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はじめに 

 

当調査は、リーマンショック以降の世界的景気低迷の現状下において、ユビキタスコ

ンピューティング関連市場における確かな変化、新潮流、変化シグナルをとらえる中で、

ビジネス新大陸とでもいうべき世界を見出すことができた。 

その新たな可能性はスマートフォンを取り巻く世界であり、新しいプラットフォームビジ

ネスが生み出す、ビジネスのさまざまな可能性といってもよいだろう。 

従来、一般的には、国内マーケットのみを意識してビジネスを展開することが多かった

が最近の為替変動、各種経済指標の変動に見られるように、世界経済と日本経済は、

密接につながっており、もはや、世界を意識せずしてビジネスはできない、といっても過

言ではない。とりわけ、注目すべきは、ソーシャルメディア、モバイルビジネスである。オ

ープン化を背景にＳＮＳのＦａｃｅｂｏｏｋが、急速に拡大、アクティブユーザー３億人を達

成、世界人口でいえば、中国、インド、米国に次ぐ国の規模となった。また、ｉＰｈｏｎｅ、Ａ

ｎｄｒｏｉｄなどのスマートフォン人気が世界中に広がっており、年率３１％の市場成長が予

測される。 

当調査は、世界と日本のＳＮＳ、スマートフォン、モバイルビジネス等を調査する中で、

市場動向、市場規模、シェア動向をとらえるとともに、具体的にどのようにアクションすれ

ば、ビジネスとして成功できるか、という視点で調査分析、提言、情報提供を行った。当

該市場に臨む関係者の声を聞く中で、顕著なサプライズのある市場データを提示する

ことに努めた。（たとえば、現在、米国における電子ペーパー端末は、供給が追いつか

ないほど市場が活性化しており、アマゾン、ソニー、グーグル等の動向をとらえる中で、

オープン化（Ａｎｄｒｏｉｄ等）もこうした分野に流れ込んでおり、電子書籍コンテンツ中心の

話題とはいえ、奥深い可能性を感じさせている。また日本市場との差異性も感じさせら

れる、詳細情報を盛り込んだ。） 

当調査報告書は、企業の事業開発、研究開発、ベンチャー企業の経営者等のために、

有益な情報を提供している。最終的には市場、需要の最新動向を踏まえた上で、ソー

シャルメディアへ向けたソーシャルアプリの可能性、スマートフォン市場へ向けたアプリ

ソフト開発の可能性、拡張現実（ＡＲ）におけるビジネス展望、ライフログにおけるビジネ

ス展望、電子ペーパー端末におけるビジネス展望、ウェアラブルディスプレイにおける

ビジネス展望、香り通信、香り付加システムにおけるビジネス展望をまとめている。 

当調査は、スマートフォン市場の急拡大、モバイルビジネスの拡大、ソーシャルメディ

アの世界的潮流を見据えて、企業のこれからの望まれる未来戦略を指し示している。当

調査が貴社のビジネス開発、研究開発、製品サービス開発に少しでも寄与できれば幸

いである。 

 

ＡＱＵ先端テクノロジー総研 

 

 



 3 

 
【調査概要】 

■ 調査テーマ 

 
  
新プラットフォームにおけるビジネス市場展望と今後のモバイル戦略 

-スマートフォン関連の市場動向とビジネス新潮流、ビジネスチャンス- 

 
【調査ポイントの一例】 

グローバル時代のアプリ販売収益とビジネスチャンス
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スマートフォン３１％成長市場を取り巻く、壮大な市場創造とビジネスチャンス！ 
 

■ 調査スケジュール      2009 年 9 月 1日～2009 年 12 月 14日  
■ 調査担当 
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