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Ⅰ．問題提起

⽇本の携帯電話端末メーカーの国際市場での

シェアは，2005 年末時点においてトータルでも

10％にさえ満たない（シード・プランニング

2006, p. 61）。筆者は，⽇本のお家芸といわれる

⼩型化する能⼒が存分に発揮できる携帯電話端

末の国際市場において，⽇本のメーカーはなぜ

強い影響⼒を持つことができないのかという問

題意識を持っている。この問題を解明するため

には，マクロおよびミクロという２層の視点か

ら多⾯的にアプローチする必要があると考えて

いる（⼤﨑 2006）。マクロ的要因とは，通信規

格の相違，モジュール化の進展，⽇本市場の特

殊性である携帯電話端末メーカーの濫⽴や寡占

化するキャリアの影響，海外市場における携帯

電話端末の流通構造や消費者ニーズである。ま

た，ミクロ的要因とは，各端末メーカーにおけ

る取り組み体制，技術⼒，マーケティング戦略

である。

本稿においては，この分析枠組に基づき，海

外市場における携帯電話端末の流通構造や消費

者ニーズについて考察する。対象とする市場は

中国，北⽶とならぶ世界３⼤市場の１つである

欧州の英国とする。英国の携帯電話市場，端末

の流通構造，キャリアとメーカーの関係，消費

者ニーズを中⼼に⽇本との⽐較を⾏い，⽇本の

端末メーカーの今後の戦略について検討する。

なお，研究に際し，2006 年６⽉ 29 ⽇から７⽉

８⽇まで，ロンドンにてフィールドワークを実

施した。

Ⅱ．欧州の携帯電話市場

１．欧州における携帯電話サービス

2000 年における欧州市場の世界シェアは

39.4％であり，概ね世界の４割を占める巨⼤市

場であった（表１）。その後，他地域の急速な進

展により，シェアは低下したものの，それでも

2005 年の世界シェア 31.6％と，概ね世界の３

分の１を占めている。個別にみると，各国が軒

並み世界に占めるシェアを低下させるなか，ロ

シアだけは 2000 年の 0.4％から 2005 年には

5.6％へと急激に拡⼤し，欧州最⼤の携帯電話

市場となっている。

２．プリペイド契約の浸透

欧州市場の特徴として，プリペイド契約の浸

透があげられる（表２）。プリペイド契約とは，

あらかじめ⼀定額の料⾦で購⼊してからサービ
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スを利⽤する料⾦先払い⽅式である。消費者に

とっては，基本料⾦が不要で契約・解約の⼿続

きを必要としないという利点がある（NTTド

コモ モバイル社会研究所 2006, p. 286）。ま

た，キャリアにとっては，膨⼤で流動的な⼤衆

市場への参⼊に際して，加⼊者対応経費と料⾦

回収リスクを最⼩化できる利点がある（⻘柳

2000, p. 58）。携帯電話におけるプリペイド契

約は，1985 年，欧州市場において試験的営業が

開始され，イタリア市場でヒットした後，欧州

市場をはじめ，世界各地で急速に普及している

（⻘柳 2000, pp. 197-198）。

しかしながら，⽇本においてプリペイド契約

はあまり浸透していない。その理由として，⽮

野経済研究所（2006）は以下の３点を指摘して

いる（p. 132）。１点⽬は，例えば解約の場合，

欧州においては３ヶ⽉前に通知しなければなら

ないなど，ポストペイドにおける契約が⽇本よ

りもわずらわしいこと。２点⽬は，欧州市場で

強く求められる機能は SMS（Short Messaging

Service）など，⾮常に限定されており，こうし

た機能がプリペイド端末にも搭載されているこ

と。３点⽬として，通話料などのコストに対し

て，敏感なユーザー層から強く⽀持されている

ことを指摘している。さらに，プリペイド端末

は発売後，かなりの時間が経過しているローエ

ンドであることが多く，最新のハイエンドを好

む⽇本市場ではユーザーからの⽀持を得ること

ができないということも要因の１つに考えられ

る。

３．欧州市場における携帯電話端末

欧州市場において，最も⾼いシェアを保持し

ているのは世界シェアトップのノキアである
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表１ 欧州諸国における携帯電話サービス加⼊者（千⼈）と

