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ＩＴ利活用における第３の波の登場 ～User Interface からみた考察～ 

和田恭＠JETRO/IPA New York 
１． はじめに 
 
古来、人間社会の生産性のありようは大きく変化してきた。Alvin Tofler 氏の古典的

な名著「第三の波」では、狩猟社会から農耕社会（農業革命）、産業化社会（産業革

命）に次いで脱工業化社会・情報化社会（情報革命）と変遷してきたとされている。し

かしそれ以降も、コンピューターの登場により、経済社会における生産活動やこれを

支える人々のライフスタイルは大きく変わってきた。 
 
情報処理の内容で見ると、高度で専門的な科学技術計算（気象予測などの平和利用

から弾道計算のような軍事目的利用まで）、業務用途の情報処理（資源計画、顧客管

理や人材管理）から、パーソナルな情報処理（家計管理、ライフログやソーシャルメデ

ィアなど）をも含むようになってきている。情報端末の種類で見ると、メインフレーム、

ワークステーション、PC といったダウンサイジングの流れが、スマートフォンやタブレ

ット、さらには組み込みソフトやセンサー類といった極小の情報処理単位へと進んで

きている。一方で、1990 年ころのWorld Wide Web の登場、2004 年頃のWeb2.0 と

いう概念の登場は、インターネットの利活用環境を大きく変えている。 
 
特に近年の、ソーシャルメディアやビッグデータ分析といった、IT 利活用面まで含めた

社会経済構造の変化を、上述の人間社会におけるこれまでの大きな変革にも匹敵す

る大きな変化と捉える動きがある。これを、IT サービスの利用基盤の大きな変化とと

らえて「第 3 の波」「第 3 のプラットフォーム」の登場と呼ぶ場合も出てきている（後

述）。 
 
本稿では、それらの IT サービス利活用環境とそれを支えるユーザーインターフェイス

（UI）の変遷を紹介するとともに、その変革が人々の経済社会生活にどのようなイン

パクト（「第 3 の波」）をもたらすかについて考察する。 
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２． 「第 3 の波」登場の経緯 
 
近年、ソーシャル、モバイル、ビックデータ、クラウドコンピューティングなどの技術が

複合的に利用される状況が登場し、社会生活上に大きな変革をもたらしているとの主

張が見られるようになってきている。本章では、それらの技術が普及した背景状況を

概観した上で、いわゆる「第 3 の波」「第 3 のプラットフォーム」などといわれるそれら

の主張について紹介する 
 
（１）人間が利用する IT 端末の推移 
これまで、人間が主として利用する IT 端末は、1960 年代はメインフレーム（専門家が

科学技術計算に利用）であったものが、1980 年代以降はワークステーション・PC（一

般消費者が家計・エンターテイメントにも利用）に移行した。消費者が利用する IT端末

という観点では、事実上最初の PC といわれる Apple II の発売が 1977 年であり、そ

の後、1985 年頃から PC-AT 互換機やワークステーションが登場した。それまでのコ

ンピューターは一握りの専門家が操作するものであったが、これらの PC の登場によ

り、消費者個人がコンピューターを操作することが一般的になってきた。 
 
それから 20 年程度遅れて、スマートフォン・タブレット（一般消費者が業務・家計・エン

ターテインメント・ソーシャルメディアに利用）の本格的な普及が始まった。インターネ

ットへのアクセス機能と OS の搭載による自由なアプリケーション・機能追加を特徴と

するスマートフォンは、2007 年の Apple 社の iPhone 3 が先鞭をつけた機器であり、

2009 年頃から本格的に普及するようになったと考えられる。また、タブレットについて

は、2011年に事実上の第一号機 iPadが発売開始され、普及が加速的に進んでいる。

同年にはスマートフォンの販売台数（世界市場）がPCを上回るようになり、インターネ

ットへの接続端末としては、スマートフォンが PC にとって代わるようになりつつあると

言える。 
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【図表 1：PCとスマートフォンの出荷台数の推移（世界市場 1）】 

 
 
PCが一般消費者の主要なIT端末であった 1980 年～2010 年頃までの間も、ネットワ

ーク環境や情報共有環境は大きく変化している。1980年代後半のインターネットの登

場により世界規模でのIT端末の接続が可能となり、1990 年頃のWorld Wide Webの
登場によりインターネット上の情報資源へのアクセスが現実のものとなった。2004 年

頃には、消費者が情報収集・発信の担い手となるソーシャルメディアが登場し、

Web2.0 といわれるインターネットの新たな利用様態が広まるようになった 2。ブログ

やソーシャルメディアの登場により、World Wide Webが双方向の情報共有ツールと

して用いられるようになり、消費者発のソーシャルメディアが情報の流通において従

来のマスメディアに代替するようになったり、バーチャルな人間関係が強く推定される

ソーシャルメディアにおける人間のつながりが、現実社会の人間のつながりに影響を

及ぼしたりといった形で、社会生活における情報流通の様態の変化が見られるように

なった 3。 
 
 
 
 
 

                                                   
1 http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23398412 
2 2006 年に O’railley 社のイベントで Web2.0 の表記がされたことが同用語のはじまりといわれている。 
3 これらのソーシャルメディアの利活用方策と課題については、2012年12月号のニューヨークだよりでも取り上げ
たところである。 
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以上のように、人間が利用する IT 端末は、端末自体を構成する技術と、ネットワーク

