兆5,500億ドルを超えると予
測している。
新たなIT利用形態への移行が進んでいることに着目すると、2016年
半ば時点ではITaaSの支出はIT予算の25%強程度にとどまっていたが、
2018年には35%にまで拡大すると考えられる253。前述の市場規模を
もとにデロイトが予測したところでは、IT調達におけるこの新しい手法
は今後2年半で3,610億ドルから5,470億ドルに成長すると試算される
（図11）254。

ITaaSへの支出は軒並み拡大の一途をたどっている。デロイトUSが先
進国の大企業および中堅企業を対象に行った調査では、2016年半ば時
点では、未だかなりの割合でFCMに懐疑的な企業が多かった。IT導入企
業全体の3分の1がこのモデルへの支出はIT投資全体の10%未満であっ
たと回答している。
デロイトは、このようにITaaSモデルに懐疑的または抵抗感を持つ企
業は2018年までにIT導入企業全体の10分の1未満にまで減少するだろ
うとみている。興味深いのは、この新しいモデルの成長を促しそうな要因
が、それまで否定的であった企業の方針転換だけではないことだ。デロ
イトでは、FCMの有用性を評価し、ITニーズの半分以上の部分をFCMで
賄う企業が2016年の13%から、2018年には23%と、倍近くに増えると
予測している255。

FCMのIT分野への適用は、今後様々な点で多様化すると思われる。
IT導入において新たなモデルへの移行の決定権が誰にあるかは、業界

によって異なるようだ。デロイトUSの調査によれば、テクノロジー、工業
製品、ヘルスケアサービス、金融サービスの企業ではIT部門がFCMへの
移行を提案するようだ。たとえば、ここ2年の間にテクノロジー企業の
31%が自社で率先してITaaSへ移行しており、ベンダーからの圧力があっ
て移行したと回答したのはわずか8%であった。それ以外の業界では、
ITaaSへの移行をベンダーからもちかけられる場合が多く、メディア企
業、エンターテイメント企業では自社の判断で移行したのは13%だった
のに対し、33%はベンダーからの推奨によるものであった256。

企業規模も関係してくる。同調査では売上規模が10億～50億ドルの企
業および50億ドルを超える企業の、約7%が純粋にパブリッククラウド経
由でITaaSを使用したいという意向を持っていた。しかし、売上規模が50
億ドルを超える企業の32%はオンプレミスソリューションを選ぶと回答し
た一方、売上が10億～20億ドルの企業ではわずか19%であった257。大規
模の企業は未だ、オンプレミスソリューションを選ぶ傾向にあるといえる。

IT-as-a-Service（ITaaS）：中小企業から 
大企業へ普及が進む

ITaaSは従来型モデルと 
どこが違うか？

従来、企業が所有（購入、レンタル、またはリース）するITハード
ウエアおよび通信ハードウエアは「オンプレミス（on premise）ソ
リューション」とも言われる。たとえば1,000人の従業員を抱える
企業は、1,000台のデスクトップPCないしはノートPCと1,000台
の電話機を用意しなければならなかった。また電話システム、数十
台のサーバー、ルーターを切り替えるPBX（構内交換機）も必要で、
これを整備してすべてのコンピュータのネットワークの切り替えを
まとめて行ってきた。さらにこれらのコンピュータで使用するソフト
ウエアのライセンスを1,000人全員分購入するため、前金と年間メ
ンテナンス料を支払う必要もあった。
また、一定数の電話回線と固定容量のデータ回線を整備し、通
信事業者と長期契約を締結する必要があった。

ITのハードウエア、ソフトウエア、サービス全般にわたり、新たに
容量を追加するためには時間、コスト、労力がかかるため、過剰な
容量は事業コストの一部として捉えられるのみであった。
迅速なスケールアップは不可能だったため、IT導入企業側は過
剰投資せざるを得ず、たとえ容量が余ってもキャッシュバックはな
いことを容認する必要があった。一方、「フレキシブルコンサンプ
ションモデル」は、従来型のモデルを完全に変えたもので、あらゆ
るITサービスを「支払った価格相応に得る」という考えに基づいて
調達することができる。

図11： データセンター、ソフトウエア、ITサービスへのIT支出市場動向に
関して、デロイトによる試算（単位：10億ドル）

注：2016年におけるITaaSおよび従来からのITへの支出額は、ガートナーによる市場規
模全体の試算額をもとにデータセンター、ソフトウエア、ITサービスへのIT支出を、デロイ
トが算出したもの254a。2018年の数字はデロイトが2016年と同じ市場規模全体の試算
額をもとに算出したもの。

