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スマートフォン普及のインパクト
—	スマートフォンが加速した日本電機メーカーの事業構造改革—

Point
❶  スマートフォン（以下スマホ）事業からの相次ぐ撤退、ソニーのパソコン事業売却。近年、日本の

大手電機メーカーは、薄型テレビ事業の見直しなど大規模なリストラを進めてきたが、ここへきて
再加速した感がある。要因の一つがスマホの普及である。

❷  スマホは、2007 年の iPhone 登場を契機に短期間でデジタル機器の主役となった。
❸  スマホは電話機というより小型パソコンであり、アプリと呼ばれる応用ソフトを使ってカメラ、ゲー

ム、電卓、音楽、カーナビ等さまざまなサービスを利用できるため、幅広い分野に影響を与えている。
❹  スマホの普及は、フィーチャーフォン、デジカメ、ゲーム専用機、カーナビ、音楽プレーヤーから、

ネット販売に顧客を奪われつつある書店・家電量販店など、さまざまな分野に打撃を与えた。
❺  一方、スマホ普及で恩恵を受けたのは、（足元、携帯端末業界の構造変化で旗色が悪くなりつつあ

るが）アップルとサムスン電子である。電子部品メーカー、通信業界も潤った。
❻  スマホ登場以前から、日本の大手電機メーカーはデジタル機器分野で苦戦していたが、スマホ普及

による業界の地殻変動で、一段の事業見直しを迫られている。

1．デジタル機器の主役になったスマホ
スマートフォン（以下スマホ）事業からの相次

ぐ撤退、ソニーのパソコン事業売却。近年、日本
の大手電機メーカーは、薄型テレビ事業の見直し
など大規模なリストラを進めてきたが、ここへき
て再加速した感がある。要因の一つがスマホの普
及である。

スマホは、2007 年のアップル iPhone 発売を契
機に国内外で急速に普及した。2007 年には世界で
1 億台弱だったスマホの出荷台数は、2013 年には
約 10 億台に達してフィーチャーフォン（従来型

の携帯電話機）を抜き、2018 年には 20 億台を突
破する見通しである。2013 年のパソコンの世界出
荷台数は 3.2 億台、薄型テレビ（液晶テレビ＋プ
ラズマテレビ）は同 2.2 億台。市場規模（世界、
2013 年）でもスマホはパソコンと薄型テレビを超
えたとみられる（図表 1）。

スマホは、なぜ短期間でデジタル機器の主役と
なったのだろうか。

iPhone 以前にもノキア（フィンランド）や RIM
（カナダ、ブランド名ブラックベリー）のスマホは
存在したが、キーボードが小さい、操作法が分か
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りにくいなどの問題があり、一部マニア向けやビ
ジネス用途にとどまっていた。iPhone は電話、イ
ンターネット接続、メール、音楽プレーヤーなど
さまざまな機能をマルチタッチスクリーンで直感
的に操作できるという分かりやすさ、豊富なアプ
リケーション（以下アプリ）、高いブランド力で、
一般層にも受け入れられ、急速に販売台数を伸ば
していった。

参入企業の増加と価格下落も普及を後押しし
た。アップルの大成功を見てサムスン電子等有力
メーカーが相次ぎスマホを投入、消費者の選択肢
が広がった。中国やインド等新興国メーカーの参
入で価格も下落した。薄型テレビやパソコンなど

他のデジタル機器に比べて買い換えサイクルが短
く、基本的に 1 人が 1 台持つというスマホの特徴
も、急速な普及と市場拡大の背景にある。

携帯端末業界は、スマホ登場で劇的に様相が変
わった。iPhone 登場以前の 2006 年 10 ～ 12 月期
には、世界展開で先行していたノキアが不動の首
位で、それを老舗のモトローラ、新興勢力のサム
スン電子が追う展開だった（図表 2）。

足元の 2013 年 10 ～ 12 月期では状況が大きく
変わっている。幅広いラインアップをそろえたサ
ムスン電子が世界最大の携帯端末メーカーとなっ
た一方、スマホで出遅れたノキアが 2 位に転落、
同じくスマホの波に乗れなかったモトローラ・モ
ビリティはグーグルに売却された。モトローラ・
モビリティのシェアはその後も上がらず、2014 年
1 月、同社のスマホ端末事業はグーグルからレノ
ボ（中国）への売却が発表された。その一方で、
機能を絞った低価格スマホで新興国市場を開拓し
ている TCL 等、中国メーカーのシェアが拡大し
ている。