世界に占める割合

2000年 2005年

ロシア 3,263.2 0.4％ 120,000.0 5.6％

ドイツ 48,202.0 6.5％ 79,200.0 3.7％

イタリア 42,246.0 5.7％ 71,535.0 3.3％

イギリス 43,452.0 5.9％ 61,091.0 2.9％

フランス 29,052.4 3.9％ 48,058.4 2.2％

トルコ 16,133.4 2.2％ 43,609.0 2.0％

スペイン 24,265.1 3.3％ 41,327.9 1.9％

その他 84,934.4 11.5％ 210,784.2 9.9％

欧州計 291,548.5 39.4％ 675,605.5 31.6％

出所：ITU (2006) p. A31 より作成

注：2005 年における加⼊者が3,000万⼈を上回る国を抽出

表２ 欧州主要市場におけるプリペイド契約の

⽐率

2003年 2005年

イタリア 88.6％ 94.8％

イギリス 68.0％ 63.5％

ドイツ 59.3％ 54.8％

フランス 40.4％ 43.5％

出所：⽮野経済研究所（2006）p. 131を⼀部修正



（図１）。域内であるフィンランドの企業とい

うことも影響してか，世界シェア 32％（シード・

プランニング 2006, p. 61）を⼤きく上回る 40％

のシェアを欧州市場で保持している。以下，サ

ムソン，モトローラ，ソニーエリクソンが２位

争いを⾏っている。ソニーエリクソンやベン

キューシーメンスが国際市場よりも，やや⾼い

シェアを保有している点は，ノキア同様，ドメ

スティック・メーカーの強みをあらわしている

と考えられる。⼀⽅，⽇本メーカーの存在感は

全く⾒受けられない状況である。

４．欧州市場における⽇本の携帯電話端末

欧州市場には多くの⽇本メーカーが進出して

きたものの，近年，撤退および⼀時休⽌に追い

込まれる事態が⽬⽴っている（表３）。この⼤

きな要因として，欧州市場における第３世代で

ある W-CDMA ⽅式の普及の遅れを指摘でき

る。欧州市場においては，2003，2004 年ごろか

ら第３世代の携帯電話サービスが本格化してき

たものの，以前として主流は第２世代の GSM

⽅式である（NTTドコモ モバイル社会研究所

2006, p. 286）。第３世代であるW-CDMA ⽅式

は⽇本の NTTドコモやソフトバンク・モバイ

ルと共通であり，早期にサービスが開始された

⽇本市場に対して端末を供給してきた⽇本メー

カーは，技術や経験において⼤きな蓄積がある

ため，優位にビジネスを進⾏できると考えてい

た。しかしながら，第３世代の普及の遅れによ

り，当初，計画していたW-CDMA対応のハイ

エンドモデルの拡販が期待通りに進捗せず，撤

退および⼀時休⽌に追い込まれる事態となって

いる。

⽇本メーカーの海外市場への動向は，中国や

北⽶など，他の地域に対しても同様に消極的な

アクションが⽬⽴っている。こうした状況にお

いて，2005 年に⽇本国内シェアでトップに⽴っ

たシャープは，新たにボーダフォンに欧州市場

専⽤モデルを投⼊するなど（⽮野経済研究所

2006, p. 248），欧州をはじめ海外市場に対して

拡⼤路線を打ち出している。
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図１ 携帯電話端末の欧州市場（2005 年）

