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[要 約] 

 競争環境の厳しい薄型大画面テレビおよび携帯電話の主要部材市場において、国際競争

力を有する日本企業は、素材・化学産業に多く見られる。これらの企業の競争力の源泉は、

選択と集中により特定事業分野において匠の技術を保有しているほか、素材技術から製造

技術までを統合化し、ノウハウを上手にブラックボックス化して、技術・ノウハウの流出

を 小限に抑制する仕組みを自ら作り出している点にある。また、世界市場を対象に事業

を展開することで、事業規模と高い国際競争力を持続している。 

 一方、技術的な障壁を築くことで差別化を図り難い環境となったセットメーカでは、世

界市場で勝負を継続する上で低価格化が至上命題となっており、規模の経済を追求するこ

とが も確実な方策とされている。薄型大画面テレビでは、EMS（Electronics 

Manufacturing Service）を活用した、無名の北米新規メーカが世界市場で大きなシェア

を獲得する事例が見られる。また、国内外で市場環境の異なる携帯電話事業では、ノキア、

三星電子、モトローラが、欧米から新興国へと市場開拓を進めており、携帯電話のインフ

ラ構築から事業を手掛け、安価な端末を提供することでその優位性を確保している。日本

企業も高付加価値端末の技術・ノウハウを持って一度は海外市場への展開を試みたが、3G

端末への移行が予想以上に進まず、海外市場からの撤退を余儀なくされた経験を持つ。 

 今後、日本企業が海外市場において競争優位を獲得するには、薄型大画面テレビではキ

ーデバイスの内製化、製造プロセスのウェット化（脱真空）・ブラックボックス化、部材の

削減など、低コスト化を中心とした取り組みを継続する必要がある。また、自社リソース

をコア技術以外は製品企画や販売に集中し、EMS などの世界的な水平分業体制を効率的

に活用することが有効な一方策として指摘される。 

 携帯電話事業については、海外市場に再度参入する時期と環境を見極め、それまでは国

内市場で事業の継続を図ることが要求される。国内市場では、多機能化への対応を背景に

キーデバイスの内製化や差別化を図り、同業他社や異業種他社との協業を推進することで

開発費の抑制を図るなどの取り組みが求められる。また、商品サイクルの短縮化やソフト

ウェアによる差別化なども有効な方策である。海外市場向けでは、技術面で大きな課題は

無いが、3G 携帯の改良と低コスト化への対応、携帯キャリアや政府への働きかけによる

通信インフラの改良や拡充への取り組み、現地での販売体制の確保が課題となろう。 

 本調査研究は、このような背景や問題意識に基づき、我が国機械産業が世界レベルで優

位性を持つ分野を川上～川下（素材、部品、製品）産業までを視野に入れてベンチマーク

的に抽出し、その強みを将来的に発揮・維持することを可能とする方策について、指針的

知見を示すことを目的として実施したものである。 
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第 1 章 我が国が優位性を持つ素材、部品の現状 

 

