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【要旨】 

 
近年、薄型 TV、DVD、デジタルカメラから成るデジタル家電が、日系企業の高い世界市

場シュアを伴って急成長している。国内工場での設備投資や雇用も増加し、日本経済牽引

への期待が高まっている。 
 しかし今後のデジタル家電の成長については、幾つかの不安がある。アナログ製品の代

替だけでは市場が飽和し易いのではないか、基幹部品のデジタル化や標準化が進み、低価

格のアジア製品に市場を奪われないか、基幹半導体とソフトウエアを海外有力企業に独占

され利益の低い製品にならないか、表示パネルなどで巨額の設備投資力を誇るアジア企業

にシェアを取られないか､日本の強みであるサポーティング産業を今後も維持し､海外への

対価なき技術流出を阻止できるのかなどの点が危惧されている。 
このため今後デジタル家電では、システム LSI など基幹部品を自ら先導的に標準化しつ

つ、その外販や搭載完成品の OEM で開発や設備投資の費用を回収する、またフォーラムを

活用し有力企業と共同で基幹部品やソフトウエアを標準化し、社外独占企業への過度なラ

イセンス料の流出を避ける、国や地域自治体による日本のトップランナー企業へのサポー

トで国内生産を支援し､サポーティング産業の海外技術流出も最小限に食い止める、特許と

ノウハウのブラックボックス化で独自技術を守り、重要な技能・ノウハウを持つ社員の処

遇を高め技能の海外流出を防ぎ技術の差別性を維持する、ブロードバンドネットワークを

通した動画像など著作権を保護したキラーコンテンツの配信や発信によるデジタル家電の

新たな機能付加による新需要の掘り起こしなどが求められる。 
こうした努力で､デジタル家電の市場を日本企業が先導しつつ､優位性を持って長期的に

育成する必要がある。 
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1 はじめに 
近年、日本企業が高い世界シェアを有して先導した薄型 TV、DVD（プレーヤー、レコー

ダー）、デジタルカメラは、いわゆるデジタル家電、もしくはデジタル AV 機器といわれ、

（以下デジタル家電と記す）その市場成長が急である。デジタル家電では、日本企業が自

社もしくはグループ企業内で、主要なシステム LSI や表示パネルなどの中核部品の開発か

ら完成品の組立まで垂直的に扱い、加えて製造装置や非中核の部品や材料も日本企業が供

給するケースが多い。このため日本国内で、デジタル家電に関連する投資が増え、雇用も

増加し、一層の日本経済牽引の期待が高まっている。 
しかし、このように経済牽引の期待が大きいデジタル家電も、現状ではその市場が従来

のアナログ家電をデジタル化した代替製品に留まり、従来のアナログ製品の価格より高額

なので、早晩、市場拡大の行き詰まりが懸念される。 
また、パソコンや PDA、サーバーなど情報処理型製品と同じく、当該製品群の特性であ

るデジタル化が一層進みつつある。このため中核部品を含むレファレンス・デザイン（半

導体を利用した製品の設計図）が海外企業によって簡単に手に入り製造され易くなる。そ

れらを集め組合わせれば、従来の情報処理型製品と同様、生産コストの安いアジア各国企

業によってもデジタル家電の完成品が作られ易くなる。こうしてデジタル家電が価格競争

に陥り、日本企業が再投資をできるだけの利益が得られにくくなるのではないかという心

配がある。 
同時に、通信ネットワークへの接続が進み、いわゆる情報家電と呼ばれるような段階に

なると、ネットワークから多様なアプリケーションを活用することが考えられる。こうな

ると汎用性に富んだ OS が必要になり、OS と中核 MPU とを海外メーカーに支配されたパ

ソコン等情報処理型製品のように日本企業が優位性を持てず、この面からもデジタル家電

の現在の優位性は一過性に終るのではないかという懸念も生じている。 
さらに、表示パネルなどの基幹部品では､研究開発と製造のために巨額の投資を継続する

ことが必要であるが、投資額に富む韓国や台湾の企業に追いつかれ､日本企業の優位性が失

われる可能性がある。 
加えて、従来パソコン分野において、独自の直接販売モデルで優位性を確保しているデ

ルや世界的に大きなシェアを持つヒューレット・パッカード社（以下 HP）などがデジタル

家電分野に参入してきており、これらの企業との販売面を中心とした競争も激化すること

が懸念されている。 
このように、今後のデジタル家電を取り巻く環境変化、特に日本企業を取り巻く環境変

化には厳しいものがある。こうした中で、ようやく日本経済復活のきっかけにもなりうる

当該製品における日本企業の優位性を維持し続ける方策を検討することは、喫緊の課題と

考えられる。 
本調査研究は、デジタル家電の成長の実態、現在のデジタル家電はパソコンなど情報処

理型製品や携帯電話などネットワーク型製品（本研究報告では中間型製品とした）と何が

1 



違うのか、何が日本企業の現在の優位性に繋がっているのか、今後も日本企業がさらに発

展するデジタル家電において優位性を維持するためには、製品戦略面、政策面等でどうす

ればよいかなどを明らかにすることを目的として実施したものである。 
 本調査研究では、製品のタイプをよりアナログ的な性格からよりデジタル的な性格を有

する順に、便宜的に①アナログ型製品、②デジタル家電（DVD プレーヤー、DVD レコー

ダー、薄型 TV、デジタルカメラ）、③中間型製品（携帯電話、ゲーム機、カーナビゲーシ

ョン）、④情報処理型製品（パソコン、サーバー、PDA）と分類して分析した。その詳細特

性は後に記載する。 
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2 デジタル家電成長の実態 
2.1 デジタル家電とは 

 本調査研究で取り上げたデジタル家電は、DVD プレーヤー、DVD レコーダー、薄型 TV、

デジタルカメラである。 
 デジタル家電を明示的に定義したものはない。ただし、経済産業省 e-Life 戦略研究会 
『情報家電の市場化戦略に関する委員会 基本戦略報告書 e-Life イニシアテｨブ』（平成