出所：⽮野経済研究所（2006）p. 134より作成



Ⅲ．英国市場における携帯電話端末

１．英国市場におけるキャリア

英国における主要なキャリアと携帯電話サー

ビスの加⼊件数は，表４の通りとなっている。

英国は⼈⼝約 6,000万⼈に対し，2005 年の加⼊

件数が主要なキャリアだけでも約 6,600万件と

なっており，普及率は 100％を⼤きく超えてい

る。この要因として，プリペイドの浸透による

多数の複数契約の存在が考えられる。

英国の携帯電話市場には，⽇本の NTTドコ

モのように過半数を占めるキャリアは存在せ

ず，O2 ，Tモバイル，ボーダフォン，オレンジ

の４社が熾烈なトップ争いを⾏っている状況で

ある。よって，特定のキャリアが⼤きな影響⼒

を保持する⽇本の市場構造とは⼤きく異なって

おり，注⽬すべき⽇英の相違点といえる。

また，第３世代であるW-CDMAの加⼊件数

はトータルでも 500 万件に届かず，全体の

7.5％程度に⽌まっている。⼀⽅，⽇本の第３

世代であるW-CDMAと CDMA2000 が全体に

占める割合は，同時期の 2005 年末時点で

47.7％（電気通信事業者協会ホームページ）と

普及率において⼤きな差が⽣じている。英国の

キャリアが⽔平分業型のビジネスを展開してい

るのに対して，⽇本のキャリアは垂直統合型の

第７巻 第４号90

表３ ⽇本メーカーの欧州市場への端末供給

欧州市場への供給状況

NEC 2006年より⼀時休⽌

パナソニック 2006年より⼀時休⽌

シャープ 欧州全域に供給

東芝 欧州全域に供給

三洋電機 欧州全域に供給

富⼠通 アルカテル（仏）との提携により第３世代対応端末を少量出荷

三菱電機 2005年に撤退

京セラ 供給実績なし

カシオ 供給実績なし

⽇⽴ 供給実績なし

出所：⽮野経済研究所（2006）p. 34を加筆・修正

注：NEC：asahi.com（2006. 11. 30）より修正

表４ キャリア別携帯電話サービスの加

⼊件数（2005年）

⽅式
加⼊件数

（千件）

O２ GSM900 16,926

W-CDMA 55

Tモバイル GSM1800 15,350

W-CDMA 15

ボーダフォン GSM900 14,098

W-CDMA 725

オレンジ GSM1800 14,440

W-CDMA 300

３ W-CDMA 3,863

計 ― 65,772

出所：シード・プランニング（2006）p. 182よ

り作成



ビジネスを展開しており，この相違が第３世代

サービスの普及度に⼤きく影響していると考え

られる。⽇英キャリアのビジネスモデルの相違

については後に詳しく述べる。

英国市場における⼤⼿キャリアの概要は以下

の通りである。

・O2

英国発であった O2 は 2005 年にスペインの

Telefonica に買収された。NTT ドコモの i

モードを採⽤していることもあり，ARPU

（Average Revenue Per User：加⼊者１⼈あ

たりの⽉間売上⾼）におけるデータ通信の割合

が英国のキャリアでは 29.6％（2005 年）と最も

⾼い（シード・プランニング 2006, p. 54）。

・Tモバイル

ドイツ・テレコムのグループ会社であり，

1992 年にサービスを開始している。中・東欧で

はトップのシェアを保持している（シード・プ

ランニング 2006, p. 47）。全世界で 6,900万⼈

（2004 年末現在），ドイツ国内で 2,800 万⼈

（2005 年末現在）の加⼊者を保有する（NTT

ドコモ モバイル社会研究所 2006, p. 285）。

・ボーダフォン

1982 年に英国で創業され，世界中どこでも利

⽤可能なキャリアを⽬指し，買収・出資を繰り

返している。世界 26 カ国で１億 5,000万⼈，

うち欧州で 9,000万⼈（2004 年末現在）の加⼊

者を保有する（NTTドコモ モバイル社会研究

所 2006, p. 284）。第３世代通信向けサービス

として，画像，⾳楽，ゲームなどを提供する

「Vodafone Live !」を展開している。

・オレンジ

フランス・テレコムのグループ会社であり，

1992 年にサービスを開始している。⻄欧では

下位キャリア，東欧では上位キャリアへ出資す

るという戦略を展開している（シード・プラン

ニング 2006, p. 43）。全世界で 5,400 万⼈

（2004 年末現在），フランスで 2,040万⼈（2005

年末現在）の加⼊者を保有する（NTTドコモ

モバイル社会研究所 2006, pp. 284-285）。

・3

⾹港ハチソン財閥が経営⺟体となり，2000 年

に事業を開始した第３世代通信専業のキャリア

である（シード・プランニング 2006, p. 31）。

当初，NTTドコモが 20％の出資を⾏っていた

が，2004 年に出資を解消したため，当初予定し

ていた iモードの採⽤が⾒送られた。⻄欧にお

いて，第３世代通信を他社に先駆けて導⼊した

こともあり，第３世代通信のシェアでは⾸位に

位置している。

その他，英国のキャリアを検討するうえで，

MVNO（Mobile Virtual Network Operator：仮

想移動体通信事業者）は重要なポイントである。

MVNOは「移動通信サービスを提供している

が，周波数割り当てを受けていない事業者」と

定義されており，携帯電話ネットワークを保有

するMNO（Mobile Network Operator：移動体

通信事業者）から回線および施設を借りて，通

信サービスを提供している事業者である（NTT

ドコモ モバイル社会研究所 2006, p. 288）。

MVNO誕⽣の背景には，英国の周波数政策が

ある。つまり，従来，国家主導型の公共政策と

して実施されてきた周波数の割り当てを極⼒，

市場原理に委ねる市場主導型の政策に転換した

ことに起因しており，市場において⽀配的な地

位を持つ事業者に対して義務付けられることが

多い（同上）。MVNOは，現在，欧州全域，さら

には⽶国においても出現してきている。

英国におけるMVNOの代表的な存在に⾳楽

や航空事業など様々な事業を営むヴァージン・

グループによるヴァージン・モバイルがある。
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1999 年にサービスを開始し，2005 年の加⼊件

