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業種固有の業務フローや商慣習などに対応した業種特化型の伸びが注目される

ＩＴソリューションの国内市場を調査
―２０２０年度予測（２０１５年度比）―
■ＩＴソリューションの国内市場 ５兆１,０８９億円（１３.５％増）
〜農業、学校教育、製造業などの伸びが市場拡大をけん引〜
●学校教育 ８０３億円（４９.３％増）
〜総務省および文部科学省の推進により授業や講義用途などでの導入を中心に伸びる〜
マーケティング＆コンサルテーションの株式会社富士キメラ総研（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 田中 一志
03‑3664‑5839）は、業種特化型と業種共通型の視点を軸にＩＴソリューションの国内市場の調査を行い、その結果
を報告書「業種別ＩＴソリューション市場 ２０１６年版」にまとめた。
少子高齢化に伴う労働力の減少や国内需要の成熟化を背景に、今後大幅な需要拡大が期待しにくい市場環境の
中で、売上や利益の向上を目的とした業務の省力化や省人化、あるいはノウハウの共有や継承のためにＩＴソリュ
ーションの活用がより重要視され、
特に業種固有の業務フローや商慣習などに対応した業種特化型の需要増加が予
想される。
この報告書では、農業、建設業、製造業、運輸業、小売業、金融業、不動産業、宿泊業、外食業、学校教育、
医療業・社会福祉／介護事業、地方公共団体の１２業種を取り上げ、各業種におけるＩＴソリューション市場の全
体動向およびＩＴソリューションのパッケージ、クラウド、スクラッチといったシステム提供形態別市場の動向を
分析し、将来を予想した。
＜調査結果の概要＞
■ＩＴソリューションの国内市場
（兆円）
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※市場はシステム開発を対象とした

２０１５年度の市場は製造業や金融業を中心に４兆５,００４億円となった。２０２０年度は２０１５年度比１
３.５％増の５兆１,０８９億円が予測される。また、２０１５年度に業種特化型の占める割合は６３.６％だった
が、
業種固有の業務フローや商慣習などに対応したＩＴソリューションの需要は今後も増えるため２０２０年度に
は６５.０％に高まると予想される。

