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台湾・韓国メーカーのＦＰＤ使用電子機器調査を実施
− ２００７年に６品目が世界出荷の７０％超 −
＜ノートＰＣ、ＬＣＤモニタ、ＰＤＡ、ＰＤＰ−ＴＶ、薄型ブラウン管ＴＶ、ＭＰ３プレーヤー＞
総合マーケティングビジネスの(株)富士経済(東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 原 務 03‑3664‑5811)は、
このほど、フラットパネルおよびフラットパネルを使用する薄型電子機器（大型・中小型）について台湾・韓国メ
ーカーの生産・世界への供給動向を調査し、その結果を「２００５年 台湾・韓国薄型電子機器産業の展望」にま
とめた。
＜調査結果の概要＞
台湾・韓国メーカーを合わせた世界への供給シェア
７０％以上
５０％以上
２００４年
ノートＰＣ、ＬＣＤモニタ、 ＭＰ３プレーヤー
ＰＤＡ
２００７年

３０％以上
ＬＣＤ−ＴＶ、ＰＤＰ−Ｔ
Ｖ、リアプロＴＶ、携帯電話
機、デジタルスチルカメラ
ノートＰＣ、ＬＣＤモニタ、 ＬＣＤ−ＴＶ、携帯電話機、 リアプロＴＶ
ＰＤＰ−ＴＶ、薄型ブラウン デジタルスチルカメラ
管ＴＶ、ＭＰ３プレーヤー、
ＰＤＡ

フラットパネルおよびフラットパネル使用電子機器では、既に台湾・韓国のメーカーで生産された製品が世界市
場への供給の中心になっているか、あるいはその射程内にある品目がほとんどであった。セット機器に関しては、
台湾メーカーはＯＥＭ／ＯＤＭで世界のトップメーカーに供給しており、
上位メーカーに集中化しつつある。
一方、
韓国メーカーは自社ブランドで展開する SAMSUNG とＬＧの２社による出荷がほとんどで、
２社が世界のシェアで上
位を占める。フラットパネルの供給も、ＴＦＴ−ＬＣＤでは台湾メーカーは上位５社（ＡＵＯ〔友達〕
、ＣＭＯ〔奇
美電子〕
、ＣＰＴ〔中華映管〕
、ＱＤＩ〔広輝〕
、HANNSTAR〔瀚宇彩昌〕
）を中心に既に出荷枚数では世界供給の１位
になりつつある。
韓国メーカーでは SAMSUNG グループ、
ＬＧグループの２社が世界の有力メーカーに供給している。
＜ＰＤＰ−ＴＶ＞
２００４年世界出荷台数：２４０万台

台湾

８％

韓国４０％

２００７年世界出荷台数：９００万台

台湾１６％

韓国６１％

２００４年の台湾メーカーの出荷台数は２０万台であった。４２インチが８０％を占め、４６インチ、５０イン
チと続く。２００４年第２四半期ころから台湾企業がＰＤＰ−ＴＶへの参入が増えてきた。２００４年は、後半に
ＰＤＰパネルの価格が下がったこととオリンピック需要で２００３年と比べ５０％以上の伸びとなった。
ＰＤＰパ
ネルの価格が徐々に下がり需要が拡大し、欧米へのＯＥＭ／ＯＤＭが増える見込みで、２００５年の出荷台数は前
年比倍増の４０万台が見込まれる。２００７年には、１４０万台に達すると予測される。
韓国の業界では、
２００４年の世界市場で SAMSUNG がシェア１７％と松下電器、
ソニーに迫ったと見られている。
２００５年は既に韓国メーカーがＰＤＰパネルの量産体制を確立したことから、
韓国メーカーのＰＤＰ−ＴＶ出荷
台数は２２０万台に達し世界１位になると見られる。２００７年には、５５０万台の出荷が予測される。
＜薄型ブラウン管ＴＶ＞
２００５年世界出荷台数： ４５万台