1.1 薄型大画面テレビ 

 液晶パネルは、一般的にミクロンオーダの光学フィルム、薄膜トランジスタ、液晶層、

バックライト関連の部材を多層に張り合わせた構成となっている。 

 液晶パネルを構成するこれらの多くの部材は、日本企業が寡占している状況にある。特

に、偏光板保護フィルム、輝度向上フィルム、反射防止フィルムは、日本企業がほぼ独占

している状況にあり、その他にも冷陰極管（CCFL：Cold Cathode Fluorescent Lamp）、

偏光板、拡散板は日本企業のシェアが 50%を超える日本企業優位の部材となっている。 

 液晶パネルの多くの部材において、日本企業が競争優位性を有している要因としては、

日本企業が育成した技術・製品であること、日本の液晶部材メーカの技術レベルが高いこ

と、ブラックボックス化された製造工程を有していること、主要製造工程であるコンバー

ティング製造装置（塗る、貼る、切る）において日本メーカが高い技術力を有すること、

の主に４点が挙げられる。 

 特に技術面の要因として注目されるのは、原材料の調合に関するノウハウがあること（基

材、コーティング材料）、大面積化（横幅の拡大）への対応能力に優れていることがあげら

れる。また、市場構造や産業構造面の特徴については、市場・産業構造が簡素化・明確化

してきていること、海外需要と液晶パネルメーカの内製化が拡大していること、の２点が

指摘される。 

 一方、PDP の構成部材についても日本企業が高い競争優位を有している。これは液晶パ

ネルと比較して、プラズマテレビにおける日本企業のシェアが高いや、パネルを構成する

部材に素材レベルのものが多いことなども一因として指摘される。PDP 用部材について、

日本企業が競争優位を有している要因は、液晶パネル部材のそれと同様と考えられる。 

 しかしながら、プラズマテレビと液晶テレビの競合が顕著になってきており、PDP 事業

から撤退するメーカが現れるなど、事業環境としては厳しい様相を呈している。このよう

な影響は部材メーカにも及んでいる。 

 

1.2 携帯電話 

 携帯電話 1 台あたりに搭載される電子部品の個数は 500～700 個であり、その約 1/3 を

日本企業が世界に供給している。携帯電話の筐体の中には、無線通信用と信号制御用、そ

して付加機能用の電子デバイスが隙間なく詰まっており、電子機器の中でも も厳しい高

密度実装技術が要求されている。これらの電子部品は、もはや肉眼では見えにくいサイズ
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のチップ部品（SMD：Surface Mount Device）になっている。携帯電話にみられるよう

な軽薄短小化は、日本企業が長年にわたって蓄積してきた技術である。 

 携帯電話には多様な部材が使用されているが、それらは RF（Radio Frequency）系、情

報処理・ストレージ系、無線インタフェース系、カメラ系、表示・出力系、センサ系、バ

ッテリ系、基材系に大別される。携帯電話用部材の製造には高い技術力が必要とされてお

り、我が国の部材メーカは、バッテリ、表示/出力、基材等の部材を筆頭に、国際的な競争

力を有している。 

 我が国では、携帯電話システムの研究開発等がキャリア主導で行われており、端末メー

カはキャリア仕様に基づく製品開発が中心となっている。そのため、キャリア間競争に端

を発する高機能端末製造競争の結果、端末に搭載される部材や組み込みソフトまで含めて

高い技術力が蓄積されることとなった。キャリアブランド方式により、安定的な売上（製

造・販売リスク無し）が担保されたことが大きな要因と推察される。 

 携帯電話用部材市場に参入している日本企業の特徴としては、前述した水晶振動子、リ

チウムイオン二次電池、積層セラミックコンデンサなど、高度な材料技術に裏打ちされた

先進メーカの独占、寡占による市場形成の例が多いことが指摘される。他国に先んじて、

高度な開発技術と製品化技術により先行的に市場開拓を行ってきた結果と言える。 

 一方、メインディスプレイや LCD ドライバ IC のように、技術が汎用化され、アジア諸

国をはじめとする新興企業による安価な大量製造・販売がはじまると、多くの日本企業は

その優位性を失い価格競争に負け、競争力とシェアの低下を余儀なくされるという傾向も

多く見受けられる。 

 携帯電話端末の市場拡大とともに、携帯電話端末部材市場も同様の拡大が期待される。

現状、国内携帯電話端末市場では高機能化への競争が一段落しつつある。技術トレンドを

見極めるという意味で、国内ハイエンド製品向けの部品供給への対応は必要であるが、国

際競争力を有する部材メーカは、当初から海外市場における大手メーカを顧客として汎用

タイプ製品への部品供給を、戦略的に展開している点が指摘される。 

 

第 2 章 我が国が優位性を持つ素材、部品を用いるインテグレート型製品の現状 

 

