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「働き方改革」やセキュリティ対策、デジタルマーケティングなどが市場拡大の要因に

ソフトウェア（パッケージおよびＳａａＳ）の国内市場を調査
―国内市場２０２１年度予測（２０１６年度比）―
■ソフトウェア １兆６,２６５億円（３８.３％増）
〜コラボレーション系、基本ソフト系、デジタルマーケティング系が拡大をけん引〜
●グループウェア １,９８６億円（７１.２％増） 〜「働き方改革」への対応ツールとして需要増加〜
●ＡＰＩ管理ツール ２３７億円（９.９倍） 〜デジタル化による生産性向上などを目的に伸びる〜
●マーケティングオートメーション １７５億円（２.５倍） 〜ＳａａＳ型の伸びが拡大をけん引〜
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、デジタルトランスフォーメーションをキーワードとした既存ビジネスの効率化、ビジネス拡大
また新規ビジネス創出を目的とした活用の進展により、さらなる拡大が期待される企業向けソフトウェア（パッケ
ージおよびＳａａＳ）の国内市場を調査した。その結果を報告書「ソフトウェアビジネス新市場 ２０１７年版」
にまとめた。
この報告書では業務システム系１０品目、デジタルマーケティング系７品目、情報分析系４品目、コラボレーシ
ョン系９品目、ミドルウェア１０品目、データベース２品目、運用・管理ツール５品目、基本ソフト系４品目、合
計５１品目の企業向けソフトウェア市場を調査対象とした。
＜調査結果の概要＞
■ソフトウェアの国内市場
（億円）
18,000

2021年度予測
1兆6,265億円
基本ソフト系

16,000
14,000

2016年度
1兆1,763億円

運用・管理ツール

12,000

データベース

10,000

ミドルウェア

8,000

コラボレーション系

6,000

情報分析系

4,000

デジタルマーケティング系

2,000

業務システム系

0
2016年度

2017年度
見込

2018年度
予測

2019年度
予測

2020年度
予測

2021年度
予測

市場は拡大を続けており２０２１年度には２０１６年度比３８.３％増の１兆６,２６５億円が予測される。
デジ
タル化・ＩＴ化によりビジネスを変革する デジタルトランスフォーメーションをキーワードに、様々な分野・企
業で新規システム構築が進んでいることが、ソフトウェア市場の拡大をけん引している。