出典：デロイトの分析およびガートナーのニュースリリース254bをもとにデロイトがグラフ
を作成。出典の詳細は巻末の脚注を参照。

ITaaS 従来型のIT

2016年
100%＝1兆4,060億ドル
（ガートナーによる試算）

2018年
100%＝1兆5,520億ドル
（デロイトによる試算）

3,610億ドル

1兆450億ドル

5,470億ドル

1兆50億ドル
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また、特筆すべきなのはFCMの適用はITaaSの導入だけにとどまらな
いことだ。すでにジェット機、船舶259、列車260、短期間使用のオフィスス
ペース、フードデリバリーサービスなどを、企業が使用量ベースでレンタ
ルし、利用できるサービスがある261、262。その他にもプリンタ、備品、ノー
トPCなど、これまでは所有が基本だった商品やサービスも今は従量制で
使用できるようになっている。

論点を明確にすると、従来型のIT所有モデルとFCMは、しばらくは共
存していくことになるだろうが、後者への移行が確実に進行しているとい
うことになる。今の成長ペースでいけば、ITaaSは2021年か2022年に
はIT支出の半分以上を占めるようになるであろう。

規模に関わらず、多くの企業にとってITaaSは魅力的であり、それには
いくつか理由がある。巨額な設備投資を回避でき、実際の使用量をもと
にコストを予測することが可能で、ビジネスニーズに応じたスケールアッ
プもダウンも簡単にできるからである。

多くのBtoC企業あるいは小規模事業者にとっては、（消費ベースの価
格モデルに基づき）IT環境を整備できるセルフサービス型のウェブモデル
との親和性が高い一方、大企業や中堅企業の場合は、システムのライフ
サイクルを通じたより高レベルなベンダーサポートが必要な場合がある。
IT導入担当者の約90%が購入前および購入段階では「人間同士の直接
的なやりとり」（すなわち担当の営業マンとのやりとり）があることを好ん
でいる。しかしこれはインストール、デプロイの段階になると70%に、購
入後は71%に、そして更新時はわずか63%にまで下がる258。

要点

フレキシブルコンサンプションモデルが2018年までに広く普及することはないだろうが、その頃にはIT支出の3分の1以上を占めるようにな
り、5,000億ドルの規模を超えて急成長を続けると推定される。

IT導入企業はデータセンター、ソフトウエア、サービス利用における新しい調達方法の選択肢を熟慮し、従来型の購入プログラムとフレキシ
ブルモデルとを比較、対比させて、自社のIT環境に必要とされる構成要素にこの新モデルがメリットをもたらすかどうかを判断すべきである263。

ベンダーはさまざまな業界やセクターの企業を対象としたソリューション形成に継続的に注力すべきである。その際のソリューションは、ビ
ジネスニーズを満たし、手続きやコンプライアンスを簡素化し、FCMを通じて提供される顧客価値を向上させるものでなければならない。大企
業の採用率を加速させるためには、企業固有の要件や継続的なサービスのニーズをより深く理解するための投資も必要である。

さらに、購入時に一括して料金を支払うモデルから支払いを繰り返すモデルへと移行することで、このソリューションの採用と使用を促進す
るためベンダー側とパートナー側の双方で積極的な働きかけが促進されるようになる。

FCMは使用率が高いほど成果が上がり、更新継続へとつながる。その際に必要なデータセントリックの本質をとらえ、顧客エンゲージメント
の双方を実現することは、従来型のベンダーにとっては未知の領域だろう。

販売代理店、ディストリビューター、インテグレーターは、チャネル全体を通じて価格を設定し、見積もりを行い、権利を与え、導入を実行し、
正確に利用状況をレポートできるよう自社のケイパビリティを強化したほうがよいだろう。さらに、継続的に収益を発生させる「リカーリング収
益モデル」の顧客を確保するために、顧客エンゲージメント・採用・利用が促進されるような新たなサービスを開発する必要もあるかもしれな
い。
ファイナンス機能も進化させるべきである264。従来、CFOはハードウエアおよびソフトウエアの購入に年次予算を割り当ててきた。2018年ま
でにIT支出の3分の1以上がITaaS になるとすると、企業のIT支出の予測には新たな手法が必要になるだろう。財務部門は現行の会計方式が
ITaaS関連IT費用に適用できるか見直す必要があるかもしれない。また、企業の会計ソフトにもITaaSの支出と予算の記録という点で考慮すべ
き制約事項があるかもしれない。

今後は、ITaaSの普及のトレンドを背景に、BtoC企業および小規模事業者におけるFCMの採用が拡大し続けている点と、コストと使用量が
合致するという利点が、大企業にもITaaSの導入をさらに促すことになるだろう。
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日本のコンサルタントの見解
IT-as-a-Service（ITaaS）