韓国１００％

２００７年世界出荷台数：３００万台

韓国１００％

２００５年２月に SAMSUNG が薄型ブラウン管ＴＶ（薄型ブラウン管の供給は SAMSUNG SDI）を世界で初めて発売
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した。３２インチ薄型ブラウン管ＴＶで、３月には月間販売台数１万台を超えた。薄型ブラウン管ＴＶは、ブラウ
ン管の厚さ３５cm、ブラウン管ＴＶの厚み３９cm で、価格は３２インチＬＣＤ−ＴＶよりも１００万ウォン（１
０万円）以上安い１４９万ウォン（約１５万円）である。ＬＧも２００５年２月、３２インチ薄型ブラウン管ＴＶ
（薄型ブラウン管の供給は LG PHILIPS DISPLAYS）を発売した。SAMSUNG と同じくブラウン管の厚さ３５cm、厚み
３９cm、１４９万ウォンである。米国市場でも２００５年２月に BestBuy が SAMSUNG の薄型ブラウン管ＴＶを発売
している。従来の３２インチブラウン管ＴＶの厚さ６０cm と比べて、薄型ブラウン管ＴＶは３９cm とかなり奥行
きが短い。３２インチＬＣＤ−ＴＶはＴＶの厚さは１０〜１５cm であるがＤＶＤプレーヤーやセットトップボッ
クス、ホームシアターなどを組み込むと３０cm 以上の空間を必要とし、薄型ブラウン管ＴＶと大差なくなる。そ
のためブラウン管の定評ある画質と価格面の優位性によりユーザーを獲得していくと見られる。
＜ＬＣＤ−ＴＶ＞
２００４年世界出荷台数：

８３０万台

台湾２２％

韓国２０％

２００７年世界出荷台数：３,３２０万台

台湾３３％

韓国２４％

台湾メーカーの２００４年のＬＣＤ−ＴＶ出荷台数は１８５万台となった。２００３年は、まだＬＣＤ−ＴＶの
メーカーが少なかったが、２００４年にはＡＶ機器メーカー、ＬＣＤモニタメーカー、その他ＰＣ周辺機器メーカ
ー２０〜３０社がこぞって生産を開始した。これはＤＥＬＬ、ＨＰなどが台湾メーカーにＬＣＤ−ＴＶのＯＥＭ注
文を拡大し始めたためである。２００４年から台湾メーカーのＬＣＤ−ＴＶ生産が急増し始めたが、２００４年末
ではまだ中国での本格的な生産には移行していなかった。しかし、ＡＶ機器、モニタメーカーとも生産拠点のほと
んどが中国にあるため、２００５年に入り徐々に中国での生産が増えている。日本と北米向けのＯＥＭが多いが、
ＤＥＬＬやＨＰなどＩＴメーカーの出荷が増えれば北米向けのウエイトが高まると見られる。
２００５年のＬＣＤ
−ＴＶの世界出荷台数は１,５００万台を超え、台湾メーカーの出荷台数は４５０万台と見込まれる。今後も世界
市場の拡大、ＯＥＭ受注により、台湾メーカーの２００７年の出荷は１,１００万台に達すると予測される。
韓国メーカーの２００４年の出荷台数は１７０万台となった。SAMSUNG とＬＧが自社ブランドにより世界市場で
競争しており、韓国メーカーによる出荷台数は世界市場の２０％に達した。SAMSUNG とＬＧの２社で９０％を占め
るが、家電メーカーの DAEWOO のほかはベンチャー企業が多く、２０社以上のメーカーが存在している。２００５
年は３８０万台と倍増する見込みである。
引き続き SAMSUNG とＬＧの自社ブランドによる世界市場への販売が拡大
する見通しである。特にこの２社の販売競争により北米、欧州でのシェアが拡大すると見られる。２００５年第１
四半期現在、生産のほとんどは韓国国内で行っている。欧州向けでは、ＬＧは最終組み立てをポーランドで行って
おり、第２工場も決定している。SAMSUNG、DAEWOO もＬＣＤ−ＴＶ組み立てを欧州へと移行してゆくであろう。
SAMSUNG、
ＬＧの２社の自社ブランドによる展開とベンチャー企業のＯＥＭが北米、
欧州への出荷を中心に拡大し、
２００７年の出荷は８００万台に達すると予測される。
＜ＭＰ３プレーヤー＞
２００４年世界出荷台数： ３,２００万台