や利用形態に関する技術により、大きく移り変わってきている。下図にその状況をお

おまかに示す。 
 

【図表 2：主たる IT 端末とその用途の推移】 
 1960 年代 1980 年代 

PC の登場 
1990 年代 

Web の登場 
2009 年頃～ 

HPC4・メインフレー

ム 
科学技術 業務利用 

科学技術 
業務利用 
科学技術 

科学技術 

（クラウドコンピュー

ティング） 
－ － － 業務利用 

家庭利用 
ワークステーショ

ン・PC 
－ 業務利用 

家庭利用 
業務利用 
家庭利用 

→ 

携帯電話 － － 通信 → 
スマートフォン・タブ

レット 
－ － － 業務利用 

家庭利用 
 
また、インターネットに蓄積される情報量の爆発的な増大への対策の必要性が指摘

されるようになってきた。インターネットサイトにおける検索、購買に関する記録や、ス

マートフォンに搭載されるGPSによる位置情報など、さまざまなデータがインターネッ

ト上に蓄積されるようになってきている。同時に、これまで取り扱えなかったような、非

構造化データ、モニタリングデータ、画像・音声データが情報処理の対象に加わるよう

になり、それらの大容量データの高速・分散処理、いわゆる「ビッグデータ」の活用が

課題となってきている 5。 
 
（２）「第 3 の波」の登場 
 
ここ数年間における、IT 利用端末の変化（PC からモバイル）や、IT 利用形態を大きく

変える新技術（ソーシャルメディアやビッグデータ技術）のインパクトは顕著である。こ

の動きについて、過去生産効率を飛躍的に増大させた、農業革命や産業革命になぞ

らえた「革命」と位置づける報道や発表が数多くなされている。 
 

                                                   
4 High Performance Computer、いわゆるスーパーコンピューターを指す。 
5 莫大な情報を取り扱う概念としては「ビッグデータ」が挙げられるが、同用語は 2008年後半に、米国立科学基金

（NSF）と電算研究協会（Computing Research Association）が共同で設立した「電算コミュニティー共同事業体

（Computing Community Consortium ）」が「Big Data」という語句を採用したことに端を発するとされている。 



ニューヨークだより 2013 年夏秋合併号 

- 5 - 
 

 Googleなどへの投資で知られるベンチャーキャピタリストのJohn Doerr氏が

2010 年に、モバイルやソーシャルによる社会生活の変革を「第 3 の波」と形容し

た。同氏は、1980 年代のマイクロチップとPCの発明、1995 年以降のNetscape, 
Amazon, Googleの登場によるウェブの普及についで、現在、ソーシャル、モバイ

ル、商取引形態からなる新たなトレンド、破壊的技術トレンドが登場する大きなう

ねりの中にあると指摘している 67。 
また、同氏は 2010 年 10 月には、ウェブの進化系「ソーシャルウェブ」が新たなテ

クノロジーの波を起こしているとも述べている 8。 
 
 日本経済新聞でもJohn Doerr氏の発言をひきつつ、1980 年代のPCの発明、

1990 年代のウェブに続く、ＩＴの利用形態を根本から変える流れとして、モバイ

ル・クラウドコンピューティング、Eコマースとソーシャルメディアの複合的な利用状

況について、2010 年末頃から「ITがもたらす第三の波 9」という特集記事を掲載し

ている。 
 

 調査会社IDC社は、2011 年ころから、メインフレーム、分散処理から、モバイル、

クラウドコンピューティング、職場ITの「消費者技術の転用」またはソーシャル・ネ

ットワーキング、大規模データ分析といった「第 3 のプラットフォーム」（Mobile、
Social、Cloud、Bigdataの 4 要素）への移行を提唱している 1011。 

 
 日本IDC社も、電子計算機、PCの発明に続く、モバイル・モバイルブロードバン

ド・クラウド・SNS・ビッグデータが同時に利用されるようになった 2011 年を、第三

の波の到来時期として捉えている 12。同社では、第一の波を 1960 年代のメイン

フレームの登場、第二の波を 1981 年に登場したPCとしている。 
 
 調査会社Gartner社は、2012 年末頃、Social、Local、Mobile、Informationの 4

要素の組み合わせによる新たなIT利用環境、つまり新たな価値を生み出す「力

の連関」がIT革命を引き起こすことを発表している 13。 
 

                                                   
6 http://blogs.wsj.com/venturecapital/2010/05/24/john-doerr-on-the-great-third-wave-of-technology/ 
7 http://gigaom.com/2010/05/24/memo-to-john-doerr-we-are-well-into-the-third-wave/ 
8 http://tech.fortune.cnn.com/2010/10/21/the-social-web-is-under-hyped/ 
9 http://www.nikkei.com/news/topic/archive/?uah=DF241220108911 
10 http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=J12641001 
11 http://mobileenterprise.edgl.com/news/IT-Shifts-to-Third-Platform-as-Mobile-Spend-Grows-by-20-83462 
12 http://www.sbbit.jp/article/cont1/23626 
13 http://www.gartner.com/DisplayDocument?doc_cd=234840 

http://www.itmedia.co.jp/promobile/articles/1210/15/news081.html 
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 元神戸大学教授の松本卓也氏は、蒸気機関、電力駆動の工作機械・家電製品、