15 年 4 月）によると、「情報家電」とは「家電とコンピュータ技術及び情報通信ネットワー

ク技術が融合して誕生した」製品で、「ネットワークを介して、映像、音声、テキストデー

タ等の情報を、双方向で、高速、大量、容易に交換することを可能にするもの」、さらに「携

帯電話、携帯情報端末（PDA）、テレビ、自動車等生活の様々なシーンにおいて活用される

情報通信機器及び家庭電化製品等であって、それらがネットワークや相互に接続されたも

のを広く指す」とされている。すなわち情報家電には、デジタル化の進展した製品という

要素と家庭内外のネットワーク化を活用しているものという意味が含まれている。このよ

うに認識された情報家電の中で、ネットワークに繋がっているかどうかに関わらず、デジ

タル技術によって、高機能、小型、安価となった AV 製品を本報告書では「デジタル家電」

としている。 
  

2.2 デジタル家電成長の実態 

2.2.1 市場成長の実態 

富士キメラ総研の『ワールドワイドエレクトロニクス市場総調査』（各年版）によれば、

９０年代においては、電子機器製品全体を見渡してみると、例えばアナログ型製品である

VTR やカラーTV と、中間型や情報処理型製品である携帯電話、PDA、パソコンなどを比

べると、日系企業の世界市場に占めるシェアが高かった VTR やカラーTV は市場成長性が

低く、日系企業の世界市場に占めるシェアが低い携帯電話、PDA、パソコンは相対的に市

場成長性が高いという実態があった。日系企業が、市場成長性が高い携帯電話やパソコン

において高い世界市場シェアが取れなかったことが、９０年代における日本低迷の一つの

原因でもあった。 
しかし近年、薄型 TV 、DVD プレーヤー、DVD レコーダー、デジタルカメラといった

デジタル家電の生産台数の伸びは、９０年代の世界市場の牽引製品であった携帯電話やデ

スクトップパソコンなどに比べて大きいことがわかる。図表１、２に例として、富士キメ

ラ総研の『ワールドワイドエレクトロニクス市場総調査』（各年版）により、デスクトップ

およびノートパソコン、薄型 TV の生産台数推移、図表３に、（社）電子情報技術産業協会

『主要電子機器の世界生産状況』（各年版）から、アナログ型製品代表の VTR、カラーTV、

デジタル家電としてのデジタルカメラ、DVD(プレーヤーとレコーダー合計)、中間的製品と

してのカーナビゲーションと携帯電話の２００１年を１００とした時の生産台数伸び率を

示す。 
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図表１．パソコンの生産台数推移 
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図表２．薄型 TV の生産台数推移 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

1999 2000 2001 2002 2003

世界生産台数推移　千台

年

出所：富士キメラ総研資料よりFRI作成

PDPーTV

LCDーTV

 
 

図表３．各種電子機器の世界生産伸び率比較 
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しかしこのような成長は、主としてアナログ製品の代替に成功したことにあり、新たな

ニーズを開拓したためとは言い切れない。図表４には、デジタル家電製品が、従来のアナ

ログ製品を代替している実態を示した。 
 

図表４．デジタル家電市場の代替性 

 出所：①（社）電子情報技

より FRI 作成 

 
また図表５に示したように、パソコン（ノートブックパソコン、デスクトップパソコン）

や

て、デジタル家電が現状のように従来のアナログ製品の単なるデジタル代替製

品
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携帯電話（図表ではデジタルセルラー）などの多機能型製品と比べると、デジタル家電

は成長性は高いものの単機能という面もあり、まだ市場規模ははるかに小さいことも事実

である。 
したがっ

に留まるならば、例えば薄型 TV がアナログ TV を完全に代替できても、その市場規模は

携帯電話、パソコンの規模にははるかに及ばない。したがって、今後、デジタル家電がア

ナログ製品の提供してきた以上の新たなニーズを提案できないと、市場規模的にそれほど

大きな期待はできないことは銘記すべきである。 
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図表５．各種電子機器製品の市場規模と伸び率 
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2.2.2 デジタル家電で高い日系企業の市場シェア 

デジ のシェアが高いことも指摘でき

る

図表６．デジタル家電等における日系企業のシェアと世界の生産金額 

タル家電の特徴として、世界市場における日系企業

。この状況は図表６に示した。日系企業の世界市場シェアは高いが市場規模が小さいと

いうのが現時点でのデジタル家電の状況である。 
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界生産台数に占める日系企業の割合（２００２年、％）

 
2.2.3 国内生産、日系企業の供給部品が大きいデジタル家電 

近年 いる。例えば週刊東

洋

、デジタル家電を対象にした国内工場への設備投資が増加して

経済２００４．２．２８によれば、図表７に示したようなデジタル製品関連の工場建設

や設備増強ラッシュが見られる。 
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図表７．デジタル関連工場の建設、設備増強 

 
この結果、２００２年から２００３年における日本の電気機械産業における設備投資の

変

図表８．日本の主要産業の設備投資額 

 
さらにデジタル家電に搭載される部品を見ると、伊丹敬之・一橋 MBA 戦略ワークショッ

 
この結果、２００２年から２００３年における日本の電気機械産業における設備投資の

変

図表８．日本の主要産業の設備投資額 

 
さらにデジタル家電に搭載される部品を見ると、伊丹敬之・一橋 MBA 戦略ワークショッ

出所：東洋経済新報社『週刊東洋経済』2004.2.28 より FRI 作成 洋経済』2004.2.28 より FRI 作成 

富山・魚津に新工場
（システムＬＳＩ、1300億円）

•サンケン電気
石川・内浦工場新設

（液晶向けランプ、22億円）

•松下電器
富山・砺波に半導体製造ライン

増設（150億円）

山形・鶴岡工場ライン増設
（システムＬＳＩ、600億円）

•オリンパス
長野・辰野の2工場建設
（デジタル一眼レフ、70~80億円）

•オリンパス
長野・2工場建設（デジタル
一眼レフ生産3倍増）

•富士写真フィルム
静岡・吉田に2工場新設
（液晶用フィルム等、600億円）

•東芝
三重・四日市工場増設
（デジカメ向けフラッシュメモリ）•シャープ

三重・亀山工場に900億円追加投資
（大型液晶パネル増産）

•日東電工
三重・亀山工場建設（光学フィルム）

•凸版印刷
三重・関町工場建設 （カラーフィルター量産）

•東レエンジニアリング
滋賀・大津事業所増設
（クリーンルーム10億円）

•松下電器
大阪・茨木に新工場（プラズマ・

ディスプレー・パネル、600億円）

•旭硝子
兵庫・尼崎工場

（大型ガラス基板用窯）

•キャノン
大分に新工場
（デジタルカメラ、80億円）

•富士通日立PDP
宮崎事業所第３工場建設
（PDP、750億円）

•三洋電機
大阪・貝塚工場新設
（太陽電池、75億円）

•松下電器 •ＮＥＣエレクトロニクス

化状況は、図表８に示したように、他産業に比べて金額も伸び率も大きなものになり、

日本の設備投資を牽引している。 
 

化状況は、図表８に示したように、他産業に比べて金額も伸び率も大きなものになり、

日本の設備投資を牽引している。 
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プ（2004）「企業戦略白書Ⅲ」によれば、日系企業が世界的に大きなシェアをもって供給し