各分野で年平均成長率４％（２０１６年度〜２０２１年度）を超える伸びが予想される。特に「働き方改革」の
実現に向けた取り組みやセキュリティ対策によりコラボレーション系や基本ソフト系、また、デジタルデータを効
率よく活用できるデジタルマーケティング系の伸びが大きい。
コラボレーション系は、
「働き方改革」の実現のためにワークスタイルの変革を進める企業が増えており、その
ツールとしてグループウェアやワークフロー、ファイル共有サービスなどが大きく伸びるとみられる。
基本ソフト系は、セキュリティ対策や「働き方改革」を支援するツールとしてデスクトップ仮想化ソフトが大き
く伸びている。また、システムの開発、運用、保守の内製化への対応により高速開発支援ツールの導入が増えてい
る。
デジタルマーケティング系は、顧客接点の多様化への対応を目的に新規導入が進んでいるため、各品目が好調で
ある。特にＣＲＭ（営業系）は、業種・規模を問わず普及が進み、需要が増加している。また、マーケティングオ
ートメーションはＳａａＳ型を中心に大幅な伸びが予想される。
情報分析系は、 ＩｏＴの普及によるセンサーデータの可視化や分析などの需要が増加し、マーケティング部門
や店舗、製造現場など多様な場面で各品目の利用が増えるとみられる。また、運用・管理ツールは、リプレース中
心の品目が多いが、
ＡＰＩ管理ツールは基幹系システムの連携やＡＰＩ活用による新ビジネス推進を目的とした導
入により伸びが期待される。
提供形態別では、パッケージ型が７４％、ＳａａＳ型が２６％となっている（２０１６年度時点）
。ＳａａＳ型
は、中小企業やＳＯＨＯ（Small Office／Home Office）で導入が進んでいるのに加え、大企業や中堅企業でもス
クラッチシステム（企業ごとに一から作り上げたシステム）やパッケージ型からの移行、新規ビジネスを早急に立
ち上げる目的で導入が増えている。今後はＳａａＳ型の割合が増加するとみられ、２０２１年度にはパッケージ型
は６５％、ＳａａＳ型は３５％となると予想される。
＜注目市場＞
●グループウェア [コラボレーション系]
２０１６年度
２０２１年度予測
２０１６年度比
パッケージ型
１７０億円
１４１億円
８２.９％
ＳａａＳ型
９９０億円
１,８４５億円
１８６.４％
合計
１,１６０億円
１,９８６億円
１７１.２％
ネットワークを利用し、企業内での情報共有を目的とした非同期型コミュニケーションシステムを対象とした。
近年はインターネット、イントラネット技術の向上に伴い、Ｗｅｂブラウザをクライアントアプリケーションに
利用したシステムが主流となっている。
当初は、企業独自の商習慣を重視し、カスタマイズ性の高いパッケージ型の採用が中心だったが、数年前からＳ
ａａＳ型の利用が急増し２０１６年度時点では８５％を占めている。
ＳａａＳ型はイニシャルコストが低くサービ
ス導入の障壁が低いことなどから、
パッケージ型からの移行や新規利用を取り込んでいることが導入増加の要因で
ある。
「働き方改革」などのキーワードを軸にワークスタイル変革を進める企業も増えており、働く場所や時間を
問わず利用できるＳａａＳ型の需要が今後も大幅に増加するとみられる。