内燃機関といった汎用的な技術（General Purpose Technology：GPT）は、これ

まで、農業やブルーカラー労働力から雇用を奪うとともに産業構造を変革させて

きたが、近年ではコンピューターを代表とする情報通信技術（ICT）がGPTとして

登場してきたことにより、18 世紀の産業革命、戦後のオートメーション革命につぐ、

第 3 の失業の波をもたらすと指摘している 14。 
 
ここで共通する考え方は、ソーシャル、モバイルというインターネット空間への接点の

急速な拡大と、それを支えるクラウドコンピューティングやビッグデータなどの技術の

登場が、インターネット空間を双方向でより生産性の高いものに変えているということ

であろう。 
 
確かに、ソーシャルやモバイルはインターネット空間上の情報流通を大きく変えてきて

いる。具体的には、これまで情報の一方的な受け手であった消費者が主体的なメディ

アの担い手となっていること、あるいは、教育や医療の分野では、専門家から一般消

費者（生徒）に向けた知識の伝達が前提であったところが、人工知能やアプリケーショ

ンの補助により生徒が教えあい・自立的に学べるようになってきたこと、IT による医師

の意思決定支援や患者への情報開示拡大という流れを生み出してきたこと（後述）な

どが例としてあげられる。 
 
これらは、一般消費者の知識を体系化することのできるソーシャルメディアや、様々な

シチュエーションにおけるインターネットアクセスを可能とするモバイルの特性を活か

したものである。こうした、ソーシャル、モバイル、クラウドコンピューティング、ビッグデ

ータといったここ数年の新技術の複合的な登場によりもたらされた、新たな IT 利用環

境について、本稿では、John Doerr 氏に倣い、ＩＴ利活用における「第 3 の波」と呼ぶ

こととする。 
 
（３）「第 3 の波」がもたらすもの 
 
「第 3 の波」を構成する要素は、ソーシャル、モバイル、ビッグデータ、クラウドコンピュ

ーティングなどであって、個別に見た場合、農業革命、産業革命などと比肩するだけ

の経済社会へのインパクトを持ちうるものかは自明ではない。ここでは、これら総体と

しての「第 3 の波」がもたらす社会経済へのインパクトを定性的に考察する。 
 
一般的に、IT がもたらす作用とは 
                                                   
14 http://getnews.jp/archives/286612 
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 情報を見つけること（ビッグデータからの情報の抽出、分析） 
 情報を伝えること（情報の非対称性の解決、即時伝達） 
 人と人、資本と人などをつなげること（マッチング） 
といった点があげられよう 15。本章では「第 3 の波」がこれらの機能にどのような革新

性を付加するものとなるかを考察する。以下、個別に説明する。 
 
① 情報を見つける 
 
現在、インターネット空間に蓄積される情報量は増大の一歩であり、調査会社 IDC 社

の予測によれば、2005 年に人間一人当たりの情報は 17 ギガバイト（GB）であったも

のが、2020 年にはその 300 倍（5,200GB）になると見込まれている。この時点で、人

類全体では 40 ゼッタバイト（1GB の 40 兆倍）になる。また、それらの情報の形態は、

スマートフォンの GPS、電子コンパス、連絡先といった情報から、センサー類から得ら

れる連続データ、ソーシャルメディアを流れるコメント、画像データなど多岐にわたる。

このような状況下、消費者が求める特定のデータの検索や一定の傾向の抽出は、ま

すます困難な課題となりつつあり、従来になかった機械的・人的な分析手法が必要と

なる。具体的には、非構造化・大容量データの高速処理＝ビッグデータ分析（機械が

行うもの）、または、感性や知識体系に基づくデータの分析＝キュレーション（人が行

うもの）は、こうした「情報を見つける」機能を大幅に飛躍させるものと期待される。 
 
また、選挙活動、防災、ファッションなどの分野は人々がどのような感想（景況感や主

張・コンテンツに対する賛同など）を持っているかの把握が重要となる。たとえばこれ

に対し、Twitter のハッシュタグに基づく分析サービスにより、ある課題に対する支持・

不支持、その強度、その理由などを時系列ごとに分析するサービスが登場している。

先の米国大統領選挙では、支持率に大きな影響を与えるとされるテレビ討論会に対

する Twitter 上での視聴者の支持動向がリアルタイムで計測され、選挙活動方針に

反映されたとされている。これは、ソーシャルメディアとビッグデータ技術により人々の

景況感（センチメント）が把握できるようになった事例といえる。 
 
 
 
 
 
                                                   
15 当然のことながら、分野横断的に用いられる ITの機能の定義方法は一意ではない。上記の整理の方法以外に

も、たとえば、いつでも、どこでも、誰でも利用できること（時間、空間、利用者の制約を受けない）、直感的な情報

把握・利用（マルチメディアなど大情報量のデータを感覚的に理解し、操作することができる）、バーチャル（リソー

スの仮想化、柔軟な配分による初期投資コストの大幅な削減）といったものが考えられる。 
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【図表 3：2012 年 11 月の大統領選挙時のTwitterによる候補者支持傾向分析例 16】 

 
【図表 4:2013 年 5 月のオクラホマ竜巻に関するTwitterなどの言及分析例 17】 

 

                                                   
16 http://twitris.knoesis.org/election/ 
17 http://twitris.knoesis.org/oklahomatornado/ 
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もう一つ、情報を分析し、傾向を発見するという意味で、興味深い事例が、2012 年 11
月に行われた先の米大統領選挙における選挙結果予想である。ニューヨーク・タイム

ズ紙のNate Silver氏は事前に各種の世論調査を規模、質、時期によって分類し入力

しておき、そのほかにも莫大な入力情報に基づいた数理解析モデルにより、大統領

選挙における選挙区ごとの候補人獲得状況を 50 州全部で当てたとのことである 18。

高名な政治評論家においても選挙人獲得数を 100 人以上読み違えるものが出る中

（選挙人の合計は535人、これに対するNate Silver氏の予測は誤差0人）、個人的な

洞察にたよる同職業は、その正当性を疑われ、いずれはこうしたビッグデータ解析に

その地位を奪われるのではないかと報道されている。 
 
② 情報を伝えること 
 
「メディア」は情報を伝達する手段である。その中で、多様な情報源から消費者に伝え

るべき情報を情報送信側が選択し、放送や新聞など特定の情報伝達ルートに載せて

広く一般に情報提供する「マスメディア」が有名である。ここで情報送信側（記者）が情

報選択を行うのは、情報の出し手と受け手に非対称性が存在することから、情報選

択に高い専門性と公共性を備えた記者に情報選択・配信を委ねることに合理的があ

ったためと考えられる。これに対して、近年登場した「ソーシャルメディア」は、（情報の

品質や信頼性についてゆらぎが生じるものの）消費者発の多様な情報発信が可能と

なり、広い視点からの情報収集、多様化という観点から、「メディア」としての地位を獲

得しつつある。 
 

【図表 5：メディアにおける情報伝達の変化 19】 
従来の情報の流れ   今後の情報の流れ 
特定のマスメディア→大衆  多数の「マルチメディア」→特定の個人 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
18 
http://jp.techcrunch.com/2012/11/08/20121107pundit-forecasts-all-wrong-silver-perfectly-right-is-punditry-d
ead/ 
19 筆者作成。図版は http://www.fredcavazza.net/2008/06/09/social-media-landscape/ から引用。 
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今や、情報の流れは、特定メディアから大衆に向けた、「１対 N」の情報の流れではな