2．	デジカメ、ゲーム専用機はスマホ普及で	
市場縮小

スマホの普及は、携帯端末メーカーの勢力図を
書き換えただけではない。スマホは電話機という
より小型パソコンであり、アプリと呼ばれる応用
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図表 1　世界の主要デジタル機器出荷台数推移
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図表 2　携帯端末世界販売台数シェア推移
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ソフトを使ってカメラ、ゲーム、電卓、音楽、
カーナビ等さまざまなサービスを利用できるため、
幅広い分野に影響を与えている。

まず、打撃を受けたのがフィーチャーフォンで
ある。日本では既に気

き

息
そく

奄
えん

々
えん

のフィーチャーフォ
ンだが、世界的にも携帯端末業界の主役はスマホ
であり、2013 年の世界携帯端末出荷台数に占める
スマホの比率は 54％と、2012 年の同 39％から大
幅に上昇している（ガートナー調べ）。

フィーチャーフォン以外にもデジカメ、ゲーム
専用機、カーナビ、音楽プレーヤーから、ネット
販売に顧客を奪われつつある書店・家電量販店な
ど、さまざまな分野が打撃を受けている。ここで
はデジカメ、ゲーム専用機を見てみよう。

デジカメは、日本メーカーが得意とする「調整」
が品質を左右するため、世界シェアの推定 9 割を
日本メーカーが占める特異な分野だが、スマホと
競合する低価格のコンパクトデジカメを中心に需
要が急減している。カメラ映像機器工業会の予測
によると、2014 年のコンパクトデジカメの世界販
売台数は 3,380 万台と、ピーク時の 2008 年（1 億
台超）の 3 割にとどまる見通しである。

ゲーム専用機もスマホに市場を侵食されてい
る。スマホならゲーム専用機を持ち運ぶ手間も要
らず、どこでもゲームを楽しめる。直撃を受けて
いるのが子どもやファミリー層を主要ターゲット
とする任天堂である。ライバルのソニーが高ス
ペックでオンライン対応を強化したプレイステー
ション 4 を投入してコアゲーマーを取り込み、出
足好調なのに対して、任天堂はスマホと顧客層が
重なりネット対応でも出遅れている。任天堂の
2014 年 3 月期連結決算は 3 期連続の営業赤字に終
わると見られる。

3．	スマホ普及が市場伸び悩みに拍車をかけた	
パソコン

スマホとタブレットの普及が市場の伸び悩みに
拍車をかけた分野として、パソコンがある。パソ
コンの世帯普及率（2012 年、国際電気通信連合調

べ）は世界全体で 40.7％、先進国では 75.5％。同
27.6％の新興国に望みをかけたいところだが、新
興国ではパソコンの代わりにタブレットやスマホ
を選ぶ動きが出ている。買い替え需要が中心の先
進国では、パソコンは一家に 1 台、あとはスマホ
やタブレットで済ませるという動きもある。足元、
ウィンドウズ XP のサポート終了という特殊要因
でやや持ち直しているが、特需終了後のパソコン
需要は良くて横ばいというところだろう（図表 3）。

4．スマホ普及の恩恵を受けたのは？
（1）	勝者アップルとサムスン電子も	

先行きは不透明
スマホ事業で大きく収益を伸ばしたアップルと

サムスン電子が、まずは勝者といえるだろう。
アップルは、使い勝手の良さと高いブランド力で
スマホを一部マニアやビジネス用途から一般層に
普及させた立役者であり、サムスン電子は後追い
ながらもラインアップの広さと販売力の強さで世
界最大のスマホメーカーになった。

ただ、フィーチャーフォンを含む携帯端末の普
及率が、世界の最貧国を含めて既に 7 ～ 8 割に達
していること、スマホも新規需要から買い換え需
要に移行していくことから、販売台数は今後数年
でピークを迎えるとみられる。

主要市場が先進国から新興国へと移行している
ことにも留意が必要である。2013 年の世界スマホ
出荷台数約 10 億台のうち、新興国比率が約 7 割
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図表 3　PC とタブレットの生産台数推移
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に達したとみられる。
普及率の高まりと新興国市場のプレゼンスの高