●ＡＰＩ管理ツール [運用・管理ツール]
２０１６年度
パッケージ型
２１億円
ＳａａＳ型
４億円
合計
２４億円

２０２１年度予測
２００億円
３７億円
２３７億円

２０１６年度比
９.５倍
９.３倍
９.９倍

※四捨五入して億円単位にしているので合計は一致しない

ソフトウェア間のやり取りを行うインターフェースであるＡＰＩ（Application Programming Interface）の作
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成、配布、保守、監視、保護を目的とし、主機能としてＡＰＩのバージョンやライフサイクルの管理機能をもつ製
品を対象とした。
既存システムの生産性向上や、
自社内のシステム連携を目的に導入が進んだことにより市場は形成された。
特に、
複数システムを安全に連携できる点が受け入れられ、需要は増加している。今後は、ユーザーのＡＰＩ公開およ
び、それに伴うデータ公開を契機とした新規事業創出が期待され、デジタルイノベーションやデジタルトランスフ
ォーメーションを実現するためのコア技術の一つとして導入が進むとみられる。
プロセスの自動化や新規パートナ
ーとの協業の立ち上げにおける負荷軽減などを目的とした企業間でのＡＰＩ連携が進むことで市場はさらに活性
化するとみられる。
形態別ではパッケージ型が９０％近くを占めている（２０１６年度時点）
。自社内の基幹システムにおけるＡＰ
Ｉ活用が積極的に進められており、基幹システムの多くはオンプレミス（自社での設備所有・運用）環境にあるた
め、パッケージ型の導入が中心となっている。ＳａａＳ型は情報系システムやＳｏＥ（Systems of Engagement）
などで、システムの標準化や、外部リソースを活用した新規ビジネスの創出を目的とした利用が主体である。
●マーケティングオートメーション [デジタルマーケティング系]
２０１６年度
２０２１年度予測
２０１６年度比
パッケージ型
１８億円
２５億円
１３８.９％
ＳａａＳ型
５３億円
１５０億円
２.８倍
合計
７１億円
１７５億円
２.５倍
マーケティングオートメーションは、企業のマーケティング活動の効率化を目的に、プロセスの自動化を図るツ
ールである。顧客行動の蓄積・分析機能、リード（見込）顧客を抽出するリードマネジメント機能、リード顧客に
対して電子メールやＷｅｂページなど顧客へのアプローチを適切に実施・管理する機能を備えている。顧客とのさ
まざまな接点で収集したデータを統合的に管理・分析し、マーケティング担当者の意思決定と業務の自動化を実現
できるため導入が増えている。
２０１６年度時点では、ＢｔｏＢ向けで利用される製品が約４０％、ＢｔｏＣ向けが約６０％とみられる。Ｂｔ
ｏＣ向けは大量のデータを利用する大規模なシステム構築となるため案件規模がＢｔｏＢ向けよりも大きくなっ
ている。
デジタルデータの収集をより一層進め、新規顧客獲得や顧客ロイヤルティの向上、顧客単価アップのためデー
タに基づいたマーケティング施策立案や実施を行う企業が増えるため、
今後も市場は大幅に拡大すると予想される。
一方、ユーザーが導入しても効果的な利用ができずに解約するケースも想定されるため、ベンダーや販売パートナ
ーは顧客支援を充実させて、解約を防ぎ継続的な利用につなげるサポートを展開している。
２０１６年度時点ではパッケージ型が２５％、ＳａａＳ型が７５％となっている。利用対象がマーケティング担
当者に限定されていることや、効果検証を目的とした導入が多いため、柔軟性が高いＳａａＳ型のニーズが高い。
機能が充実した高価格帯から基本的な機能のみを提供する低価格帯までサービスラインアップが幅広く、
大手企業
だけでなく、中堅や中小企業の導入が進んでいる。今後もＳａａＳ型が市場拡大をけん引するとみられる。
パッケージ型は、オンプレミスのサーバーなどで大量のデータの処理をできることから、ＢｔｏＣ向けの顧客デ
ータや売上データを持つ大手企業への導入が中心である。また、金融業などコンプライアンスの点で外部に顧客デ
ータを蓄積できないケースでの導入もみられる。
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＜調査対象＞
・大規模企業向けＥＲＰ
・人事・給与ソフト
・経費精算ソフト
・中規模企業向けＥＲＰ
・タレントマネジメント
・販売・在庫管理ソフト
業務システム系
・財務・会計ソフト
・勤怠管理ソフト
・生産管理ソフト
・連結会計ソフト
・ＣＭＳ
・メール配信ツール
・ＣＲＭ（コンタクトセンター系）
デジタルマーケ
・ＥＣサイト構築ツール
・ＣＲＭ（営業系）
・レコメンドツール
ティング系
・マーケティングオートメーション
・ＢＩツール
・テキストマイニングツール ・ＧＩＳ
情報分析系
・データマイニングツール
・グループウェア
・ファイル共有サービス
・電子帳票関連ツール（設計・出力）
コラボレーション系
・ワークフロー
・プロジェクト管理ツール ・電子帳票関連ツール（運用・保存）
・文書管理ツール／ＥＣＭ
・検索エンジン
・Ｗｅｂ会議
・アプリケーションサーバー
・ＥＤＩツール
・ＣＴＩ
・ＥＡＩ／ＥＳＢ
・ファイル転送ツール
・ＢＲＭＳ
ミドルウェア
・ＢＰＭ
・Ｈａｄｏｏｐ関連製品
・音声認識ツール
・ＥＴＬツール
データベース
・ＲＤＢＭＳ
・ＤＷＨ用ＤＢ
・運用管理ツール
・ストレージ管理ツール
・ＡＰＩ管理ツール
運用・管理ツール
・バックアップ管理ツール
・クラスタリングソフト
・サーバー仮想化ソフト
・端末エミュレーター
・高速開発支援ツール
基本ソフト系
・デスクトップ仮想化ソフト
＜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＞２０１７年３月〜６月
以上
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