く、多数のソーシャルメディアから個々人にむけた「N 対１」の流れになりつつある。 
 
同様のことは教育や医療など、専門性の高い分野についても言え、これらの分野で

は、情報の流れは、専門従事者（教師、医師）から一般消費者（生徒、患者）に限定さ

れていた。ところが、最近では、ITの普及により情報の流れが複線化し、情報の受け

ても情報発信者になるケースも見られるようになった。教育分野で言えば、MOOC
（Massive Online Open Course）と言われるオンライン教育プログラムが盛んになっ

ているほか 20、スマートフォン・タブレットやPC向けにも教育用のアプリケーションが

多数登場し（Apple社のApp Store、Google社のGoogle PlayやGoogle Apps 
Marketplace Educationにおけるアプリケーション群）、教育は必ずしも教師から生徒

への一方通行ではなくなっている。医療についても同様であり、医療上の意思決定支

援システム（IBM社が開発したWatsonなど）を踏まえた診療が行われるようになりつ

つあり、患者側も電子健康記録（EHR）の普及により診療記録・検査結果を自分で参

照したり、転院やセカンドオピニオンに情報を利用したりできる環境が整備されつつあ

る。 
 
もう一つの情報伝達上のITの利点としては、即時性が高いということである。これに

ついては、東日本大震災からの教訓がある。従来、緊急時連絡回線とされていた固

定電話や携帯電話網はシステムダウン及び通話需要爆発により利用できなくなり、

最も信頼性の高い情報伝達経路についての見直しを行政機関・企業などに迫ること

となった。震災時に、安否確認や救援物資手配などについて、様々な民間サービス

が立ち上がり、復旧支援の役に立ったが、コミュニケーションツールについてもウェブ

サイト、ソーシャルメディア、SMS・電子メールなど、機動的な使い分けが行われるよ

うになった 21。 
  

                                                   
20 MOOC の例としては Coursera、Kahn Academy、EdX（Harvard 大および MIT 主導のオンライン教育プログラ

ム）などがあげられる。 
http://www.mooc-list.com/ 
21 東日本大震災当時の IT 利活用形態については、ニューヨークだより 2011 年 4 月号を参照のこと。 
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【図表 6:情報伝達路ごとの長所・短所（災害時）】 

手段 長所 短所 

ウェブサイト 発信できる情報量・種類が豊

富。 
能動的なアクセスが必要。 

SMS、メール 情報の即時性が高い。 
特定多数向けに伝達。 

伝達できる情報量・表示手段に限

界、信頼性の低い情報のチェーン

化の可能性。 

SNS Twitter など一部のメディアは

即時性が高い。特定・不特定

多数向けに伝達可。 

公共機関経由での情報利用など、

情報の信頼性を確保する手立てが

必要。 

（参考） 
固定・携帯

電話 

情報の即時性が高い。 
もっとも普及している。 

基本的に 1 対 1 通信で伝播力がな

い。 
システムダウンに弱い。 

 
 
③ 人と人、資本と人などをつなげること（マッチング） 
 
様々な分野で、利用可能な資源と利用者、あるいは人と人を結びつけるサービスが

登場してきている。具体的には、宿（AirBNB）、自動車（ZipCar）、資本の出し手

（Startupwithme、Founder2me、CoFoundersLab、FounderDating22）、ものづくり

（Kickstarter）などが挙げられる。これらのサービスにおいては、リアルタイムでの需

給状況の共有と、提供されるサービスへの信頼性確保が重要な要素であることから、

モバイルやソーシャルの機能があって初めて成立しているサービスであると言える。 
 
「第 3 の波」がもたらす機能は、以上のべた 3 点ほかである。上記の例でいえば、「第

3 の波」の進展につれて「マスメディア」は「ソーシャルメディア」に、「評論家」「アナリス

ト」は「ビッグデータ解析」に、「教育」は「オンライン教育・アプリケーション」に置き換え

られていくものと考えられる。これらの変遷は、ある「職業」が IT の進展により「サービ

ス」として置き換えられるようになっていく構図であるとも言える。 
 
一方で、「第 3 の波」がもたらすものは、必ずしも機械（IT）と人間の競争だけではない。

米国大統領選挙におけるソーシャルメディア活用で示されたものは、世論形成がバー

チャルな関係（ソーシャルメディア上の関係）からリアルな関係（選挙活動上の人間関

係）に影響を及ぼす姿であり、いまや世論形成もソーシャルメディア上の世界を抜き

                                                   
22 http://techcrunch.com/2013/07/08/founder2be-five-continents/ 
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にしては考えられなくなる 23。ソーシャルメディア上では、年齢、性別、居住地域の制

約はなくなるのであり、多様な意見が集約され、意見形成が可視化されることから、

民主主義における意思決定プロセスがより透明性をもったものとなると期待される。 
 
途上国が世界経済に参画する姿もまったく変わったものとなる。現時点の途上国は、

先進国から見たアウトソーシング先であり、資源獲得先であり、製品の販売機会を獲

得するための市場である。しかし、現在、2012 年時点でたとえばスマートフォンの販

売台数は、途上国が先進国を上回っているのであり、しかも、全世界における PC 販

売台数すらも上回っている。 
 

【図表 7:スマートフォンの売り上げ推移（先進国vs途上国）24】 

 
 
途上国においては、今や電気・ガス・水道などの社会インフラ整備よりも先に、携帯電

話＝インターネットアクセス環境の整備が先行する場合も出てきており、今後、PC に

代わるインターネットアクセス手段であるスマートフォンの急速な普及により、インター

ネット空間における途上国のプレゼンスは大きく向上するものと考えられる。これが意

味するものは、単なる市場としての途上国が、労働力供給源、ビジネス発信源に代わ

っていくということであり、先進国の雇用市場の隅々に（遠隔地にいる）途上国の人材

がテレワークやオフショアの形で参入する世界が登場しうるということである。 
  

                                                   
23 2012年 10月の米国大統領選挙におけるソーシャルメディア活用状況については、ニューヨークだより 2012年

10 月号を参照のこと。 
24 大和証券キャピタルマーケット発表資料を基に筆者作成。 
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３． User Interface の視点からみた変革 
 
