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［要 約］ 

本調査研究は、国内および世界市場・国内通信事業者の事業戦略・ユーザ買替実態調査・

オープン化への展望などを分析し、事業構造が大きく変化する市場における海外メーカ、

特にサムスン電子の取組みについて調査研究を行った。更に調査分析を踏まえて、我が国

の携帯電話端末メーカが新たな成長のため、世界市場への参入拡大を含めた、海外メーカ

との競争力強化を図るための方策を検討し、政策提言を取りまとめたものである。  

 

序章 本調査研究の目的と検討結果要旨 

１．本調査研究の目的 

我が国における携帯電話を取り巻く市場は、非常に大きな変革期におかれている。 

こうした状況下において、本調査研究は、携帯電話端末事業の競争力強化に向けた 

共通課題の分析と、その対応策の調査研究に取り組み、国内の携帯電話端末製造事 

業の更なる成長を実現させるとともに、関連するキーデバイスや実装技術などの優 

位性の継続・拡大を図ることを目的とする。 

  ２．調査研究会実施日程 

10 回の調査研究委員会を開催した。 

  ３．調査研究の検討結果要旨 

本調査研究における国際競争力強化に向けた方策のまとめ。 

 

第 1 章 国内の携帯電話市場分析 

１．１．国内の携帯電話市場の概況 

国内の携帯電話加入数は、2009 年 12 月末で 1 億 1,061 万加入に達し、人口普及

率も 86％となった。国内の携帯電話端末出荷実績（CIAJ 統計）は、2,007 年度

政府政策に基づく官・産一体となったオールジャパン体制での取り組み 

① 商品企画・開発、マーケティングの現地化の支援 

② 日本のコンテンツ「マンガ」、「アニメーション」、「ゲーム」と連携した政策 

③ 国際協力・支援、海外インフラ事業と合わせた政策 

メーカ独自／連携での取り組み 

④ 相手国におけるメーカブランドの強化・構築 

⑤ 高品質の Japan プロダクトの提供 

⑥ 通信事業者を超えた商品の開発 

⑦ メーカ独自、もしくはメーカ連合によるオリジナルのビジネスモデルの構築 
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5,191 万台から、2008 年度は 3,775 万台へと 27.3％減少した。2009 年度は 3,330

