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テレビ市場の現状と展望
— 4K は救世主となるか？　伸び悩むテレビ市場は中国メーカーが台頭—

Point
❶  世界の薄型テレビ市場は急激な価格下落、画質向上、2010 ～ 2011 年にかけての先進国のデジ

タル放送移行等で 2000 年代半ばから 2010 年にかけて爆発的に拡大したが、普及率上昇で足元、
伸び悩んでいる。

❷  先進国の薄型テレビ市場が縮小に転じたのに対して、世界最大の市場となったのが補助金政策、地
方中小都市の市場拡大などで販売台数が急伸した中国である。日欧メーカーのプレゼンスが低下し
たのに対して、中国メーカーの躍進が著しい。

❸  だが、その中国も補助金政策の終了、普及率上昇で今後急成長は望めない。
❹  メーカー各社が期待を寄せているのが 4K テレビである。だが、4K テレビはハード先行で、商用

放送は世界中見渡してもほとんど始まっていない。価格も既に下落している。
❺  今年のテレビ業界のキーワードは「4K」だが、収益環境の厳しさに変わりはない。日本メーカー

はいたずらにテレビ事業に傾注せず、新興国メーカーと差別化を図れる分野に注力すべきと考える。

はじめに
家電王国・日本の象徴であり、世界を席巻した

日本メーカーのテレビは、薄型テレビ（本稿では
液晶テレビとプラズマテレビの合計を薄型テレビ
と定義する）の時代を迎えるとともに急速に競争
力を失っていった。韓国メーカーの追い上げによ
るシェア低下、競争激化による価格下落、過剰投
資による資金負担などにより、テレビ事業は電機
メーカーの巨額赤字の主因となった。スマート
フォンやタブレットの隆盛もあり、テレビへの関
心は低下している。

テレビの存在感はこのまま薄れていくのだろう
か。日本のテレビ市場は縮小傾向にあるが、世界
全体ではどうなのだろうか。テレビは電機メー
カーのお荷物であり続けるのだろうか。

本稿では国内外のテレビ市場を概観した後、4K
テレビなどの可能性を検討し、テレビ市場の今後
を考えたい。

1．伸び悩む世界のテレビ市場
テレビ市場では、過去約 10 年間でブラウ

ン 管 テレビから液晶テレビに主役が交代し 
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た 1。薄型テレビ（液晶テレビとプラズマテレビ
の合計）の世界のテレビ市場に占める比率（台数
ベース、ディスプレイサーチ調べ）は、2004 年の
6％から 2014 年 1 ～ 3 月期には 98％に達している

（図表 1）。
世界の薄型テレビ市場は、2000 年代半ばから

2010 年にかけて爆発的に拡大した（図表 2）。背
景には、急激な価格下落、画質向上、2010 ～ 2011
年にかけての先進国のデジタル放送移行等がある。

日本の薄型テレビ市場はアナログ放送終了（2011
年）、家電エコポイント制度 2 で特需が生まれ、
2004 年には 300 万台にすぎなかった出荷台数は
2010 年には 2,500 万台弱に急拡大した（図表 2）。

だが、特需消失後、出荷台数は急減、2013 年の
日本の薄型テレビ出荷台数は 550 万台にまで落ち
込んだ。生産台数に至ってはピーク（2010 年 12
月）の 176 万台から足元（2014 年 6 月）4 万台と
いう事態に陥っている。

2000 年代半ばから 2009 年にかけて、シャー
プ、パナソニックといった有力テレビメーカーは
数千億円の巨額投資を行った。大型工場が稼働し

たところに生産台数が急減、稼働率低下、減価償
却費負担増がテレビメーカーの業績を直撃し 
た 3。総合電機メーカー 3 社（日立製作所、東芝、
三菱電機）が早めにテレビ事業から距離を置いた
のに対して、テレビ事業を主眼に据えていた家電
メーカー 3 社（パナソニック、ソニー、シャープ）
の業績の悪化幅は大きかった（図表 3）。