まりを背景に、スマホの低価格化とコモディティ
化が進展している。先進国では iPhone などの高級
機種が売れるが、新興国では中低位機種に売れ筋
が移る。

IDC によると、2013 年の世界のスマホシェアは、
ラインアップが幅広いサムスンが 31.3％、アップ
ル 18.7％と圧倒的だが、これにファーウェイ（中
国）、LG エレクトロニクス、レノボ（中国）が続
いている。中国に限ると、中国メーカーのプレゼ
ンスはさらに高まる。2013 年 10 ～ 12 月期の中国
市場のスマホ販売台数シェア 1 位はサムスン電
子、以下レノボ、宇龍計算機通信科技（ブランド
名・クールパッド）、ファーウェイと中国メーカー
が続き、アップルは 5 位である（図表 4）。インド、
アフリカでも低価格スマホを作る地場メーカーの
台頭が著しい。

こうした状況にアップル、サムスン電子も危機感
を募らせている。高級機種が主力のアップルの業績
は減益基調であり、中高級機種が主力のサムスン
電子の 2013 年 10 ～ 12 月期の業績は前年同期比
6％増収、6％減益（営業利益ベース）と、2011 年
7 ～ 9 月期以来ほぼ 2 年ぶりの前年割れとなった。

（2）	「小型化」で恩恵受ける	
日本の電子部品メーカー

スマホ普及でスマホ向け半導体、電子部品メー

カーも恩恵を受けた。東芝の NAND 型フラッシュ
メモリ（世界シェア 2 位）、ソニーの CMOS セン
サー（カメラの心臓部。世界シェア首位）は日本
半導体業界の数少ない勝ち組である。

日本メーカーの得意分野である小型電子部品も
追い風を受けた。積層セラミックコンデンサー（電
機を蓄える部品）、SAW フィルター（特定の周波
数帯域の電気信号を取り出す部品）などのスマホ
向け主要部品では、村田製作所、太陽誘電など多
くの日本メーカーが高いシェアを確保している。

（3）笑いが止まらないのはあの業界
スマホ普及で笑ったのは電機メーカーや電子部

品メーカーだけではない。アマゾン、グーグルは、
スマホにすばやく対応して売上を伸ばした。ソフ
ト開発分野もスマホ向けは比較的参入が容易で、
ゲームアプリなどでヒットを飛ばせば中小業者に
もチャンスがめぐってくる。

だが、筆者が思うに、少なくとも日本で、スマ
ホ普及の恩恵を最も受けたのは通信業界ではない
だろうか。「スマホは高い」とよくいわれるが、
フィーチャーフォンからスマホに変えた途端に、
めったに電話をかけない筆者にも月 6,000 円超の
電話料金請求書が届くようになった。2013 年度の
日本の大手通信 3 社は、加入者増やデータ通信量
増加で、連結営業利益 6,600 億円～ 1 兆円という、
驚きの好決算を予想している（図表 5）。
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図表 4　中国のスマホ販売台数シェア
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図表 5　大手通信会社の連結営業利益推移
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5．大手電機メーカーは薄型テレビに続く敗戦
さて、本題に戻る。スマホの普及で、日本の大

手電機メーカーはどのような影響を受けたのだろ
うか。

主要デジタル機器（薄型テレビ、パソコン、
フィーチャーフォン、スマホ、タブレット）のう
ち、日本メーカーは薄型テレビで海外メーカーと
の競争に敗れた。同事業に注力していた大手家電
メーカー（パナソニック、ソニー、シャープ）は、
巨額の赤字を計上し、大規模なリストラを余儀な
くされた。市場が拡大しているスマホやタブレッ
トでもプレゼンスは低い（ただし、この分野も競
争激化・価格下落で収益性は悪化している）。

スマホ普及は日本の携帯端末業界地図を塗り替
えた。フィーチャーフォンの時代から、日本メー
カーの携帯端末はソニーを除き海外での影は薄
かったが、国内市場は高性能の「ガラパゴス携帯」
で押さえていた。そこへ登場したのが iPhone で 
ある。

スマホは、アプリで機能を追加できるので本体
で差別化を図るのは難しい。当初、日本メーカー
のスマホで不具合が多発したこともあり、日本の
スマホ市場はアップルが過半を握り、ソニー以外
の日本メーカーは脇に追いやられた。2001 年には
11 社あった日本の携帯端末メーカーは、事業統
合、撤退を経てソニー、シャープ、パナソニック、
富士通、京セラ、NEC の 6 社となり、NEC、パナ

