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要旨 

スマートコンテナとはセンサーと無線通信機能を持ち取得した情報や警報を無線で伝えることが可能

なコンテナ器材である。現時点でスマートコンテナは技術的な完成度を高め、陸上輸送や軍事の分野で

本格的な普及が始まっているが、商業コンテナ輸送の分野では本格的な普及段階には到達していない。

本稿では、ハイテク製品の普及モデルとして広く利用されているキャズム理論がスマートコンテナへ適

用が可能であることを論じると共に、現段階での普及での課題として具体的で切迫した顧客ニーズの発

見、市場セグメントの適切な分割、ホールプロダクトの開発を挙げた。また、キャズム理論から外れる

可能性として政府による介入を挙げ、その影響についても論じた。 

 

１．はじめに 

現在、スマートコンテナが提供するビジビリテ

ィのセキュリティ上・ビジネス上の価値の高さは

業界で広く認識されており、技術的には通常の利

用が可能な成熟段階に達しているにも関わらず、

商用国際コンテナ輸送での普及は進んでいない。 

普及に当たっての問題点として標準の不在に

よる陳腐化リスクや価格の高さなど様々なもの

が指摘されている。だが、実際にはこれらの課題

は技術の登場から普及までの間に段階を踏んで

解消されていく。そのプロセスとして最も一般的

なものがメーカーの企業活動によるもの、すなわ

ち製品を市場に投入し、そこで得られた資金とノ

ウハウを元に製品を成熟させて更なる製品の普

及を目指すというものであるが、この視点からの

分析・考察は現時点でほとんど行われていない。 

本稿は、スマートコンテナに関するメーカーの

視点での普及モデルを考察し、スマートコンテナ

の導入段階の現状とその課題について整理する

ことを目的とする。 

  