これまで紹介した IT 利活用例で用いられていた IT 端末は PC、スマートフォン、（コン

テンツ利用の場合の）TV の 3 つが主であった。しかし、これら 3 つの「コンソール」に

縛られていては、オフィスや電車・徒歩での移動中の利用シーンでしか IT 利活用は

望めない。「第 3 の波」は、実はディスプレイ+キーボードのような従来型の User 
Interface とはまったく異なる新 UI の登場を迫るものではないかと考えられる。本章で

は、User Interface の変遷を概観し、今後の姿について考察する。 
 
（１）「コンソール」をめぐる覇権争いとその後 
 
2009年頃までは、消費者向けの IT製品は、主たる用途・場所によって以下の 3種類

に大別され、製品別にすみわけが図られていた。 
 
 オフィス・書斎におけるコンソール：PC 
 リビングにおけるコンソール：TV（および TV に接続されるセットトップボックス

（STB）やビデオゲーム機などの周辺機器） 
 移動時・外出先におけるコンソール：スマートフォン、タブレット、電子書籍リー

ダ、カーナビゲーションシステムなどのモバイル端末 
 
これらの製品は、3 つのシチュエーションにおけるコンテンツ（又はインターネット）との

接点という意味で、これらはそれぞれ「コンソール」と呼ばれていた。当時、この 3つの

用途別の「コンソール」を、操作方法や機器間インターフェース規格の統一により、自

社製品で囲い込むという動きが本格化しており、IT企業によるその戦略は「3 コンソー

ル戦略」と呼ばれていた 25。 
 
ところが、2010 年ころのタブレットの登場を契機として、消費者が接するこれらの「コ

ンソール」の機能・用途がクロスオーバーするようになってきており、特定 IT 事業者が

これらの「コンソール」全部を寡占していくことは困難な状況となった。たとえば、タブレ

ットを見ると、2012年末ころから、Apple社、Samsung社、Amazon.com社、Google
社による製品や、Microsoft 社のWindows8 を搭載するタブレット・PC 兼用機や Intel
社が提唱するPC規格Ultra Book製品などが競合状態となっており、特定のTV、PC
メーカーの市場支配力はほとんど見られない。さらに、Bluetooth・WiFi 接続機器（ビ

                                                   
25
例えば、Microsoft 社の「3 コンソール＋クラウド戦略」については以下のとおり。 

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0911/05/news079.html 
3 つのコンソールをめぐる IT 企業の競合状況については、2010 年 12 月、2011 年 12 月号のニューヨークだより

を参照のこと。 
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デオカメラ、SD カード、健康機器、GoPro のようなとりっぱなしカメラ）の普及による情

報ソースの拡大、タブレットの登場、音声出力（読み上げ）、プロジェクションマッピング、

デジタルサイネージなど情報出力先の拡大などによって、IT のフロンティア（ユーザー

との接点）は飛躍的に多様化してきている。 
 
もはや、「オフィス」、「リビング」、「移動中」という 3 つの独立した生活シチュエーション

に最適化された PC、TV、携帯電話といった IT 端末を、特定の IT 機器メーカーが独

占するという考え方は現実的でなくなってきている。現在は、消費者とインターネット

空間との接点（コンソール）は多様化しており、特定の 3 つのシチュエーション（オフィ

ス、居間、移動時間）に用いられる「3 コンソール」ではなく、多種多様なコンソールが

様々な用途向けに乱立する「マルチコンソール」時代に突入しているといえる。 
 
マルチコンソール環境では、多様な端末が競合状態にあり、IT端末自体での売上に

よる収益化は非常に厳しい状況にある。例えば、現在、世界的に急速に売り上げが

拡大しているスマートフォン事業で収益を上げているのは、Apple社とSamsung社の

みという指摘がある。CNETによれば、2013 年第 1 四半期時点で、スマートフォン台

数の世界シェア20％前後のApple社が収益では世界市場の57%を占め、台数シェア

30%前後のSamsung社は収益では 40%、つまり、他のAndroidやWindows Phone
などのOSを搭載するスマートフォンメーカーの収益は合計でほとんどゼロという状況

である 26。前 2 者については、ハードウェアのみならずＯＳやコンテンツプラットフォー

ム（iTunes）との統合に成功し、あるいは、先進国から途上国まで幅広い製品ライン

ナップを取り揃えるとともにディスプレイ、DRAM、CPUなどをすべて内製化する垂直

統合モデルにより収益力を確保しているのであり、現時点の社会・技術情勢では、他

の事業者が同様のビジネスモデルを採用することは不可能に近い。 
 
こうした、「マルチコンソール」環境は、IT企業のビジネスモデルにも変革を迫る。今後、

IT企業のビジネスモデルは、機器による売上から、その機器を介して流通するコンテ

ンツやそのプラットフォーム運営による利益獲得へとシフトしていくと想定される。ITサ
ービス事業者（Google社、Amazon.com社（物販以外の音楽や電子書籍部門）、ソー

シャルメディア各社）の例でみれば、自らのコンテンツを消費者にどれだけ利用しても

らえるか、どれだけ消費者の時間を自社サービスに使ってもらえるかが収益力に直

結する。つまり、消費者がコンテンツ・プラットフォーム 27利用機会を増やせば、それに

                                                   
26 http://japan.cnet.com/news/commentary/35034143/2/ 
 この記事における台数シェアと収益シェアの時期は一致していない。 
27 ここでは、コンテンツ流通に伴う流通プラットフォームとして、たとえばスマートフォンにおける Apple 社の

AppStore、Google 社の Google Play などを指す。 
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伴う課金・ロイヤリティがあがるし、コンテンツ利用（特に視聴）時間が長ければ、オン

ライン広告の機会拡大につながるわけである。 
 

IT 企業の主戦場は IT 端末からコンテンツの占有時間へ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
特に、モバイルが普及した 2009 年以降、モバイル端末におけるコンテンツ利用時間

