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［電機業界］
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はじめに
日本の大手電機メーカーは、バブル崩壊以降、

サムスン電子等新興国メーカーの台頭、アナログ
からデジタルへの転換による後発メーカーとの技
術差縮小、投資判断の遅れ等により、半導体、テ
レビ、液晶パネルといった主要分野で新興国メー
カーに次々にシェアを奪われ、世界市場における
プレゼンスを低下させていった。

欧米諸国でも新興国でも、電気製品売場の主役
となっているのは今やサムスン電子、LG エレクト
ロニクス製品であり、携帯電話機でも目に付くの

はアップルやサムスン電子、ノキアの製品であ
る。日本の電機業界は、このまま衰退の道を歩ん
でいくのだろうか。それとも、復活の目はあるの
だろうか。

ここでは、東日本大震災が電機業界に及ぼした
影響を検証したうえで、日本の電機業界がどこに
活路を見いだすべきか考えたい。

1．電機業界のサプライチェーンは急速に復活
電機業界は、東日本大震災で生産拠点の被災、

サプライチェーンの寸断等大きな打撃を受けたが、

Point
❶  日本の大手電機メーカーは、バブル崩壊以降、新興国メーカーの台頭、アナログからデジタルへの

転換による後発メーカーとの技術差縮小、投資判断の遅れ等により、半導体、テレビ、液晶パネル
といった主要分野で新興国メーカーに次々にシェアを奪われ、世界市場におけるプレゼンスを低下
させていった。

❷  電機業界は、東日本大震災で生産拠点の被災、サプライチェーンの寸断等大きな打撃を受けたが、
被災事業所、サプライチェーンは予想を上回るスピードで復旧している。

❸  震災で大きな被害を受けたにもかかわらず、大手電機メーカーの 2012 年 3 月期連結業績は、8
社合計でみると回復基調をたどる見通しである。家電メーカーは、主要製品の価格下落で苦戦が予
想されるものの、総合電機メーカーは得意とするインフラ分野の需要拡大で業績堅調が見込まれる。

❹  インフラ分野の競合は主に欧米企業であり、新興国企業の参入は少ない。日本メーカーは技術力、
ノウハウの蓄積で新興国企業に比べ一日の長がある。本稿では、インフラ分野の事例として日立製
作所の情報・通信システム事業を取り上げてみた。

【特集　震災後の日本の製造業　革新への見取り図】
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現場の必死の復旧作業、企業や業界の壁を越えた
支援の動きにより、予想を上回るスピードで立ち
直っている。震災直後は、計画停電もあり先行き
悲観的な見方が強かったが、大手電機メーカー 8
社（日立製作所、パナソニック、ソニー、東芝、
富士通、三菱電機、NEC、シャープ）の 2012 年 3
月期連結業績予想は、全社増収・最終黒字とまず
まずの内容である。

大手電機メーカーで被害が大きかったのは、東
北地方を部品生産拠点と位置づけていたソニー、
茨城県に主力工場を擁する日立製作所である。半
導体メーカーでは、自動車制御用マイコンで世界
シェア約 4 割を占めるルネサスエレクトロニクス
那珂工場（茨城県）が、クリーンルームの天井が
落ちるほどの損傷を受け、国内外の多くの自動車
メーカーを生産停止に追い込んだ。

だが、電機業界のサプライチェーンは驚異的と
もいえるスピードで復旧している。大手の事業所
がおおむね復旧したほか、ルネサスエレクトロニ
クス那珂工場も当初予定を前倒して本格稼働の見
通しである。

このように、震災被害は当初見込みほどではな
いものの、大手電機メーカーが抱えるリスクは少
なくない。円高、電力不足、新興国（特に中国）
のバブル崩壊、欧米の債務問題など、他産業と共
通したリスクの他に、サムスン電子等との競争激
化、デジタル家電の価格下落、中国の液晶パネル
大増産、エコポイント終了という業界独自の問題
も抱えている。自動車の電子化により、自動車向
け部材に注力する電機メーカーが増えているため、
自動車生産が順調に回復するか否かも注目点であ
る。