２．スマートコンテナ導入の普及モデル 

２．１．先行理論と採用すべき理論 

新製品の普及モデルを扱うマーケティング理

論にはプロダクトライフサイクル理論やロジャ

ーズによるイノベーション採用理論などの先行

研究が存在する。それら先行理論のうち、本稿で

はムーアによるキャズム理論を援用して分析を

行う。その理由は、キャズム理論は新製品の普及

が特定の導入段階で停滞する現象の説明に重点

を置いていること、そして実際に企業のマーケテ

ィング分野での意思決定に多用されておりメー

カーによる活動の解釈に有益であるためであるa。 

２．２．キャズム理論の概要 

キャズム理論においては新製品の市場への普

及段階を 5 種類の導入層を用いて説明している。

以下はそれぞれの導入層の説明である。 

・イノベーター 

技術の潜在的な価値を評価する層。技術を市場

に認知させる役割を持つが、製品に投資可能な予

算はほとんど持っていない。 

・アーリー・アダプター 

市場の主流層に先駆け新製品を本格的に導入

する層。新製品を「他社との差別化の手段」とみ

なす。リスクを取ることを厭わずそれが可能な実

力を持ち、その反面自社製品が他社に横展開され

                                                        
a 例えば、スマートコンテナを含む RFID 技術・

製品の最大手業界紙である RFID Journal は導入状

況をキャズム理論で分析するセミナーをムーア

自身を講師として開催している。 



ることを嫌う。市場の主流層の側でもアーリー・

アダプターが導入した段階では(成功事例であっ

ても)自社にすぐに導入できるとみなさない。 

・アーリー・マジョリティ 

市場の主流層のうち新製品を「業務効率改善の

手段」と位置付ける層。新製品を他社との差別化

の手段と考えないため、新製品が誰でも使える段

階まで成熟することを待つし、同業他社が同一製

品を採用することを歓迎する。自社が属する市場

でデファクト標準の製品が登場することがこの

層が本格的に導入を開始するタイミングである。 

・レイト・マジョリティ 

市場の主流層のうち新製品を「リスクの源泉」

と位置づける層。未成熟な製品を導入するリスク

を避けるため、標準が完全に成立するまで新製品

の導入を行わない。この層が導入を決断する主な

条件は、デファクト標準の製品に互換製品が登場

すること、標準が公的なものになることである。 

・ラガード 

新製品の導入にまったく興味を持たない少数

派。新製品が他の製品に組み込まれて存在を意識

しなくなるまで導入を行わない。 

上記の通りそれぞれの導入層は異なる新製品

導入基準を持っており、メーカーはある導入層か

ら得た利益やノウハウを元に次の導入層へのア

プローチを行っていく。キャズム理論は、ハイテ

ク製品においてはアーリー・アダプター層とアー

リー・マジョリティー層の間の導入基準のギャッ

プが他の製品分野に比べて巨大であるとする。そ

の根拠は以下の通りである。 

・ ハイテク製品は他の技術分野と比べ技術進歩

が早く、従来製品と互換性を持たず圧倒的に

効果の高い新製品が頻繁に登場する。 

・ これら新製品は同時多発的に複数登場し、最

終的にどれが主流になるか分からない。 

・ 「従来製品に対し圧倒的に優位だが競合新製

品を押さえて主流になるかは分からない」と

いう状態の製品は、アーリー・アダプター層

には強く支持されるが、アーリー・マジョリ

ティ層は導入を躊躇する。 

・ アーリー・アダプター層は自社成果の横展開

を嫌うため、メーカーが横展開可能な成果物

を得ることが難しい。 

２．３．キャズム理論の適用可能性 

それではスマートコンテナの導入段階をキャ

ズム理論を用いて説明することは可能だろうか。

スマートコンテナの導入には以下の特色がある。 

・ スマートコンテナの導入はコンテナの状態監

視を無線で行うことにより従来監視不可能だ

った場所・頻度・時間帯での監視を可能にす

るという圧倒的な効果をもたらす。 

・ スマートコンテナの導入は作業者の目の前に

存在しないコンテナの管理を行うという新た

な業務を伴う不連続な変化である。 

・ 複数のメーカーが上記の条件を満たす製品を

提供しており、後発の製品は機能を大きく向

上させている
b。 

これらの特色は上記のキャズム理論の前提と

よく合致しており、スマートコンテナの導入状況

をキャズム理論を用いて分析することには意味

があると考えられる。 

２．４．スマートコンテナの普及段階 

それでは、キャズム理論に基づけばスマートコ

ンテナの普及段階はどの導入層にまで達してい

るのだろうか。この考察で重要なのは対象市場の

定義である。 

・対象市場を「海上コンテナの監視」と捉えた場

合、アーリー・アダプターとして Savi 社の器材・

システムを採用した米軍が、アーリー・マジョリ

ティーとして Hi-G-Tek などの器材を採用した各

国税関がそれぞれ導入事例として存在する。 

・対象市場を「商業輸送に用いる海上コンテナの

監視」と考えた場合、広く認知されたアーリー・

アダプターの成功事例は存在しない。 

キャズム理論では対象市場を「市場参加者間で

                                                        
b スマートコンテナの無線標準規格 ISO 18000-7

の最高通信速度は 27.8kbps であるが、現在 ISO 

18000-7 Mode2や IEEE 802.15.4fなど 200kbpsを超

える高速通信の標準規格が議論されている。 



の口コミが成立する範囲」としている。この意味

では、特に北米・欧州においては海上コンテナ専

門家のコミュニティが軍・政府関係者を含む形で

成立しておりc、これらを含む範囲で口コミが成立

しうると筆者は判断する。 

よって、本稿ではスマートコンテナの対象市場

を「海上コンテナの監視」と捉えて議論を進める。 

 