IT関連費用においても柔軟な使用ベースの支払形態が普及
本章では、“ITaaS”と呼ばれる、従来型の機器やシステムの所有ではな

く、使用する分だけの費用を支払うIT導入形態を取り上げている。事業
規模・業種により受け入れ度合いにばらつきはあるものの、多くの企業
がこのような使用ベースの契約形態に魅力を感じており、ITaaS市場は
拡大基調にある。
すでにこのトレンドは複数のプレーヤーのサービス展開に現れている。
例えば、HP Inc.のCEOであるMr. Dion Weislerは、2016年9月に開催
された自社のグローバルパートナーカンファレンスにおいて、「今後全て
のIT関連商品はサービス化し、単体売りでのビジネスはなくなっていくだ
ろう」とコメントしている＊68。HP Inc.においては、従来のPCの販売方法
を見直し、PC本体だけではなくPC本体・導入・サポートなど関連する
サービスをPCの使用台数分だけを毎月支払うDaaS（Device as a 
Service）モデルの提供を2016年から開始している。
ただしITaaSの利用拡大のためには、ベンダーやチャネルには顧客企
業の規模やビジネス環境等の個別事情を考慮したソリューション作りお
よび販売方法の工夫が求められる。本文中で言及されているように、
ITaaSの受け入れ状況は企業規模によって異なるためである。

日本におけるクラウドの普及とSMBによる活用
日本におけるクラウドベースのITインフラ・ソフトウエアの利用率は、
本章のベースとなっているグローバル（特に米国）に比べると、いまだ発
展途上であると言える。平成24年時点と少し古いデータにはなるが、総
務省の「情報通信白書」（平成25年版）によると、日本におけるクラウド利
用率（調査でクラウドサービスを利用している／利用していたと回答した
会社の割合）は42.4%であり、米国の70.6%に比べると低い割合になっ
ている＊69。
また、別調査のためこの数値と単純に比較はできないが、総務省の

「通信利用動向調査」によると、平成27年末時点でのクラウドサービスの
利用率（全社的に利用している/一部の事業所または部門で利用してい
ると回答した会社の割合）は44.6%であり、こちらの結果からもまだま
だ日本では発展途上のサービスであることが分かる。同調査によると、
クラウドの利用比率はグローバルと同様に従業員規模が大きくなるにつ
れて高くなっているが、一定規模（5,000人）を超えると逆に下がる傾向
になっている。日本においても、個社ごとのIT要件の違いや高度なセキュ
リティーポリシーに対する準拠といった観点から、大企業はオンプレミス
ソリューションを選ぶ傾向にあるといえる＊70。大企業は個社ごとに多くの
特別なIT要件が存在するため、パッケージ化されたソリューションより自
社用にカスタマイズ可能なオンプレミスソリューションが好まれる傾向に
ある。

一方で、日本でもSMB（Small and Medium Business）向けのクラ
ウドベースのビジネスモデルの拡大は進んでいる。クラウドサービス事業
者による調査の結果では、2015年の日本国内のSMB＊71向けのクラウド
ビジネスの市場規模は約3,400億円あり、2018年には4,600億円超ま
で成長すると予測されている＊72。SMBにとっては、初期費用が大きく、導
入までに時間を要するオンプレミス型のITインフラ・ソフトウエアを選択す
るよりも、初期費用を抑えられ導入期間も短いパッケージ化されたクラ
ウド型のITインフラやソフトウエアを選ぶことにより、コストを抑えながら
他社との競争優位性を確保できるメリットがあると考えられる。使用分の
み支払うITaaSの形態は、事業規模・従業員規模に合わせて柔軟に支払
額を調整できるため、SMBエンドユーザーに好まれる傾向がある。

ITベンダーに求められるもの
もちろんソフトウエア・サーバー・ハードウエアを取り扱っているITベン

ダーは、以前からSMB領域での拡販を目指している。大手ERPベンダー
であるSAPは中堅・中小企業向けに特化した、財務会計、販売・仕入・購
買・在庫管理、顧客管理などの必要最小限の基幹業務にフォーカスした
パッケージ「SAP Business One」を10年以上前から展開している＊73。
同様にHP Inc.はプリンター・消耗品・サービスが一体となった契約型プ
ログラム（MPS）の中小企業展開を目的とした簡易パッケージを
“Enterprise MPS for SMB”として展開している。

