ボーダフォンIoT普及状況
調査レポート2017/2018:
アジア太平洋地域版

アジア地域でのIoTによるビジネス変革と
将来の展望について

The future is exciting.

Ready?

はじめに
IoT（モノのインターネット）は、現在大変興味深いフェーズに入ってきましたが、
特にアジア太平洋地域 (APAC) において、
その将来性は高いように思われます。
IoTは、
まだ十分に発展し続ける余地が残っている状況であり、様々な要因により、
APACがIoT成長の中心的な地域となっています。
APACの数多くの国々が、
デジタルテクノロジーにおけるグローバル

このような状況全てが、APACをIoTのグローバルリーダーとする

なパイオニアになろうと努力しています。そして、
この傾向が続く

要因になっているのです。
更に最近のIDCのレポートによれば、
韓国、

限り、
その成功に間違いはないと思われます。

ニュージーランドおよびシンガポールが、IoTへの取り組み準備が
できている国のトップリストに入るなど、
この地域全体で大きな期

APACでは、
常に製造業に重点を置きながら、
より幅広く利用できる

待が持てることを示唆しています。IDCでは、
アジア太平洋地域（日

低賃金労働者によるコストのメリットを活かしてきました。
これは

本を除く）
のIoT市場規模は、2016年の3,356億ドルから、2020

APACにおける多くの国々が、非常に高いコスト効果で、
センサーや

年には5,655億ドルに躍進するだろうと予測しています4。

ハードウェア、
ソフトウェアを直接利用できることを意味します。
更に、
ドイツのインダストリー4.0に刺激された中国や日本、
韓国では、
ハイ

ボーダフォンのIoT普及状況調査レポートには、
既にこの状況が反映

テクなデジタル製造業を推進するための政府計画が発表されるな

されています。
APAC在住のIoTを早期に導入する企業
（アダプター）

ど、
今後更に、
IoTテクノロジーがAPACで浸透していくことが考えら

は、グローバル平均よりも早いスピードでIoTを推進しています。

れます 。

APACは、世界の他の地域よりも更に良好なビジネスメリットを見

1

込んでおり、
IoTが将来的に同地域の経済を左右し、
新しいパートナー

また、特に中国でファクトリー・ロボティクスやオートメーションなど

シップの構築にも繋がると考えるなど、IoTの将来について楽観的

の活用が進んでいます。
このような先進的な工場の出現が、APAC

な見方をしています。

の国々のIoTテクノロジー導入の速度を更に加速し、
より高い費用
対効果を生むという結果につながっています。Zebra Technologies
社の調査によれば、APACの製造業者の46％が、2022年までに
完全なコネクテッド・ファクトリーを構築したいと回答しています2。
APACの国々は、世界平均を遙かに上回る成長率で急速な拡大を
続ける4Gコネクティビティや、世界最大のモバイルインターネット
ユーザーという基盤を持つメリットを十分に活かしています3。北米
と同様に、韓国、
日本、
中国を筆頭とするアジア太平洋地域は、5G
テクノロジーの導入においても先頭を走るものと考えられています。
急速な都市化が進み、非常に多くのミレニアム世代が存在する
ことによって、APACは、最新のハイテク革新を熱望しており、
これらを提供するプロバイダーを5Gが後押しするという状態に
なっています。

調査内容について
ボーダフォンIoT普及状況調査レポートは、IoTに関わる経験について、世界のビジネスリーダーに対して実施したインタビュー
結果に基づいて構成されており、IoTプロジェクトを計画する皆様にとって、非常に価値あるリソースとなるものです。IoT普及状況
調査レポート2017/2018は、過去最大の調査規模になりました。今回のインタビュー対象者は、1,278名と過去最大になり、主要
地域13ヶ国を対象に調査が実施されました：対象国は、米国、
ブラジル、
アイルランド、英国、
ドイツ、
イタリア、
スペイン、南アフリカ
共和国、
中国、
インド、
日本、
オーストラリア、
ニュージーランドとなります。
APAC地域の調査対象には、
中国、
インド、
日本、
オーストラリア、
ニュージーランドが含まれます。
調査対象業界は、小売、製造、
エネルギー及びユーティリティ、ヘルスケア、運輸および流通、
自動車産業、家電および公共部門と
なっており、
中小規模企業から、
大規模な多国籍企業までの意思決定者を調査対象にしています。
様々な部門のシニアマネージャー
以上の意思決定者を選定する形で調査を実施しました。
図に示す数値は、1％単位で切り上げたものになります。
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エグゼクティブサマリー
APACにおけるIoTの状況を理解するためには、
まずグローバルでの状況について
十分に考察することが重要です。言うまでもなく、その導入は全世界で拡大しています。
ボーダフォンが最初のIoT普及状況調査を行った2013年当時の普及率は13％でしたが、
2017年には29%にまで達するなど、その導入実績は2倍に増加しています。
このような中でも、APACにおける状況には特筆すべものがあります。