業種別では、政府がＩＴ活用を推進している農業や学校教育などの大幅な伸びが予想される。農業は就業人口
の減少や就業者の高齢化などの課題解決策としてのＩＴ活用、
学校教育は総務省や文部科学省の推進によるＩＴの
導入が期待される。また、製造業はＩｏＴやビッグデータ、ディープラーニングなどの新技術を生産分野に応用す
る動きが強まり、生産業務に関わるＩＴソリューションへの投資が伸びるとみられる。また、外食業はタブレット
端末の普及を背景にモバイルＰＯＳシステムや予約管理システムの導入が進むと予想される。一方、運輸業や金融
業などは低い伸びにとどまるとみられる。
■システム提供形態別
（兆円）
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２０１５年度はパッケージ型の構成比が最も大きく５３.１％を占めた。テンプレートの活用やカスタマイズに
よって、スクラッチ型より少ない工数でユーザーの業務に最適化なシステム開発が可能であり、メンテナンス性も
優れているため、
今後はユーザー仕様に合わせた個別開発であるスクラッチ型からの移行需要を獲得し２０２０年
度の構成比は５９.１％に高まると予測される。
特に農業、製造業、不動産業でパッケージ型の増加が予想される。 製造業はＰＬＭ（製品ライフサイクル管理）
／ＰＤＭ（製品データマネジメント）とＭＥＳ（製造実行システム）
、 不動産業は売買仲介システムや買取再販
システムなどを中心に利用が進むとみられる。一方、 学校教育や宿泊業、医療業・社会福祉／介護事業などは、
クラウド型への移行や新規導入が増えるためパッケージ型の構成比は縮小が予想される。
クラウド型はＳａａＳ（マルチテナント型）
、ＡＳＰ（シングルテナント型）
、共同利用型サービスを対象とす
る。
初期投資を抑えながら迅速にシステム構築が可能なことや、
導入規模に応じた柔軟な拡張性などの利点がある。
また、システムを業務に合わせるのではなく、業務をシステムに合わせることで投資対効果を高めるといった考
えが浸透しつつあることもクラウド型の成長要因としてあげられる。クラウド型の構成比は２０１５年度に１３.
５％であるが、今後大きく伸びるとみられ２０２０年度の構成比は１６.９％が予測される。
業種別では農業、外食業、宿泊業の伸びが期待される。これらの業種はＩＴソリューションの導入が遅れてい
たが、業務改善を目的に最低限のリソースで可能なクラウド型の導入を検討するユーザーが増加している。また、
学校教育、建設業、医療業・社会福祉／介護事業は、各業種に特化したクラウド型の充実により、新規導入が増え
るとみられる。建設業は工事需要の増加によって中小企業を中心にユーザーの裾野が広がっており、構築時の利
便性や手軽さにより基幹系システムの統合工事管理システムなどのクラウド利用が増えている。
金融業でも大手メ
ガバンクがパブリッククラウドの利用を開始しており、今後の需要増加が予想される。
スクラッチ型の構成比は２０１５年度に３３.４％だったが、２０２０年度には２４.０％に低下が予想される。
＜業種別の注目市場＞
●学校教育
業種特化型
業種共通型
合計
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２０１６年度見込
５２４億円
４９億円
５７３億円
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２０２０年度予測
７４４億円
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１５１.５％
１２５.５％
１４９.３％
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学校教育は、園務支援システムおよび校務支援、学務支援システムなどの事務支援システムに、財務／会計や
人事／給与、文書管理、グループウェアなどの業種共通型の機能も包括した業種特化型の構成比が高い。
総務省の「先導的教育システム実証事業」
、文部科学省の「先導的な教育体制構築事業」では、ＩＴを活用した
学習環境の整備が目標とされており、実証事業に加え補助金などの施策が普及を後押しするとみられる。特にｅラ
ーニングシステム、協働学習支援システム、デジタル教材といった授業や講義用途などで導入増加が期待される。
●農業
２０１６年度見込
２０２０年度予測
２０１５年度比
業種特化型
３７億円
６４億円
１９３.９％
業種共通型
７億円
１１億円
１５７.１％
合計
４４億円
７５億円
１８７.５％
農業は、農業従事者の高齢化に伴う後継者不足やクラウドの普及進展、センサーの低価格化による導入ハード
ルの低下、また組織経営体(農業法人)の増加などの要因により、ＩＴソリューションの導入が増加している。特に
農作業負荷の軽減、生産性と品質の向上を目的に、センサーデバイスやクラウドを利用したＩｏＴソリューション
の有望分野として注目が高まっている。また、大規模農家に限らず中小農家でも農作物のブランド化指向が強まっ
ており、生産管理システムを中心に中小農家へとユーザーの裾野が拡大している。
現状はスクラッチ型の構成比が高いが、
ユーザーはシステムを保有する人的リソースや投資体力が不十分なため、
クラウド型を中心とした市場拡大が予想される。
生育状況の管理や環境情報などの収集によって生産性や品質向上
を実現する生産管理システムを中心に、
迅速かつ簡易にシステムが導入できるクラウド型のラインアップが充実し
てきており、市場拡大をけん引するとみられる。また、ＡＩを活用した栽培管理の高度化、ロボットを活用した農
薬散布の省人化など新たなソリューション領域の検証も進められている。
●製造業
２０１６年度見込
２０２０年度予測
２０１５年度比
業種特化型
１兆 ２０７億円
１兆２,３６８億円
１２８.７％
業種共通型
１兆１,０４０億円
１兆１,９５０億円
１１１.９％
合計
２兆１,２４７億円
２兆４,３１８億円
１１９.８％
２０１２年度頃から徐々に基幹系システムのリプレースが増えており、
リプレースが完了した企業ではより強い
生産体制の構築を目的に製造現場関連システムの構築／再構築の取り組みを進めている。特に「スマートファクト
リー」の構築に向け、ＩｏＴやビッグデータの活用のため生産現場の情報をリアルタイムに把握、見える化するＰ
ＬＭ／ＰＤＭやＭＥＳの導入を進める動きが活発化している。製造現場の情報管理の進展により、ＥＲＰなど経営
情報と生産情報の一元管理の動きもみられる。また、機械学習を取り入れた産業機械制御製品やサービスの提供な
ど、ＡＩを活用したＩＴソリューションの導入も進むとみられる。
グローバル拠点の新設に伴い、これまで国内工場で使用していたスクラッチ型をグローバル共通にするためパ
ッケージ型へ移行するといった動きや、
拠点単位／事業部単位で管理していた生産データを一元管理するためのシ
ステム構築などの動きも目立っている。
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＜調査対象＞
対象業種