数は 500万を超えている（同上）。その他，英国

を代表する⼤⼿⼩売業者であるテスコも

MVNO事業を展開している。

２．英国市場における携帯電話端末

2.1．携帯電話端末の流通構造

英国の携帯電話端末市場は基本的には欧州市

場と類似している（図２）。異なる特徴として

は，ノキアの影響⼒が 45.3％とさらに⾼く，ま

た本拠地がロンドンに所在することも影響して

か，ソニーエリクソンがモトローラを抜き，３

位に位置している点を指摘できる。⽇本の端末

メーカーの影響⼒は，やはり全く⾒受けられな

い。

こうしたシェアの状況は各キャリアの商品カ

タログに如実に反映されている（表５）。ノキ

ア，サムスン，ソニーエリクソン，モトローラ

の端末については，ある程度の数量の機種が各

キャリアのカタログに掲載されているが，⽇本

メーカーをはじめ，その他のメーカーはほとん

ど掲載されていない。

プライベートブランド（キャリア専⽤端末）

は⼀部，存在するものの，メーカーは主として

汎⽤モデルをキャリアに投⼊しており，また消

費者への流通にも関与している。⼀⽅，⽇本に

おいては各キャリア向けの専⽤端末が開発さ

れ，キャリアがメーカーから買い取り，代理店

を通じて消費者に販売するというキャリア⽀配

による市場構造となっており，相違点として注

⽬する必要がある（図３）。

2.2．英国市場における携帯電話端末

2.2.1．携帯電話端末の価格

英国では全キャリアのカタログにおいて，各

携帯電話端末の価格が⼤きく打ち出されてい

る。⼀⽅，⽇本では全キャリアともに価格が記

載されておらず，表⺬⽅法において⼤きな相違

点が確認できる。価格については，無料の端末

から￡500.00 を⼤きく上回る端末まで幅広い

が，ボリュームゾーンの価格帯は概ね⽇本と同

⽔準のようである。ちなみに，欧州最⼤の携帯

電話端末リテーラーであるカーフォンウェアハ

ウスの商品カタログ表（The Carphone Ware-

第７巻 第４号92

図２ 携帯電話端末の英国市場（2005 年）

出所：⽮野経済研究所（2006）p. 153より作成
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図３ 英国における携帯電話端末の流通構造

出所：⻘柳（2000）p. 115を加筆・修正

表５ キャリアのパンフレットに掲載されている端末数
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Tモバイル 9 5 4 5 1 2 3 4

ボーダフォン 8 4 6 3 4 2

オレンジ 17 8 7 10 1 2 2 1 1 5

O２ 10 8 7 7 1 4

3 2 1 2 3 1 1

ヴァージン・モバイル 3 5 3 4 3 1 1 1

カーフォンウェアハウス 20 7 8 10 4 1

出所：T-Mobile Buyers Guide (July, 2006) pp. 14-15, Vodafone Buyers Guide (July, 2006) pp. 32-33,

Orange Buyers Guide (July, 2006) pp. 56-57, 3 Buyers Guide (June, 2006) pp. 6-7, O2 Buyers

Guide (July, 2006) pp. 45-47, Virgin Mobile Buyers Guide (July, 2006) pp. 40-41, The Carphone