世界の薄型テレビ市場も、普及率上昇に伴いす

図表 1　世界のテレビ販売台数比率（台数ベース）

プラズマテレビ
4％ ブラウン管

テレビ
2%

液晶テレビ
94%

（注）2014 年 1～ 3月期の数値。総販売台数は 4,974 万台
出所：ディスプレイサーチ

図表 2　世界の薄型テレビ市場の推移（台数ベース）
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図表 3　総合電機 3 社と家電 3 社の最終損益推移
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（注）	総合電機メーカー 3社は日立製作所、東芝、三菱電機の合計。家
電メーカー 3社はパナソニック、	ソニー、シャープの合計

出所：各社 IR 資料から作成

1   液晶テレビと並び薄型テレビの有望株として期待されたプラズマテレビは、大型化で優位に立っていたものの、液晶テレビの大
型化と画質向上（動きの速い場面でブレが少なくなった）、消費電力の少なさ、プレーヤーの多さ（店頭で占めるスペースが大き
いため消費者の目を引きやすい）に押されシェアを落としていった。当初の大型はプラズマ、中小型は液晶という市場のすみ分
けも次第に崩れていった。日立製作所、パイオニアに続き、2013 年 10 月、パナソニックも赤字脱却の見込みがないとして、プ
ラズマテレビ事業からの撤退を発表した。世界的にもプラズマテレビのシェアは落ちている。

2  家電エコポイント発行期間は 2009 年 5 月 15 日～ 2011 年 3 月 31 日購入分までだった。
3  例えば、ソニーのテレビ事業は 2014 年 3 月期までに 10 年連続の赤字で、累積営業赤字は 7,871 億円。
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でに成熟期に入っている（図表 2）。日本、北米、
欧州市場は 2010 年をピークに縮小に転じ、中国、
その他新興国（アジア太平洋、南米、中東アフリ
カ）もその穴を埋めるに至っていない。薄型テレ
ビは地デジ移行への特需などから、2009 ～ 2011
年に売れすぎており、今後数年は 2007 ～ 2011 年
にかけて売れたテレビの買い替え需要、南米等一
部新興国の地デジ移行に伴う新規需要を頼みに、
台数ベースで緩やかに増加するにとどまると見ら
れる。

主要市場も様変わりしている。2004 年には北米・
欧州・日本が販売台数の約 9 割を占めていたが、
2012 年には中国等新興国の比率が先進国を上回っ
た。現在、世界最大の市場は、家電下郷、省エネ
家電などの補助金政策（2013 年 5 月に終了）、地
方中小都市の市場拡大、4K テレビの流行（後ほど
詳述）等などにより急拡大した中国である。

2．台頭する中国メーカー
中国が世界最大のテレビ市場となるとともに、

世界シェア上位テレビメーカーの顔ぶれも変化し
た。

薄型テレビが最初に本格普及したのは日本であ
る。2005 年 1～3 月期時点での世界シェア首位は、
1999 年に世界初の 20 インチ液晶テレビをお披露
目したシャープで、これに当時積極的に海外市場
を開拓していたサムスン電子、欧州の老舗フィ

リップス（蘭）、サムスンと並ぶ韓国の有力電機
メーカー・LG エレクトロニクスが続いていた（図
表 4）。シェア上位 10 社は日韓欧メーカーで占め
られている。

2014 年 1 ～ 3 月期になると、世界総販売台数が
2005 年 1 ～ 3 月期比で 12 倍に拡大するとともに、
上位メーカーの顔ぶれが変化している。サムスン
電子と LG エレクトロニクスの韓国 2 社が、先進
国市場から新興国市場へという流れに対応して低
調に終わった 2013 年にもシェアを伸ばし、首位
と 2 位を占めているが、欧州メーカー（フィリッ
プス）の姿は消え、日本勢も上位 10 社中ソニー、
東芝、シャープの 3 社のみとなった。ただ、日本
勢のシェア低下は、テレビ事業での巨額の赤字計
上を踏まえて、シェア重視から利益重視に転じた
という事情もある。日本勢の地位低下とは対照的
に存在感を増しているのが、上位 10 社に 4 社（ハ
イセンス、TCL、スカイワース、康佳）もランク
インしている中国メーカーである。