1: 世界に先行するAPAC

•
•
•

詳細は4ページを参照

APACのアダプターは、
グローバルでの平均と比べ、
より早いスピードでIoTを推進しています。
APACにおける最近5年間のIoT普及率は、2013年の12％から2017年には36％となり、大幅な
拡大が見られます。
既にIoT を使用しているAPACの企業は、更にその拡張を図っています。これらの企業の88%が
過去12ヶ月にIoTソリューションの導入および使用を拡大しています。

•
•

詳細は5ページを参照

APACのアダプターは、
非常に多くのメリットを見出しています。半数以上（53%）
のアダプターが
IoTに対する投資から非常に大きな成果が得られたと回答しています。更にAPACのアダプターの
96％が、何らかの明確な成果やメリットがあったと回答しています。
IoTは、APAC市場でその競争優位性を高めています。APACの企業の半数以上 (53%) が、
この
メリットを実感しています。
これに対し、米州では35%、欧州では33％と、優位性を実感する企業は
約1/3に止まっています。更にAPACのアダプターの42%が、IoT導入による成果として、
ブランドの
差別化を拡大することができたと回答しています。

•

詳細は6ページを参照

セキュリティに対する懸念は、
IoT普及の阻害要因になっていません。APACのアダプターは、他の
地域に比べてセキュリティに対する懸念が低くなっています。その大部分 (83%) が、IoTのセキュ
リティを管理する適正なスキルを持っていると回答し、欧州 (70%)や米州 (65%) と比べ先行して
います。
APACの企業は、協業可能なパートナーを探しています。APACの半数以上 (53%) の企業が、
既に他企業やパートナーと協業しながら、IoTを利用しています。APACのアダプターの87％が、IoT
ソリューションを提供したり管理する上で、
パートナーの活用を広げていると回答しています。

4: 今後5年間の動向

•
•
•

96%

が何らかの明確
な成果があった
と回答

新しい収益機会の創出と収益の拡大を実現します。グローバルでのアダプターの48％に対して、
APACのアダプターの56％が、
IoTによって全く新しいサービスの提供が可能になったと回答しています。

3: 今後の展開

•

がIoTの導入
を拡大

IoTは、
これまで以上にミッションクリティカルなものと見なされています。自社のビジネスにとって
IoTプロジェクトはミッションクリティカルであると考える企業が、
グローバルでは67％であるのに
対し、APACでは77％となっています。

2: ビジネス上のメリット

•

88%

83%

がIoTのセキュリ
ティ管理スキル
を保有

詳細は7ページを参照

APACのアダプターは、将来について楽観的に捉えています。グローバルでのアダプターの79％
に対し、APACの全回答者の85％が、今後5年間でIoTが非常に大きいか、
または、
かなりの影響
を経済に及ぼすと回答しています。
IoTが業務オペレーションの在り方を変えると考えられています。APACの多く(91%) のアダプ
ターが、2022年までに50％以上のビジネスプロセスが、IoTセンシングやコントロールシステムを取
り込むだろうと予想する一方、
グローバルでは、
これが79%に止まっています。

85%

が経済に影響を
及ぼすと考えて
いる

セキュリティや個人情報に関する障壁は、低くなるだろうと考えられています。アダプターの79%
が、
セキュリティや個人情報に関する懸念が大幅に解消され、IoT利用拡大の契機となると予想し
ています。
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1