2．家電メーカーは苦戦の予想
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、白物家電を主力とする
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、今期は「総合電機＝堅調、家電＝
苦戦」の構図となりそうである（図表 1）。

図表 1　 総合電機メーカー 3 社と家電メーカー 3 社の最終損益
と売上高最終利益率推移
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（注1）�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。2011年度は会社予想。

（注2）最終損益は左軸、利益率は右軸。
出所：各社IR資料から作成
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大手電機メーカーの連結業績は、リーマン
ショック後の大規模リストラで利益の出やすい体
質への転換を図ってきたため、8 社合計で見ると、
震災で大きな被害を受けながらも回復傾向をた
どっている（図表 2）。上期は震災の影響で国内事
業の不振が見込まれるものの、下期は震災の復興
需要、新興国を中心とする海外需要拡大が業績を
押し上げると見られるためである。

ただ、回復傾向にはあるものの、厳しい収益環
境が予想されるのが家電メーカーである。薄型テ
レビに代表されるデジタル家電は、先進国市場の
成長鈍化、サムスン電子等との激烈な競争で価格
下落が続いている（図表 3）。中でもテレビは世界
シェア首位のサムスン電子ですら利益確保に苦労
しているという状況であり、家電メーカーの業績
の足かせとなっている。今年 3 月の家電エコポイ

図表 2　電機大手 8 社の最終損益と売上高最終利益率推移
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（注1）�大手電機メーカー8社は日立製作所、パナソニック、ソニー、東芝、富士通、三
菱電機、NEC、シャープの合計

（注2）最終損益は左軸、売上高最終利益率は右軸
出所：各社IR資料より作成。2011年度は予想値

図表 3　液晶テレビの価格推移
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ント終了、7 月の地デジ移行による特需消失もマ
イナス要因である。

テレビは家電各社の主要事業であり、液晶パネ
ルの外部調達 1、テレビの生産外部委託、海外市場
の一段の開拓などで事業立て直しを図っているが、
家電 3 社のうち、2012 年 3 月期のテレビ事業で営
業黒字を見込んでいるのはシャープだけである 2。

3．	インフラ需要拡大で	
総合電機メーカーは好調

家電メーカーとは対照的に、世界的なインフラ
需要拡大で好業績が予想されるのが総合電機メー
カーである。

発電所、鉄道、工場、通信網などのインフラ市
場は、過去 30 年間伸び悩んでいたが、先進国の
更新需要、新興国の新規需要により、再び需要が
拡大している。原発事故で日立製作所と東芝の原
発事業は先行き不透明感が強まっているものの、
総合電機が得意とするそれ以外のインフラ分野、
例えば火力発電、鉄道、データセンター、ファク
トリーオートメーションの需要は新興国を中心に
増大が予想される。インフラ分野は、テレビのよ
うな端末売り切りの事業と異なり、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
デルである。競合は欧米メーカーが中心で、サム
スン電子等韓国や台湾、中国の新興企業の参入は
少ない。

韓国、台湾、中国等の新興国メーカーは、部品
を組み合わせればできるテレビ、携帯電話機、パ
ソコンのような分野で台頭してきた。半導体、液
晶パネルのように製造装置を導入すれば基本的に
製品ができる分野でも、資金力に物を言わせてプ
レゼンスを拡大している。人件費や電力料金など
のコスト面、国のバックアップ体制、為替でも日
本より優位に立っている。

ただ、こうした後発メーカーは、インフラ分野
は得意とはいえない。テレビは売って設置すれば

（故障しない限り）終わりであるのに対して、イン
フラ分野は、データセンターを例に取っても、機
器とネットワークをつないで顧客のニーズに応じ
たシステムを設計し、その後もメンテナンスや増
設などのサービスを長期にわたって提供しなけれ
ばならない。技術力、ノウハウの蓄積で日本メー
カーに一日の長があり、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に向いて
いる。