中国メーカーはなぜ販売台数を伸ばしたのだろ
うか。最大の要因は中国市場の拡大にある。2004
年には 40 万台にすぎなかった中国薄型テレビ市
場は、所得向上、テレビの価格下落、補助金政策
等により 2013 年には日本の約 10 倍の 5,680 万台
にまで拡大した。

中国市場が、中国メーカーの天下であるという
事実も背景にある。中国の市場調査会社・奥維咨

図表 4　薄型テレビ市場の世界シェア推移（台数ベース）
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出所：ディスプレイサーチ
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詢によると、中国のテレビ販売台数シェアの 8 割
以上を中国メーカーが占めている（台数ベース、
2013 年）。スカイワース（シェア 17.0％）、ハイセ
ンス（同 15.6％）以下、上位 6 社を中国メーカー
が占める一方、海外メーカーは同 7 位のサムスン
電子ですら 4.9％のシェアしか取れていない。

中国メーカーが国内で圧倒的なシェアを取って
いる背景には、政策上、中国メーカーが有利な立
場だったこともある。例えば、農村部の家電普及
率を引き上げるため、09 年 2 月に始まった補助金
制度「家電下郷」では、購入補助の対象となる指
定機種の価格に上限が設けられていたこともあり、
テレビでは対象機種の約 9 割が中国メーカーのブ
ランドだった。加えて、新しいもの好きな中国人
消費者に向けて各社が “最先端製品” の 4K テレ
ビを矢継ぎ早に投入したことが、一層の後押しと
して働く結果となった。

ただ、中国トップ 6 社とされるスカイワース、
ハイセンス、TCL、長虹、康佳、ハイアールの 6
社は内弁慶であり、中国以外の市場に占めるシェ
アは、6 社合計でも 4.5％にすぎない（台数ベース、
2013 年 10 ～ 12 月期。ディスプレイサーチ調
べ）。中国薄型テレビ市場は補助金政策の終了、普
及率上昇で今後急成長は望めない。中国テレビ

メーカー各社は、海外市場の開拓を急いでいる。

3．値下がり続くテレビ
このように、テレビ市場は中国が最大の市場に

成長、その中国も伸びが鈍化して中国メーカーが
海外進出を狙うという新段階に移行しているが、
テレビ事業の問題点は市場が伸び悩んでいるとい
うだけではない。薄型テレビは参入が容易なため
価格競争が激化しやすく、利益を上げるのが極め
て困難なのである。市場が急拡大していた 2000
年代半ばでさえ黒字のメーカーは数えるほどで
あった。

図表 5 は液晶テレビ（32 インチ）の平均価格推
移である。2012 年 1 ～ 3 月期から 2014 年 1 ～ 3
月期の間に 3 割以上下落している。かつて普及の
目安と言われたのは 1 インチ 1 万円だが、現在、
1 インチ約 1,000 円。世界のテレビ市場が 2 億
2,000 万台から 2 億 5,000 万台程度で頭打ちにな
る中、限られたパイを多数のプレーヤーで奪い合
う消耗戦が続いている。

値下がりが続く中、テレビメーカーの収益状況
はどうなっているのだろうか。

現在、主要メーカーの中でもテレビ事業で利益
を確保しているのは、一握りとみられる。シェア
上位から見ていくと、サムスン電子のテレビ事業
を含むコンシューマー・エレクトロニクス部門 4

の 2014 年 4 ～ 6 月期は 2％増収、79％増益、LG
エレクトロニクスのホームエンターテインメント
部門は同 0.5% 減収、65％増益と、サムスン、LG
ともに好調だがテレビ事業によるものかどうかは
不明である 5。テレビ事業の累積営業赤字が 7,871
億円のソニーはテレビ事業を分社化、2014 年 7 月
に「ソニービジュアルプロダクツ」を発足した。
同社の今村社長はコスト削減、4K テレビの拡販な
どで黒字転換すると自信を見せているが、市場が
伸び悩んでいるうえに韓国メーカーなどとの競争

4  サムスン電子と LG エレクトロニクスはテレビ事業の財務情報を公表していない。
5   サムスン電子の同部門にはテレビのほかに白物家電、 プリンター、医療機器等、LG エレクトロニクスの同部門にはモニター、パ

