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Introduction

ヨーロッパや北アメリカでは、経済問題や高レベ
ルの所有率が、薄型 TV や PC といった主力商品の
需要に影響を及ぼした。

はじめに

In 2010 the consumer electronics market grew
some 12% in value after a poor 2009 to reach
$502 billion US dollars in trade value worldwide.
This has been fuelled by the growth in emerging
markets, mobile computing and smartphones.

As a result the Western European share of the
global consumer electronics market will fall from
26% in 2009 to 22% in 2011.
その結果、西ヨーロッパの家電グローバルシェア
は 2009 年の 26%から 2011 年には 22%に
落ち込むと思われる。

Global CE Hardware Market:
Strategic Product Segmentation
Total 2010 WW Trade Value $502bn (+12% on 2009)
Mobiles1

Consumer
$137bn

TV, Home & Personal AV2
$162bn

27%

Games H/ware3 $15bn
Automotive & PND 4 $23.7bn

32%

3%
5%
7%

While the emerging markets remain
strong and are driving economic growth,
economic uncertainties are evident in
countries like China and growth could
falter.

26%

Digital Imaging5 $32.3bn

Infotainment Devices6 $132bn

1. Total 2010 global mobile market estimated at $180bn including Enterprise.
2. Home AV includes Pay-TV DVRs and STBs.
3. Consoles & handhelds. Excludes software & services.
4. Includes aftermarket & factory-fitted automotive entertainment /telematics & Personal Navigation Devices.
5. Digital cameras, camcorders, pocket video and digital photoframes.
6. PCs (Consumer only), tablets & e-Readers over 5” screen size, networking devices & peripherals.

新興国市場は強い伸びを維持し、経済成
長を牽引する一方で、中国のような国で
の経済不安は誰の目にも明らかで成長の
停滞も懸念されている。
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The flat panel TV market showed strong growth
in many world markets and particularly in Asia,
not least in Japan, where the eco points initiative
coupled with digital switchover stimulated the
market.

2010 年の世界家電市場は、不調であった 2009 年
から 12%の伸びをみせ総出荷額は 5020 億 US ドル
となった。これは、新興国市場の伸びと、携帯型
PC 及びスマートフォンの需要増によるところが大
きい。

薄型 TV は、多くの市場で強い伸びを見せた。特
にアジア、そして言うまでもなく日本においては
エコポイント特典とデジタル放送への移行が重な
り市場を刺激した。

Economic problems and ownership saturation in
Europe and North America are impacting demand
for commodity products like flat panel TVs and
personal computers.

The traditional TV, home and personal
AV sectors still account for the lion’s
share of the business at US $162 billion
representing 32% of the total trade
value.
家電の代表格である TV とホーム&パー
ソナル AV 製品の世界総出荷額は 1620 億
US ドルで、32%という大きなシェアを占
める。
However, it is the mobile sector and
infotainment device sector comprising
consumer PCs, tablets, eReaders and
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networking devices and peripherals that have
year on year been taking a greater share of
consumer spend and now represent 27% and 26%
respectively of the value of the business.

by vendors and retailers alike, but consumers are
yet to fully embrace both features particularly 3D,
partly because of the lack of 3D content and
consumers’ reluctance to use the glasses.

These sectors are likely to exhibit strongest
growth rates of CAGR 6% and 5% respectively over
the next five years.

TV 部門では、インターネット接続と 3D の技術開
発が勢いを見せ始めている。メーカーや小売店は
販売促進に力を入れてはいるものの、消費者はそ
の機能をまだ満喫してはいない。特に 3D に関し
ては、コンテンツ不足とメガネ着用へのためらい
がその原因と言えよう。

しかしながら、年々シェアを伸ばしてきているの
は、携帯電話部門と消費者向け PC・タブレット
PC・電子ブックリーダー・ネットワーキング端末
及びその周辺機器からなるインフォテイメント部
門で、取引額にして前者は 27%、後者は 26%のシ
ェアを占める。

The major vendors of 3DTVs have included 3D
capability in at least 50% of their line up across
the developed markets of US, Western Europe
and Japan.

先５年の年平均成長率は、前者 6% 後者 5%と近年
にない強い伸びが見込まれる。

3DTV の主力メーカーは、アメリカ・西ヨーロッ
パ・日本といった先進市場におけるラインアップ
の少なくとも 50%に 3D 機能を搭載している。

Other segments such as games hardware,
cameras and personal navigation devices within
the automotive sector are starting to feel the
impact of product convergence from other
segments particularly mobile.