台湾３２％

韓国２８％

２００７年世界出荷台数：１２,０００万台

台湾３８％

韓国３７％

米国市場では２００４年も依然として APPLE の iPod のシェアが高く５０％を超えているが、
ＲＣＡや、
iRiver、
Digitalway などの韓国企業のシェアも高まっている。２００５年は Apple の iPod、iPod mini、iPod シャッフル
のほかに、韓国のＭＰ３大手と SAMSUNG、ＬＧ、そして日本メーカーなども商品を拡充するため、世界市場で６,
０００万台近くに達し、今後も大きな伸びが予測される。
台湾メーカーの出荷は、２００４年は INVENTECH APPLIANCE の iPod 向けのＯＥＭ出荷がほとんどで台湾メーカ
ー全体の出荷台数は１,０００万台を超えた。２００５年も INVENTECH APPLIANCE の iPod 向けのＯＥＭ出荷が大半
を占めるが、iPod 向けとして別に２社程度が供給するようになる。ＤＥＬＬなどへのＯＥＭも増えてくる。２０
０５年の台湾メーカーの出荷台数は２,６００万台へと拡大し、
２００７年には４,５００万台に達すると予測され
る。
韓国メーカーでは、２００４年までは REIGNCOM（iRiver）
、MPIO（Digitalway）
、COWON（iAudio）などの上位を
除いて、SAMSUNG、ＬＧなどのメーカーは韓国国内市場を中心に販売してきた。上位メーカーの仕向け先は北米が
５０％近くを占め、欧州、日本などが次ぐ。２００５年以降は、REIGNCOM、MPIO、COWON などのほかに SAMSUNG、
ＬＧも世界市場で自社ブランドの展開を開始する。仕向け先は北米が依然として５０％前後を占め、欧州、日本の
ほかに中国も増える。世界市場での販売が拡大している上位企業が中国での生産を増やしてゆくであろう。韓国メ
ーカーによる出荷は、２００４年の９００万台から、２００７年は４,４００万台に達すると予測される。
本件に関するお問合せ：広報部 （Ｔel．03-3664-5697

Fax．03-3664-5842またはmail address：koho@fuji-keizai.co.jp）
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＜調査対象＞
分野
薄型電子機器（大型）

薄型電子機器（中小型）

フラットパネル

キーコンポーネント

品目
ノートブックＰＣ
ＬＣＤモニタ
ＬＣＤ−ＴＶ
ＰＤＰ−ＴＶ
リアプロジェクションＴＶ
薄型ブラウン管ＴＶ
携帯電話機
ＭＰ３プレーヤー
デジタルスチルカメラ
ＰＤＡ
ＴＦＴ−ＬＣＤパネル
ＰＤＰパネル
ＯＬＥＤ
ＴＦＴ−ＬＣＤパネル・ＴＦＴ−ＬＣＤパネル部品

対象国
台湾、韓国
台湾、韓国
台湾、韓国
台湾、韓国
台湾、韓国
韓国
台湾、韓国
台湾、韓国
台湾
台湾
台湾、韓国
台湾、韓国
台湾、韓国
台湾、韓国

＜調査項目＞
（１）出荷台数推移
（２）国内出荷、輸出別ウエイト
（３）自社ブランド、ＯＥＭ／ＯＤＭ別ウエイト
（４）国別生産ウエイト
（５）主要仕向けエリア別ウエイト
（６）タイプ別ウエイト
（７）メーカーシェア
＜調査方法＞
富士経済専門調査員による現地取材
＜調査期間＞
２００５年２月〜２００５年４月（現地調査期間）
以上
資料タイトル：「２００５年 台湾・韓国薄型電子機器産業の展望」
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