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米国オバマ政権のグリーン・ニューディール政策を背景に、日本国内においても
「スマートグリッド」に注目が集まっている。筆者らはこのスマートグリッドを3S（ス
マートメーター、スマートグリッド、スマートホーム）の3つの領域で構成されると
捉え、スマートホーム市場においてホームネットワークサービスが拡大すると考え
ている。
筆者らは、富士通社会基盤BGを支援する形で、通信事業者が提供するホームネッ
トワークサービスのビジネス化について検討した。通信事業者がホームネットワー
クサービスのプラットフォーム事業者となることにより、通信事業者間の競争はラ
ストワンマイルからプラスワンマイルにシフトする。今後、通信事業者によって比
較的収益性が高いサービスから順次、ホームネットワークサービスが展開されてい
くものと期待される。
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ま　え　が　き

米国オバマ政権の誕生とそのグリーン・ニュー
ディール政策を背景に、日本国内においても「ス
マートグリッド」に注目が集まっている。筆者ら
はこのスマートグリッドを、電力の自動検針や自
動開閉を実現するスマートメーター（SM：Smart 
Meter）、送電や配電品質を向上させるスマートグ
リッド（SG：Smart Grid）、生活を豊かにするス
マートホーム（SH：Smart Home）の3段階の変
化「3S」で構成されると捉えている。
スマートグリッドによって一般家庭向けのネッ
トワークに再度注目が集まり、スマートホーム市
場で展開されるホームネットワークサービスが拡
大すると期待されている。本稿ではこのスマート
ホームの議論で改めて着目されるホームネット
ワークサービスについて解説し、富士通総研（FRI）
が支援した富士通社会基盤BGによる通信事業者向
けの次世代サービス検討を例として、今後の市場
の潮流と新事業の可能性について論じる。

ホームネットワークサービスとは

ここで、ホームネットワークサービスとは、ホー
ムネットワークを活用して、家庭向けに提供する
サービスの総称である。代表的なものに映像配信
サービス、簡易セキュリティサービスや見守り、
エネルギーマネジメント等がある。これにより一
般生活者が意識しないでもIT活用の恩恵を受け、

生活が向上したり、各種サービスが生活者の時間
的、もしくは精神的ゆとりが生まれたりすること
が期待される。
仕組みの面から捉えると、ホームネットワーク
サービスは、家庭内にホームゲートウェイと呼ば
れる集約装置を置き、これを介して家庭内にある
センサーや各種機器と通信事業者側にあるプラッ
トフォームを通信回線で結んだ構造のシステムを
利用して提供される。（図-1）
前述のスマートホームの議論においては、スマー
トグリッドに使われる通信網に家庭内電化製品や
電気自動車等が接続されることが期待されている。
キラーアプリケーションは電気自動車と見込まれ
ている。米国の事例ではスマートメーターが各家
庭のネットワークゲートウェイとなる機能を有し
ており、ホームネットワークサービス市場のイン
フラとしての活用が始まった。一方、日本国内で
は光ファイバー等の通信インフラをベースとして
産学官による実証実験や通信事業者によるホーム
ネットワークサービスの議論が進展している。
しかし、これまでの取り組みを通じてホームネッ
トワークサービスの普及には多くの課題があるこ
とも指摘されている。端的に現れているのがその
市場規模の予測である。2005年時点では、ホーム
ネットワーク関連市場として2010年にサービス・
コンテンツ分野で4兆5,601億円の市場が想定され
ていたにもかかわらず、2010年時点での予測にお
いては、8,437億円の市場予測になるなど、当初の
予測と大幅な乖

かいり

離が存在している。（1）（2）

図-1 ホームネットワークサービスの構成要素
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ホームネットワークサービス市場の課題

実は、ホームネットワークサービスは、そ
の市場成立自体が課題視されてきた歴史があ
る。従来ホームネットワークサービス市場は、
ハード面とソフト面2つの要素が満たされるこ
とによって市場拡大できる可能性があるとさ
れてきた。ここでいくつかの通信事業者がソフ
ト・ハード両方の要素を満たすプラットフォー
ム化を推進したことにより、状況が変わりつつ 
ある。
●	 ハードウェアの課題要素
ホームネットワークには、家庭内の機器を何ら
かの通信路で接続し、データのやり取りを可能と
するシステムが必要である。これについては専用
の配線を用意することなく、無線や既設の電力線
等を活用してホームネットワークを構築する技術
が確立されつつある。これにより機器のネットワー
ク化への障壁が低くなった。加えて、IPのよう
な汎用性の高いプロトコルが一般化し、効率的に
扱えるネットワーク技術が発展したこともホーム
ネットワークの実用化に向けて重要な点であった。
これらの技術でカバーできない機器同士を接続す
るHDMI等の技術も順調に市場に投入されてきた。
このように、ハード面だけを見ると、ホームネッ
トワークの実用化に向けた大きな障害はもはや見
当たらないようにも思われている。
●	 ソフトウェアの課題要素
歴史を遡れば、日本電子機械工業会（現・電子
情報技術産業協会）が1988年に標準化した家庭内
ネットワーク向けの規格である「ホームバス・バス・
システム」の時点で、TV放送の利用を除く現在想
定されているホームネットワークサービスのほと
んどが登場していた。この時点からホームネット
ワークがユーザに対して何を提供するのかといっ
たソフト面での検討が続いている。現在もこのよ
うな課題が発生している要因として、共通プラッ
トフォーム化の遅れが挙げられる。
ホームネットワークサービスを受けようと考え
る消費者がいたとしても、現段階ではサービスの
利用に対して必要な機器からアプリケーションに
至るまでユーザ自身で面倒を見なければならない
状況にある。これでは機器操作に詳しくない一般