ソコンなどが含まれる。

図表 5　液晶テレビ（32 型）の平均価格推移
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も厳しく、通期での黒字化は容易ではないと思わ
れる 6。

中国メーカーの財務情報は、インターネットで
簡単に入手できるわけではない。主要メーカーの
中でアニュアルレポートが手に入ったスカイワー
スは、2014 年 3 月期の売上の 74.7％がテレビであ
る。同社は中国テレビ市場の拡大とともに売上・
利益を伸ばしてきたが（図表 6）、中国の補助金政
策が 2013 年 5 月に終了したことなどに伴い、
2014 年 3 月期業績は減益に終わっている。東芝の
2014 年 3 月期のテレビ事業は赤字、シャープは
2012 年 3 月期を除いて黒字である 7。

4．4Kテレビは救世主となるか
テレビ市場が伸び悩む中で、メーカー各社が期

待を寄せてきたのが 3D テレビ、有機 EL テレビ、
4K テレビなどの「高付加価値テレビ」である。こ
こでは 4K テレビに焦点を当てたい。

（1）4K 大国・中国
4K テレビとは、フルハイビジョンの 4 倍の解

像度を持ち、高精細・高画質を追求したテレビの
ことである。日本では、55 インチ以上の大型液晶
テレビを中心に、3D 対応 4K 対応というかたちで
販売されていることが多い。2014 年 1 ～ 3 月期の
日本で、4K テレビの平均単価は 2,891 ドル（55
インチ、ディスプレイサーチ調べ）。日本で 4K テ
レビと言えば、高画質・高価格の次世代テレビで
ある。

ところが、世界の 4K テレビは意外な展開と
なっている。

図表 7 は 4K テレビの国・地域別シェアである。
2014 年 1 ～ 3 月期に世界で販売された液晶テレ 
ビ 8 4,675 万台のうち、4K 対応は 2％の 94 万台と
いまだ離陸期にある。その 94 万台のうち、なん
と 82％の 77 万台を売り上げているのが中国なの
である。

中国以外の市場では、4K テレビは日本と同じ
く高画質・高価格の次世代テレビである。

中国の 4K テレビ事情はやや（というか、かな
り）異なる。2014 年 5 月、スマホの新興メーカー、
中国・小米科技が 49 型 4K テレビを約 6 万 5,000

6   ただし、2014 年 4 ～ 6 月期の液晶テレビ事業はコスト削減効果で黒字。その一方で年間販売計画は従来の 1,600 万台から 1,550
万台に引き下げられた。

7   「日経ビジネス　2014.07.28」の記事「編集長インタビュー　シャープ社長　髙橋興三　今の文化では先がない」で、髙橋社長は
同社の「テレビが赤字に陥ったのは、アナログ停波後の 2011 年度だけ」と述べている。

8  4K 対応は液晶テレビのみである。

図表 6　スカイワースの業績推移
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図表 7　 4K テレビの国・地域別シェア 
（2014 年 1 ～ 3 月期）
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円で発表、日本人の度肝を抜いた。中国では画面
サイズが 39 インチ、50 インチ、55 インチなどが
売れ筋であり、50 インチなら 732 ドル、55 イン
チでも 1,289 ドル（14 年 1 ～ 3 月期）で手に入る。
一方、日本の 4K テレビは基本的に 55 インチ以上
と中国の 4K テレビに比べて大型で、販売台数の
過半を占める 55 インチを例にとると、2,891 ドル
と中国に比べ高い。日本の 4K テレビの多くは、
画像を立体的に見せる 3D にも対応した機能を持
つとはいえ、この価格差はなぜだろうか。

メーカーや機種によって異なるが、一般に中国
の低価格 4K テレビは、中国製や台湾製の安価な

「4K 対応パネル」を使っているだけで、日本メー
カーの 4K テレビが搭載している「超解像エンジ
ン」（フルハイビジョン放送の映像を 4K 画像に近
づける装置）もない。価格は安い半面、画質は日
本メーカー製品に比べて見劣りし、電機業界では
中国の 4K テレビを「4K パネルテレビ」と揶