Warehouse Buyers Guide (July, 2006) pp. 62-63に基づき作成

注：全カタログが全商品を掲載しているわけではない

カーフォンウェアハウスはキャリアではなく欧州最⼤⼿の携帯電話端末リテーラーである



house July 2006, p. 12）は，￡14.95∼ 39.95，

￡49.95∼ 69.95，￡79.95∼ 99.95，￡119.95

∼ 149.95，￡149.95＋という５つの価格帯に

分類されている。しかしながら，英国のボ

リュームゾーンのカメラや液晶のスペックは⽇

本よりはるかに低く，よって英国における携帯

電話端末の価格は⽇本より割⾼であるといえ

る。この要因として，⽇本におけるキャリアの

強い⽀配⼒を背景とする極めて⼤きなインセン

ティブの存在が考えられる。

価格に関する⽇本との相違点を明確にするこ

とにおいて，カーフォンウェアハウスの商品カ

タログ表（The Carphone Warehouse Buyers

Guide July 2006, p. 12）は興味深い。表６の通

り，縦の項⽬にキャリア，横の項⽬には端末が

記載されており，同じ端末でもキャリアによっ

て異なる価格となっている。これらの相違は

キャリアのインセンティブの差による。こうし

た情報をもとに，英国の消費者は端末とキャリ

アを別々に選択するわけであり，当然ながら⽇

本と⼤きく異なる購買⾏動となっている。

2.2.2．携帯電話端末の機能

英国における携帯電話端末の機能および消費

者ニーズに関連した情報の収集と分析を⾏うた

めに，英国の携帯電話端末の購⼊ガイド雑誌を

調査する。まず，各雑誌に紹介されている端末

数に注⽬すると，キャリアのカタログ同様，⽇

本メーカーの端末の掲載数は極めて少ないこと

がわかる（表７）。こうした状況において，英国

の消費者の間で，そもそも購⼊候補として，デ

ザイン，機能，価格などを⽐較・検討する対象

となり得るのかという疑問を呈せざるを得な

い。

次に，英国の携帯電話端末の購⼊ガイド雑誌

と⽇本の雑誌を⽐較し，機能や消費者ニーズに

関する相違点について検討する（表８）。雑誌

の形式に関して，端末の写真が掲載され，スペッ

クが記載されている点は⽇英の雑誌ともに共通

している。各項⽬に注⽬すると，まずサイズ，

電池持続時間，画⾯などの基本的事項はともに

記載されている。しかしながら，住所録容量は

もはや⽇本の雑誌では記載されていない。ま

た，MMS（Multimedia Messaging Service）や

WAP（Wireless Application Protocol）など，イ

ンターネットへの接続に関する機能も⽇本では

搭載されていることが前提の状況であり，記載

されていない。カメラの画質は⽇本の消費者に

とって⾮常に⾼い関⼼事であるが，英国におい

ては項⽬にあげていない雑誌もある。ちなみ

に，英国では 100万画素程度が主流であるが，

⽇本では 300万画素程度が主流となっている。

液晶の解像度も⽇本の端末は英国の２倍程度の

スペックとなっている。さらに，ワンセグ，テ

レビ電話，おサイフ機能，GPS，メモリーカー

ドなど，⽇本において重要視されている項⽬に

ついて，英国においては全く記載されておらず，

⽇本の携帯電話通信の⾼サービス化および端末

の⾼機能化が如実にあらわれている。

⼀⽅，英国における端末の特徴としては

Bluetoothが重要視されている。Bluetoothは，

パソコンとのデータの送受信やワイアレス・
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表６ キャリア別の端末価格表