ている部品が多い。例えば液晶デｨスプレイ用部材のカラーフィルターでは、凸版印刷や大

プ（2004）「企業戦略白書Ⅲ」によれば、日系企業が世界的に大きなシェアをもって供給し

ている部品が多い。例えば液晶デｨスプレイ用部材のカラーフィルターでは、凸版印刷や大
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日本印刷のシェアは約９割を占め、偏向フィルターでは日東電工が約６割を占めている。

PDP 用部材では旭硝子がほとんどを供給しているし、光学フィルターでは旭硝子と三井化

学で約９割の世界シェアを取っている。 
 この結果、液晶ＴＶ、デジタルカメラ、ＤＶＤビデオの生産増加によって、部品や素材

産業に大きな波及効果をもたらしていると考えられる。 
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3 デジタル家電の製品特性・生産特性 
 前章において、デジタル家電の市場特性を見た。デジタル家電は､基本的には従来のアナ

ログ AV 製品をデジタル的に代替した製品であり、市場規模はまだ相対的に小さい。しかし

従来のアナログ AV 製品同様、日系企業の世界市場シェアが高く、市場成長性も他の電子機

器製品以上に高い。さらに、国内での設備投資も大きく、日本企業が高い世界シェアで提

供する部品や材料の割合が大きく、日本産業牽引への期待が高まっている。 
 この章では、このように日系企業に優位性が見られるのは、他の電子機器製品に比べど

のような製品特性が見られるためなのか、またその生産特性はどのようなものなのか､今後

どのような課題があるのかについて分析する。 
 

3.1 デジタル家電と他電子機器製品との製品特性の違い 

3.1.1 増加する搭載半導体・ソフトウエアの規模 

 各種電子機器製品（完成品）の工場出荷価格に占める、搭載された半導体部品の合計価

格の割合を示したのが図表 9 である。 
 

図表 9．電子機器の半導体搭載割合 
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図表 9 によれば、アナログ TV に比較して、デジタル TV や DVD などデジタル家電にお

いてはるかに大きな割合の半導体が搭載され、ノートパソコンなど情報処理型製品に近い

タイプの製品になっていることがわかる。 
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またTVに使用されているLSI（大規模集積回路）の規模をトランジスタの規模でみても、

例えばあるデジタル家電メーカーにおける１９９２年時点でのアナログ型 TV に使用され

ていた LSI のトランジスタ数は８０万個であったが、２００２年時点で同社のデジタル TV
に使用されている LSI のトランジスタ数は３,５００万個となり､同時期にパソコンの CPU
で使用されているトランジスタ数（４,２００万程度）に近いものになっていることがわか

る。 
また、同じ企業の製品におけるアナログ TV、デジタル TV、および比較としてパソコン

OS に使用されたソフトウエアプログラムの規模を同じ図表で見ると、プログラム規模でみ

ても、アナログ TV では 16KB 程度だったのが、デジタル TV では 16MB となり、アナロ

グ TV と比べるとはるかに大きなサイズになっていることが分かる。 
 

図表１０．デジタル TV におけるソフトウエアの規模比較 
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 このように搭載された半導体やソフトウエア規模から見て、デジタル家電は、従来のア

ナログ型製品に比べ、はるかにパソコンなど情報処理型製品に似た製品になっている。 
 

3.1.2 種類別半導体搭載割合 

 しか ジ はじめとする他の電子機器製品とを比べると

表１１．製品別搭載半導体全体に占めるマイクロ（MPU,MCU,DSP）の割合 

ル家電の特徴を見ると､以下の点が

摘できる。第一に、ロジックやアナログ､オプト関連半導体の割合が大きい。第ニに、ロ

し、デ タル家電と情報処理型製品を

幾つかの違いが存在していることがわかる。例えば半導体搭載状況について見ると、完成

品価格に対する半導体全体としての搭載割合は、パソコンなどの情報処理型製品もデジタ

ル家電も携帯電話もあまり変らない。しかし詳しく見ると、半導体全体に占めるマイクロ

コンピュータ（MPU、MCU、DSP）から成る製品群（図表ではマイクロと記している）の

割合は、図表１１に示したように、パソコンなど情報処理型製品、携帯電話やゲーム機の

ような中間型製品、デジタル家電、アナログ型製品の順で小さくなっており、互いをこの

指標によって区分することが可能である。ゲーム機はパソコンなどに近い製品である。 
 
図

出所：（社）電子情報技術産業協会資料より FRI 作成 
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 さらに搭載されている半導体に関して詳細にデジタ

指

ジックやアナログ､オプト関連半導体のようなより多様な種類の半導体が搭載されている。

特にパソコンなど情報処理型製品においては、MPU などマイクロコンピュータの割合が大
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きいと同時に､その MPU はインテルという独占的な半導体専業企業から供給されている。