の確保が重要な課題となってきている。その一例として、FacebookやPandoraなど

がモバイル利用割合の急増に対して、オンライン広告売上を確保する方策が確立さ

れていなかったため、2012 年度に株価の低迷を招いたという事例があげられる。こ

れは、両者のサービスの利用者数増加を受け、収益基盤の強化が期待されていた反

面、ソーシャルメディアにおける主要収入源であるオンライン広告について、提供方

策が明確でなかったことに起因するものである。事実、Facebook社がユーザーの

News Feedへの広告出展を開始した 2012 年 10 月頃から、同社のモバイルオンライ

ン広告収入は伸びはじめ、株価は急回復している 28。 
 
いずれにせよ、ユーザー数、ユーザーのサービス利用時間が各 ITサービス事業者の

収益を左右することになる。ハードウェアの売上に関する「コンソールの寡占」をめぐ

る争いは、今やコンテンツ消費やプラットフォーム利用に伴う「ユーザーの可処分時間

の寡占」をめぐる争いになりつつある。 
 
 
 
 

                                                   
28 http://stream.wsj.com/story/markets/SS-2-5/SS-2-78135/ 

IT端末 
コンテンツ流通 

プラットフォーム 
コンテンツ 

ユーザー 
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（２）User Interface の変遷 
 
上記に述べた、3 コンソールをめぐる覇権争いからからマルチコンソール時代への変

遷はここ数年間のものである。しかし、マルチコンソール時代では、近年主流となって

いるタッチパネルによるインターネットアクセス環境をもってしても、ユーザーのインタ

ーネット利用時間を拡大することは容易な問題ではない。すでに、オフィス、リビング、

移動環境においては、タッチパネル（場合により LCD ディスプレイ＋キーボード、マウ

ス）を装備した IT 製品が生活シーンに入り込み、それなりの地位を得ているためであ

る。今後、さらにユーザーのインターネットアクセス時間を獲得しようとするのであれ

ば、コンテンツの内容やその流通プラットフォーム自体にも大きな変化が求められよう。

ユーザーのインターネットアクセス時間の多様化・長時間化を可能とするものは、これ

までに無かったインターネット利活用手法とそれを支える User Interface であろう。本

節では、その観点から、User Interface の変遷を概観し、今後の方向性について考察

する。 
 
1960 年頃のコンピューターでは、入力はパンチカードやキーボードが用いられていた。

その後、1980 年代に登場した PC では、入力装置としてのキーボードおよびマウス、

出力装置としてのコマンドライン形式のディスプレイが採用されていた。以降、World 
Wide Web や Web2.0 などが登場するが、User Interface の観点からは、2009 年頃

からのスマートフォン普及までの 30 年ほどの間、ほぼ変わっていなかった。 
 
この状況を大きく変えたのがスマートフォンである。インターネットアクセス機能を持ち、

OS を搭載し柔軟なアプリケーション追加変更が可能なスマートフォンは、すでに世界

市場でみた販売台数ではPCを抜き去っており、今後のインターネットアクセス端末の

主役になると見込まれる。スマートフォンにおいては、タッチパネル（入力・出力）が主

要な User Interface となっている。内蔵マイクやカメラ、加速度センサー、GPS など、

多様な入力装置やセンサー類を内蔵していることもスマートフォンの特長としてあげら

れるが、現時点では、これらの手段による入力機能は補助的な位置づけにとどまって

いる。 
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【図表 8：主たる IT 端末の普及状況と User Interface の推移】 
年代 1960 年代 1980 年代 1990 年代 2009 年頃～ 

主要端末 メインフレーム PC PC＋Web モバイル端末 
その他の特徴 バッチ処理  インターネット

接続 
クラウドコンピ

ューティングイ

ンフラ利用 
主な UI パンチカード、キ

ーボード 
キーボード、デ

ィスプレイ（コ

マンドライン） 

キーボード、

マウス、ディ

スプレイ

（GUI） 

タッチパネル 

ユーザー数

（全世界） 
数万人 
※1970 年に販

売されたメインフ

レーム台数

5,700 台から推

定 

数十万人 
※IBM 社員数

40 万人（1980
年）から推定 

2,000 万人 
※Webアクセ

ス人口 

20 億人 
※携帯電話ユ

ーザー数 

 
＜キーボード・マウス・GUI からタッチパネルに＞ 
1960 年当初からのメインフレームではキーボード、カードやテキストラインディスプレ

イが主なユーザーインターフェイス（UI）であった。次いで、1980年頃から普及したPC
ではグラフィカルユーザーインターフェースディスプレイ（GUI）・マウス・キーボードが

中心的な UI となっていた。この UI では、テキストに加えて二次元座標の入力が容易

にでき、GUI により様々なアプリケーションが視覚的に表示できる点で非常に効率的

であったため、今でも PC 及び TV の UI はこのスタイルである。 
 
現時点でも、地図アプリケーションやソーシャルメディアへのアクセスは、モバイル端

末からが増えているとはいえ、インターネットへのアクセス全体でみればPCからの方

がなお多い。2013 年 2 月の調査会社Comscore社のレポートによれば、地図アプリ

ケーションへのアクセスは 84%がモバイル経由、ソーシャルメディアへのアクセスは

55%であるが、インターネットアクセス全体でみるとモバイル経由の割合は 37%にと

どまっている 29。すでに述べたとおり、今後のIT機器の普及率という点では、PCから

スマートフォンに取って代わりつつあることから、この割合は早晩逆転し、スマートフォ

ンからのインターネットアクセスが主となると見込まれるが、少なくとも 1980 年から直

                                                   
29 http://marketingland.com/report-nearly-40-percent-of-internet-time-now-on-mobile-devices-34639 
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近までの約 30 年の間、GUIとキーボード・マウスを備えたPCが消費者からみた主要