Motorola

RAZR

Nokia

6230i

Orange ￡99.95 ￡109.95

Vodafone ￡74.95 ￡119.95

Virgin Mobile ￡79.95 ￡119.95

T-Mobile ￡129.95 ￡119.95

O２ ￡119.95 ￡99.95

キャリアと契約

しない場合
￡139.95 ￡149.95

出所 The Carphone Warehouse July 2006, p. 12

より⼀部抜粋



ヘッドフォンの利⽤を主眼として搭載されてい

る。英国のキャリアのカタログ，携帯電話に関

する雑誌においては，多くのワイアレス・ヘッ

ドフォンが紹介されており，⽇本とは異なる消

費者ニーズとして捉えることができる。

また，英国の各雑誌は掲載している端末に対

して評価を⾏っており，これらの評価項⽬は英

国における消費者ニーズを代表している側⾯も

あると考えられる。もちろん，評価の根拠にお

いて不明確な点も多いが，読者の購買⾏動に⼤

きな影響を与えることは明⽩であるため，分析

していく。

What Mobile（August 2006, pp. 57-79）は，

「性能」，「外観」，「使い勝⼿」という３つの項

⽬により評価を⾏っている。平均的なレベルは

3.5程度となっており，⽇本メーカーの端末を

みると，NEC：３，パナソニック：３，三洋電

機：２，シャープ：４，東芝：４と３になって

いる。

Total Mobile（2006, 145 issue, pp. 67-99）は，

「外観」，「使い勝⼿」，「性能」，「通話⾳質」，「コ

ストパフォーマンス」という５つの項⽬で評価

しており，平均的なポイントは 83.5 である。

⽇本メーカーの端末をみると，NECが５機種

のうち，83ポイントが４機種，１機種は 79ポ

イントとなっている。その他，パナソニック：

83，三洋電機：86，シャープ：86 と 86 と 87，

東芝：79 と 85ポイントになっている。

Mobile Choice（2006, 122 issue, pp. 45-69）で

は，平均的なポイントは 84.5 となっており，

NEC：81 と 82，パナソニック：85，シャープ：

87と 90，東芝：77と 87と 88 ポイントとなっ

ている。 総じていえば，⽇本の端末メーカー

は他を圧倒するほど⾼い評価を得ているわけで

はないが，少なくともノキア，モトローラ，サ

ムスンといった海外⼤⼿メーカーより評価が

劣っていることはない。よって，⽇本メーカー

の英国市場における影響⼒の弱さを検討するに

際し，端末本体以外の要素に注⽬することも重

要であると考えられる。
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表７ 英国の端末購⼊ガイドで紹介されている端末数

ノ
キ
ア

サ
ム
ス
ン

ソ
ニ
ー
エ
リ
ク
ソ
ン

モ
ト
ロ
ー
ラ

ベ
ン
キ
ュ
ー
シ
ー
メ
ン
ス

Ｌ
Ｇ
電
⼦

サ
ジ
ェ
ム

ロ
ブ
ス
タ
ー

ア
ル
カ
テ
ル

ブ
ラ
ッ
ク
ベ
リ
ー

パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク

シ
ャ
ー
プ

三
洋
電
機

東
芝

Ｎ
Ｅ
Ｃ

Total Mobile 25 13 11 18 9 7 3 1 1 2 1 3 1 2 5

What Mobile 13 9 9 7 6 5 4 1 1 1 1 2 1

Mobile Choice 28 12 13 8 5 5 3 3 1 2 3 2

出所：Total Mobile (2006, 145 issue) pp. 67-99,What Mobile (August 2006) pp. 57-79,Mobile

Choice (2006, 122 issue) pp. 45-69に基づき作成



Ⅳ．携帯電話端末市場の⽇英⽐較

携帯電話端末を取り巻く環境要因の相違とし

て，まずキャリアの状況に注⽬する（表９）。⽇

本では NTTドコモが過半数を占めているが，

英国においては４つのキャリアが⾸位攻防戦を

展開する状況であり，⽀配的なキャリアが存在

しているわけではない。また，NTTドコモは

第２世代である PDCの開発において主導的⽴

場であったが，欧州の GSMはメーカー主導で

あった。⽶国の CDMAもメーカー主導で進⾏

しており，NTTドコモのように⾼い技術⼒を

有するキャリアは世界的にも珍しい。こうした

技術⼒や資⾦⼒を背景に，⽇本のキャリアは垂

直統合型のビジネスを展開している。⼀⽅，英

国のキャリアは端末の販売には関与しているも

のの，基本的に⽔平分業型のビジネスを志向し

ている。また，英国市場においては，国際的に

⾼い影響⼒を有する端末メーカーが主たるプレ

イヤーであるが，⽇本においては国内市場を強

く志向し，国際的にはほとんど影響⼒を保持し

ていない⽇本メーカーが主たるプレイヤーと
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表８ 端末購⼊ガイドに記載されている項⽬

英国 ⽇本

Total Mobile What Mobile Mobile Choice ⽇経トレンディ

サイズ・重量 ○ ○ ○ ○

電池持続時間 ○ ○ ○ ○

画⾯ ○ ○ ○ ○

住所録容量 ○ ○

ゲーム（JAVA） ○ ○ ○

MMS ○ ○ ○

WAP ○ ○ ○

Bluetooth ○ ○ ○

⾳楽 ○ ○ ○

カメラ ○ ○ ○

着メロ ○ ○ ○

ワンセグ ○

テレビ電話 ○

おサイフ機能 ○

GPS ○

メモリーカード ○

出所：Total Mobile (2006, 145 issue) pp. 67-99, What Mobile (August 2006) pp. 57-79, Mobile