IoTを十分に
活用するAPAC

36%

APACのアダプターは、
更にIoTの利用を拡大し、
自社のコア
システムや業務プロセスとの統合を図っています。

のAPACの企業が既にIoTを導入しています。

多くのアダプターが更にIoTを拡大

IoTはビジネス戦略のコアになりつつある

全世界でのIoTのアダプターの数は、
この5年間で2倍以上に増加して

企業がIoTの導入を拡大するにつれ、
IoTはビジネスのコアになり始め

います。
2013年時点における米州での導入率は14％でしたが、
今では

ています。
グローバルのアダプター80％に対し、
APACのアダプター

27％になりました。欧州では、同じ期間に11％から26％へと導入

の88％が、
新しいテクノロジーの採用によって、
核となるビジネス戦略

率が拡大しました。
しかし、
アジア太平洋地域における成長は更に

に変更が生じた経験を持ちます。
これらの企業は、
デジタル革命を真

顕著です。
2013年には12％であった普及率が、
現在ではグローバル

剣に捉え、
テクノロジーがより戦略的な業務意思決定のコアとなり、

を牽引する36％にまで高まっています。

重要な業務目標との結びつきも高まっていくと考えています。

単にIoTを使用する企業の数が増えているだけではありません。IoT

従来のインフラストラクチャーが再検討され、業務オペレーション

導入済みの企業が、更にその拡大を図っているのです。APACの

の近代化が進むにつれ、IoTはデジタル革命に不可欠な要素だと

アダプターの88％が、
過去12ヶ月にIoTソリューションの導入や利用

いう共通認識が生まれています。APACの回答者の2/3（75%）
が

の拡大を図っています。更に83%の企業が、12ヶ月前に比べてIoT

IoTなしではデジタル革命は不可能だと回答していますが、
グロー

アーキテクチャーの洗練度が向上したと回答しています。

バルでは、
これが66％に止まっています。更にAPACのアダプター

しかし、IoTの導入規模という点では、米州に遅れを取っています。
最低でも1万のコネクテッド・デバイスを所有する企業は、米州の
アダプターでは19％ですが、
APACでは7％に止まっています。
つまり、
APACでは、
企業がIoTにコミットしている一方で、
まだその導入に
ついては、拡大の余地があるということです。

77%

の81％がIoTは単独のテクノロジーではないと回答し、分析やAIな
どの別のテクノロジーとの連携を図ろうしています。

75%

のAPACの回答者が、
IoTなしではデジタル革命は
実現不可能であるという意見に同意しています。

のAPACのアダプターが、
IoTプロジェクトはビジネス
にとって、
ミッションクリティカルであると回答してます。

図１．APACの企業におけるIoTの浸透度
Figure
1. れが66％に止まっていorganisations?

オーストラリア ニュージーランド グローバル

中国

インド

日本

新しいテクノロジーによって
コアとなるビジネス戦略に
変更が生じた

81%

86%

63%

71%

69%

69%

12ヶ月前に比べ IoT アーキ
テクチャーの洗練度が向上
した

91%

86%

57%

87%

67%

77%

IoTなしでのデジタル革命は
実現不可能

79%

81%

86%

73%

58%

66%
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2

アダプターは大きな
メリットを享受

96%

アダプターは、IoTがもたらす投資収益を期待し、IoTの利用
を拡大しています。
また、
IoTがもたらすメリットをAPACのアダ
プターが実感している割合は、他の地域よりも大きくなって
います。

のAPACアダプターが、IoT投資に対する明確な成果があったと
回答しています。

APACにおけるIoT導入率は成長し続けており、
アダプターは更に
IoTの利用を拡大しようとしています。
しかし、
このような投資は、
本当
にそれに見合った成果を得られているのでしょうか。
調査対象企業の
少なくても半数は、成果が「ある」
と明言しています。
またAPACの
アダプターの半数以上
（53%）
が、
IoT投資から、
非常に大きな成果が
得られたと回答しています。更にAPACのアダプターの96％が、
何ら
かの明示的な成果やメリットがあったと回答しています。

ニュージーランドのヘルスケア団体は、救急活動の
向上を図るためにIoTを使用しています。車両の配送
担当者は、現状近くにある救急車の利用可否と位置に関する情報を
リアルタイムで受け取り、
また患者の状態は、
実際に救急車が到着する
前に病院に伝えられます。
これにより医療スタッフは、
患者の到着に備え