なIT製品であったと言ってよい。 
 
PC の UI は、キーボードとマウスという簡素な入力機構、LCD ディスプレイという安価

で高精細な出力機構で信頼性も高い反面、ディスプレイとキーボードは設置面積を要

求するという制約がある。例えば、PC については、携帯性を高めようとしても、基本

的には二枚貝のような「クラムシェル」又は蝶番のような「L字型」といわれる二枚の板

が接合された形状の設計とならざるを得ず、A4 または B5 サイズ以下にはならないと

いう問題点があった。 
 
2009 年頃以降、モバイル機器の普及（スマートフォンとタブレット、カーナビ）につれ、

主力 UI はタッチパネルに変わってきている。タッチパネルの特長としては、数～10 イ

ンチ大の LCD パネルに GUI で画面表示を行い、入力が GUI に表示されたボタンを

押す操作形態であることがあげられる。入力と出力が同一画面で行われることから、

PC のように二枚の板が接合された形状とする制約もなく、携帯性の面で優れてい

る。 
 
（３）User Interface の方向性 
 
＜入力手段がタッチパネルに限られることの克服＞ 
IT機器の入力機構は、これまでキーボード又はタッチパネルが中心であったが、最近

では、音声認識・画像認識を用いたコマンド入力など、ユーザーの感覚的な動作によ

り入力を行うことが可能なものが登場している。このような入力様式は、エンターテイ

メント分野（ゲームコンソール）が先行しており、任天堂社 30、Microsoft社 31やSCE社
が、ジャイロセンサー（端末の加速度や傾きを検知）、画像処理（人体の動作を検知）、

音声認識を組み合わせた入力端末を実用化している。これらは、もっぱら専用機であ

るゲームコンソールの入力に特化されているものが多いが、Microsoft社はXBOX 

KinectをPCデバイスとして利用できるようSDKキットを発表している 32。 
 
 
 
 
 

                                                   
30 http://www.nintendo.co.jp/wiiu/ 
31 http://www.xbox.com/ja-JP/kinect 
32 http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/develop/new.aspx 
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【図表 9：ゲームコンソールにおけるセンサー類を利用した入力機器の例

（Playstation, X BOX, Wii U）】 

  

 
 
ここで採用されている動作・画像認識技術については、測定機器や情報処理が非常

に重くなることからその他の用途には普及が進んでいなかったが、安価でセットアップ

が容易な形で、眼球位置の認識（Tobii Technology33）、指先の認識（LEAP Motion）
などUIに関わる各種ベンチャーが登場している。これらは、現時点ではPCとの連結

性を重視したUSBデバイス＋ドライバーとして提供されているが、 場合により、ほか

のウェアラブル機器やスマートフォンにも内蔵される可能性がある。 
 
【図表 10：眼球位置認識技術（Tobii）と指位置認識技術（LEAP Motion）の例】 
 

 
 

 
 

                                                   
33 http://www.tobii.com/ 
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一方で、健康管理部門ではNikeのfuelband、Fitbit（ソフトバンクと提携）、Fitbug、
BodiMediaなどが、位置移動量に基づく消費カロリー計測端末を発表しており、注目

を集めつつある。これらの機器は、スマートフォンと連携することにより健康データを

取得・スマートフォンへの転送に特化した入力端末であるが、最近では目覚し機能な

ども追加して、常時「ウェアラブル」な端末としてサービスを拡大している。また、心拍

測定については、マラソンや自転車などのスポーツ分野では、腕時計型の製品がす

でに実用化されているが、ヘルメット内蔵型のSMART34、水中眼鏡内蔵型の

Instabeat35などがCrowd FundingサイトであるIndigogoを通じて実用化されている。 
 
またこの分野では、脈拍や運動量などが主要な測定パラメーターとなるが、より専門

的なデータも今後は測定対象に加わる可能性がある。血糖値測定などは場合により

血液採取が必要となるためユーザーが限られてしまっているが、非侵襲性の測定技

術が確立されれば、常用される IT 端末としての位置づけを獲得できる可能性があ

る。 
 

【図表 11：血糖値測定アプリケーションの事例（Diabetics）36】 

 

 
自宅のリビングルームにおいて、多様な家電機器や空調、照明などを統合制御しよう

とする場合なども、動作制御・音声制御による直感的な操作方法を提供する IT サー

ビスが登場してきており、将来的には、対象機器別に異なるインターフェースのリモコ

ンを操作する方式を置き換えていくものと思われる。 
 
＜情報の出力先がディスプレイに限られることの克服＞ 

                                                   
34 http://www.indiegogo.com/projects/smart-the-world-s-first-smart-cycling-helmet 

事例は以下を参照した。 
http://kazuyonakatani.com/wearablecomputer/ 

35 http://www.indiegogo.com/projects/instabeat/ 
36http://www.dailymail.co.uk/health/article-2113676/New-iPhone-app-iBGStar-device-allow-diabetics-mana
ge-condition.html 
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さらに、消費者のインターネット空間へのアクセスポイントである「コンソール」の多様

化が進んだことが、タッチパネルに留まらないUser Interfaceの革新を促している。最

近では、非タッチパネルUIを搭載し、携帯性を高めた情報端末として、ウェアラブルコ

ンピューターが開発されてきている。 
 
従来のタッチパネルによる入力は、情報出力画面に直接入力を行うことが可能であり、

使い勝手に優れるという利点があるが、特定の画面を注視し続ける／操作すること

が困難な自動車内、スポーツ中、極限環境（寒冷地、水中、高高度）、電波・光アクセ

スのない閉所といった場面では、利用が困難という問題があった。これに対し、ウェア

ラブルコンピューターとは、携帯性が高く常時装備が可能な IT 端末であり、名前のと

おり「身につける」IT 端末のことである。（上述の健康管理部門で紹介した入力端末も

ウェアラブルコンピューターである。） 
 
現在、もっとも有名なウェアラブルコンピューターは、Google社が開発している

Google Glassであろう。これは、眼鏡のフレームにタッチセンサーとマイクを内臓して

おり、出力としては右目に設置された数cm大の透過型プラスチック片に画像を投射し

て視認するものである（これ以外に骨伝導による音声出力機能もある）。このような情

報出力型のウェアラブルコンピューターとしては、眼球に画像を投射するタイプの

TelepathyOne37やVuzix38などがあげられる。 
 
【図表 12：ウェアラブルコンピューター（出力）の例（GoogleGlass, Telepathy, 
Vuzix）】 

  

                                                   
37 http://tele-pathy.org/ 
38 http://www.vuzix.com/consumer/products_m100.html 
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このほか、現在開発されているウェアラブルコンピューターの事例としては、このほか、