Choice (2006, 122 issue) pp. 45-69, ⽇経トレンディ（2006. 12）pp. 187-201に基づき作成

注：MMS（Multimedia Messaging Service）とは，マルチメディアを活⽤できるサービス環境であ

り（国際通信経済研究所 2001, p. 66），例えば画像付メッセージの送受信を⾏うことができる

WAP（Wireless Application Protocol）とは，⽶国企業であるフォンドットコムの仕様に基づ

くインターネット接続技術である（同上, p. 82）



なっている。つまり，⽇本においてはキャリア

が，⼀⽅，英国においてはメーカーがより⼤き

なパワーを有するというパワーの逆転現象がみ

られる。メーカーとキャリアの関係は⽇本では

緊密であるが，英国においてはゆるやかで⾃由

な連携関係にあるといえる。

英国において，キャリアはメーカーの汎⽤モ

デルを販売している。よって，端末の商品数は

増加し，消費者には幅広い選択肢がある。⼀⽅，

⽇本は専⽤モデルをキャリアが買い取り，⼤き

なインセンティブをつけて販売するというスタ

イルであり，⼤きく異なっている。また，製品

開発に対しても，こうしたパワー関係は⼤きな

影響を与えている。⽇本ではキャリア主導で端

末が開発されるケースが多い。これは⽇本の

キャリアが展開する⾼度な通信サービスへの迅

速な対応の必要性を意味する。新製品の投⼊タ

イミングについて，総務省の調査によると，英

国では店頭に置かれている端末のうち 84％が

1-2 年前に投⼊されていたが，⽇本では 56％の

製品が６ヶ⽉以内に投⼊された製品であり，新

製品の発売頻度に４倍近い差があることがわか

る（⽇本経済新聞 2006. 8. 19）。こうした新製

品の投⼊は，もちろん市場拡⼤につながるもの

の，⽇本の端末メーカーにとって⼤きな負担と

なっていることも事実であろう。

また，⽇本における端末の製品特性として，

⾼機能のカメラやカラー液晶の搭載などがあげ

られる。こうした機能は，もちろん消費者の満

⾜度の向上にも貢献するだろうが，通信料の拡

⼤を促進させるため，キャリアにとって好都合

の機能ともいえる。⼀⽅，欧州で重視されてい

る機能として Bluetoothがあげられるが，これ

は通信料の拡⼤に直接的にはつながらない。つ

まりキャリアにとっては重要ではない機能であ

るといえる。こうした機能の相違はキャリアを

重要視せざるを得ない⽇本メーカー，消費者重

視で⾃らが主体的に開発可能な海外⼤⼿メー

カーという実態を反映しているかもしれない。

また，⾼機能のカメラや液晶を搭載した端末

は⾮常にコスト⾼となるが，⽇本においては

キャリアが⼤きなインセンティブを付与するこ

とにより，低価格での販売が実現している。し

かし，英国のキャリアは⽇本のように⼤きなイ

ンセンティブを付与していない。よって，英国

においては販売価格を低下させるため，スペッ

クを落とさなければならない。実装における⽇

本メーカーの技術⼒の優位性はあるかもしれな

いが，機能において消費者に⼤きくアピールす

る機会を逸していることは事実であろう。さら

にローエンドやミドルのモデルにおいて，国際

市場でシェアを保持していない⽇本メーカーに

規模の経済は働かず，海外⼤⼿メーカーと⽐較

し，コスト⾯において厳しい⽴場に⽴たされて

いる。

しかしながら，英国の端末雑誌の評価をみる

と，⽇本の端末メーカーが海外⼤⼿メーカーよ

り低いわけでは決してない。つまり製品⾃体に

おいて劣っているわけではないにもかかわら

ず，⽇本メーカーは英国の携帯電話端末市場に

おいて強い影響⼒を保持できていない。この点

に関して，既に明らかにしたとおり，キャリア

や⼤⼿リテーラーのカタログにおいて，⽇本の

端末はほとんど掲載されていない。欧州市場で

は NOKIAを基準に購⼊する端末を決定する傾

向があるとの指摘もあり（⽮野経済研究所

2006, p. 15），英国の消費者の端末選択におい

て，⽇本メーカーの端末はそもそも⽐較・検討

する対象にすらなっていない場合も少なくない

と推測される。こうした状況を打破するために

は，⼤規模な広告・宣伝活動，流通網の整備な

ど，多額のマーケティング投資を⾏い，携帯端

末メーカーとしてのコーポレートブランドを確

⽴し，メディアや店頭における存在感を⾼める

必要がある。しかしながら，海外⼤⼿メーカー

がブランドイメージや流通網を確⽴してしまっ
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ている英国市場に対して，商品機能における差