３．商業コンテナ輸送分野への普及の課題 

前章で述べた対象市場を前提にすると、スマー

トコンテナの導入段階はアーリー・マジョリティ

ーの一部に達しており、今後の普及はアーリー・

マジョリティーとしての商業コンテナ輸送にか

かっている。本論考の冒頭に述べた価格や互換性

の問題はレイト・マジョリティーへの普及の際に

主な問題になるもので、アーリー・マジョリティ

ーへの普及の初期には他に優先すべき課題があ

る。それら課題は以下のようなものである。 

３．１．具体的で切迫した顧客ニーズの発見 

本来先行事例を重視するアーリー・マジョリテ

ィーが新製品を最初に導入するのは、自社にとっ

て解決が絶対必要だが従来製品では克服が不可

能だった問題に対応するためである。各国の国境

警備隊が Hi-G-Tek 社のスマートコンテナを導入

したのは通過コンテナのセキュリティ確保がま

さにこの条件を満たす問題であったためである。

一方で、商業コンテナ輸送においてはこのような

具体的で切迫した顧客ニーズはまだ発見されて

いない。このようなアーリー・マジョリティの隠

れたニーズを発見し、それに向けてアプローチし

ていくことが本格的な普及への条件となる。 

３．２．市場セグメントの適切な分割 

アーリー・マジョリティが先行事例として重視

するのは、個別企業による孤立した導入例ではな

く、特定の市場セグメントでの標準製品となるこ

とである。よってメーカーが簡単に標準製品の地

                                                        
c これらの国では軍・政府関係者が ISO の海事関

係の委員会に多数参加しており、また政府と民間

の間での人材交流も活発である。 

位を築けない大きな市場セグメントを対象とす

るのは無駄に体力を消耗する行為である。商業コ

ンテナ輸送分野では輸送事業者は全世界の巨大

で均一な市場で活動しており、輸送事業者を対象

とした市場セグメント分割は難しい。荷主を対象

とした市場セグメント分割がより現実的である。 

一旦特定の市場セグメントを制圧した後はそ

こを足場に隣接する市場セグメントへの展開を

行う。隣接する市場セグメントとは、製品を採用

した業種の別のアプリケーション、同種のアプリ

ケーションを採用する別業種の 2 種類である。こ

のため、最初に制圧する市場セグメントはその後

の展開が可能なセグメントを選ぶ必要がある。国

境警備隊による通過コンテナのセキュリティ確

保はこの意味で他のセグメントへの展開が困難

なものであった可能性がある。 

３．３．ホールプロダクトの開発 

国際コンテナ輸送でのスマートコンテナの利

用はハードウェアだけを提供して終わるもので

はない。輸入・再輸出の保税手続き、各国電波法

に従った管理、データの交換と分析など、さまざ

まな利用ノウハウが必要となる。 

アーリー・マジョリティの顧客が新製品を受け

入れるためには、製品が必要な機能・ノウハウの

すべてを含み、自社で不足を補う必要が無いソリ

ューション(ホールプロダクト)として提供される

必要がある。このため、スマートコンテナメーカ

ーは必要に応じ協力企業の助力を受けてホール

プロダクトを開発する必要がある。 

 

４．政府活動の普及への影響 

一方で、スマートコンテナの商業コンテナ輸送

への導入には政府の介入が想定されており、キャ

ズム理論が必ずしも適切に適用できない可能性

がある。それら政府の介入には下記の 2 つがある。 

４．１．セキュリティ分野での強制導入 

スマートコンテナの主要な用途の一つに国家

安全保障目的での利用がある。現時点では政府に

よる義務付け事例は存在しないが、その可能性は



市場で広く認識されている。この認識が存在する

以上、特定の製品がある市場セグメントで標準製

品となったとしても、政府が別の製品をセキュリ

ティ用途での利用に強制する可能性があると他

の企業が想定し、標準製品としての認識が安定し

ない可能性がある。 

４．２．政府主導の実証実験の成果の反映 

一方で、多くの国の政府は商業輸送でのセキュ

リティの向上や手続きの簡素化を目的としたス

マートコンテナの普及に取り組んでいる。このよ

うな分野で政府がアーリー・アダプターとして活

動することで、本来アーリー・アダプターの活動

では発生しない、横展開が可能なホールプロダク

トの開発が進む可能性がある。その一例として

EU における SMART-CM プロジェクトがある。こ

れは EU の第 7 次研究枠組み計画(FP7)の一環であ

り、既存のハードウェアを利用したデータ交換に

関わる機能の開発・検証を目的としている。これ

はホールプロダクトには欠かせないが個別のメ

ーカーの開発能力を超える機能であり、政府の活

動がスマートコンテナの普及に大きく役立つと

期待される。 

 

５．スマートコンテナメーカーの最近の行動例 

上記の分析を裏付けるため、メーカーがどのよ

うな行動を取っているかの分析を行った。その対

象は Savi Network 社であり、上述の米軍向けシス

テムを導入した Savi 社の民間向け部門である。 

５．１．Savi Networks 社のマーケティング活動 

Savi Networks 社は 2007 年までと 2009年以降で

大幅にマーケティング方針を変えている。2007 年

まではスマートコンテナに親会社 Savi の無線器

材を採用、大手企業や港湾事業者との実証実験を

実施してきた。但しこれら活動は継続的な商業案

件に結びついていない。 

同社は 2008 年は新規の活動を休止し、2009 年

からは活動の方針を変えた。通信方式として独自

のアンテナ設置が不要で利用できる携帯電話・衛

星電話を採用し、スマートコンテナ器材そのもの

ではなくビジビリティソリューションSaviTrakを

前面に出すマーケティングを行うようになった。

この新たなマーケティング活動は以下の点で本

書で説明してきたキャズム理論と整合性のある

ものとなっている。 

・ マーケットを分割し、短期間に過半数を取得

することを目指したアプローチを取っている。 

・ SaviTrak を前面に出すことで、ホールプロダ

クトとして認知されることを目的としている。 

・ 規模や知名度ではなく切迫したニーズを元に

アプローチ先を選んでいると推測できる。 

このように、Savi Networks は、インフラの標準

化により商用コンテナ輸送市場全体への普及を

目指すアプローチから、特定の市場セグメントで

標準製品となることを目指すキャズム理論に基

づくアプローチへマーケティング方法を変更し

たと考えられる。 

５．２．現時点での Savi Networks 社の課題 

現在の Savi Network にとっての課題は、プレス

リリースから判断する限り意味のある規模の市

場セグメントを見つけられていない点である。現

時点では複数の企業への導入には成功している

が特定セグメント内で横展開するには至ってい

ない。同社が適切な市場セグメントを見つけ本格

普及への足がかりとして確保できるのか、あるい

は市場セグメントを見つけられないまま普及が

足踏みするのか、引き続き注視する必要がある。 

 

６．おわりに 

本稿のような視点での分析は個別のメーカー

のマーケティング戦略に属するものである。だが、

上述のようにスマートコンテナの業界全体への

有効性が広く認識されており、また各国政府によ

る公的資金を投入した技術開発・実証実験も行わ

れている。よって、本稿のような分析をオープン

な場所で行うことには意味があると筆者は判断

する。メーカーの努力、ユーザーの理解、政府の

支援があいまってスマートコンテナの普及が進

むよう、関係者の理解促進が望まれる。 