的なユーザの利用にはハードルが高い上、このよ
うな状況下では機器のコストが下がりにくく対応
機器も高価な状況が続く。
共通プラットフォーム提供に向けた取り組みは
遅れていたが、最近になっていくつかの事例が出
始めた。米国ではAT&TがOSGiベースのホーム
ゲートウェイを用いたサービスを開始した。日本
国内ででも2009年秋よりNTTの「ホームICT」の
フィールド実験が開始され、2010年の秋頃には本
サービスへの移行が予定されている。

今後のホームネットワーク市場の展望

この状況はホームネットワークサービス市場に
おける競争前夜である。これまで家庭までのラス
トワンマイルを争っていた通信事業者間の競争が、
家庭内の機器までのプラスワンマイルの競争に移
行しつつあることを意味するのではないだろうか。
今後は、プラットフォーム事業者によるホーム
ネットワークサービス提供のインフラ整備進展に
伴い、ホームネットワーク関連市場の拡大が予想
されている。市場の広がりとともに、家電メーカー、
住宅メーカー、ネットワーク機器ベンダー、通信
キャリア、ISP、サービス事業者、サポート事業者
等、様々な分野からプレイヤーが参入し、それぞ
れの役割、位置付けで収入の拡大を目指すだろう。
キープレイヤーとしての通信キャリア各社は、
ホームネットワークサービスのプラットフォーム
事業者としての位置付けでビジネスを展開し、ネッ
トワーク利用料に加え、各種のプラットフォーム
機能提供による収入の拡大を目指すことになる。
ホームネットワークサービス市場は、2008年の

6,454億円から、2014年には2008年の1.74倍とな
る11,250億円の市場に拡大すると期待されている。
金額ベースでは、2014年予測値でエンタテインメ
ント系（7,642億円）が最も大きく、生活支援・セ
キュリティ系（3,055億円）、ホームサポート（550
億円）、家庭向け省エネ（3億円）と続く。ホームネッ
トワーク関連サービスにおける今後の成長領域と
しては、生活支援・セキュリティ系サービスがあ
り、2014年時点で、ホームネットワーク市場全体
の27.2%を占めると予測されている。（2）

また、ホームネットワークサービスは、インター
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ネットのポータルサービスなどと同様に、マルチ
ホーミングコスト（3）が高いサービスであると考え
られる。となれば市場において強者による寡占化
が進む可能性が高い。そのため、参入を考える企
業は、市場が立ち上がるタイミングを見極めなが
ら、早期に市場を確保できるような市場展開戦略
を考える必要があるだろう。
追随する事業者の事業化にあたっては、従来指
摘されてきたこれらの課題解決に加え、このプラッ
トフォームを早く、安く構築する必要がある。

富士通の取り組みとその支援

FRIは、富士通社会基盤BGによる通信事業者
向けの次世代サービス検討プロジェクトを支援し
た。これは、光ファイバー網を中心に無線通信サー
ビスも提供している、とある地域NCC様に対す
る、富士通からの提案を支援するプロジェクトで 
あった。
一般に通信事業者は、無線通信にしても固定網
の事業者であっても、収入の基本構造はARPU×
契約数で捉えられる。通信事業者は通信に付加価
値サービスを提供し、ARPUを増加させるか、あ
るいは魅力的サービスもしくは必要性を演出する
ことにより契約数を増加させる必要がある。本プ
ロジェクトではその効果を期待するサービスとし
て、ホームネットワークサービスがスマートグリッ
ドの議論を契機に再度着目され、その具体化が急
がれたのである。
富士通は、このホームネットワークサービス分
野に関連して、映像系やヘルスケア系を始め様々
なサービス提供が支援可能な体制を有している。
通信事業者様にホームネットワークサービスのプ
ラットフォームを提供する提案をしていきたいと
考えていた。
プロジェクトで検討するサービスの論点は多く、