別化なしに，多額のマーケティング投資を⾏っ

ても，それに⾒合うリターンを得ることができ

るかといえば難しいかもしれない。近年，撤退

および⼀時休⽌となっている⽇本メーカーは，

第 3 世代の普及の遅れの影響はあるものの，こ

うしたジレンマに陥ってしまい，消極的な⾏動

を選択せざるを得なかったのであろう。

Ⅴ．結論

⽇本国内の規格である PDCに加え，GSM対

応端末も開発しなければならなかったことは，

⽇本メーカーにとって⼤きな負担となったであ

ろう。よって GSMの創世記において⽇本メー

カーは⼤きな遅れをとったかもしれない。しか

しながら，現在，英国市場において⽇本メーカー

は GSM対応端末を投⼊し，ビジネスを展開し

ている。投⼊している端末についての評価も海

外⼤⼿メーカーと⽐較し，決して劣っているわ

けではない。

それでは，なぜ英国市場で強い影響⼒を保持

することができないのであろうか。キャリアと

メーカーのパワーの逆転現象から⽣じる，⽇本

と英国における流通構造の相違に依存する部分

が⼤きいのではないか。つまり，英国において
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表９ 携帯電話端末市場の⽇英⽐較

⽇本市場 英国市場

メーカー 国内メーカー
豊富な資⾦を有する

海外⼤⼿メーカー

キャリア
圧倒的なシェア（NTTドコモ），

豊富な資⾦と技術⼒

⾼いシェアや技術⼒が

あるわけではない

パワー キャリア＞メーカー キャリア＜メーカー

キャリアのビジネスモデル 完全な垂直統合 ⽔平分業の傾向が強い

キャリアとメーカーの関係 緊密 ゆるやか・⾃由

キャリア独⾃の通信サービス 豊富 少ない

キャリアの流通への関与 ⽀配的 部分的

キャリアの端末開発への関与 主導的 ⼩さい

端末 キャリア専⽤品 汎⽤品が主流

投⼊されている端末数 少ない 多い

インセンティブ ⼤きい ⼩さい

端末の価格（同機能の場合） 低価格 ⾼価格

新製品の投⼊サイクル 半年程度 1∼2年

ボリュームゾーンのスペック ⾼機能が中⼼ ⽇本ほどではない

機能の特徴
⾼機能なカメラ，液晶

＊通信料の拡⼤に貢献

Bluetooth，MP3

＊単体での機能

メーカーによるマーケティング

の必要性

必ずしも積極的に

実施する必要はない
重要



は端末メーカーが⾃ら積極的にマーケティング

活動を展開せねばならない。また，メーカーに

よる主体的な製品開発や汎⽤品の投⼊が可能な

ため，端末をローコストで製造できる。⽇本市

場にほとんど関与してない海外⼤⼿メーカーは

こうしたビジネスモデルに特化できる⼀⽅，⽇

本市場を重視する⽇本メーカーは⽇本型と英国

型の２本⽴てのビジネスモデルを構築せねばな

らず，そのために英国市場において⽴ち遅れて

しまった可能性を指摘できる。

今後の影響⼒の拡⼤に向け，⽇本メーカーが

取り組む戦略とはいかなるものか。商品におけ

る差別化に関して，⽇本メーカーが得意とする

ハイエンド端末の拡販を⽬指すことは，⼤きな

インセンティブが存在しない英国市場において

現実的ではない。おそらくハイエンド端末が主

流の⽇本においても，キャリアのインセンティ

ブがなければ現在のようには普及しなかったで

あろう。また，通信に関連した⾼機能化はキャ

リアの協⼒を要するため，国際市場において存

在感のない⽇本メーカーが主導的に実施するこ

とは難しいであろう。機能による差別化ができ

なければ，価格競争に打ち勝つという選択肢も

あるが，シェアで劣る⽇本メーカーに規模の経

済は働かない。このように選択肢を絞っていく

と，英国市場で影響⼒を拡⼤させるには，当然

のことながら費⽤対効果を厳格に検討しなけれ

ばならないが，コーポレートブランドを向上さ

せる広告，英国市場向けの幅広い端末ライン

アップ，流通網の整備，キャリアとの関係性マ

ネジメントなど，マーケティングを中⼼とする

⼤型の投資が避けられないであろう。

本稿においては，⽇本と英国における携帯電

話端末市場の相違を明確化させた。それでは，

他の海外市場はどのような構造になっているの

だろうか。今後の課題として，世界３⼤市場の

残りの２つである，中国，北⽶における携帯電

話端末の市場構造を明らかにしていきたい。
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