中間型製品のゲーム機では、IBM のマイクロプロセッサーが独占しつつある。しかしデジ

タル家電では、そのような半導体専業企業の独占性は現状見られない。 
今後、デジタル家電に使用される半導体では、特定機器専用の半導体から、より汎用的

なプロセッサーを核としたシステム LSI が重要な役割を担う方向にシフトすると考えられ

る

このようにデジタル家電では､専業半導体メーカー１社が独占的に完成品メーカーに半

導体を る にみられた企業間関係構造は現在で

１２．各種電子機器における搭載半導体の独占状況 

成 
ョンプロセッサーをワンチッ

IBM関連がマイクロプロセッサーで独占の動き。しかしソニーも絡む。

。その場合に、そのシステム LSI は、DVD や薄型 TV など複数多様な自社製品内共通の

使用に限定されるのか､他社の製品にまで外販しより汎用性・標準性を高めるのか、後者の

場合には、パソコンなど情報処理型製品のように、インテルのような独占的に供給する企

業が生じるのかどうか、またその企業は日本企業なのか海外企業なのかが､今後デジタル家

電が日本産業をより牽引できるかどうかのポイントとなる。 
 

3.1.3 １社独占半導体が少ないデジタル家電 

 

供給す という、パソコンなど情報処理型製品

は見られない。 
 

図表

出所：泉谷渉（2003）『日本半導体 起死回生の逆転』東洋経済 
   遠藤典子氏の研究・技術計画学会シンポジ （2004.７.13）より FRI 作
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プ化する意向。 

  ノキアは次世代携帯電話機スマートフォンで､汎用OSエポックに対応した半導体をインテルと共同開

  

 ま デジタル家電とパソコンのような情報処理型製品とを比べた場合のもう一つの違

て、デジタル家電の場合には、パソコンでは認められる搭載 OS（基本ソフトウエア）

の民間 定 いということである。 

応していた。しかし多

様

出所：各種新聞記事により FRI 作成 
注：NTT ドコモは第三世代携帯電話にリナックスとエポック推奨。ボーダフォンは標準化せず。Au はク

発。 

 
3.1.4 搭載 OS の１社独占状況 

た、

いとし

企業特 １社の独占がやはり見られな

図表１３は各種電子機器製品において使用されている OS の種類とそのシェアについて、

各種新聞記事などを元に推察したものである。デジタル家電においては、これまでは高度

な OS を使用する必要性が低く､各社とも自社独自の小さな OS で対

なアプリケーションを使用する必要性が高まり､汎用的な大きな OS の必要性が高まった

が、パソコンにおける民間企業１社独占に対する OS の高額なライセンス料支払いを避ける

ため、非情報処理型製品では、デジタル家電におけるトロンなどオープンソース型の OS や、

携帯電話の「エポック（シンビアン OS）」のような複数企業が参加して作った OS や､オー

プンソース型の Linux の使用が主流になっている。しかし民間企業特定１社が独占を狙う

動きも強く､今後の動向が注目される。 
 

図表１３．各種電子機器における使用 OS の種類と専有程度 
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アルコム社の OS「REX」に標準化。 

 
3.2 デジタル家電と他製品の生産状況 

 デジタル家電とその他の電子機器との生産面での特徴を分析する。図表１４は、各種機

器製品における、世界生 体に占める日本国内での生産割合と日系企業の世界全体に占

めるシェア割合の主として２０００年から２００３年までの経年的な推移を示したもので

ある（ただしその期間は製品によって異なる。図表 14 の注参照）。 
 

図表１４．各種電子機器における日本での生産割合と日系企業のシェア 
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出所：（社）電子情報技術産業協会『主要電子機器の世界生産状況』（各年版） 
注：各製品のプロット点の時期は以下の期間の毎年度で→の順。 

① カラーTV：２０００年→２００３年（２０００年以外は P、液晶 TV 含む） 

 VTR：２０００年→２００３年 

③ DVD プレーヤー＆レコーダー（DVD）：１９９８年→２００３年 

④ デジタルスチルカメラ（デジカメ）：２００１年→２００３年 

⑤ カーナビゲーション（カーナビ）：２０００年→２００３年 

⑥ 携帯電話：２０００年→２００３年 

⑦ ノートブックパソコン（ノート PC）：２０００年→２００３年 

⑧ デスクトップパソコン：２０００年→２００３年 

 
 アナログ型製品であるカラーTV や VTR はすでにほとんど日本では製造されていない。

しかし自社の海外工場で生産されているため、日系企業としての対世界市場シェアとして

みると、４０％以上を確保している。 
 デジタル家電である DVD、デジタルカメラなどを見ると、最初は日本で市場が創造され

PD

②
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た製品であるため、日本国内での生産割合も､日系企業としての世界市場シェアもほぼ１０

０％から出発していると考えられる。しかしすぐに国内企業間での価格競争が激化し、次

いでアジア企業との価格競争が激しくなるので、日本国内での生産割合は急速に低下する

ことが示される。例えば DVD の場合は、１９９８年からの１９９９年の１年間で､日本国

内生産の割合が約４０％ポイントも低下している。また、日系企業としての世界市場に占

める割合は、アナログ製品と同様日本国内生産がゼロに近くにはなるが、低下しつつも、

約４０％から約５０％程度は維持するという傾向が見られる。 
中間型製品であるカーナビゲーションは、日本国内生産割合が低下すると同時に、日系

企業の世界市場シェア割合もデジタル家電より大きく低下する傾向を持っている。 
 ノートブックパソコンやデスクトップパソコンなどの情報処理型製品、さらに中間型製

品である携帯電話では、日本国内生産割合が減少すると日系企業の世界市場シェアも大き

く減少し、遂には世界市場シェアがゼロ近辺に収斂してしまう傾向を有する。 
産割合が急

によって世界市場シェアを確保で

きく異なるとこ

理型製品に比べ、キーデバイ

おらず、多くの場合自社におい

うな海外の少数有力企業に対して

少ない。このため自社内に利益が残り易く、海外工場

ェアを維持し､利益を確保して

 すなわち生産面から見ると、デジタル家電はアナログ家電と似て､日本国内生

速に低下しても、現在は日系企業としては自社海外生産

きるタイプの製品になっているのが、パソコンなどの情報処理型製品と大

ろである。 
 この理由は、デジタル家電においてはパソコンなど情報処

スやキーソフトウエアが海外の少数有力企業に独占されて

て所有しているので、図表１５に示したように、このよ

支払いするライセンス料や部品料が

なども優位性を維持しやすく、それを活用しつつ世界市場シ

いるものと考えられる。 
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図表１５．パソコンとデジタル TV における海外企業へのライセンス／部品代の割合 