業種別市場に含まれる業種

農業

業種別市場に含まれるソリューション

耕種農業、畜産農業

生産管理システム

建設業

一般建築業、土木建築業

統合工事管理システム／原価管理システム、
積算システム
（土木系）
、
ＣＡＤ
（測量／土木系）
、
施工管理システム（土木系）
、ＣＡＤ（建築）

製造業

加工組立型製造業（一般機器、電気機器、輸送
生産管理システム、ＰＬＭ／ＰＤＭ、ＭＥＳ、
用機器、家具・装備品製造業）
、
プロセス製造業（食料品、医薬、繊維／紙・パ ＳＣＡＤＡ、電気系ＣＡＤ／ＣＡＭ、
ルプ、化学、石油・石炭、プラスチック、ゴム、 機械系ＣＡＤ／ＣＡＭ
鉄鋼、非鉄金属、金属製品）

運輸業

鉄道業、自動車運輸業、水運業、航空運輸業、
その他運輸業（３ＰＬなど）
百貨店、ＧＭＳ／ＳＭ、コンビニエンスストア、
アパレル、ショッピングセンター、
その他小売（ドラッグストア、自動車販売、
ホームセンター、書店、家電量販店など）
銀行、証券、保険（生保・損保）
、
クレジット／信販、
その他金融（ノンバンク、政府系金融機関、
共済、リース、ゆうちょ銀行、かんぽ生命、
ＪＡバンク、ＪＡ共済）

小売業

金融業

配車計画支援システム、車両運行管理システム
ポイント管理システム、モバイルＰＯＳシステ
ム、ＧＭＳ／ＳＭ向け基幹系システム、
アパレル業向け基幹系システム、
テナント管理システム
銀行向けシステム、証券向けシステム、
保険（生命保険）向けシステム、
保険（損害保険）向けシステム、
クレジット／信販向けシステム

不動産開発／販売業、分譲マンション管理業、
賃貸管理業、売買仲介業、リフォーム業

戸建販売管理システム／マンション販売管理シ
ステム、
賃貸仲介システム／賃貸管理システム、
売買仲介システム

宿泊業

旅館、ホテル

ＰＭＳ、サイトコントローラー

外食業

一般飲食店、持ち帰り・配達サービス業

外食業向け統合業務管理システム、
モバイルＰＯＳシステム、
発注管理システム、予約管理システム

初等中等教育機関、高等教育機関、専修学校、
その他各種学校

ｅラーニングシステム、
協働学習支援システム、
校務支援システム、学務支援システム

病院、一般診療所、歯科診療所、
老人福祉／介護事業、障がい者福祉事業

医事会計システム、電子カルテシステム、
医療用画像情報システム（ＰＡＣＳ）
、
社会福祉／介護事業者向け業務支援システム

都道府県、市区町村

内部情報管理システム、住民情報管理システム

不動産業

学校教育
医療業・
社会福祉／
介護事業
地方公共団体
＜調査方法＞

富士キメラ総研専門調査員によるヒアリング及び関連文献、データベース活用による調査・分析
＜調査期間＞
２０１６年４月〜９月
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