万台と、依然として厳しい見通しである。 

中期的には 2011 年度以降、LTE 実用化、マルチメディア放送の導入等による買

替え需要への期待がある。 

１．２．国内携帯電話サービス 

国内における携帯電話サービスは、世界的に見て先進的なモバイル・ブロードバ

ンド／インターネットサービス、モバイルマルチメディアのサービスが展開されて

いる。1～2 年おきに新サービスが登場、インターネット接続、ポータルサービス

（i モード、EZ web など）、高度なカメラ機能、ワンセグ視聴、動画利用、おサイ

フケータイ等の利用が進んでいる。世界のフロントランナーとして進化発展を遂げ

ている。 

１．３．通信事業者の設備投資 

通信事業者 4 社の設備投資では、新 800MHz 帯（主に NTT ドコモと KDDI）、

及び 2GHz 帯（主に KDDI とソフトバンクモバイル）関連のインフラ整備と、サ

ービス・アプリケーション、データ通信サービス等の需要拡大に対応するものが主

になってくる。 

１．４．法人市場 

国内の携帯電話全加入数の約 10％に相当する市場であるが、ニッチ市場向けに特

化した端末及び法人向けソリューションが展開可能。法人企業ではクラウドコンピ

ューティングの流れが進んでおり、スマートフォン、小型のノート PC、PC パッ

ド（iPad など）の端末ニーズがある。 

１．５．オープン化の動向 

携帯電話の領域においても、コンピュータの基本的な構造である水平分離型、オ

ープン型が進んでいる。既に iPhone の App Store をはじめとして、Windows 

Mobile や Android などのオープンなアプリ・ストアのサービスが次々と提供され

るようになっている。 

１．６．国内市場における海外メーカ 

国内の通信事業者の携帯電話端末販売における海外メーカは、推定で 2008 年度

は前年よりも約 2 倍となり、約 400 万台で、国内端末販売シェアは約 10％となっ

ている。現在参入しているメーカとしては、アップル、サムスン電子、LG 電子、

HTC、ファーウェイ、リサーチ・イン・モーション、ソニー・エリクソン等があ

る。 
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１．７．携帯電話ユーザの買替実態 

国内の携帯電話加入数は、普及飽和となりつつある。携帯電話の買替サイクルの

長期化が起こっている。CIAJ では、2008 年 11 月、携帯電話ユーザの買替えに関

する Web アンケート調査を実施して、その動向の把握に務めていたが、今般、本

調査研究において経年変化を見る目的で、2009 年 11 月に前年と同等内容のアン

ケートを実施した。調査結果を踏まえて、携帯電話ユーザの買替市場に関して分析

を行った。以下はそのポイントである。 

① 近 10 ヶ月間に買替えた人は、2009 年 11 月調査では 27.5％であり、2008

年 11 月調査の 35.8％より 8.3 ポイント低下している。 

② 買替え前の携帯電話の使用期間は、2008 年 11 月の 30.5 ヶ月から 2009 年 11

月には 31.9 ヶ月と長期化している。 

③ 現在では携帯電話の販売価格が 5 万円前後になっているため、購入方法では

77.9％が割賦販売となっている。 

④ 割賦販売の支払い期間（2 年間）終了後も使い続けたい期間は、2008 年 11

月の 13.9 ヶ月から 2009 年 11 月では 14.6 ヶ月へと延びている。 

⑤ 携帯電話を買替える時の重視点では、「価格を重視する」が 73.3％と も多

い。 

１．８．モバイルコンテンツ市場の概況、及び海外への展開 

日本におけるモバイルコンテンツ関連ビジネスは、コンテンツ市場 4,835 億円、

コマース市場 8,689 億円、広告・プロモーション市場 913 億円、合計 1 兆 4,437

億円（MCF 発表資料より 2008 年度）となっている。モバイルコンテンツビジネ

スの海外における取り組みが既に行われており、それらの経験を踏まえたモバイル

コンテンツビジネス海外進出に向けての課題は、課金、ネットワーク、端末仕様の

違い、ユーザの慣習や嗜好の違い、紛争解決等のための環境整備、及び海外現地の

モバイル関連情報、マーケティング情報の収集・分析等がある。 

 

第２章 国内通信事業者の事業戦略 

２．１．通信事業者の事業戦略 

通信事業者は、NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイル、イー・モバイルの

4 社体制であり、第 3 世代（3G）、第 3.5 世代（3.5G）サービスが提供されている。

2010 年末から第 3.9 世代（3.9G）・LTE サービスが NTT ドコモから提供される計

画であり、順次 2012 年までに 4 社共に LTE サービスを提供する。4 社では、高
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速大容量が遅延の少ない通信を活かしたアプリケーション・サービスの開発に向け

た取り組みを強めている。 

２．２．NTT ドコモの事業戦略 

NTT ドコモは、携帯電話がコミュニケーション、情報アクセスのツール、及び生

活支援の手段として発展しており、今後の発展方向として、利用者の行動を支援す

る役割も担っていくものと位置付けて、更なる進化にチャレンジをしている。 

２．３．KDDI の事業戦略 

KDDI は、携帯電話コンテンツ、アプリケーションサービス、FMBC（Fixed Mobile 

& Broadcast Convergence）に注力している。 

２．４．ソフトバンクモバイルの事業戦略 

ソフトバンクモバイルはアジア No.1 のインターネットカンパニーとして、グル

ープ全体でモバイルブロードバンドサービスに注力している。 

２．５．イー・モバイルの事業戦略 

イー・モバイルは、モバイルデータ通信／モバイル・ブロードバンドを主力に事

業展開を行っている。 

 