PC（20万円/台モデル） デジタルTV（30万円/台モデル

する量産割引50%
　見込む

）

・標準的なOS、MPU、ビジネスソフトの計
・パソコンメーカーに対

・一部部品、画像処理ソフトの計
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4 デジタル家電の成長懸念 
前章までにおいて、デジタル家電が、日系企業として大きい世界市場シェアを持ちつつ

急成長し、日本企業の供給する部品や材料割合が大きく、国内における投資の増加などに

より日本産業を牽引していることが判る。また、デジタル家電の特徴としては、製品に搭

載される半導体やソフトウエアの割合が高まりパソコンなど情報処理型製品に近づいてき

ているが、現状ではキーデバイスやキーソフトウエアはまだパソコンのように海外の有力

企業による１社独占体制とはなっておらず、完成品価格に占めるこうした海外有力企業へ

のライセンス料や部品代がパソコンなどのようには大きくはない。このため、国内での生

産割合が低下しても、海外で優位性を持って生産でき、日系企業として世界市場における

シェアを維持できている。 
しかし、デジタル家電の将来をみれば、その成長の維持に関し幾つかの懸念が見られる。

ここでは、デ の将来成長に関する懸念についてまとめてみた。 
 

4.1 アナログ製品の代替市場を越えた成長が可能か 

 現状デジタル家電は、従来のアナログ製品をデジタル化した製品レベルに留まっている。

かつその製品価格は､従来のアナログ製品と比べればはるかに高額であり、アナログ製品を

すべて代替するには時間がかかる。したがって、デジタル家電がアナログのデジタル代替

を超えて､新たな機能をもち新たなサービスやソリューションが提供できないと､その市場

が拡大することはむずかしい。市場が停滞する懸念が強い。 
 

4.2 EMS やアジア企業との価格競争 

 デジタル家電においてはデジタル化が一層進み半導体の搭載割合が増加し、多くの機能

が少数の半導体に取り込まれる傾向が強まっている。同時に技術革新が早い新製品の開発

当初は、１企業内において個々の機能部品を最適に統合化するように設計され作られるが、

各機能部品における技術革新が成熟し機能間の関係（インターフェース）が安定するにつ

れて、あらかじめ複数の機能をまとめて割り当てられた部品の塊である「モジュール」に

し易くなる。その結果、企業が特定のモジュールだけを設計開発し製造することが容易に

なり、総合的な統合力が無くても、その分野に参入し易くなる。 
またそれらのモジュールの素早い組み合わせにより多様な製品を早く作れるようになり、

完成品のライフサイクルも短くなってくる。このため完成品の価格競争が激化し、利益率

が低下し、できるだけ低コストで完成品を生産することへの要請が強まってくる。このよ

うな要請から、デジタル家電においてもパソコンや携帯電話のように、安価で素早くモジ

ュールを設計できる企業や、素早い量産設計開発と生産体制構築が可能な EMS
（Electronics Manufacturing Services 電子機器の受託生産事業）が活躍できる素地が生

じ、デジタル家電へのモジュール供給、委託設計・生産がなされ始め、日系企業による高

い世界市場シェアの維持が、従来のアナログ型製品の場合以上に崩れてくる可能性が高い。 

ジタル家電
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例えば液晶 TV に関しては、米国のピクセルワークス社などが薄型 TV の画像処理 LSI
開

開発費を押さえ、安い労働力と組み合わせ、一定の水準の機

能

完成品の機能が

ジュールに切り分けられ、それらモジュールの間のインターフェースも一般に知られて

いる る。すでに米国の DVD プレーヤ

ァレンス・デザインなどが

及した段階において、市場をリードすることができていないことが大きな欠点である。 
 

デジタル家電にも早晩

波

発に注力し、完成品メーカーに供給しているとされる。また EMS 企業であるジェイビル

サーキット社によって、薄型 TV メーカー向けのレファレンス・デザイン（半導体を利用し

た製品の設計図）の開発供給､さらには完成品組立が可能になっている。こうしてできたレ

ファレンス・デザインを用いて、パソコン分野で培った水平分業型の事業形態を持つ台湾

や中国メーカーがデジタル家電分野に進出しつつある。すなわちレファレンス・デザイン

には、そのまま量産すれば製品が出来上がるというレベルにまで作りこまれたものもあり、

機能部品を一から設計するのには高い技術力が要求されるが、レファレンス・デザインを

参照しながら設計することで高い技術力を持たないメーカーも製品を量産できるようにな

る。こうしてアジア企業は、

を備え、かつ安価な機器を短期間で市場に投入する事業形態を確立し始めている。 
このように現状においても、デジタル家電の製品アーキテクチャーは、

モ

というようにオープン・アーキテクチャー化しつつあ

ー市場で製品単価が急低下しているが、このような事業モデルが薄型テレビや DVD レコー

ダーなどでも採用されることは確実で、近未来においてアジアの水平分業型機器メーカー

との激しい価格競争が生じ、日系企業の収益性低下が危惧される。 
 日本企業は、製品開発初期における自社独自技術で囲い込んだ製品では先行し、高い世

界シェアを取ることは得意だが、技術が成熟化し汎用的なレフ

普

4.3 ネットワーク結合による影響 

またデジタル家電は、今後通信ネットワークへの接続が進み、いわゆる情報家電と呼ば

れるような段階になり、多様な機器が連結されるようになる。例えば薄型 TV と DVD レコ

ーダー、デジタルカメラなどデジタル家電とパソコンが結びつき、ネットワークから多様

なアプリケーションを共同で活用することが考えられる。こうなると、相互に運用しやす

いように、より汎用性に富んだマイクロプロセッサー、家電用ネットワーク OS が求められ

る。このようなケースはすでに携帯電話で生じている状況であり、

及する。 
デジタル家電メーカーからすると、そのような仕組みは、パソコンで見られるような、

付加価値が社外の独占的な１社のソフトウエアやマイクロプロセッサーに集約され、失わ

れてゆく可能性が高い事業形態になる危惧がある。 
 

4.4 設備投資競争からの脱落、サポーテｨング産業の海外分散 

日本企業は DRAM やパソコン用液晶パネルに見られたように、韓国や台湾企業に対し生

産技術面で優位性を持っていても、生産のための設備投資金額が何世代にも渡って継続的
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に多額に必要な時期になると、１社単独では投資力が無くなり継続投資をあきらめ、世界