2.1 薄型大画面テレビ 

 （社）電子情報技術産業協会（JEITA）の予測によると、薄型大画面テレビの市場は 2012

年に約 1 億 8,000 万台となり、テレビ市場に占める割合は 76%強に達する見込みである。

薄型大画面テレビは世界的に急速に浸透しており、今後既存の CRT テレビ市場を急速に
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代替することが予想される。 

 また、各方式のテレビ市場における日本企業と海外企業のシェアを見ると、CRT テレビ

は海外企業が主体で推移しており、日本企業が競争優位を有する製品は 2002 年には既に

プラズマテレビや液晶テレビなど薄型大画面テレビに移行していたことが分かる。しかし

ながら、シャープ、ソニー、東芝など日本企業が圧倒的な競争優位を有していた液晶テレ

ビ市場におけるシェアは年々低下し、2006 年には日本企業のシェアが 50%を切るまで低

下しているのが実情である。 

 ソニーが製品化した有機 EL テレビや、キャノンと東芝が製品化を進めてきた SED

（Surface-conduction Electron-emitter Display）など、日本企業はより付加価値の高い

薄型テレビ製品の開発を進めている。また、世界的な大きなトレンドである通信と放送の

融合を背景とした製品分野において、松下電器産業は、世界 大の動画共有サイト

YouTube とウェブアルバム Picasa に、シームレスにアクセスできるインターネット対応

テレビの製品化を発表している。インターネット上の動画配信・共有サイトを映像ソース

の一つとして、薄型大画面テレビを介して視聴者に提供する製品は、テレビ市場において

先進的な製品投入をリードしてきた日本企業ならではのものである。 

 製品の品質や技術が成熟しつつある、プラズマテレビや液晶テレビを中心とする既存の

薄型大画面テレビ市場において競争優位を確保するのには、高精細・大画面化と低コスト

化を継続的に両立するパネル製造技術と、安価に組み立てを行う生産体制技術の確立が重

要となる。また、画質やデザインにこだわる市場においては、画像エンジンなどの映像表

示に関わる技術や超薄型化技術による差別化も競争優位を確保する要素になりえる。しか

し、薄型大画面テレビの世界市場において大きなシェアを確保する要素としては、低コス

ト化技術に及ばないものと推察される。このほか、主に日本企業による大きな差別化要因

の一つと考えられてきたブランドについては、昨今の北米を中心とする無名企業の躍進を

鑑みると、特定市場を除き有効な差別化要因ではなくなりつつあるものと推察される。 

 このように、薄型大画面テレビは、技術開発による圧倒的な差別化が従来以上に難しく

なりつつある市場であると考えられる。 

 

2.2 携帯電話 

 携帯電話等の移動通信システムのデジタル化・グローバル化が進むなか、PDC という独

自方式を採用してきた我が国では、携帯電話・PHS の契約数が 2007 年末に 1 億加入を超

えた。また、インターネット接続やカメラ、GPS、個人認証や決済、TV 放送受信機など

の高機能化、高速データ伝送が可能な第三世代への移行が進み、移動通信サービスの高度
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化は世界的に見ても圧倒的に進んでいる。 