一般的に、
デジタル革命が与える影響は肯定的なものです。APAC
の全回答者の87％が、
デジタル戦略によって、
目に見えるビジネス
価値が生まれていると回答しています。

ることができ、最善の処置と成果を達成することが可能となります。

Figure
2. What benefits are reported by IoT ト
adopters in APAC?
図2．
APACのIoTアダプターが享受したメリッ

効率向上から成長へ

IoTによってブランドの差別化拡大が
実現できた

APACの企業は、
IoTの導入に様々なメリットを見出しています。
その
55％が、
導入の結果、
より正確なデータの収集や、
ビジネスインサイト
の蓄積が可能になったと回答しています。
また54％が、
IoT導入によって
従業員の生産性が向上したと回答しています。
しかし、
IoTは効率向上
だけに向けたものではなく、
収益の向上にも貢献します。
APACと米州を
筆頭に、
42％の企業がIoTによって収益が向上したと回答しています。

42%

APAC
グローバル

IoTは、新たな収益源を生み出す役割を担っています。IoTセンサー
を導入することで、膨大な量のデータを収集することが可能となり、
また新しいビジネスチャンスの発見や、
未開拓市場への進出に繋がる
など、
IoTによるメリットは雪だるま式に拡大する傾向にあります。
グロー
バルのアダプターの48％に対し、
APACのアダプターの56％が、
IoT
によって全く新しいサービスの提供が可能になったと回答しています。

32%

IoTによって競争優位性が向上した

APAC

40%
53%

グローバル
IoTによってより正確なデータや
ビジネスインサイトが蓄積できた

55%

APAC

APACのアダプターの半数以上
（53%）
が、
IoTによって競争優位性の向
上が見られたと回答していますが、米州では、
これが35%、欧州で
は33％と1/3程度に止まっています。
更にAPACのアダプターの42%

47%

グローバル

が、
IoT導入によりブランドの差別化が拡大できたと回答しています。

IoTによって従業員の生産性が向上した

54%

APAC
グローバル
「当社の昨年の目標は、
業務全体に IoT を導入し、

IoTによって収益が向上した

収益を 30％ 伸ばすことでした。
この目標は、年末

APAC

に達成することができました。今年の目標は、2015年の販売実績か
ら、
さらに60%の成長を図ることです」

グローバル

中国のグローバル運輸・物流会社
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今後の展望

87%

APACのアダプターは、セキュリティや標準化への対応に
ついて、
大きな懸念を抱いてはいません。
また、
前に進み革新
を加速するために、
パートナーとの協業を見据えています。
のアダプターが、IoTソリューション提供のために、
パートナーとの
協業を拡大しています。

セキュリティに重点が置かれる

IoT エコシステムの確立

ボーダフォンが2013年に最初の普及状況調査を実施した際には、 APACのアダプターにとって、
IoTが更にミッションクリティカルなもの
企業が考える最大の懸念事項としてセキュリティが挙げられていました。 になるに従い、
単独でのIoT実現は難しく、
協業が最大の近道である
世界的には、
その状況に変わりはありませんが、
APACでは少し様子

と認識されるようになっています。
スキルのギャップを埋め、
知識を拡大

が違います。

し、
革新を加速するような、
パートナーシップが求められています。
また
これにより企業の提案力が高まり、
単独では提供が不可能だったソリュー

APACのアダプターは、IoTのセキュリティに対して、最も強い自信

ションを創造することで、
新たな収益源を見出すことができるのです。

を持っています。
そして他の地域に比べ、
セキュリティに対する懸念
は、
より低いものになっています。
大部分
（83%）
が、
IoTのセキュリティ

APACの半数以上（53%）
の企業が、既に他企業やパートナーと協

を管理する適正なスキルを持っていると回答し、
欧州
（70%）
や米州

業しながら、IoTを利用しているのに対し、
グローバルでは、
これが

（65%）
を大幅に上回っています。

48%に止まっています。APACのアダプターの87％が、IoTソリュー
ションを提供したり管理する上で、
パートナーの活用を拡大してい

またAPACの企業は、
セキュリティに対して堅実な対応を行ってい

ると回答しています。
このような協業の文化が広がることで、全ての

ます。
半数を超える
（56%）
のアダプターが、
既にセキュリティのスペシャ

参加者がメリットを得られるような、APACのIoTエコシステムが

リストと共に業務を進めていますが、
これが米州では49％、欧州で

急速に拡大するものと思われます。

は37％となっています。
また、59%がセキュリティプロバイダーの
スペシャリストと協業していますが、
これも欧州では41%、米州では
40%に止まっています。
重要となるのは、IoTプロジェクトのライフサイクル全体を通じて、
セ