市場シェアを急速に失ってしまった歴史を持つ。 
デジタル家電における薄型 TV 用の液晶パネルや PDP パネルにおいても、巨額の設備投

資を継続できないと、同じようにシェアを失うと考えられる。日本の有力液晶パネルメー

カーの推定では、韓国や台湾などにおける近年の液晶パネル生産投資能力の増強により、

日本の TFT ガラス基板の世界市場シェアは２００３年度で６２％だったものが２００４年

度では５３％、２００５年度では４５％にまで低下すると見られている。このような韓国､

台湾のパネルメーカーの巨額な設備投資に誘引された結果、ＴＦＴ基板メーカーである旭

硝子が台湾に、カラーフィルターメーカーである凸版印刷や大日本印刷が台湾に、住友化

学が韓国に、偏光板メーカーの住友化学が台湾と韓国に工場進出しているなど、日本に存

在していた厚みのあるサポーテｨング産業集積の優位性までを失うことが危惧される。 
 

メーカーより１０００

自の直接販売モデルとサービス体制を確立して優位性を確保しているデルとの競争が激

化す はゲートウエイは撤退、モトローラは参入延

期

4.5 デジタル家電分野への情報処理型製品企業の参入 

 デジタル家電市場の急成長を反映して、世界の情報処理型製品メーカーが当該製品分野

に進出し始めている。具体的には、デル（ＯＥＭの液晶ＴＶ）、ゲートウエイ（ＯＥＭのプ

ラズマＴＶ､液晶ＴＶ）、モトローラ（自社ブランドの液晶 TV、PDPTV）、ＨＰ（プラズマ

TV と液晶 TV、DVD レコーダーなど）がある。価格はそれぞれ日本

～３０００ドル程度安いとされる。さらにインテルといった半導体専業企業も薄型 TV の基

幹部品に参入する意向を持っている。インテルなどは半導体の技術で、デルは液晶の巨大

ユーザーとしてのノウハウを活かすという立場である。特に、従来パソコン分野において、

独

ることが懸念されている。ただし現状で

となり、必ずしも順調ではないのも事実である。 
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5 デジタル家電の競争力維持に向けて 
5.1 囲い込みから標準化へ 

日本企業は、製品出現の初期においては、自社独自技術で囲い込んだ製品で市場を創出

し高い世界市場シェアを取るケースが多い。しかし技術が成熟し、標準的・汎用的なレフ

ァレンス・デザインが普及した段階になると世界市場をリードすることが少ない。これは、

レファレンス・デザインを自らつくり他社に供給し自社の部品を世界的に標準化し広める

戦略志向が少なく、引き続き市場囲い込み型のやり方を続けることが多いためである。言

い換えれば、他社に自社独自の基幹部品を供給しないで完成品の独自性や差別性を維持す

るか、自社基幹部品の標準化を図り､完成品ではシェアを落としても基幹部品での市場を取

るかという選択において、完成品の独自性や差別性を強調することを選ぶという姿勢が強

いためである。 
しかし他社のレファレンス・デザインが完成品メーカーの別無く広がると、自社の製品

にし た独自基幹部品を採用する完

業との競争を避けることができ、基幹

部品製造のための巨額な設備投資を投じつつ、それを OEM も含めて多数の完成品の売上

で回収できるビジネス・モデルである。 
第二はシャープのケースであるが、シャープは基幹部品の一つである液晶パネルを外販

もしているが、自社では液晶パネル生産と液晶 TV を組立てる工程とを一貫することで組立

ての効率化を図り、液晶パネルを他社から購入して組立てる企業よりも、組立てにおける

コストダウンを可能にし、差別化を図っている。 
第三のケースは、自社基幹部品を、自社の多様なデジタル家電に共通的にかつ汎用的に

用い、自社内で採用する完成品数を多くして、基幹部品の自社内消費を多くして自社基幹

部品の価格を、レファレンス・デザインとして採用される他社基幹部品の価格に遜色ない

ようにすることである。これはソニーや松下電器産業のように、自社が持つ多様なデジタ

ル家電の生産規模が大きく、基幹部品の開発と設備投資をまかなえるだけの市場を確保で

きる企業が取れる方法である。実際松下電器産業の UniPhire（メデイア・プロセッサー＜

ハード＞とその上で動作するソフトウエア、コンパイラやデバッガなどの開発ツールから

か使えない独自基幹部品は相対的に割高になり、そうし

成品メーカーの価格競争力は低下する。例え自社基幹部品の性能を次々に革新し、追随す

るレファレンス・デザインを採用する企業との技術的差別化がなされても、基幹部品の開

発にかかる研究開発費と、図表１６に示した主要な基幹部品である半導体等の製造にかか

る多額の設備投資費が回収されないため、高コストになることが多いからである。例えば

最先端の半導体では、売上げの２０％程度の設備投資費と研究開発費が必要になるが、そ

れを回収できる売上げを確保し、次の世代の投資に回す必要がある。 
このような問題から逃れるための一つの方法は、デジタルカメラにおける三洋電機のよ

うに、自社基幹部品を組み込んだ完成品を OEM として他社に供給することである。この場

合も他社完成品と自社完成品との間の差別化が難しいが、自社で基幹部品を開発しかつ自

らが完成品まで作るので､完成品を安価に組立てる企
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なる。このメデイア・プロセッサーをデジタル民生機器に搭載する SoC＜System On a 
Ch た＞すべてに共通のハードウエア

と

く、より無駄のない実用的なＬＳＩを設計することができ易いと考えら

れ

ip：システムのほとんどの機能を１チップ上で実現し

して組み込み、据え置き型 AV 機器や携帯型 AV 機器、携帯電話まで全デジタル民生分野

を横断してソフトウエアを統合する）や、ソニーの CELL（ソニーが米ＩＢＭ、東芝と共

同開発する次世代汎用マイクロプロセッサーのコードネーム。デジタル家電用半導体の世

界標準を狙い、ゲーム機やＴＶへの搭載が計画されている）などはそのような基幹部品と

考えられる。両者ともそれらを自社内のデジタル家電向けに使用するだけでなく外販する

ものと考えられ､一層標準化と投資資金回収が図られる。 
このような基幹部品は、セットメーカーのほうがセットの機能をよく把握しており、レ

ファレンス・デザインを作る半導体専業企業よりもその中に使用するＬＳＩのスペックを

最適なものにし易

る。 
 

図表１６．世代毎の半導体設備投資額推移 
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5.2 標準品の１社独占を防ぐ 