 このような環境において培われた日本企業の競争優位の源泉としては、「キャリア主導の

研究開発、端末仕様策定、端末販売により、メーカは製品開発に専念することができ、高

機能端末の短期サイクル投入への対応力を保有することができたこと」、「キャリアの高機

能サービス競争による世界でも得意な先端ユーザ市場を構築したこと」、「キャリアの高機

能化競争により部材、組込みソフト、端末まで高い技術力を蓄積することができたこと」

の３点が挙げられる。 

 しかしながら、国内独自仕様のサービス向けに特化し、海外市場への展開は殆ど実現し

ておらず、世界市場でのシェアは数%以下と伸び悩んでいるのが実情である。また、高機

能で高価格となった端末に対する高額インセンティブをキャリアが負担し続けていること

の弊害も見えはじめている。製品サイクルが早く、端末の性能が世界市場と比べると過剰

に高機能であるため、ハードおよびソフトの開発費の回収が難しい状況にある。日本企業

は、国内市場は飽和状態にあるにもかかわらず、厳しい状況での競争を強いられ続けてお

り、積極的な海外展開ができていない状況となっている。 

 これに対して、キャリアでは、インセンティブを廃止し、プラットフォームの共通化に

よる端末の開発コストの抑制、海外企業の市場参入促進による携帯電話メーカ間の競争の

促進などによって、端末コストの抑制を図ろうとしている。日本の携帯電話メーカでは、

既に携帯電話事業からの撤退（一部撤退を含む）や他社との統合までを視野に入れた方策

を展開している。また、カメラモジュールや小型高精細液晶などキーデバイスを自社生産

している携帯電話メーカでは、これらの高機能化やワンチップ化による差別化を図るほか、

デバイス事業へのシフトをより鮮明に打ち出すなど再編を進めている。 

 日本の携帯電話メーカの海外進出については、海外の 3G 市場移行をターゲットとした

取組みが行われているものの、海外では 3G サービスが始まって間もないことから、日本

企業のシェアは 1 割程度のままである。今後、飽和状態にある国内市場において高機能端

末競争を勝ち抜いたフラッグシップ製品により培った技術を如何に活用して、成長余地の

ある世界市場に活路を見出し、その市場を牽引しつつ、各国の消費者ニーズに合った製品

の販売を展開するか、抜本的な検討が必要とされている。 

 

第 3 章 我が国が優位性を持つ基盤的技術、製品を生かすための戦略に関する検討 

 

3.1 薄型大画面テレビ 

 液晶テレビ、プラズマテレビ共に、我が国が世界に先行して製品開発を行い、テレビ市
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場の変革を促した製品である。 

 第 2 章で述べたように、液晶テレビにおける主要部材の日本企業のシェアは非常に高く、

韓国や台湾などの液晶パネルを製造している海外メーカに対して、多くの部材を供給して

いることが分かる。これら部材メーカの競争力の源泉は、パネルメーカとの共同開発が大

きな要素となっている。技術力のある素材メーカ、部品メーカ、セットメーカが一国内に

存在し、常に改善を図っていることが部材メーカの競争力維持に繋がっている。 

 一方、液晶パネルや液晶テレビにおいては、日本企業のシェアが低下しており、市場で

の競争力は失われつつある。産業全体のトレンドとして水平分業化が進展する中で、日本

企業の製造する高品質な部材が、海外企業のパネルメーカやセットメーカの競争力を増す

効果を生み出しているとも言える。 

 薄型大画面テレビ市場では、セット、パネル、部材の各メーカにおいて低コスト化に関

する技術・研究開発が 優先で求められている課題となっている。有機・無機 EL や SED

などの次世代ディスプレイの継続的な技術・製品開発も必要であるが、先行商品がある市

場であり、どのようなディスプレイを開発するにしても低コスト化は 優先事項となる。 

 低コスト化では、製造ラインのウェット化（真空を必要とするドライ装置の削減）が有

効な手段であり、光学フィルムの張り合わせなどを効率的に行えるコンバーティング技術

の開発が求められている。当該分野は、海外企業の参入が困難な分野であり、製造技術の

ブラックボックス化も含めて検討を進める必要がある。また、部材の削減・統合化も有効

である。既にその動きは具体化してきているものの、更に部材の統合化を進めて、価格競

争を優位に進める必要がある。 

 薄型大画面テレビなどの 終製品における日本メーカの基本的なスタンスは先ずは国内

市場で一定の売上を確保し、量産効果が発揮できる段階から海外市場に販売するというの

が一般的であった。しかしながら、日本は素材、部品、セットと幅広い裾野産業を抱え、

それぞれが世界一流の技術を有している。これらを有機的に活かすためには、テレビに限

らず、企画段階から世界市場をターゲットとすることが必要であり、世界製品と位置付け

れば、それを具現化する方策も見えてくるであろう。 

 

