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【調査概要】
■ 調査テーマ

新世代ネット端末、新ネットサービスの市場動向と市場戦略に関する調査
- Ａｎｄｒｏｉｄ搭載機器、新ネットサービスの市場展望と予測、ビジネス戦略 【調査報告書】
【調査ポイントの一例】
▼電子書籍専用端末と汎用・多目的端末

▼クラウドサービスとクラウド端末

電子書籍専用端末と汎用・多目的端末
電子書籍の対象領域
電子書籍端末の専用性
電子書籍端末の専用性

クラウドコンピューティング時代の
クラウドサービス、クラウドデバイス

注目読書端末
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▼クラウドコンピューティング市場規模

▼タブレット型電子書籍端末市場規模
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● クラウドデバイスとしては、スマートフォン、ネットブックなどがあるが、スマートフォンとノートパ
ソコンの中間に位置づけられる、タブレット型電子書籍端末が注目される。電子書籍端末（電
子書籍リーダー）は、専用端末系と汎用端末系に大きく分かれる。アップルのｉＰａｄの製品化
をきっかけに世界的に市場拡大、日本市場も今後、２、３年で大きく拡大してゆく可能性があ
る。
● このタブレット型電子書籍端末では、グーグルのオープンソースＯＳ、Ａｎｄｒｏｉｄ が採用される
ケースが増えており、米Ｂａｒｎｅｓ＆Ｎｏｂｌｅの「ｎｏｏｋ」、米Spring Designの「Alex」などが注目さ
れるとともに、組込みＯＳとして、テレビ、カーナビ、冷蔵庫、電子レンジ、あるいはロボットに
いたるまで、さまざまな機器に搭載されてゆく可能性がある。

■ 調査スケジュール
■ 調査担当

2010 年 1 月 10 日～2010 年 6 月 25 日
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AQU Technology Research Institute, Inc.
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はじめに
進化し続けるテクノロジーの発展を背景に、コンピューティングのあり方は、大きなパラ
ダイム変化をとげてきている。すなわち、大型コンピュータの時代から、ダウンサイジング
（ＰＣ）、そして、クラウドコンピューティングという流れである。クラウド時代のデバイスとし
て注目されるものとして、スマートフォン、ネットブックなどがあるが、スマートフォンとノート
パソコンの中間に位置づけられる、タブレット型電子書籍端末が注目される。発売後、８
０日でなんと、３００万台を販売したアップルのｉＰａｄが話題となり、世界的に需要拡大、日
本市場も今後、２、３年で大きく拡大してゆく可能性が出てきた。
一方、オープンソースＯＳ、Ａｎｄｒｏｉｄ搭載機器は、Ａｎｄｒｏｉｄを採用することで、コスト
削減、開発期間の短縮が可能である。携帯電話から、電子書籍端末、カーナビ、テレビ、
電子レンジ、洗濯機、ロボットなど、さまざまな機器に広がっている。最近、MIPS が
Android を積極的にサポートしはじめたことも、デジタル家電で多用される MIPS 系 SoC
（System-on-a-chip）を Android デバイスに活用しやすくなっており、組込み機器への
Android 適用に追い風が吹いている。
ユーザーが通信機能を意識しないで利用できる製品、アマゾンの「Kindle」のようなビ
ジネスモデルは、MVNO（仮想移動体通信事業者）としてサービスを提供すれば、どん
な企業でも、端末販売からアプリケーション提供までをセットにしてサービス提供できる。
こうした取り組みも増えてゆくものと思われる。
折から、海外でＳｏｎｙ Ｒｅａｄｅｒを手がけるソニーは、凸版印刷、ＫＤＤＩ、朝日新聞社
とともに、電子書籍配信を手がける共同出資会社を設立。年内にサービスを始める。い
よいよ、日本市場が動き出す、という状況となった。今後の国内市場の展開、世界市場
の動向が注目される。
いっぽう、ネットとテレビの融合化は、アプリマーケットにも好インパクトを与える。グー
グル、ソニーの提携をきっかけに、今後、Android アプリなどが大きく拡がる。アプリ開発
業者にとってはチャンスである。
需要調査では、タブレット型電子書籍端末の利用方法として、エンターテイメント、電
子書籍の利用、ビジネス利用等が挙げられており、ｉＰｈｏｎｅに比べ、年齢層の高い層に
意外と受けている。このことは、パソコン操作に慣れていない層にも入り込み、たとえば視
力の関係などから、文字などの大きさを簡単に変えられる、孫との写真コミュニケーション
といった点など、高齢者需要を喚起してゆく可能性もある。その他、ビジネス利用面でも
教育関係、営業支援等幅広い用途が見出された。
電子書籍の先行企業においては、すでに、携帯電話、ＰＣ、スマートフォン、電子書籍
リーダーというように、いわば販売のマルチプラットフォーム戦略を展開している。タブレ
ット型電子書籍端末では、メーカー、コンテンツサプライ、アプリ開発というように立場は
異なるが、ターゲット別の戦略を練り、効率的な戦略運営が望まれるところである。
当調査は、新世代ネット端末と新ネットサービスに着目。クラウドコンピューティング時
代における、クラウドデバイス、アプリ、サービスで注目されるタブレット型電子書籍端末、
および関連ビジネス、そして、オープンソースＯＳ、Ａｎｄｒｏｉｄの今後の展開、可能性を調
査した。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
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