既に記したように、今後デジタル家電は通信ネットワークへの接続が進み、ネットワー

クから多様なアプリケーションを活用できるようになると、多様なアプリケーションを活

用し易いように、より汎用性に富んだマイクロプロセッサー、家電用ネットワーク OS が求

められる可能性がある。このようなケースは、パソコンで見られるような独占的な１社の

出所：日経エレクトロニクス2004.10.11

21 



ソフトウエアやマイクロプロセッサーに付加価値が集約され、他社から失われてゆく可能

性が高い。このため日本企業各社は、 
①OS や MPU では自社、または自社グループが独占できれば独占する。 
②できなければ他社の、特に海外企業の１社独占になることを避け、フォーラムやコンソ

ーシアムといわれる組織（有力な企業群が集り、その中で共通の規格を決める）を形成し、

そこで各社が協力して共通の OS や MPU を採用する。自社または自社グループでは独占で

きなくても、他社に独占されて、ライセンス料が高額化し社外に流出するのを避けるため

である。デジタル時代では、自社でいくら良い技術ができても標準化から外れたら使いも

の

図表１７．各種の標準化団体 

出所：経済産業省の資料を基に FRI 前川徹主任研究員が作成 
 

5.3 国や自治体の支援と企業再編 

 今回対象としたデジ 製品は日本国内で生産

れることがほとんどである。これは、第一に日本国内市場が先進的で新しい機能の製品

を受 に国内購買力が大きく、高額な最先端製品でも受け入

れ

にならない。標準化できれば多数の特許取得につながり、ライセンス収入も期待できる、 
という方向である。 
 

白物家電系 ＡＶ系 ＰＣ系

DRM
メディア

フォーマット

ミドルウェア
（ＡＰＩ含む）

ＯＳ
ネットワーク
インフラ

ＩＰＳ

DLNA (Digital Living Network Alliance)

ECHONET
コンソーシアム.

HAVi 推進協会

デジタルテレビ
情報化研究会

ＭｏＣＡ (Multimedia over Coax Alliance）

1394　Ｔｒａｄｅ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ

UPnPフォーラム

iReady協議会

CE Linux フォーラム

T-Engine フォーラム

宅内情報通信・放送高度化フォーラム
ユビキタス・ネットワーキング・プラットフォーム協議会

情報家電接続研究会

タル家電の完成品においては、最初の最先端

さ

け入れる素地が強いこと、第二

られること、第三に完成品の開発に必要な製造装置や部品や材料メーカーの国内集積が

あることがある。第三の要因に関しては、近年半導体の集積度が大きくなるにつれて設計

が非常に複雑になり、論理設計と物理設計の分離が不可分になり、自社国内拠点で統合的
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に設計製造する必要性が再び重要になってきたことも大きい。このような国内のメリット

を生かし維持することは、国内の製造装置や部品や材料メーカーなどいわゆるサポーテｨン

グ産業を維持する上でも重要である。 
 近年、液晶パネルやＰＤＰパネルの製造のための設備投資において、韓国や台湾企業が

どの多様な支援策を行うべきである。 
液晶パネルやＰＤＰパネルの開発や製造には多額の資金が不可欠で、こうした固定費を 

回収するために、企業側は上記の地域自治体からのサポートを受けると同時に、自らも固 
定費回収に足る市場確保のための企業再編により合併や提携を進め、次世代製品のための 
投資を確保しつづける必要がある。多数企業がひしめく日本の企業間構造では、１社の獲 
得シェアが小さく、標準的な工場設立のため最低限回収すべき金額が確保されない。合従 
連衡により次世代製品のための投資額を確保できるシェアを取る必要がある。このように 
キーデバイスや完成品生産拠点を国内に維持することで、生産装置や部品､材料のサポーテ 
ｨング企業の海外進出／技術分散を防ぐことにも役立つ。  
 

5.4 知財戦略の強化 

日本企業は、DRAM やパソコン用液晶パネルなどで、かつて維持していた高い世界市場 
シェアを失ったが、その理由の一つに、各社の持つ技術が、製造装置や人材を通して、適

切な対価を受け取らないまま、簡単に海外企業に流出したのに即座に対抗手段をとらなか

ったことがある。この結果、アジアなど海外メーカーは、低価格製品や汎用的製品の市場

シェアを取り、そこで技術を習得し利益を確保し、低コストを武器に高級製品市場でのシ

ェアを増加させるというパターンが続いている。このような状況になる前に､特許を武器に

日本企業は攻勢に出る必要がある。 
日本企業は何を特許でと ボックス化するかの柔軟で融合

ようなものでは特許を取ら

るを得ないが、特許の使用を許諾するだけで技術流出を防いだり、特許が侵害されてい

たら 高コスト化させることが相対的な日本企業の

各国政府の多様な優遇策にも支援され多額の投資を実施している状況は、かつて日本の半

導体企業がこれらの国の企業に投資面で逆転され、半導体産業の大きな衰退を招いたこと

を想起させる。デジタル家電でこのようなことを繰り返さないためにも、国内での設備投

資を維持するサポートが必要である。実際には､三重県の液晶パネル､山形県の有機 EL パネ

ルなど、地方自治体がこれらの重要部品工場の立地をサポートしているケースが見られる

が、地域の雇用面でもメリットがあり望ましい方向といえる。国も各国政府支援レベルの、

一定期間の減税措置な

 

り何をノウハウとしてブラック

的な知財戦略を取る必要がある。製品技術のような目に見える

ざ

即座に対抗手段をとり、ライバル企業を

競争力に結びつく。生産技術のような目に見えないものではノウハウとしてブラックボッ

クス化することも重要になる。 
人材面では企業の競争力を左右するような重要なノウハウを持つ人材は定年以降もでき

るだけ社内で処遇し、簡単に海外企業に重要ノウハウが流出しない工夫が重要になる。企
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業情報遺漏防止のための法律の強化も求められる。 
特許侵害時の素早い対抗手段としては、デジタル家電の最先端分野では、台湾企業や中