第３章 海外市場・海外メーカの動向 

３．１．海外の携帯電話市場の概況 

世界における携帯電話加入数は、2009 年 6 月末時点で約 43 億、普及率は 64％

になっている。携帯電話市場は加入数の成長が続いており、巨大な産業へと成長し

ており、2002 年に固定電話契約数を上回っている。新興国・発展途上国において

は、ワイヤレスによる通信ネットワーク環境整備が主流になっている。 

携帯電話加入数を方式別に見ると、GSM 方式が世界的には 80％と圧倒的なシェ

アを保っているが、第 3 世代（3G）、第 3.5 世代（3.5G）方式が拡大基調になって

いる。世界市場では、モバイル・ブロードバンドが普及する時期が到来している。 

インターネット関連企業のマイクロソフト、グーグル、アップル等の携帯電話端

末市場への参入により、事業構造が大きく変化している。 

３．２．世界の端末メーカと端末開発の概況 

世界における携帯電話生産台数は、2009 年 1 年間で約 11 億 3,000 万台となり、

2008 年比で約 7％減少となっているが、2010 年以降は増加予想となっている。携

帯電話販売台数を方式別に見ると、2009 年 1 月～6 月期では、GSM 方式が 62％、

W-CDMA 方式（3G）が 21％であり、第 3 世代（3G）が拡大している。2009 年
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における携帯電話端末市場での台数シェアは、ノキア 38.2％、サムスン電子 20.1％、

LG 電子 10.1％等、上位 5 社が 78％を占める寡占市場である。 

日本メーカは 3.5％シェアである。 

世界の携帯電話端末市場で始まった構造改革は次の通りである。 

① アップル、リサーチ・イン・モーション、グーグル等の新規参入、及びスマ

ートフォンメーカに市場全体が翻弄され始めた。 

② 主要携帯電話メーカの多くが苦戦する中、サムスン電子、LG 電子などの韓

国勢が比較的好調。 

③ 携帯電話メーカは、端末独自の機能よりもアプリケーションを中心としたサ

ービスへ注力する姿勢を見せている。 

３．３．海外政府による ICT 支援の事例研究 

韓国と中国を主に、海外政府による ICT 支援の事例研究を行った。 

① 韓国では、歴代の政府により IT 産業の成長、通信サービス、インフラ、機

器、ソフトウェアのバリューチェーンを活用しての成長目標を持って商業支援

を行ってきた。産業振興策などの政策において、自国経済や産業の目指すべき

姿の「絵」を提示し、実現に向けた施策や政府レベルで行う具体的な支援内容

を明示している。放送、モバイル・ブロードバンド、社会インフラ等の展開に

おいて、政府がリーダーシップをとり、規模や市場が異なる企業・団体の意見

集約や取りまとめを行い、方向性や結論を導き出す調整役も担っている。 

② 中国では、中国政府の対外投資戦略と ICT 分野重視が、2002 年以降強化さ

れている。2008 年秋の金融危機の顕在化後、中国政府の発表した緊急経済対

策においては、ICT 分野も内需拡大のための重要部門の一つとされており、

電子情報産業調整振興計画を作成し、予算措置、通信事業者やメーカ等の役割

を示している。 

 

第４章 LTE および 4G の新技術実用化に向けた課題の検討 

４．１．LTE の位置付け 

LTE（Long Term Evolution）は、第 3 世代（3G）携帯電話をベースに、長期に

わたって競争力を保持するためのもので、世界的には第 3.9 世代（3.9G）として

位置付けがされている。LTE は高速大容量のデータ通信利用が実現するため、ユ

ーザが利用する端末やサービスに対する新たなニーズの発掘や新たな使い方が期

待されてくる。既にそうであるように、携帯電話、スマートフォン、Kindle や iPad
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のような電子ブック端末、ネットブック端末、大画面の携帯ゲーム機、モジュール