Connected TV has been a major push for the TV
industry and we are moving from the low level
widget phase to the next generation smart TV
devices. Branded online video services are driving

ゲーム機器・カメラ・カーナビ等の部門は、特に
携帯電話に代表される製品の融合化（コンバー
ジャンス）に影響を受け始めている。

It’s Not All Bad News
悪いことばかりでもない

Aspirational products like smartphones, tablets
and eReaders continue to grow strongly despite
the worsening economic situation.
Over 458 million smartphones are expected to
be shipped this year and 53 million tablets.
悪化する経済情勢にもかかわらずスマートフォ
ン・タブレット PC・電子ブックリーダーといった
魅力的な製品は引き続き強い伸びを見せている。

early consumer interest such as Netflix in the USA
and catch-up TV services such as the BBC iPlayer
in the UK.

今年は、スマートフォンは 4 億 5800 万台、タブ
レット PC は 5300 万台の出荷が見込まれている。

インターネット TV は TV 業界へ旋風を巻き起こし
ており、低レベルのアプリ操作から次世代スマー
ト TV へと変化を見せている。アメリカの Netflix
のようなオンラインビデオサービス、イギリスの

Within the TV sector two key technology
developments are starting to gain momentum:
connected TV and 3DTV, which are being pushed
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Clearly these developments are providing
opportunities for hardware vendors and content
companies creating new publishing platforms and
the possibilities of new revenue streams.

BBC iPlayer のようなキャッチアップ TV が消費者
の興味を引き始めている。
All major manufacturers are including IP
connectivity in their product range and around
40% of total TV shipments across the developed
regions of US, Japan and Western Europe are
forecast to have this feature.

この動きは、新しいパブリッシングプラットフォ
ーム構築という新たなビジネスチャンスをハード
ウエアやコンテンツプロバイダーにもたらしてい
ることは言うまでもない。

大手メーカーは、IP コネクティビティを搭載して
きており、そのシェアは、アメリカ・日本・西ヨ
ーロッパといった先進市場向け TV 総出荷数の 40%
近くを占める。

Can the Infrastructure Cope?
インフラ整備は？

Critical to this is broadband penetration which
varies considerably from country to country and
within the countries as well.

It’s not just about TV, IP connectivity is growing
fast in many other CE devices. Most Blu-ray
players shipped now have IP connectivity and
service providers are marrying IP delivered web
services to broadcast and on demand content
across their networks.

Even in developed broadband markets like North
America the achieved broadband speeds are
relatively slow, unlike Japan, although this will
improve over the next five years.

IP コネクティビティは TV だけにとどまらず多く
の家電機器に搭載されてきている。例えば現在出
荷されている殆どの Blu-ray プレーヤーに搭載さ
れており、サービスプロバイダーは IP ウエブサー
ビスを通して放送番組やオンデマンドコンテンツ
を配信している。

ここで問題となるのは、各国、また一国内におい
ても地域間で異なるブロードバンド網である。
ここ５年で改善されると思われるが、北アメリカ
のような先進市場でも、ブロードバンドの速度は
日本のように速くはないというのが実情である。

Games consoles are in a third of US homes and
have extremely high connection rates with a
growing amount of non gaming traffic.

Global Financial Stability Is Key
世界金融の安定がカギ

アメリカでは３分の１の家庭がゲーム機を所有し
ており、ゲーム以外の目的での接続率は非常に高
い。

Assuming global financial stability, the long range
forecast for all CE products is 3.1% CAGR over the
next five years.
世界金融が安定に向かうという想定で、
全家電製品の平均成長率は先５年で
3.1%と見込まれる。
The possibility does exist however of
an even more major recession as a
result of the ongoing Eurozone crisis
and weak US economy.
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しかしながら、ヨーロッパ圏の経済危機と弱いア
メリカ経済が更なる不況を招くという可能性は拭
えない。
Asia’s established export markets are suffering,
unemployment is high, over 9% in the EU27 and
not far off that in the USA, and debt is a major
problem for many markets in the developed
regions.
欧州連合 27 カ国の失業率は 9%を超え、アメリカ
に近い数字となっており、先進地域の負債は深刻
な問題で、確立したアジアの輸出市場に打撃を与
えいている。
Global convergence of hardware and content is
now driving consumer electronics competition
favouring players with a strong presence in
mobile, content, software and key components
while
disadvantaging
companies
totally
dependent on commodity sectors like TVs and PCs.
グローバルなハードウエアとコンテンツの融合化
は、携帯電話・コンテンツ・ソフトウエア・各種
キーコンポーネントのメーカーにとっては有利に
働いてはいるものの、TV や PC といった製品を主
力とするメーカーには打撃となっている。
Overall we anticipate modest growth in the
industry over the next five years with the
traditional brown goods industry taking a
decreasing share of the industry revenues.
従来型の AV 製品の金額シェアは落ち込むものの、
市場全体としては先５年で多少の伸びが予測され
る。
Consolidation is likely to happen in the industry
and the converging mobile and infotainment
space will see intense competition for control.
業界の統合化は進み、携帯及びインフォテイメン
ト分野での競合間の摩擦は避けられまい。
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