インフラ分野のリスクを挙げるとすれば、政治
的要因で受注が左右される場合があること、新興
国のバブル崩壊、欧米景気低迷によるインフラ発
注減少だろう。

本稿では、インフラ分野の具体的事例として、
日立製作所の情報・通信システム事業を取り上げ
たい。同じインフラ分野でも、電力、鉄道分野な
どが政府間の思惑に左右される場合があるのに対
して、データセンター、クラウド・コンピューティ
ングなど情報・通信分野は企業間取引が中心で、
実力勝負の側面が強いと言える。

4．日立製作所の情報・通信システム事業
電機メーカー国内最大手の日立製作所は、家電

から建設機械、原子力発電まで幅広く展開してい
る。選択と集中の遅れにより、リーマンショック
後の 2009 年 3 月期に 7,873 億円という製造業最
大の最終赤字を計上したが、価格変動が激しく巨
額の設備投資を必要とする薄型パネルや半導体と
いった事業を縮小・撤退、利益の出る体質作りを
進めてきた。

その一方で、産業・交通・都市開発システム（建
設機械、昇降機、水処理事業等）、情報・通信シス
テム（クラウド、コンサルティング、データセン

1  特に 20 ～ 40 型までの中小型テレビは価格競争が著しいため、このサイズのパネルは外部調達の動きが進展している。
2   2011 年 8 月、国内薄型テレビ販売でシェア 5 位の日立製作所がテレビの自社生産からの撤退を発表した。既にテレビの 9 割超

を海外 EMS（電子機器受託製造サービス）に生産委託していたが、残りも委託に切り替え、テレビ事業赤字脱却を目指す。また、
シャープのテレビ事業の営業損益には携帯電話も含まれる。

サプライチェーンは急速に復旧、インフラ需要拡大で重電分野が好調
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ター等）、電力システム（発電、スマートグリッド
等）とこうした事業群を支える材料・キーデバイ
スを社会イノベーション事業と位置づけ、成長の
中核分野として集中投資を行っている。家電メー
カーの苦戦とは対照的に、業績は着実に改善して
おり、タイタニックと呼ばれた頃とは様変わりし
ている（図表 4）。

ここでは、日立製作所の業績回復の原動力と
なっている社会イノベーション事業の一つである
情報・通信システムに焦点を当て、同社のインフ
ラ事業の強みを検証したい。

（1）市場拡大続くクラウドサービス
情報・通信システム事業は、日立製作所の主要

事業の一つである（図表 5）。同事業はサービス
（データセンター等）、システムソリューション、
プラットフォーム（サーバ、ストレージ等のハー
ドウェアとソフトウェア）の 3 分野で構成され、
震災後もプロジェクト管理の強化やコスト削減努
力により、業績は底堅く推移している。

日立製作所は、情報・通信システム事業の売上
高を、2010 年度の 1 兆 6,520 億円から、2015 年
度には 2 兆 3,000 億円にすることを目標としてい

図表 4　日立製作所の連結業績推移
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図表 5　日立製作所の事業部門別売上高（2010 年度）
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る。収益拡大のための注力分野の一つが「高信頼
クラウド事業」である。

クラウド・コンピューティングとは、インター
ネット経由でソフトやサービスを利用する仕組み
で、インターネットを図示するときによく雲の絵
が使われることから、「クラウド」と呼ばれている。
基本的には、従来のアウトソーシングが進化した
概念とも言えるが、何をクラウドと呼ぶのか共通
の定義はない。

クラウドは、日立製作所、IBM、グーグル 3 の
ような IT 企業が管理するデータセンター 4 で、
データ処理やソフト配布を一元管理し、ユーザー
はパソコンや携帯端末を使ってインターネット経
由でアクセスする。従量課金制であることから、
コスト削減のため導入する企業が多いが、日立製
作所が主要顧客としているのは、金融機関、官公
庁、鉄道、通信会社といった非常に高い水準の
サービスを必要とする層である。

例えば、銀行のデータセンターでは、データに
頻繁にアクセスがかかるうえ間違いが許されないの
で、高価格でも信頼性の高いサービスが必要とな
る。日立製作所は、データを保存する企業向けハ
イエンド・ストレージで世界シェア首位であり、高
価格・高水準のサービス提供に強みを持っている。