ソニックはスマホ事業からの撤退を発表した（パ
ナソニックは国内個人向けから撤退）。

タブレット市場は、世界の過半をアップル、サ
ムスン電子、アマゾンの 3 社で占めており、日本
メーカーの存在感はほとんどない（図表 6）。

スマホの普及は、パソコンでも日本メーカーを
苦境に追いやっている。世界のパソコン市場はレ
ノボ（中国）、ヒューレット・パッカード（米国）、
デル（米国）、エイサー（台湾）、エイスース（台湾）
の上位 5 社で世界シェア 6 割を占める寡占状態だ
が（図表 7）、2013 年に販売台数を増やしたのは
レノボだけである。2014 年 2 月、ソニーは収益が
悪化していたパソコン事業の売却を発表した。

6．	スマホ普及による業界地殻変動で	
変化を迫られる大手電機メーカー

日本の大手電機メーカー 8 社を、重電や産業機
器に強みを持つ総合電機メーカー（日立製作所、
東芝、三菱電機）、デジタル家電、白物家電を主力
としてきた家電メーカー（パナソニック、ソニー、
シャープ）、コンピュータ、通信機器に強い IT・
通信機器メーカー（富士通、NEC）に分類し、総
合電機と家電に注目すると、2007 年度までは家電
優位、2010 年度を境に総合電機＝好調、家電＝苦
戦の傾向が続いている（図表 8）。

総合電機好調、家電苦戦の背景には、事業構成
とビジネスモデルの違いがある。家電 3 社が得意
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図表 6　タブレットの世界シェア（出荷台数ベース）
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図表 7　パソコンの世界シェア（出荷台数ベース）
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としてきたのはテレビをはじめとするデジタル家
電だが、デジタル技術はコピーしやすく、基本的
に部品を組み合わせれば製品ができる。売れば終
わりの単品売り切りビジネスであり、差別化は困
難で参入障壁は低い。新興国メーカーの相次ぐ参
入で競争は激化、価格は下落の一途で家電メー
カーの業績悪化の主因となった。

一方、総合電機メーカーはテレビ事業から距離
を置き、発電、ファクトリーオートメーション、
昇降機といった重電・インフラ分野に軸足を移し
てきた。重電・インフラ分野は、テレビのような
単品売り切り製品と違って機器とシステムとサー
ビスを組み合わせて提供するビジネスモデルであ
り、新興国メーカーの参入は少ない。技術力、ノ
ウハウの蓄積で日本メーカーは新興国メーカーに
大差をつけており、息の長いビジネスという面で

も社員の定着率が高い日本メーカー向きである。
スマホの普及で、総合電機メーカーはデジタル

機器分野の縮小、重電・インフラ分野への注力と
いう従来の姿勢を一段と強めている。

家電メーカーでは、ソニーとパナソニックの戦
略が対照的である。ソニーが「モバイル」「イメー
ジング関連（デジカメ等）」「ゲーム」の三つをコ
ア事業として、競争の厳しい B to C 分野に軸足を
置き続けるのに対して、パナソニックは「車載」「住
宅」等 B to B 分野へのシフトを打ち出している。
パナソニックの 2013 年 4 ～ 12 月期連結決算は、
自動車関連、住宅関連の好調で過去最高の最終利
益を計上した。ただ、リストラ効果や消費税増税
前の自動車販売や住宅着工の好調によるところも
大きく、これからが正念場である（図表 9）。

ソニーは、パソコン事業の売却、テレビ事業の
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図表 8　総合電機 3 社と家電 3 社の最終損益推移
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図表 9　パナソニックのセグメント別連結売上高と営業利益

スマートフォン普及のインパクト
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分社化でデジタル機器分野のリストラを一歩進め
た。ただ、問題は、エレクトロニクス部門が今後
何で稼いでいくのかということである。ソニーの
スマホは世界のトップ集団に比べるとシェアが低
く、足元出足好調のプレイステーション 4 もエレ
クトロニクス部門をけん引するほどの力は今のと
ころない。ソニーは、金融事業の黒字でエレクト
ロニクス部門の不振を補う構図となっている（図
表 10）。

スマホ普及による業界の地殻変動が背中を押し
たかたちで、大手電機メーカーは一段の事業構造
改革を迫られている。一連のリストラを縮小均衡
に終わらせず、不採算分野との決別、中長期的な

成長への転機とするには、インフラ分野にせよ、
車載事業にせよ、次のコア事業と定めた分野を着
実に育てていくことが不可欠である。
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図表 10　ソニーのセグメント別連結売上高と営業利益
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