Google社が 2013 年のSxSWで出展したtalking shoe39、30 秒ごとに視野を自動撮

影するmemoto40があげられる。 
 
ウェアラブルコンピューターの中で、近年人気が出てきているのがSmart Watchであ

る。その代表例はpebbleであり、スマートフォンと連携することによるGPS機能を付加

したサービス（運動量計測、ゴルフなどの現在地測距）、音楽などのアプリケーション

操作、通話機能（呼び出し番号表示）などの機能がある。同製品は 2012 年 4 月頃に

Crowd FundingサイトKickstarterで資金募集を開始して以降、人気を博し、現在まで

に27万台以上を出荷している 41。Smart Watchについては、IT各社とも感心を示して

おり、Apple社、Amazon.com社、Sony社なども開発が噂されている。眼鏡型のウェ

アラブルコンピューターと比較して、表示機能に制約があるが、もともと体につけてい

る（電子）機器である腕時計を置き換えるという点で普及のポテンシャルは高いと考え

られる。 
 

【図表 13：Smart Watch の事例（Pebble）】 

 
                                                   
39http://abcnews.go.com/Technology/sxsw-2013-highlights-grumpy-cat-wearable-computers-marketing/stor
y?id=18718785#.UW78nUr_Guk 
40http://abcnews.go.com/blogs/technology/2013/03/memoto-mini-camera-automatically-captures-your-life-
every-30-seconds/ 
41 http://getpebble.com/ 
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個人が使用する IT端末の出力機構としては、上記のウェアラブルコンピューターが携

帯性の点からは利用が拡大すると見込まれる。一方で、オフィスでの情報共有や、公

共空間でのデモンストレーションといった用途から注目されるのが、プロジェクションマ

ッピング技術である。現在は、屋外公共空間やホールにおいて、スクリーンに制約さ

れない画面投射技術として用いられているが、平滑な壁面が必要とされており、半透

過型スクリーンや空間投射が可能となれば、日常生活の周りのあらゆる空間が情報

出力スクリーンとして使えることとなる。 
 
＜プロジェクションとセンサーの組み合わせ＞ 
上記で紹介した動作認識を用いた入力は、指先や眼球などのベクトル移動量測定に

よるものが主力であったが、プロジェクションと動作認識を組み合わせると、あたかも

画面投射した平面がタッチパネルとして入出力インターフェースとして機能するように

なる。たとえば、キーボードを投射し、その上におかれた指先位置から入力を読み取

る製品がCelluon42社からから発表されている。また、富士通社は、紙面を読み取っ

て囲んだ範囲をスキャンしたり、指やこぶしの動きに追従して範囲を指定する技術を

実用化している 43。 
 

【図表 14：背景情報を読み取って入力するインターフェースの事例】 
Celluon 社のタッチタイピング    富士通社のインタラクティブスキャナ 

  

 
また、ディズニー研究所では、物体に触れた指による導電率変化を測定して、どんな

物体もタッチパネルに変えてしまう技術を開発している 44。 

                                                   
42 http://www.celluon.com/products.php 
43 http://pr.fujitsu.com/jp/news/2013/04/3.html 

http://www.47news.jp/CN/201304/CN2013040601001396.html 
44 2013 年 3 月 28 日、日本経済新聞記事。 

http://www.theverge.com/2012/5/6/3001269/disney-touche-swept-frequency-capacitive-touch-sensor 
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４． 今後の方向性 
 
今般の User Interface は、マイクロチップ化、ポータブル化により急激な進展を遂げ

つつあり、近い将来、長らくインターネットとの接点でもっとも多く用いられていた、GUI
（ディスプレイ）＋キーボード、マウスの組み合わせからまったく異なるものとなる可能

性がある。 
 
特に、次世代の主なUser Interfaceとなると見込まれるウェアラブルコンピューターの

普及が意味するものは、24 時間インターネット接続され、24 時間情報が収集・蓄積・

加工されつづける社会である。そのような社会においては、情報を発見し、伝達し、人

と人をマッチングするという作用は、現在とまったく異なる可能性がある。その際、注

意しなければならないことは、意図しない情報のマッシュアップや収集がプライバシー

の侵害につながる可能性があるということである。特にGoogle Glassのようにビデオ

カメラ撮影能力をもつウェアラブルコンピューターでは、いつ周囲にいる人間が撮影さ

れているか分からず、画像認識技術の進展によりその人のプロフィールが即座に装

着者に分かってしまう可能性があることから、その利用制限に向けた動きがすでに始

まっている。Webサイトにおいては、「Do Not Track」条項のような、利用者のプライ

バシー保護のためのプライバシー情報収集を制限する取り決めが確立しているが、

これに相当するプライバシー保護の取り決めがウェアラブルコンピューターにおいて

も求められることとなろう 45。 
 
一方で、User Interface の進歩により、これまでのオフィス、リビング、（電車や歩行中

に限った一部の）移動環境に封じ込められたインターネット利用環境が、場所・空間を

超えて利用可能となった場合、人と人のつながり、慣習すら変えてしまう可能性を秘

めている。本当の IT 利活用における「第 3 の波」は、近い将来、実現するかもしれな

い。 
 
 
本レポートは、注記した参考資料等を利用して作成しているものであり、本レポートの

内容に関しては、その有用性、正確性、知的財産権の不侵害等の一切について、執

筆者及び執筆者が所属する組織が如何なる保証をするものではありません。また、

本レポートの読者が、本レポート内の情報の利用によって損害を被った場合も、執筆

者及び執筆者が所属する組織が如何なる責任を負うものではありません。 
                                                   
45 Do Not Track においては、ウェブサイトを訪問するユーザーがあらかじめ「個人情報を収集されたくない」という

意思表示を可能とすることが可能であり、いわゆるOpt-Inによる個人情報収集が実現されているが、ウェアラブル

コンピューターにおいて、意図せず撮影されるような場合が頻出されるケースでは、Opt-In 型の個人情報収集許

可をどのように与えるかといった点を解決する必要がある。 
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