国企業などはまだ特許獲得数は少ないうえ、特許に対する意識が確立されていない可能性

があり特許攻撃し易い。台湾など現地での特許裁判は不利になりがちなので避け、アメリ

カの市場などで特許係争に持ち込んだり、欧米企業と一体で対抗する等積極的な特許攻撃

ロジェルターとし､液晶 TV
避けている。 
デ う製品は、日本企業の製品の性能に太刀打ちできない（ソニー

安

をターゲットにすれば、この分野の常として、

大

も必要になる。 
 また日本企業も長期的な経営戦略や事業戦略と研究開発戦略､特許戦略を一体化させる

必要がある。企業が事業戦略であまり重視しない分野においても､国の共同研究プロジェク

トなどに参加しつつ研究開発は行うが､結局事業化しないので獲得した特許をアジアなど

の企業に安く売ってしまい、その分野を主たる事業分野とする国内企業の対アジア企業の

競争力を弱める結果になりがちである。したがって国も共同プロジェクトで各企業平等に

支援するのでなく､トップランナー強化の方向をしっかりと固める必要がある。 
 

5.5 参入する情報処理型製品企業への対策 

デルや HP､ゲートウエイ、モトローラなど、従来家電製品を製造していなかった企業が、

デジタル家電の急成長を見て続々と参入したり、その意思を表明した。その中で、特にデ

ルはインターネットを活用したパソコンの直販方式や、パソコン部品を共通にし世界各地

から安く調達するなどの方式で高収益なビジネスモデルを構築した企業であり､その影響

が注目されていた。しかし現時点では既に記したように、ゲートウエイが撤退したり、モ

トローラが参入を延期するなど、必ずしもうまくいってはいない。HP も日本国内の家電大

手企業との競争を避けるために､日本国内で扱うのは家庭用プ

は

ルに関しては、その扱

藤社長インタビュー日本経済新聞 4.10.17）ともいわれ、デル自身も、「デルのコア事業

はコンピュータで、その事業強化として液晶デイスプレイなどの周辺事業を手がける（日

経産業新聞、2004.10.20）として性能面､サイズ面などで、日本企業の製品との棲み分けが

なされている。実際図表１８に示したように､この製品分野ではサイズなどによって製品の

棲み分けができている。薄型 TV において、パソコンのような部品の共通化と低価格での入

手が盛んになるまでは、本格的な競合はそれほど見られないだろう 
しかし日本企業も単に高級製品市場のみ

量の低級製品から出発した企業が次第に量産技術や製品技術を身につけて､いつのまに

か中級品さらに高級品市場を奪ってゆくというケースが多いので、簡単に大量の低級品量

産市場を失ってはならない。高級品メーカーとしてのブランド維持のために別のブランド

を使ったりしつつ、低価格製品分野のラインアップを維持する事が大事である。 
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図表１８．薄型 TV における製品の棲み分け 

100%

液晶テレビにおける画面サイズの割合
100%

PDPテレビにおける画面サイズの割合

 

削減努力が必要である。 

出所：日本企業の資料より FRI 作成 
 
また、財務的体質を見ると、デルに対してのみならず、同じデジタル家電を製造する韓

国のサムスン電子に比べ､日本のデジタル家電企業の販売管理費は一般に高く､それが日本

企業の相対的に低い利益率となっている。このような高い販売管理費比率を低減させない

と、日本企業の本質的な競争力が維持できず、市場が成熟した段階での日本企業の淘汰に

繋がる可能性が高い。競争力維持のために、インターネットを活用した直販モデルの導入

など、販売管理費

 
図表１９．サムスン電子と松下電器産業の財務比較 

                サムスン電子   松下電器産業 
                （03/12 単独）  （04/03 連結） 

売上高（億円）      43,582            74,797 
    原価率（％）               67.7              71.0 
    販管費比率（％）           15.8              26.4 
    研究開発費（％）            4.6               7.7 
    営業利益率（％）           16.5               2.6 
    出所：日本経済新聞 2004.10.6 
    注：１ウオン＝０.１円で計算 
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5.6 代替市場を越えた発展のために 

 現時点でのデジタル家電は､従来のアナログ製品の機能をデジタルで代替したものであ

り、顕在的な市場規模は限定されている。それはパソコンや携帯電話と比べて小さい。そ

の上従来のアナログ製品よりははるかに価格が高いので、そうした高価格でも購入できる

層の購入が終ると、ブームは案外早く終る可能性がある。デジタル家電に日本産業の牽引

を求めるのであれば､従来のアナログ製品のデジタル代替以上の機能を追加する必要があ

る。 
デジタル家電の次の姿は情報通信ネットワーク､特にブロードバンドネットワークにつ

ながリ､IP 化された多様なコンテンツが流通し、名実ともに情報家電となるというものであ

る。そこでは、企業活動や個人活動に関する新たなソリューション､特に今後増加するであ

ろう高齢者が､彼らの要求する健康や医療、教育、娯楽エンタテインメントの高品位の動画

像を、安全で簡単・安価に活用できる、画像を提供する側も著作権面で安全に安心して配

信できるかどうかなどがポイントになる。現在ではコンテンツ制作側が、デジタル化され

たコンテンツが使用者側において無料で何回も使用され、コンテンツ制作者の利益回収ビ

ジネスモデルが描けず､制作インセンテイブが失われることを恐れて、コンテンツ配信に消

極的である。このような懸念を解消するために、機器メーカーは、信頼性が高い著作権保

護技術が備わった機器を開発し、キラーコンテンツを開発する企業との信頼関係を築く必

要がある。 
 またパソコンと TV はど 分担しながら、共

 
6 

彦、筑紫祐二、田宮寛之、長谷川高宏、田北

浩章 2004 『週刊東洋経済』2004.2.28 pp.28 
伊丹敬之、一橋 潜むジレンマ」『企業

有限責任中 実績表』 
経 研究会 基本戦略報告

大

ちらかに収斂するものではなく、両者の役割を

存してゆくと考えられる。 
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