や

揄
ゆ

す
る向きもある。

中国の 4K テレビは、4K パネルの搭載を差別化
要因として従来品より高く売り、販売台数を伸ば
して高シェアを取りたいという戦略のもとに売ら
れている。日韓メーカーが 4K テレビを 55 インチ
以上の大画面・高画質・次世代テレビとして高付
加価値を訴求するのに対し、中国メーカーは “最

先端” のイメージを消費者に売り込むマーケティ
ング上のキーワードとして「4K」をとらえている。

（2）ハード先行の 4K テレビ
目指す方向は違うが、日韓メーカーも中国メー

カーも 4K テレビをテレビ事業の次の目玉商品と
して売り出そうとしていることに違いはない。た
だ、ご存じのように、4K の商用放送は、世界中を
見渡してもほとんど始まっていない。米国でソ
ニーなど一部事業者が開始したほか、韓国のケー
ブルテレビでの放送が始まったくらいである。日
本でも 2014 年 6 月に 4K の試験放送がスタートし
たが 9、テレビカメラなどに多額の投資が必要な
ため、本格的な放送開始はしばらく先になる見込
みだ。中国はフルハイビジョン放送さえまだなく、
4K 放送がいつ始まるのかも分かっていない。4K
テレビは掛け声も勇ましく販売が開始されたが、
あくまで今のところハード先行で、実際に 4K 放
送を視聴できるのは世界でもほんの一部の人だけ
なのである。

（3）厳しい収益環境が続く
試験放送が始まったばかりだというのに、4K テ

レビも価格下落から免れていない。図表 8 は世界
の 4K テレビの価格推移（55 インチ、ディスプレ

9   日本の試験放送を視聴するには 4K 対応テレビだけでなく、専用チューナーが必要だが、発売したのはシャープだけで、ソニー
は 2014 年秋に発売予定。パナソニックや東芝の取り扱いは未定。

図表 8　4K テレビの価格推移（55 型）
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イサーチ調べ）である。2014 年 1 ～ 3 月期までの
わずか 2 年間で、4K テレビの価格は 5 分の 1 に
なってしまった。安さを売り物にしている中国
メーカーが海外市場攻略を盛んに口にしているこ
ともあり、日韓中メーカーの競争は今後本格化す
るとみられる。

日韓メーカーと中国メーカーの画質差はまだ大
きいと指摘する向きもあるが、4K の本放送も開始
されていないことから、違いを打ち出しにくいの
もまた事実である。

過去 10 年、テレビ事業は利益を出すのが困難
な領域であり続けた。今年のテレビ業界のキー
ワードは「4K」だが、状況の厳しさに変わりは
ない。

5．日本電機メーカーのテレビ事業の行方
日本の電機メーカーはテレビ事業にどう取り組

むべきなのだろうか。テレビは、最大手のサムス
ン電子ですら利益を確保しているかどうか分から
ない難しい分野である。テレビは家庭の中心に位
置する家電の王様であり、（スマートフォンやタブ
レットの普及で存在感は低下気味だが）比較的長
時間消費者の目を引き付けていることから、メー
カーとしては軽視しにくい事業であった。

日本の 4K テレビは高い画質が評価されてい
る。だが、問題は高画質・高価格の製品にどれほ

どのニーズがあるのか、それで一体利益が出るか
ということである。

総合電機メーカーは、新興国メーカーが容易に
模倣できるテレビや携帯端末から早めに距離を取
り、重電・インフラ分野に舵

かじ

を切って業績を回復
させた。重電・インフラ分野は、高い技術とノウ
ハウの蓄積、販売先との強いコネクションが必要
とされ、テレビや携帯端末のように新興国企業で
も部品を組み合わせればできるというものではな
く、参入障壁が高く、価格競争に巻き込まれにく
い。

家電メーカーでも、テレビから車載機器など B 
to B 分野にシフトして業績を回復させつつある企
業もある。テレビ関連で培われる技術は多く、全
てを捨て去る必要はないが、伸び悩む市場で行き
つく先は新興国企業との価格競争である。日本
メーカーはいたずらにテレビ事業に傾注せず、新
興国メーカーと差別化を図れる分野に注力すべき
と考える。
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