「攻撃やウィルスは
「日常茶飯事」
の状況になって
おり、避けることは困難です。
そして攻撃を回避す
るためのソリューションは、
更に多様化しています」

キュリティに重点が置かれていることです。APACのアダプターの
48%がIoTの立ち上げ後も脆弱性のスキャンを実施している一方
で、
これが米州では39%、欧州では34%となっています。

83%

中国のグローバル運輸・物流会社

「コマーシャルグレードおよびコンシューマーグレードのシステムを
理解できる適切な人材を関与させることが、大きな助けになります」

のAPACアダプターが、
IoT のセキュリティを管理す
るための十分なスキルを有すると回答しています。

ニュージーランドの医療機関

Figure 3. APAC adopters are collaboratinvercoming barriers.
図3．
協業によって障壁を乗り越えているAPACのアダプター

中国
IoTのセキュリティ管理を行う
ための適切なスキルを持って
いる

インド

日本

オーストラリア ニュージーランド グローバル

93%

92%

50%

64%

62%

73%

他の企業やパートナーと協業
している

55%

58%

43%

56%

43%

48%

IoTを提供するために過去
12ヶ月間でパートナーの
利用を拡大した

98%

98%

43%

81%

57%

75%
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4

今後5年間
の動向

85%

APACのアダプターは、IoTの将来について非常に楽観視
しています。
現在、
IoTを導入する上で存在する障壁についても、
将来的には取り払われると予想しており、
IoTのエコシステム のAPACアダプターが、IoTは非常に大きいか、
またはかなりの影響
を経済全体に与えていると考えています。
やパートナーシップも拡大すると考えています。

IoTが将来を方向付ける

新たなコネクティビティオプション

2013年に最初の普及状況調査を始めた頃から、IoTを取り巻く状
況は大きく変わっています。
それでは、APACのアダプターは今後の
5年間をどう考えているのでしょうか？この地域には、IoTの将来に
ついて楽観的な見方が数多く存在します。

IoTの導入は、5GやLPWAN
（Low Power Wide Area Network）
などの新しいネットワークテクノロジーによって拍車がかかるもの
と思われます。既にAPACの多くの企業が、IoTの取り組みにおいて
これらの新しいコネクティビティオプションを活用できないかという
点について模索し始めています。
そして、
既に31%が、
5Gなどの次世
代のモバイルテクノロジーの利用を検討しています。
さらに12%が、
LPWANの採用を検討し始めています。

85%のAPACのアダプターが、IoTは今後5年間で経済全体に非常
に大きな、
またはかなりの影響を与えると考えています。
これはグロー
バルでの平均79%を上回るものです。IoTがビジネスの将来を左右
し、経済を変革するという考え方が、世界に広まる一致した見解の
ように思われます。

私達は、NB-IoT（狭帯域IoT）
のようなLP-WANテクノロジーが、
そのネットワークのカバー領域の拡大や優れたコスト効率の向上
によって、APACで更にIoTの導入を加速するものと考えています。

そして、
このような変革は、
日常の業務オペレーションを根本的に
変革するものです。APACのアダプターのほとんど
（91%）
が、2022
年までにIoTセンシングやコントロールシステムが、50%以上の業
務プロセスに組み込まれると考えており、
これはグローバルの平均
79%を上回る結果となっています。

今後の展望
現在、IoTがどのようにしてビジネスの柱になりつつあるかと
いう点について、
様々な解説を行ってきました。
しかし、
これか
らIoTを開始しても、決して手遅れということではありません。
APACの場合で考えても、IoTの成熟には今後長い道のりが
あります。非常に小規模な取り組みであっても、大きな成果
を上げている企業が存在します。更に、
デバイスの高度化が
進み、
新しいコネクティビティのオプションが使えるようになる
ことで、
IoTはこれまで以上に使い易いものになっています。