もともとコスト削減を主眼として市場が広がっ
たクラウドだが、東日本大震災の後、違う観点か
ら導入を検討する企業が増えている。

まず、注目を集めたのはセキュリティの高さで
ある。被災地の企業や官公庁が所有するサーバや
パソコンは、地震や津波、それに続く停電により、
機能不全に陥るケースが相次いだが、日立製作所
が運営するデータセンターは被害がなかった。

データセンター業界全体でも、多くは建屋の壁
のひび割れ程度にとどまっており、重大な被害は

見受けられなかった。これは、①データセンター
の建築基準が他の建築物に比べ厳しいこと、②免
震構造、③サーバ等を格納するデータセンター内
のラックが建屋にしっかりと固定されていたこと、
などによる。また、震災後の計画停電も、データ
センターに設置されている UPS（蓄電池などによ
る無停電電源装置）や自家発電で乗り切った。

震災後実施された計画停電は、サーバの管理と
いう面からもクラウドへの関心を高めた。自社所有
のサーバは自社で管理しなければならないが、停
電の前にはサーバを落とす必要があり、落とし方が
分からないサーバ管理者からの問い合わせが日立
製作所に殺到した。クラウドであればデータセン
ターを管理する IT 企業が対処するため、手間がか
からず、自前で管理するより人件費もかからない。

（2）情報・通信システム事業における海外展開
国内 IT 市場は、クラウド等一部分野は拡大し

ているものの、全体で見ると、年成長率は 1％程
度にとどまっている。情報・通信システム事業を
拡大させるには、年 6％の成長を遂げる海外市場
を開拓しなければならない。

情報・通信システム事業の海外売上高の 7 割は
北米・欧州だが、新興国事業も中国、インド、ブ
ラジルを重点市場として積極展開を図っている。
現在、新興国での情報・通信システム事業は現地
に進出した日系企業向けの生産・人事管理ソリュー
ション事業、現地企業向けのアプリケーション販
売が中心で、クラウドはまだ黎

れい

明
めい

期である。日立
製作所は、データセンターの建屋建設からシステ
ム設計、メンテナンスまで一貫して提供できる数
少ない企業であり、中国での現地企業向け環境配
慮型データセンター 5 のような、さらに付加価値
の高い分野の開拓を図っている。

3  グーグルの G メールもクラウドの一種である。
4  データセンターはサーバ、ストレージ、ネットワークで構成される。
5   データセンターで消費される電力の半分以上は、空調設備や照明などの設備機器が消費している。日立製作所は、サーバ等の IT

機器、設備機器の省電力化を図るとともに、データセンターの屋上緑化等による熱対策、自然エネルギーの有効利用などで環境
配慮型データセンターへの取り組みを進めている。

サプライチェーンは急速に復旧、インフラ需要拡大で重電分野が好調
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終わりに
日本の電機メーカーの凋落が言われて久しい

が、デジタル家電や液晶パネル等での苦戦が続く
一方で、世界的なインフラ需要増というプラス要
因も生まれている。

日本の電機メーカーは高い技術力を誇りなが
ら、韓国、台湾等新興国メーカーの激しい追い上
げを受けてきた。事業の選択と集中、海外市場展
開で後れをとったこともあるが、新興国メーカー
はコスト面、政府のバックアップで有利な地位に
あり、日本メーカーはハンディを背負った戦いを
強いられている。

東日本大震災後、電機業界のサプライチェー
ン、大手電機メーカーの事業所は驚異的スピード
で復旧しているが、デジタル家電、液晶パネル等
を取り巻く環境の厳しさは変わらない。

事業を展開するなら、成長性が高く競争の少な
い分野に進むのが得策である。パナソニックの
2012 年 3 月期第 1 四半期連結業績は、テレビ事業
を含む AVC ネットワークス社が減収、営業赤字
に終わった一方で、ファクトリーオートメーショ
ン事業は増収、増益と好調だった。日本の電機
メーカーは高い技術力、長年のノウハウの蓄積を
生かして、新興国メーカーに荒らされていないこ
うした分野に活路を見いだすべきだろう。
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