内蔵型など、より一層端末形態が多様化する。国内の通信事業者や端末メーカは、

世界のフロントランナーのポジションを確保することが何よりも重要と考えられ

る。 

４．２．LTE の事業計画 

国内の LTE 事業計画は、現行第 3.5 世代（3.5G）から一気に LTE へ移行する方

向（NTT ドコモが 2010 年 12 月、KDDI が 2012 年 12 月サービス開始予定）と、

現行第 3.5 世代（3.5G）の高速化を経てから LTE に移行（イー・モバイルが 2010

年 9 月、ソフトバンクモバイルが 2011 年 7 月に高速化予定）するという方向があ

る。通信事業者 4 社全てが LTE への移行計画であり、2014 年度末までの加入目

標の合計は 3,594 万加入となっている。 

４．３．LTE の採用に関する世界的な動向 

携帯電話の世界市場では、第 3 世代（3G）／第 3.5 世代（3.5G）のサービスから

の移行としては、世界的には LTE 方式を多くの国が採用する方向となっている。

また、「第 3 世代（3G）飛ばし」と称される GSM から LTE へと移行する方向も

出ている。 

４．４．技術的課題 

LTE の周波数帯は、世界的にはアナログ放送波の跡地である 700MHz 帯と第 2

世代（2G）の終了に伴う周波数再編によって空く 900MHz 帯、及び 2600MHz 帯

（特に欧州）が、いくつかある 3G 周波数帯の中で注目されている。世界的に見て

採用が多い周波数帯から、あるいは市場ニーズが多く存在する地域向けから優先的

に開発する等の対策を検討する必要がある。 

４．５．商品開発上の課題 

我が国が得意とするコンテンツ、アプリケーションやネットワークと端末とを一

体に提供するパック展開の方向が重要である。 

４．６．販売・マーケティング上の課題 

国内における LTE 端末は、高速大容量の通信を活かしたモバイルデータ通信需要

を獲得することにより、2014 年までに携帯電話全加入数の約 30％に相当する

3,594 万加入になると見込まれる。 

国内の携帯電話メーカが、グローバル市場において LTE を展開する上での課題は、

開発、商品企画、マーケティングの現地化、販売・マーケティング、サポート体制

の構築、宣伝・マーケティング、及び海外展開国における価格競争力のある商品開
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発等が重要となる。 

 

第５章 オープン化の可能性および SIM ロック解除などの諸課題の検討 

５．１．SIM ロック解除に関する本研究調査の検討内容 

本調査研究では、オープン型モバイルビジネス環境の整備と国際競争力強化とい

う課題を検討するための一要素として、「SIM」の問題（ロックかフリーか）を、

ユーザ視点をベースに再度検証、並びに分析を行った。SIM フリー端末・オープ

ン化がユーザに受け入れられ、その結果マーケットニーズが存在する状況下になっ

た時に、初めて SIM フリー端末の意味が出てくる。 

従って、今のところＳＩＭロック解除義務化までする必要はないと考えられる。 

５．２．世界市場・国内市場の動向を鑑みた端末のあり方に関する考察 

端末の世界はいわゆるオープン型端末の出現によって大きく変化しようとしてい

る兆しがある。これからの端末展開を考えるにあたって、このことが極めて重要な

ポイントである。オープン型端末はモバイルインターネット端末という見方がある。

ユーザが求める機能をサイト上で実現したり、サイトからダウンロードしたソフト

ウェアで実現したり、あるいはその両方で実現するものである。これからの海外・

国内市場展開に対しては、海外ユーザと国内ユーザの求めているところの違いを踏

まえた取り組みが重要となる。 

 

第６章 機械産業へ与える産業基盤としての効果の検討 

６．１．携帯電話の小型化による機械産業界への効果 

今まで携帯電話が機械産業に与えてきた効果は大きなものがある。携帯電話の進

化、デバイスの小型化、実装の微細化技術、高性能の実装技術、生産技術の向上に

大きな貢献を果たした。 

６．２．生産技術の向上 

携帯電話で培ってきた優れた集積技術／実装技術／塗装技術／金型技術は、他の

機器、製品において、なくてはならないものとなってきている。集積／実装技術は、

携帯電話の心臓部である CPU、RF などのワンチップ化、基板へのマウント技術

など製造工程を含め、他の機器の製造に展開されている。 

６．３．省電力化 

携帯電話の小型軽量化は、省電力化との戦いでもあった。省電力化のための部品

点数の削減、低消費電力で動作するデバイスの開発等、携帯電話で培ってきた省電
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力化の技術が、今日の様々な機器のベースになっている。 