崩れ去る障壁
APACの企業は、今後5年間でIoT導入の障壁が、次第に崩れてい
くだろうと考えています。79%が、
セキュリティや個人情報に関する
懸念が大幅に解消され、
IoT利用拡大の契機となると予想しています。
また、IoTから得られる大量のデータの解釈に関する問題も解決さ
れるだろうと考えています。89％のアダプターが、2022年までに半
数以上の企業がAIや 機械学習を使って、IoTのデータを解釈するよ
うになるだろうと回答しています。

IoTを既に始めているお客様であれば、規模の拡大や統合を
進めるほど、得られる成果も大きくなることが判るはずです。
そして、
最も大きなメリットを享受できるのは、
IoTからのデータ

さらに、
相互に利益をもたらすIoTパートナーシップの拡大によって、
スキルギャップも埋まって行くものと考えられます。グローバルの
82%に対し、
APACのアダプターの91%が、
共同のIoTソリューション
を構築するために、
異なる業界の企業と協業することになるだろうと
考えています。
今後5年間で、
このようなIoTのエコシステムが拡大・繁栄し、地域
全体にビジネスチャンスを生み出すものと考えられます。

を全面的に活用できるようになった時です。
その実現に向け
大きな役割を果たすのが標準化です。
また標準化は、APAC
におけるIoTの導入を次のレベルにまで引き上げるための、
協業の推進にも貢献します。
APACにおけるIoTは、
かつてない
ほどの盛り上がりを見せています。
この波に乗るならば、
それは
今しかありません。

「私達の業界に関係する全ての企業が、更に IoT
に投資を行いたい、
または、投資する必要があると
考えています」
中国のグローバル運輸・物流会社
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Circle Research は、
B2B 市場調査会社です。
2006年に創立された
Circleは、消費者側にだけ焦点をあて、耳ざわりのよい退屈で学術
的な結果だけを提供する、従来の調査会社とは大きく異なります。
Circle のミッションは、
クライアントがターゲットとする市場の裏に
隠れた真実を明らかにすることで、
マーケティングや営業の成功に
寄与することにあります。
ロンドンに本社をおくCircleは、
B2Bトップ
10ブランドの半数を含む、意欲的なB2B企業にグローバルで貢献
しています。
また、2016年には、Market Research Societyから
Best Agency Awardを授与しています。Circle は、Next 15 Group
PLCの一員です。

今年で5年目となるボーダフォンのIoT普及状況調査レポート
2017/2018は、
8業界、
13ヶ国の1,278社のエンタープライズ企業
と公共部門のエグゼクティブを対象に実施されたもので、世界的
に急速な成熟を見せるIoT市場を興味深く映し出しています。
この
レポートは、
グローバルなIoTのトレンドを理解する上で不可欠な
ガイドになっています。
IoT-mktg.vodafone.com/barometer2017
IoTにおけるセキュリティ

では、
企業の詳細については、
circle-research.comでご覧いただけます。 ボーダフォンのホワイトペーパー「IoTにおけるセキュリティ」
IoTにおけるセキュリティに関してよく聞かれる6つの質問に答えて
Twitterについては、@circle_researchからフォローいただけます。
います。IoTを成功に必要なスキルとは何かを理解できることで、
デジタル化への取り組みを更に前進させることができます。
Vodafone IoT
vodafone.com/business/IoT/securing-the-IoT-your-sixVodafone IoTは、
機械、
車両、
その他のビジネスアセットをネットワーク
biggest-questions-answered
に接続することで、新しい機能や先進のサービスを提供します。
1,300名の専任担当者がサポートするボーダフォンの包括的なIoT
ソリューションによって、地域を横断する形でのIoTの提供と導入
が可能となります。Vodafone IoT は、Analysys Mason、
Current
Analysis、Machina Researchなど、著名な業界アナリストから
高い評価を受けています。
またガートナーの
「マネージドM2Mサービス
のためのマジッククアドラント」
ではリーダーに位置付けられています。
詳細については、www.vodafone.com/business/iot/japanを
ご覧ください。
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