ITaaSのような使用分だけを支払うクラウドストレージやソフトウエア・
ビジネスアプリケーションが普及し、企業のデジタルトランスフォーメー
ションが進んでいる中で、顧客企業はベンダーの助言やサポートを必要
としている。デロイトの調査によると、顧客企業では検討・購入段階では
「人間同士の直接的なやりとり」が重要と考える企業がほとんど（90%）
である＊74。加えて日本では問題発生時に、まず既存の付き合いのあるベ
ンダーに問題解決を依頼する企業が多いという特徴もある。代替ソ
リューション・ベンダーを探す割合が多い米国とは異なり、人間同士の繋
がりが購入後も非常に重視されており、日本市場でもベンダーの存在は
引き続き非常に重要であると考えられる。
しかしながらベンダーの観点からすると、自社の営業リソースだけでは
膨大な企業数のSMB全てにアプローチすることは不可能であり、いかに
効率的にSMBエンドユーザーにアプローチしていくかを検討する必要が
ある。そのためには、パートナー企業との協業やデジタルマーケティング
の活用が必要と考えられる。販売パートナー経由で、ITaaSのような新し
い販売方式のITシステム・ツール・ハードウエアをSMB企業に展開する
ためには、ベンダーから販売パートナーへの教育やサポートが不可欠で
あり、より売り易い環境づくりを実践していく必要がある。また、ベンダー
ならびに販売パートナーのSMBエンドユーザーへの価値訴求による
SMB市場の開拓も進んでいくと想定される。

＊68 カンファレンスのWebcastでの発言。関連コメントは記事参照: HP Inc.’s CEO Reflects on Dell, Apple, and Microsoft, Fortune, 2016/11/12: http://fortune.
com/2016/11/02/hp-ceo-dion-weisler-dell-microsoft

＊69 総務省, �第4節　クラウドサービスの利用動向”, 「平成25年版 情報通信白書」: http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h25/html/nc244210.html
＊70 総務省, “第2節　ICTサービスの利用動向”, 「通信利用動向調査」, 「平成28年版 情報通信白書」: http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/

nc252130.html
＊71 Odinの調査では従業員数250名以下の企業を対象にしている。
＊72 Odin “2015 SMB Cloud Insights 日本版”: http://www.odin.com/fileadmin/parallels/documents/smb-reports/2015/Odin_SMB_Cloud_Insights_

Japan_2015_JP.pdf
＊73 SAP Business One リリースノート,SAP, 2005/7: http://help-legacy.sap.com/download/documentation/sbo/2004/2004_B/SAP_Business_One_

ReleaseNotes_2004.2_B_JA.pdf
＊74 本章P56参照



Technology, Media and Telecommunications Predictions | 2017 日本版

58

新しいITの形とビジネスへの貢献
今後、日本にもおいても既存のオンプレミス型のITインフラ・ソフトウエ

アの契約期間・減価償却の終了に伴う刷新のタイミングで、クラウド型の
ITデータセンター・ソフトウエアや、ITaaSのような使用分のみを支払う契
約形態がより普及していくことは間違いないと考えられる。
独自IT要件の複雑さやセキュリティー要求レベルの複雑さからITaaS

の導入が進んでいなかった大企業向けについても、ITベンダーは顧客の
環境・要望に応じて“Hybrid IT”というソリューション提供を開始してい
る。これは顧客企業が自社のビジネス要件やセキュリティー要求レベル
に応じて、オンプレミスとクラウドを使い分けることのできるソリューショ
ンであり、コスト削減と業務効率性だけではなく、安定性や安全性を実現
していく新しいITの形として注目されている。
今後、これまで以上にITに関連する選択肢（種類・契約形態など）が複
雑化することが想定される。ITインフラ・ソフトウエア・サービスの導入・
更新を検討する企業は、自社の状況を客観的に分析し、コストを最小化
するという要素だけでなく、業務効率性や安定/安全性に加え、自社ビジ
ネスへの貢献度といった観点からも検討を行った上で、自社に最適なIT
インフラを導入する必要がある。
ベンダーやSIerは、大企業の高い要求レベルに応えるためのソリュー

ションや契約形態を開発し、サービスレベルを高める一方で、企業数が
大きくまだまだ発展途上であるSMBに対してはパッケージ化されたソ
リューションを提供していくことにより、自社ビジネスの最大化を実現し
つつ顧客企業の競争優位性を高めることに貢献していくビジネス展開が
これまで以上に求められることになるだろう。

日本担当者

入江　洋輔
Irie, Yosuke
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

10年以上にわたりエレクトロニク
ス業界を中心に経営戦略・M&A
やIT導入プロジェクトなど幅広い
コンサルティング経験を有する。近
年では、事務機器業界を中心に新
規参入戦略や経営戦略策定コン
サルティングなどを提供。グローバ
ルプロジェクトの経験も多く、欧
州・アジア・北米でのプロジェクト
経験を有する。
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Deloitte’s individual member firms’ 2016 GMCS survey results. For more details, see Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey:  
www.deloitte.com/gmcs
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14. It is also possible to fool facial recognition by creating a mask of the person being imitated. Arguably the investment required to do so would put off most 
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