６．４．新しいデバイスの発展／普及 

携帯電話はその進化とともに、新しいデバイスの発展／普及に大きく寄与してき

た。カメラ、小型外部メモリ、カラーディスプレイ、タッチパネル、センサ、バイ

ブレータ、リチウムイオンでは電池等は、機械産業の発展、市場拡大に貢献してき

た。 

６．５．機構（ヒンジ、テンキー、小型ボタン） 

携帯電話のデザインの多様化により様々な機構が開発されてきた。小型のヒンジ、

回転、スライド機構、テンキー、小型ボタン等が設計、技術、製造プロセス、製造

技術の向上など機械産業界にもたらした成果は大きいものと言える。 

６．６．新しい付加価値の創出 

携帯電話と機械産業を結び付けるものとしては、今後、無線モジュールを埋め込

むことによるマシンコミュニケーションの分野に期待が集まる。今後の LTE など

のデータ通信の高速化により、更に高速で大容量のデータ通信が可能となってくる。 

６．７．機械産業において重要な携帯電話 

これまでも携帯電話で培ってきた技術・デバイスは、国際的にも高い評価を得る

ものであり、世界の産業基盤を支えるものとなっている。海外メーカも優れた日本

のデバイスを輸入し、商品へ組み込んでいる。今後、携帯電話の国際競争力を強化

する上で、機械産業と共に発展していくことが重要となってくる。 

 

第７章 国際競争力強化に向けた方策 

７．１．国際競争力強化の必要性 

現在、ICT はあらゆる国民生活を支える社会インフラであるとともに、我が国の

経済成長実現の鍵であり、国際競争力の強化は必須となっている。特に携帯電話に

関する産業分野は ICT 分野の中核である。しかしながら、携帯電話のグローバル

市場における国内メーカのシェアは 3.5％（2009 年）に留まっている。この現実

を打破するために、また国内産業の活性化に向け、国内メーカの海外市場再参入に

向けての課題解決及び方策を進めることが急務となっている。 

７．２．国内メーカのグローバル市場低迷の要因 

2000 年代前半に国内メーカが海外進出を行った際、国内メーカはビジネスモデル

の相違から、国内・海外の 2 本立ての事業展開・研究開発を余儀なくされたが、

収益面、効率面から、国内優先を選択せざるを得なかった。我が国の素晴らしい技
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術、サービスであっても、海外市場、海外マーケットニーズはそこまで求めておら

ず、マーケットニーズにマッチした商品を提供できなかったことが当時の敗因とな

っていた。 

７．３．国際競争力強化のための方策 

前述の環境下における国際競争力強化のための方策として、以下の 7 点を考える。 

＜政府政策に基づく官・産一体となったオールジャパン体制での取り組み＞ 

① 商品企画・開発、マーケティングの現地化の支援 

② 日本のコンテンツ「マンガ」、「アニメーション」、「ゲーム」と連携した政策 

③ 国際協力・支援、海外インフラ事業と合わせた政策 

＜メーカ独自／連携での取り組み＞ 

④ 相手国におけるメーカブランドの強化・構築 

⑤ 高品質の Japan プロダクトの提供 

⑥ 通信事業者を超えた商品の開発 

⑦ メーカ独自、もしくはメーカ連合によるオリジナルのビジネスモデルの構築 

 

終章 

国内メーカの国際競争力強化に向けて自ら努力することは勿論だが、政府への期待とし

て以下取りまとめた。これらが政策や予算措置などで実現されることを強く望むところで

ある。 

① テストベッドの拡充 

② 法人課税負担の低減 

③ 官民一体となった新興国・低開発国に対するインフラ整備に組み込み 

④ 新成長戦略への組み込み 
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