FRIは主にビジネスモデルの検討とサービスアプ
リケーションの検討を担った。
ビジネスモデルを検討するためには、ホームネッ
トワークサービス事業の収益性が見えないと議論
が進まない。プラットフォームの提供事業者とし
て、普及期に選択するアプリケーションを何にす
るか、単価の低いアプリケーションサービスのコ

スト回収を広告モデルで回収するためには、事業
者側として何が必要かなどの検討事項にあわせ、
FRIは検討の早い段階で収益シミュレーションモ
デルを作成し、展開シナリオやサービスの変化に
合わせてシミュレーションを実施した。
ホームネットワークサービスの事業化に際して
は単体として収益が期待しやすいサービスから順
次展開されると考えられる。なぜならホームネッ
トワークサービスのアプリケーションの特性とし
て個別サービス自体は決して高額なサービスでは
なく、少しでも投資回収を早めるためである。
たとえば、ホームネットワークサービスの初期
に展開が期待されるサービスとして、簡易ホーム
セキュリティやエネルギーマネジメントサービス
が有望と見られている。
【サービス例1：簡易ホームセキュリティサービス】
警備業における機械警備、すなわち通信を介し
た異常通報システムは、ネットワーク活用サービ
スとして歴史は非常に古いものである。最近では
サービス価格が低価格化しているものの、警備装
置の設置費用や、駆けつけ警備員の費用等、いま
だ大きな負担感が否めない。もっと手軽で、自分
の携帯電話に異常通報するというようなシンプル
かつ低コストの仕組みに対して、一定のニーズが
存在していることや、他の情報サービスと比較し
て月額2,000~3,000円程度という価格設定が可能
なことなどから、簡易セキュリティサービスはホー
ムネットワークサービスの初期キラーアプリケー
ションとして期待されている。
既に米国ではコムキャストが警備会社等と組ん
でサービスを開始している例がある。
【サービス例2：ネットワーク型エネルギーマネジ
メントサービス】
地球環境問題を背景に家庭におけるCO2削減を

ITで支援するという考え方が打ち出されたが、そ
の直接的アプリケーションとなるのが、自宅の太
陽光発電等のエネルギーを可視化し、管理可能と
するためのサービスである。現在は家庭において
スタンドアロンで動くことを前提としているこれ
らのシステムをネットワークサービスとして提供
するものである。このサービスによってホームネッ
トワークサービスの操作デバイス（PC、iPadや携
帯電話等）を通じた可視化や設定変更機能を提供し
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たり、メーカーや事業者側には太陽光発電システ
ム等の普及に応じた保守情報の供給、サービスの
アップデートの仕組みを提供したりするなど、広
がりが期待される。現在、注目を浴びる太陽光発
電システムは数百万円単位の投資である。この普
及とあわせて、通信事業者がホームネットワーク
サービスを展開することで、通信サービスの裾野
が広がると期待されている。
このほか、FRIはホームネットワークサービス
のアプリケーションとして、海外での先行事例等
の調査を行った。そこから浮かび上がったサービ
ストレンドを踏まえ、ホームコントロールやセキュ
リティサービス、エネルギーマネジメントサービ
ス等、それぞれのサービスの検討を行い、プラッ
トフォームとしての事業成立の可能性について分
析を進めた。実は、ホームネットワークサービス
の事業性は単独サービスで考えた場合、成立が非
常に難しい。
結果、小規模な通信事業者でのホームネットワー
クサービスにおける収益確保は非常に難しく、通
信事業者連合として取り組むか、富士通等による
プラットフォームアウトソーシングの必要性が認
識されるに至っている。

む　　す　　び

本稿では、ホームネットワークサービスに焦点
を当てて議論をしてきた。複数のサービスを統合
するプラットフォーム化は、これまで垂直統合さ
れてきたホームネットワークサービスから水平分
業化するビジネスモデル変革を伴い、参画プレイ
ヤーとプラットフォーム事業者のWIN-WINの関
係を構築できるかが鍵である。マルチホーミング
コストの高いサービスではあるが、サービス品質
が高くなければ、契約者の絶対数は増加しないだ
ろう。今後、サービスを生活者の側からブラッシュ
アップしていき、サービスに必要な情報を効率よ
く収集し、プラットフォーム全体としての価値を
いかに向上させるかが重要となると考える。

参 考 文 献

（1）総務省：「デジタル情報家電のネットワーク化に関す
る調査研究会報告書」2005年.

（2）富士キメラ総研：「2010 次世代ホームネットワーク
関連市場の将来展望」2010年.

（3）根来龍之：「情報プラットフォームの成功の法則」講
演資料 2009年.

コンサルタント論文集2011.indb   99 2010/10/29   10:19:01