3.2 携帯電話 

 日本の携帯電話メーカは、1990 年以降、欧州、北米、中国などの海外市場に新規参入し

た経験を持つ。日本国内では高機能端末の需要が大きく、海外市場でもこのような動きが

活発になると予想してのことである。しかしながら、GSM 端末から W-CDMA 端末をは

じめとする 3G 端末（第 3 世代端末）への移行が想像以上に遅く、逆に GSM 端末の低価
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格化競争に拍車がかかった。ノキアをはじめとする海外企業に生産規模で劣る日本企業は、

GSM 端末の低価格競争に対応できず、次々に海外市場から撤退し、現在に至っている。

一方、ノキアなど海外大手企業は、日本市場を魅力的な市場と見ておらず、BRICs などの

新興国への注力度合いを高めており、その差は大きく広がる一方である。 

 このような厳しい環境のなか、当面、日本市場を主力に事業を展開していくものと推察

される。また、海外と国内では事業環境が異なるため、異なる戦略をとることは必須と考

えられる。 

 国内市場では、技術・製品面において多機能化の追求、電子部品の高密度パッケージン

グへの対応、アプリケーションの充実・他社との協業、キーデバイスの内製化、携帯電話

開発におけるコストダウンの実現など、価格面において法人需要等に対応する搭載機能を

絞った低価格携帯電話の研究開発など、販売促進面において販売ルートの開拓や自社ブラ

ンド力の活用などの重要性が指摘される。 

 一方、海外市場については、W-CDMA 端末の需要増の動きを睨みつつ、海外展開する

適な時期を模索する展開が続きそうである。ここ数年で、海外市場において W-CDMA

端末が普及するとは考えられていないため、日本市場において携帯電話事業の収益を確保

し、W-CDMA 端末が本格的に普及する時期に合わせて、海外市場に日本企業による携帯

電話を投入する見通しである。その際に重要な戦略としては、技術・製品面において日本

市場における製品・ノウハウの展開、ワンチップ化の推進、継続的な内部部品の改良、需

要国特有のデザイン性を備える携帯電話の開発など、価格面においてコスト競争力を有す

る 3G 端末の開発、販売促進面において販売ルートの開拓や海外販売拠点の確立および販

売提携先の整備などの重要性が指摘される。 

 

第 4 章 戦略実行上の課題と解決策に関する検討 

 

4.1 薄型大画面テレビ 

 エレクトロニクス市場では、先端技術も一定の期間が過ぎれば、コモディティー化する

ことは避けられず、海外企業が同等以上の製品を上市してくることが常である。このよう

な状況では、絶えまぬ技術開発と製品化技術の努力が必要となる。 

 しかしながら、常に先端技術の開発を推進することは一企業では限界があり、コア技術

以外では、外部リソースの活用をせざるを得ないと考えられる。これは技術開発だけでな

く、製品製造においてもコスト低減や製品サイクルの短縮化への対応として有効である。 

 以上の課題に対する一つの解決策として、EMS（Electronics Manufacturing Service）
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の活用が挙げられる。EMS はプリント基板の組立から始まり、今や製造メーカの幅広い

業務を請け負うまでになっている。ノキアの携帯電話やアップルの iPod が EMS で製造さ

れていることは有名だが、各業務において EMS を活用することも重要な選択肢となる。

本来メーカが内部に抱えておく必要のある業務は、製品企画（メーカの要となる業務）と

販売（ユーザの声を直接吸い上げるため必要）の 2 つとも言われており、世界市場を見通

した製品企画と販売戦略への選択と集中が、日本企業が世界市場で躍進するために必要と

なる重要な一方策と考えられる。 

 

4.2 携帯電話 

 国内市場における競争優位戦略を実行するに当たり、技術面においては、多機能化要求

への継続的な対応、携帯電話の開発コストの削減、長時間利用への対応、高速通信システ

ムの開発、携帯電話のキーデバイス開発、携帯電話でのコンテンツ充実などが課題とされ

ている。また、市場構造・産業構造面においては、飽和状態にある国内携帯電話市場の活

性化方策、販売奨励金の廃止による携帯電話の買換サイクルの長期化への対応、SIM ロッ

ク制度の存在、キャリア主導で行なわれる携帯電話の仕様決定への対応、キャリアとの協

業関係構築などへの対応が課題とされている。 

 一方、海外市場における競争優位戦略を実行するに当たり、技術面での課題は少なく、

該当諸国におけるインフラ整備の対応が重要課題として指摘される。また、市場構造・産

業構造面では、市場移行期の見極め、通信システムの設置（改良）、通信地域の拡大などが

課題とされている。 

 このような課題認識に基づいて、国内・海外市場において携帯電話事業の競争優位を確

保する方策を整理すると次のようになる。 

 主に技術開発面では、同業他社との協業や合弁会社の設立などにより、技術の共有化や

開発費用の軽減を図ることが有効である。国内市場では、携帯電話の多機能化で開発負担

が重くなる一方の状況を打開するため、既に通信プラットフォームやソフトウェアの共通

化を目的とした協業が進展している。また、キーデバイスやアプリケーションなどについ

て、技術力のある企業との提携も視野に入れた協業も考えられる。このような取り組みは、

今後、海外市場に再参入する際にも効果的な方策である。海外市場への展開では、このほ

かに日本国内において培った技術・ノウハウを転用した製品の開発、現地法人のマーケテ

ィング活動に基づくニーズにマッチした製品開発などが重要な方策である。 

 このほか、素材・部品の差別化、差別化キーデバイスの内製化、ファームウェアなどソ

フトの差別化、商品開発サイクルの短縮化などは重要な方策として認識されており、各企
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業の事業環境や事業戦略に応じた具体的対応策の実行が求められる。 

 

第 5 章 我が国機械工業の対応策に関する提案 

 

5.1 薄型大画面テレビ 

 薄型大画面テレビについては、規格・標準化等による市場の囲い込みが困難な市場であ

り、価格競争は避けられない環境にある。その意味では、技術開発と製品化技術を継続す

る努力が必要であり、自社リソースの見極めと外部リソースの効率的な活用がポイントと

なる。水平分業化は世界的な流れであり、それにより実現される環境は十分に活用し、自

社の強みを活かす戦略を各企業で検討する必要がある。技術開発だけでなく自社業務をも

対象として、EMS の活用を推進することは重要な一方策と考えられる。また、製造ノウ

ハウを自社で保有するブラックボックス化への取り組みや、世界市場や市場環境の変化を

見通した企画開発と販売戦略の深耕が、日本の製造業が躍進するために必要となる重要な

方策と考えられる。 

 

5.2 携帯電話 

 日本企業が海外市場に再び参入する機会については、2010 年以降との見方もあり、当面

は日本市場で事業を継続するとともに、海外市場展開に向けたマーケティングを続けるこ

とが必要になる。海外市場への参入に際しては、3G 端末や 4G 端末の研究開発を進め、将

来の高機能製品における技術・ノウハウで海外メーカとの差別化を図ることが現実的なシ

ナリオであり、将来の鍵を握ると考えられる。 

 携帯電話市場は、立ち上がりから 10～20 年で高次の通信環境が整備され、顧客は安価

な携帯電話か、機能面で優位性のある製品を選択する市場環境が形成される。諸外国が 3G

端末主体の通信環境になるまで、日本企業は事業を継続し、3G 端末の改良を続けること

が重要である。これにより製品の優位性が増すとともに、次世代の通信規格に合わせた携

帯電話の開発をも手掛けることが可能となる。同時に、通信インフラへの事業進出なども

視野に入れた事業展開を模索する必要が指摘される。 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

http://ringring-keirin.jp/  
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